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　県環境技術センターは、 5月29日に開催される、第
4回定時社員総会において、現理事・監事全員が任期
満了となり、 2年の任期を終えることから、会員事業
所を行政エリア（東部・南部・西部）に分け、県下 3
地区において「新役員選考会」を開催した。
　まず、4月 8日に東部地区選考会を開催、続いて、4
月 9日に南部地区選考会、 4月15日に西部地区選考会
を開催し、それぞれの地区から新役員候補者 8名を選
出した。残り、 2名の候補者については、メーカー・
施工部会から 1名、保守点検・清掃部会から 1名を選
出する予定である。
　なお、推薦された、理事候補者は、 5月12日に開催
の理事会で承認を得た後、社員総会に諮り、承認を得
て新理事として就任する。
　また、各委員については、 5月12日の理事会で承認
を得た後、総会で報告後に会長が各委員を委嘱する。
　なお、各地区から推薦された理事候補者及び委員は
次のとおりである。

4 月 8 日
東部地区選考会

4月 9日
南部地区選考会

4月15日
西部地区選考会

＜理事候補者＞
地 区 候補者名 部 会

東 部 徳 島 井　内　幸　一 清 掃
鳴 門 吉　村　　　正 施 工
小松島 庄　野　　　清 施 工
徳 島 中　筋　章　聡 施 工

南 部 阿 南 大　坂　利　弘 施 工
阿 南 吉　岡　　　誠 管 理

西 部 美 馬 藤　田　芳　男 施 工
三 好 岡　崎　光　二 管 理

＜委員候補者＞

地 区 環境広報委員
候 補 者 氏 名 部 会

東 部 徳 島 美　馬　秀　夫 施 工
徳 島 中　川　　　弘 管 理
鳴 門 金　沢　二　郎 施 工
小松島 森　本　　　廣 施 工
小松島 多　田　一　壽 施 工

南 部 阿 南 打　樋　修　二 施 工
海 部 高　知　重　徳 管 理

西 部 三 好 真　鍋　浩　章 施 工
三 好 谷　　　尚　美 管 理

　総務省はこのほど、平成24年度末における全国の汚
水衛生処理率をとりまとめた。全国平均では82.9％で、
都道府県別に見ると東京都が99.2％（前年度対比0.1％
増）、神奈川県が95.8％（同0.7％増）、兵庫県が95.3％
（同0.5％増）など大都市ほど整備が進んでいる。
　反対に遅れているのは、徳島県48.2％（同1.6％増）、
和歌山県が49.8％（同 2％増）、青森県が60.8％（同1.5％
増）だった。
　また、浄化槽に着目すると最も普及率が高いのが徳
島県と高知県で32.7％。徳島県は23年度末から0.3％増、
高知県は0.8％増となっている。
　次いで高いのは、鹿児島県で29.5％（同1.3％増）、和
歌山県で28.3％（同1.2％増）、三重県で27.1％（同0.7％
増）だった。
　伸び率では、香川県が1.5％増と最も高く、鹿児島県、
和歌山県、広島県及び福島県と続く。
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徳島県と高知県が浄化槽普及率
32.7％で全国トップ

徳島県と高知県が浄化槽普及率
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　 4月17日㈫午後 2時から、県環境技術センターで、管
理部会員と清掃部会員併せて22名が出席し、役員選考
会が開催された。最初に、大坂会長が挨拶を述べたが、
その中で、『これまでは、旧支部単位で理事の推薦を
行っていたが、施工部会出身の理事が多く、業種に偏
りがあることから、今回初めて所属部会からの推薦を
行うこととした。今後は、各業種から公平に理事を推
薦できるようにし、各業界が連携して、適正な設置・
維持管理を推進できる体制を整えたい』とその趣旨を
説明した。
　続いて、会長が議長となり第 1号議案の理事の推薦
について、協議。川人次長が、理事の条件等を説明後、
議長が、出席者に意見を求めたところ、マルシンクリー
ンの真貝氏から、『若くて、実績があり、改革への強い
意欲と見識を持ち合わせているという条件を満たすの
であれば、㈲田中清掃の田中氏が最も適任では』との
推薦が有り、満場一致で田中氏の推薦が決定した。 2
号議案の委員の推薦については、特に推薦が無かった
ことから、出席回数や地域性、営業実績等を考慮して
常任理事会で作成した候補者名簿を提案、満場一致で
原案どおりの候補者を承認し、午後 3時30分に閉会し
た。
　決定した候補者は次のとおり
《理事候補者》
　㈲田中清掃　　　　　　　　田中　　勝 氏
《委員候補者》
　㈲光エンテックス　　　　　中川　幸彦 氏
　トーヨー化工㈱　　　　　　高橋　一巳 氏
　㈲たいち　　　　　　　　　神戸　克佳 氏
　徳島日化サービス㈲　　　　増田　和孝 氏
　㈲マルシンクリーン　　　　真貝　浩司 氏
　㈲森清浄社　　　　　　　　森　　玄徳 氏
　カイフカンキョウ協業組合　金本　　修 氏
　㈱岩本総業　　　　　　　　岩本　英司 氏
　㈲久保衛生　　　　　　　　久保　真人 氏

　 4月18日㈬前日の管
理・清掃部会に引き続
き、県環境技術セン
ターで、メーカー部会
員と施工部会員併せて
16名が出席して、役員
選考会を開催した。
　大坂会長が挨拶したあと、 1号議案の理事の推薦に
ついて部会に諮った結果、ユニペックの高尾氏が、
『伊藤氏は、施工委員会でも、豊富な知識と経験に基づ
き、常に建設的で前向きな意見を述べられており、適
任では』と推薦し、満場異議無く承認された。また、2
号議案の委員の推薦についても、出席者から特に意見
が出なかったため、常任理事会案を提示、満場一致で
原案が承認された。
《理事候補者》
　㈱ダイキアクシス　　　　伊藤　　淳 氏
《委員候補者》
　㈱ユニペック　　　　　　高尾　武司 氏
　日徳三善電気㈲　　　　　日下　貴博 氏
　㈱庄野建材店　　　　　　庄野　章夫 氏
　平坂水道　　　　　　　　平坂　公一 氏
　㈱田原工業　　　　　　　田原　典郎 氏
　クボタ浄化槽システム㈱　藤井　　誠 氏
　㈱ハウステック　　　　　加統　叙男 氏
　フジクリーン㈱　　　　　名和　章平 氏
　アムズ㈱　　　　　　　　木林　茂広 氏

理事／委員候補者を選出
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管理・清掃部会

理事／委員候補者を選出 理事／委員候補者を選出

メーカー・施工部会
役員選考会を開催
理事／委員候補者を選出

日時：平成 26年７月５日㈯ 10：00～ 16：00
場所：駅前商店街・池田総合体育館他イベント会場
主催：公益社団法人日本青年会議所四国地区協議会
主管：公益社団法人阿波池田青年会議所

四国の
たからフェスタin阿波池田

開催のお知らせ

「四国のたからフェスタ in 阿波池田」に当センター
も出展しますのでご参加下さい。

出展テーマ：徳島のたから「きれいな水」
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　平成26年 4 月11日高松国際ホテルにおいて、「全浄連
四国地区協議会」の平成26年度総会が開催された。
　総会には、四国 5団体の会長及び事務局長など20名
が出席した。
　まず、山条協議会会長（香川県会長）が開会挨拶を
したあと、議長となり議事に入った。
　第 1号議案平成25年度事業報告及び収支決算報告、
第 2号議案平成26年度事業計画案及び収支予算案につ
いて審議した結果、 1号議案及び 2号議案とも、満場

一致で承認され、原案
通り可決した。
　第 3号議案の役員の
改選について、議長の
指名で、香川県の香川
専務より議案説明が行
われ、議長がその内容

　全浄連四国地区協議会の総会に引き続き、検査機関
四国地区協議会の平成26年度総会が開催された。
　香川県の山条会長が議長となり議事に入った。
　第 1号議案平成25年度事業報告及び収支決算報告、
第 2号議案平成26年度事業計画案及び収支予算案とも、
議案は満場一致で承認され、原案通り可決した。
　次に第 3号議案の役員改選について審議した結果、
輪番制による役員が次のとおり決定した。
　会　長　（公社）愛媛県浄化槽協会会長
　副会長　（一社）高知県浄化槽協会会長
　理　事　（公社）徳島県環境技術センター会長

　第20回六右衛門まつりが 4月 6日㈰津田海岸町の
「津田みどり広場」で開催され、多くの家族連れで賑
わった。
　六右衛門まつりは、「阿波の狸合戦」で語り継がれて
いる六右衛門大明神の祠が津田町に祀れていることか
ら、毎年 4月の第一日曜日に実施されている。
　当センターも昨年同様、みずすまし隊が、「綿菓子」
と「金魚すくい」の販売に協力出展した。
　当日は、午後から一時大雨に見舞われるも、出展ブー

協議会の総会開催
全浄連四国地区
協議会の総会開催

平成
26
年度

全浄連四国地区
協議会の総会開催
全浄連四国地区

につき、総会に諮った結果、満場異議なく承認され新
役員が決定した。
　続いて、全浄連本部の委員及び専門部会の役員が推
薦された。
　最後に、その他の意見を求められたので、徳島県の
原岡専務理事が全浄連四国地区協議会の慶弔規程の作
成につき提案し、承認された。
　議案のすべてを修了し閉会した。
　新役員は次のとおり
＜四国支部協議会及び全浄連役員＞
　会　長（全浄連副会長）（公社）愛媛県浄化槽協会会長
　副会長（　〃　理　事）（一社）高知県浄化槽協会会長
　監　事（　〃　理　事）（公社）徳島県環境技術センター会長
　監　事（　〃　監　事）（公社）香川県浄化槽協会会長
＜全浄連委員会及び部会役員＞
　総務・企画⇒（公社）愛媛県浄化槽協会会長
　事業・組織⇒（一社）高知県浄化槽協会会長
　浄化槽制度・検査⇒（公社）香川県浄化槽協会会長
　機能保証制度⇒（公社）徳島県環境技術センター会長
　製造・施工・技術部会⇒愛媛県
　保守点検・清掃部会⇒香川県

　理　事　（公社）香川県浄化槽協会会長
　監　事　愛媛県団体において選出
　なお、26年度事業の詳細について、当番県から次の
とおり報告された。
＜愛媛県＞
　①検査員研修会
　　日程： 9月 4日㈭～ 5日㈮
　　場所：国際ホテル松山
　②水質分析者研修会
　　日程： 9月 4日㈭～ 5日㈮
　　場所：国際ホテル松山
　③九州地区検査員研修会は未定
＜徳島県＞
　①第 8回ソフトボール大会
　　日程：10月26日㈯
　　場所：上板町ファミリースポーツ公園グランド

スは常に子供たちに囲
まれ、大盛況であった。
　当センターの参加は
今年で 3回目となるが、
プロ顔負けの技で、何
十匹も金魚をすくい上
げる子供たちと顔なじ
みになるなど、スタッフとしても楽しく参加している。
　「六右衛門まつり」では津田コミュニティー協議会の
各団体と共に、当センターも地域活性化の一環として
協賛しており、収益は全額同協議会へ寄贈、地域振興
に役立てられる。

検査機関四国地区協議会
総会も同時開催

検査機関四国地区協議会
総会も同時開催

検査機関四国地区協議会
総会も同時開催

⑶第 410 号 み ど り 平成 26年 6月 15 日



　県環境技術センターは 4月25日㈮午後 2時30分から、
浄化槽技術検討委員会を開催した。
　この委員会は、浄化槽管理士特別認定制度（徳島県
版採水員制度）のクロスチェック等、信頼性の確保に
ついて必要な検討や、水質悪化施設の機能評価検査の
結果内容を検討する目的で隔月に開催している。
　当日は、センター職員で構成されている各部会委員
14名とオブザーバーである阿南高専の川上周司助教の
計15名が出席した。
　はじめに、クロスチェック部会を開催し、事務局よ
り特別認定制度の実施状況およびクロスチェック（24
基検査済みのうちの 5件実施）の実施結果について報
告が行われた。
　事務局は、今後のチェック方針に関して、現在の運
用状況を踏まえた上で、より客観性の高い基準を設定
することについて提案した。
　結果、今後、データを蓄積したうえで、場合によっ

～ダニが媒介！感染症に気を付けよう～

　暖かい日が続き、少し汗ばむ日さえあります。気温

の上昇に伴い、虫たちが活発に動きだしましたね

（*^_^*）。

　もちろん、タイトルにあるようにダニも活発になり

ます。

　そして、この「ダニ」最近ウイルスを保有している

種の報告がされています。

　それが、「マダニ」と呼ばれる種類で特に「フタトゲ

チマダニ」と「オウシマダニ」の二種類が疑われてい

ます。

　「マダニ」を媒介して、新種の「SFTS ウイルス」に

感染すると、１～２週間の潜伏期間を経て、発熱、嘔

吐下痢、頭痛、筋肉痛、意識障害の他出血などの症状

を発症するそうです。これはダニ感染症（重症熱性血

小板減少症候群）と呼ばれ、なんと致死率は 10％～

30％といわれています（（+_+））。

　驚くことに徳島県でも感染が報告されていました。

　さて「マダニ」は家庭内に生息するダニとは種類が

異なります。かたい外皮に覆われた比較的大型のダニ

で森林や草地などに生息しているようです。

　吸血前は３㎜程度ですが、血を吸うと８㎜ぐらいま

で大きくなるとのこと（@_@;）。

　ちょっと気持ち悪いですね…。

　法定検査を実施する際に、草むらに入っていくこと

がよくあります。

　その際は、虫よけスプレーを使ったり、長そで長ズ

ボンでズボンの裾は靴下や長靴の中に挟み込むなど、

ダニを寄せ付けない工夫が必要です。

　もし「マダニ」が体についていたら、自分で無理に

とらず、早急に皮膚科を受診して取り除いてもらいま

しょう。 by koizumi

水　質　計　量　便　り

事務局だより
 法定検査のお知らせ 

　次の日程で法定検査を実施します。

○11条検査

日程：平成26年６月２日～６月16日
地区：徳島市・藍住町・北島町・上板町・
　　　板野町・石井町・佐那河内村
日程：平成26年６月17日～７月１日
地区：阿南市・美馬市・つるぎ町

○７条検査

日程：平成26年６月２日～6月13日
地区：小松島市・勝浦郡・阿南市・
　　　那賀町・海部郡
日程：平成26年6月16日～6月27日
地区：藍住町・北島町・上板町・
　　　石井町・神山町・佐那河内村

○那賀町検査（らくらくあんしん協議会）

日程：平成26年６月２日～６月27日
地区：那賀町全域

○神山町検査（神山町きれいな水づくり協議会）

日程：平成26年６月２日～６月27日
地区：神山町全域

ては方針等を変更することを決定した。
　引き続いて機能評価部会が開催され、機能評価検査
の実施報告と評価及び技術的助言等について検討した。平成26年度浄化槽

第     回

技術検討委員会開催

1

機能評価検査とは…
　11条検査において、BODが複数年超過し、その原因が不
明であった場合に、その原因を解明するために行う検査
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