
会長に大坂氏を再任
第28回理事会開催

　県環境技術センターは、平成28年 5 月30日㈪午後 3
時より、徳島グランヴィリオホテルで、第 6回（平成
28年度）定時社員総会を開催した。
　まず、大坂会長が式辞を述べ、続いてご出席いただ
いた徳島県副知事の海野修司氏をはじめ、先の徳島市
長選で初当選された遠藤彰良徳島市長、阿南市長の代
理で出席された鈴江省吾市民部長、顧問の長尾哲見県
議会議員から、それぞれ祝辞をいただいた。
　その後、司会の田中理事は、ご出席戴いているご来
賓を紹介した。
　次に、田中理事は、この社員総会は出席者122名（内
委任状出席73名含む）が出席し、過半数（77名）以上
の出席があり成立していることを議場に告げ、定款に
基づき、大坂会長が議長となり議事を進めた。
　まず、議長は長地孝夫監事及び志摩恭臣監事を議事
録署名人に指名、第 1号議案：平成27年度事業報告及
び収支決算報告についての審議に入った。
　議長は、議案の説明に、川人常任理事、原岡専務理
事を指名し、事業報告を川人理事が、また、決算報告
を原岡理事が行った。
　両理事の説明の後、監事を代表して、長地監事が監
査報告を行い、議長が議案の賛否につき、議場に諮っ
た結果、満場異議なく承認、原案どおり可決した。
　続いて、議長が第 2号議案の理事（12名）及び監事
（ 2名）選任の件について議場に諮った結果、原案どお
り承認され、新理事12名及び監事 2名が決定した。
　議案審議終了後、平成28年度事業計画及び収支予算、
並びに各委員会の新委員が報告され、最後に次のみな
さんに会長表彰状が授与された。

第435号

徳島市津田海岸町2-33
電　話（088）636-1234㈹
ＦＡＸ（088）636-1122
発行責任者 大 坂 利 弘
編　集　者 原 岡 艶 甲

＜会長表彰等を受賞された方は次のとおり＞
　○会員功労表彰 （敬称略）
　　田村　弘樹　　㈲田村
　　久米　輝彦　　セイコークリーン
　　尾花　幸子　　㈲勝水工業
　　岸本　吉清　　ワイズ総合設備
　　岩本　英司　　㈱岩本総業
　　中平　文隆　　㈲中平建工
　○従業員表彰 （敬称略）
　　泉　　和幸　　トーヨー化工㈱
　　長山　みか　　徳島環境整備㈱
　　太居　建雄　　㈱アズマ四国
　　渡越　英樹　　㈲田中清掃
　　森本　史泰　　㈲山川清掃
　　松原　　愛　　㈲松原電器店

　総会終了後には、第28回理事会が開催され、下記の
とおり新役員が決定した。 （敬称略）

会　　長　　　　大坂　利弘（施　　　工）
副 会 長　　　　井内　幸一（清　　　掃）
専務理事　　　　原岡　艶甲（法定 検 査）
常任理事　　　　吉村　　正（施　　　工）
常任理事　　　　川人　誠司（法定 検 査）
理　　事　　　　中筋　章聡（施　　　工）
理　　事　　　　田中　　勝（保守 点 検）
理　　事（新）　高尾　武司（施　　　工）
理　　事（新）　真鍋　浩章（施　　　工）
理　　事（新）　田村　茂人（保守 点 検）
理　　事（新）　森　　玄徳（清　　　掃）
理　　事（新）　加統　叙男（メ ー カ ー）
監　　事　　　　長地　孝夫（公認会計士）
監　　事　　　　志摩　恭臣（弁　護　士）

5 月30日の理事会で下記企業の入会が承認されました。
社　　名：㈱トクセイ
代表者名：緒方　真人
住　　所：美馬市穴吹町三島字舞中島525-1
所　　属：施工部会

入会企業紹介

新役員が決定

第6回定時社員総会を開催
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　県環境技術センターは、平成28年 5 月11日㈬午後 3
時より、第27回定時理事会を開催した。
　理事会では、第 6回社員総会に付議する議案等につ
き審議された。
＜第27回定時理事会の議案＞
議案 1　第 6回社員総会に付議すべき議案について
議案 2　第 6回定時社員総会の目的事項等について
議案 3　選出委員の承認について
議案 4　入会申込み企業の承認について
議案 5　平成28年度事業従事者表彰候補者の承認
議案 6　第 6回定時社員総会の議事運営について
議案 7　第 6回社員総会終了後の理事会開催について
議案 8　顧問の委嘱について
　理事会では、議案 1から議案 7までのすべての議案
が原案どおり承認され、平成27年度事業報告及び決算
報告、並びに役員改選についての議案が第 6回定時社
員総会へ提出されることとなった。また、議案 8の眞
貝浩司県議会議員を顧問に委嘱する件についても満場
一致で承認され、今後眞貝浩司県議会議員にセンター
顧問としてご支援をいただくこととなった。

＜理事会で承認された平成27年度の事業及び決算＞
1．平成27年度に実施した主な事業
【事業の概要】
　平成27年度は、飯泉知事が 4選を果たし、平成30年
度までに汚水処理人口増加数の倍増と市町村設置型浄
化槽事業での設置基数の倍増を公約した。
　これを受け、当センターでは、三好市での成功事例
を基に、PFI方式による浄化槽整備を県下全域に拡大
するため、地元会員企業と共に市町村長に対する要望
活動を積極的に行った。
　また、懸案事項であった、浄化槽の不適切な施工と
設備士の名義貸しについては、その対策として県が「徳
島県版浄化槽施工マニュアル」を作成した。これによ
り、今後は全工程で設備士本人の立ち会いと底版コン
クリートの適切な打設が担保され、浄化槽の信頼性が
向上することとなった。
　一方、維持管理一括契約については、協議会が11市
町村で設立され、認定管理士制度と併せて推進を図っ
たものの、制度自体やそのメリット等を設置者に十分
浸透させることが出来なかった。よって、次年度は、会
員企業との連携をさらに深めるとともに、設置者によ
り分かりやすく魅力のある制度へと見直しを図る予定
である。　
　なお、公益事業の『出前環境学習』は小学校を中心
に27回開催したが、児童・生徒はもとより教員にも高

評価を受けており、次年度も積極的に開催したい。
その他主なものは次のとおり
　①法定検査実施数 （　）内は昨年度との対比
　　　 7条検査数　　　　　　　2,608基（　▲446基）
　　　11条検査数　　　　　　82,551基（＋2,255基）
　　　検査数合計　　　　　　85,159基（＋1,809基）
　　　受検督促（センター名）165,450基
　　　　 〃 　（県民局長名）　67,429基
　　　不適正改善指導数　　　　12,842基
　　　改善報告数　　　　　　　2,543基
　②機能保証受付数　　　　　　1,987基（＋186）
　③設置届受付数　　　　　　　2,769基（＋171）
　④標準契約受付数　　　　　　2,559基（＋89）
　⑤浄化槽教室開催数　43回開催（▲ 8）1,815名受講
　⑥環境学習開催数　　27回開催（＋ 9）1,426名受講
　⑦会員の入退会　　　入会企業　 3社
　　　　　　　　　　　退会企業　 2社
2 ．平成27年度決算報告
　　経常収益額　　　　548,340,701円
　　経常費用額　　　　540,986,427円
　　当期経常増減額　　　7,354,274円

　 4月26日、県環境技術センターの主催により、徳島
市保守点検事業協同組合の設立に向けての検討会がセ
ンター 4階大会議室で開催された。
　会議には、徳島市に保守点検営業登録をしているセ
ンター会員15社が出席した。
　まず、協議にあたり、センターの川人次長から組合
設立についての趣旨説明を行い、保守点検業界の組織
化についての理解を求めた。
　出席者からは、県による標準契約制度や指定記録票
の導入によって維持管理業界に変化が現れてきたが、
一方でその徹底がなされていない現状がある。
　今後、この制度を定着させるためには、要綱等を遵
守するよう関係行政機関からの支援・指導が必要では
ないかなど、切実な意見も出された。
　今回の協議会の結果は、組合設立については、業界
のスキルアップや参加業者の事業発展のためには必要

第27回定時理事会開催
事業報告・決算報告を承認

「徳島市保守点検事業協同組合」
の設立協議会開催
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　平成28年 6 月11日㈯小松島市横須・金磯海岸におい
て、「リフレッシュ瀬戸内」（海浜清掃ボランティア活
動）が実施され、県環境技術センターも毎年の恒例行
事として参加した。
　この事業は、国・県・市町村等関係機関で構成する
瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会が、「受け継ご
うきれいで豊かな瀬戸の海」をキャッチフレーズに、
海浜の清掃活動を通じて“美しい海を守っていく”こ
とを参加者をはじめ多くの人々に訴えていくことを目
的に、毎年実施している。
　センターでもこの趣旨に賛同し、毎年、海浜清掃ボ
ランティアに参加している。
　リフレッシュ瀬戸内の海浜清掃活動当日は、薄曇り
ではあったが、ちょうどよい清掃活動日和となり、午
前 7時からの早朝開催であったにもかかわらず、地域
住民の方々や、協力企業・団体、行政の方々等、約千
数百名が参加、センターからも、過去最多の、会員・
役職員合わせて60数名が参加した。
　開会式では、濱田小松島市長はじめ、国・県・関係
機関からの来賓の方々に続き、センター大坂会長が「浄
化槽の適正な維持管理と、合併槽の普及促進による水
環境保全を推進しましょう」と挨拶を行った。
　その後、参加者全員で海浜の清掃活動を実施し、清
掃後は綺麗になった海岸に、子供たちが小松島漁協の
協賛によるアサリの放流を行い、またゴミが無くなっ
た砂浜での宝探しなどにも興じて、歓声をあげていた。

であるとの認識で一致したものの、保守点検専業業者
と清掃兼業業者では、それぞれ抱える課題が異なるた
め組合設立にあたっては、それぞれの業界が抱える課
題を解決することが必要である。
　よって、今後は専業と兼業に分かれて協議を行い、各
代表者が意見集約を図り、組合設立に向けて進めるこ
とで合意が得られた。
　なお、次回の検討会は 6月に開催予定。

　県環境技術センターが、幹事として参加している、み
なみから届ける環づくり会議の平成28年度の総会が、
平成28年 5 月13日㈮に南部総合県民局阿南庁舎におい
て、開催された。
　総会に先立ち、午後 1時00分に幹事会が開催され、次
年度の事業計画等について水質・参加協働・竹林の各
ワーキンググループに分かれて協議し、結果を各WG
のリーダーが説明した。
　当センターが所属する水質WGは、昨年度実施した
水質一斉調査の他、好評であった川辺を歩く水質調査
ツアーを引き続き行うこと、阿南市こども科学フェス
ティバルに出展することが報告された。
　つづいて午後 3時より総会が開催され、大田阿南高
専准教授が議長として議事進行し、平成27年度の事業
報告及び決算報告と平成28年度の事業計画案が事務局
から報告された。
　特に、昨年度より検討されているボランティア認証
制度について引き続き環づくり会議として取り組むこ
ととし、議案は満場異議無く承認された。また、役員
に幹事長を追記及び環づくり会議で購入した備品の貸
出等の取り扱いを加筆した規約改正についても異議無

く承認された。これにより、今年度の事業を開始、水
質WGは水質一斉調査の実施に向けた準備をスタート
することとなった。
　みなみから届ける環づくり会議は、産・官・学・民
が一体となって県南地域の環境保全活動を行う組織で
あり、センターは 2年前より水質WGの幹事として公
益活動を展開している。

28年度総会を開催28年度総会を開催

～海浜清掃ボランティアに参加～
リフレッシュ瀬戸内リフレッシュ瀬戸内

①玉掛け技能講習の申込み受付中
　７月８日〆切
②酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能
　講習の申込みは締切りました。

お知らせ
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　リフレッシュ瀬戸内の関連事業として、5月24日㈫横
須金磯海域の水質検査を徳島小松島港清港会所有の、
海面掃除船「ブルークリーン」で海水のサンプリング
を実施した。
　対象海域の水質検査の分析結果は、後日、小松島市
のホームページにおいて公開される。

　平成28年 6 月12日にあすたむらんど徳島にて、恒例
の環境月間イベントを開催した。
　今年で 5回目を迎える。
　今回のみずすまし隊の新しいアイデアは、牛乳パッ
クや使用済みの紙、廃材等をリサイクルした『クラフ
トバンド』を材料とした小物入れの製作である。
　エコ工作ではあるが、かわいらしい仕上がりが人気
で、定員を昨年の 2倍の60名に増員したが、事前の申
し込みはほとんど満席であった。
　参加した親子は、個性の光る作品に仕上げていたが、
どちらかといえば保護者の方が、熱が入っていたよう
である。
　エコを楽しんで生活に取り込んでもらえる企画に仕
上がったのではないだろうか。
　また、当日来場頂いた方にも、楽しんでもらえるよ
う、『ミミちゃんラリー』も同時開催した。絶滅危惧種
をテーマとしたメッセージカード作りや、リサイクル
をテーマにスノードーム製作、クルマやケーキのおも
ちゃ作りなどにチャレンジ。環境をテーマとしたクイ
ズにも挑戦し、全スタンプをすべて獲得するスタンプ
ラリーの企画である。
　当日は、残念ながら雨が降り、来場者が昨年よりは
少なかったが、その分参加者の方々とゆっくり交流を
持つことができた。なかには、センターのキャラクター
である『ミミちゃん』を見て「うちわで見たことがあ
る」と話しかけてくれるなど、とてもアットホームな
イベントであった。来年もみずすまし隊の柔軟な発想
で新しい企画を考え、当センターのますますのイメー
ジアップに努めたい。

～夏だ、さあ磯に出かけてみよう～
　梅雨も明け、初夏のにぎわいを感じますね。この夏
は、童心に戻ってちょっと磯に出かけてみませんか？
　潮だまり（タイドプール）をのぞいたり、岩の割れ
目や、石をひっくり返すと、隠れている生き物がいま
すよ（＊^ ＿^ ＊）。
　磯は、潮の満ち引きにより、干上がったり水没した
りする場所があります。乾燥にも耐え、速い潮の流れ
にも適応する為、多くの生き物は、岩場にしっかり
くっついています。
　その他にも、海藻類をはじめ、イソギンチャクやカ
ニなど海辺に広がる生物の多様性を垣間見ることが
できますよ。
　また、これらの生態を調べ、指標とすることにより、
手軽に海の水質を評価し環境の状態を知ることがで
きます。
　ケガキやアオガイ、クロフジツボなどはきれいな海
を好む生物指標とされ、ムラサキガイやマガキ、シロ
フジツボなどは汚れた海を好む生物の指標とされて
います。
　さて、みずすまし隊もこの夏、『磯の生き物調査』に
チャレンジします（＝^ ・^ ＝）。
　初めのころは生き物を見分けることが大変でした
が、何度か足を運び観察を続けると、見慣れたのか？
少し区分できるようになりました。実際、場所の選定
も兼ねて、現地調査を数か所行いましたが、県南部の
海と、市内近郊、県北部の海では生き物の優先種の違
いなどが見えてきました。海岸の地形や、潮の流れ、水
質などによって、磯の環境が異なるのでしょうね。
　今年も、恒例の海浜の清掃ボランティア「リフレッ
シュ瀬戸内」に参加します。
　せっかく海辺に出かけるので、磯の生き物も観察し
てこようかな（＊’’▽ ’’）。 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28年７月５日～８月10日
地区：徳島市・吉野川市・阿波市

○７条検査

日程：平成28年７月４日～８月10日
地区：鳴門市・阿南市・三好市・
　　　松茂町・板野町・那賀町・東みよし町

○那賀町検査（らくらくあんしん協議会）

日程：平成28年７月４日～８月10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28年７月４日～８月10日
地区：神山町全域

～手作り小物入れを作ろう！～

環境月間特別エコ工作環境月間特別エコ工作

水質検査を実施
横須金磯海岸周辺の

水質検査を実施
横須金磯海岸周辺の
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