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　平成28年 9 月15日㈭16日㈮の両日、浄化槽法指定検
査機関四国地区協議会は、平成28年度の検査員研修会
を徳島市の徳島グランヴィリオホテルで開催した。
　平成28年度は、協議会の当番県が徳島県であること
から、公益社団法人徳島県環境技術センターが主催検
査機関として研修会を企画し開催した。
　今回の研修会には、北は北海道から、南は九州鹿児
島県まで、全国15道県、17検査機関、計107名が参加し、
盛大な研修会となった。
　研修会に先立ち、主催県を代表して公益社団法人徳
島県環境技術センターの大坂会長が開会挨拶を行い、
続いて基調講演として、常葉大学社会環境学部の小川
浩教授が「浄化槽および法定検査の将来展望」と題し
て講演を行った。
　基調講演の後には、「検査機関が歩むべき進路と問題
点」・「検査機関が将来生き残るために成すべきことと
は」と題したパネルディスカッションが開かれた。
　パネルディスカッション・コーディネータには常葉
大学小川教授、パネリストとしては、四国地区から、香
川県：小西課長、愛媛県：坂東課長、高知県：松田課
長、徳島県：西岡課長および九州地区から鹿児島県：
原常務理事が登壇し、事例発表など活発な意見交換が
なされた。
　パネルディスカッション終了後は、検査員研究部会
を、「受検率向上」・「検査精度管理」・「改善指導」・「女
性活躍」の 4研究部会に分かれて開催した。
　昨年度までは、分科会として開催していたが、今年
度から研究部会として、スタイルを一新した検査員同
士の検討会となった。
　研究部会は、日頃の業務に直結したテーマであった
ことから熱心な討論がなされ、参加者からは、大変有
意義な研究部会であったと好評であった。
　特に、女性活躍研究部会は、いままでには無かった
テーマでの開催で、参加した職員からは、女性目線な
らではの意見交換を行うことが出来、検査に於ける効
果的な女性の活用方法等を話し合う良い機会となった
との感想があった。
　研修会終了後は、懇親会が開催され、参加職員の親

睦が図られた。
　第 2日目は、各研究部会のまとめ発表のあと、「アン
ガーマネージメント入門講座」と題して、アンガーマ
ネージメントファシリテーターの浪越あゆみ先生によ
るビジネスマナー研修が開催された。
　検査業務につきものの苦情対応、特に相手が怒った
時の対応等の「アンガーマネージメント」についてご
講演いただき、参加者全員が真剣に講習に聞き入って
いた。
　研修会の最後としては、四国各県別研究発表会が開
催された。
　四国 4県から、
①法定検査受検率向上への取り組み（香川県）
②油分の簡易測定法の活用について（愛媛県）
③高知県に於ける新設浄化槽の放流水の動向・改善事
例に向けての取り組み（高知県）
④個別処理と集合処理の工事費比較（徳島県）
の 4題の研究課題が発表され、四国以外の参加者全員
による投票で、最優秀研究には愛媛県の山本有希氏の
研究が選ばれた。
　愛媛県の研究発表は、浄化槽の処理機能を著しく低
下させる油分を、検水から簡易的に測定するもので、非
常に優れた研究発表であった。
　なお、愛媛県の研究は、11月に宮崎県で開催される、
九州地区検査員研修会で四国地区代表研究として発表
される。
　今回の四国地区検査員研修会は、従前の四国 4県検
査機関・九指協検査機関に加えて、東海・北陸および
東北・北海道ブロックも参加しての開催となり、また、
研修内容も心機一転して色々な新しい内容が盛り込ま
れたもので、大盛況のうちに 2日間の日程を終えた。
　この研修会は、四国の検査機関の持ち回りで開催す
ることとなっており、来年度は香川県で開催される予
定となっている。
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　県環境技術センターは 9月21日㈬午後 3時から、第
2回施工技術委員会をセンター 4階会議室で開催し
た。
　当日は、委員 7名が出席、多田委員長の挨拶のあと、
理事会から諮問されている検討事項について協議を
行った。
　まず初めに、設置届の手続きに関する事項について、
事務局から説明した。保証登録の設置者控えの取扱い
について、出席委員から現状の様々な問題点などの説
明があり、今後の事務効率向上策を議論した結果、事
務局案で承認された。
　次に、標準契約書に対する取扱いについて協議した。
現状において、浄化槽設置申請時に、契約当事者でな
い施工業者が契約書を作成しており負担がかかってい
る問題がある。事務局からは
　①契約当事者それぞれが手数料を負担する案
　②保守点検業者に契約書の作成を丸投げする案
　③設置届出書と切り離す案
　④協議会を活用する案
の 4案を提示したがそれぞれ課題があり特に③案につ
いては、「徳島県浄化槽事務取扱要領」で届出書（計画
書）と併せて標準契約書を県民局長等に提出すること
になっており、センターは県の委託業務として窓口対
応していることから、書類が揃っていないと県民局は

　平成28年10月 3 日、第30回全国浄化槽大会が東京都
飯田橋のホテルグランドパレスで開催された。
　浄化槽の日を記念して、毎年、浄化槽関係19団体で
構成する実行委員会が開催している事業であり、当日
は関係者約800人が参加、盛大に開催された。
　まず最初に「浄化槽の日」実行委員会を代表して、
（一社）全国浄化槽団体連合会の佐藤佑会長が開会の挨
拶をし、続いて環境大臣、国土交通大臣が祝辞を述べ、
浄化槽適正整備推進決議の採択が行われた。

　その後、浄化槽に関する功労者の表彰が行われ、環
境大臣表彰27名、国土交通省土地・建設産業局長表彰
6名、国土交通省住宅局長表彰 1名、環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部長表彰20名が表彰され、徳
島県は、（公社）徳島県環境技術センターの原岡専務理
事と徳島県環境保全協会の谷尚美理事（池田浄化槽清
掃管理センター代表者）の 2名が環境大臣表彰を受賞
した。
　また、「浄化槽の日」の標語の最優秀賞には静岡県
の山下奈美氏の「浄化槽　いつものために　まさかの
ために」が選ばれ、他
5名が優秀賞に輝いた。
式典終了後は、元環境
事務次官　谷津　龍太
郎氏が「浄化槽への期
待」と題して講演を
行った。
　その後行われた懇親
会には、山本公一環境
大臣を始めとする多く
の国会議員が駆けつけ
た。

第30回

施工技術委員会開催第２回
受理できないことを説明した。また、先に開催した保
守点検・清掃委員会においては、協議会地区での浄化
槽設置申請時には、協議会の一括契約加入誓約書で、標
準契約書の代わりに受理することができるので、今後
さらに協議会地区拡大を推進していくことで纏まって
いると説明した。続けて川人事務局次長からは、「維持
管理組合を設立すれば、組合印で契約が成立するため、
施工業者さんの手間は必ず削減されます。」と、設立に
ついて各委員への理解を求めた。
　最後に、施工マニュアルの徹底について協議した。
今、県のマニュアル導入により、以前と比べ、写真撮
影などの手間が増え、一部の施工業者からの反発も出
ている。しかし、施工技術委員会としては、浄化槽工
事の適正化を推進するため、委員が率先してこのマ
ニュアルを遵守していくことを確認した。
　次回からは、特別認定設備士制度を活用し、業界自
らによる適正な施工を担保するための施工体制の確立
について検討していくこととした。

おめでとうございます
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　県環境技術センターは、 9月27日午後 3時から理事
12名、監事 2名の役員全員が出席し、第31回理事会を
開催した。
　最初に大坂会長が「 2時間という限られた時間では
あるが、建設的な密度の濃い議論をお願いしたい」と
挨拶したあと、議長となり議事を進行した。
【第 1号議案】前回理事会からの継続審議について
　議長が、川人常任理事を指名し、理事の日当につい
て理事から頂いている意見を披露、他の理事からも公
益の剰余金を財源として日当を上げる案や一般法人へ
の移行、委員との差をつけるべき等の意見が出された
が、吉村常任理事が「半期の決算を見て、再度協議を
すれば良い」と提案、次々回（11月）に再度協議する
こととした。
【第 2号議案】今後の業務執行におけるビジョンにつ
いては、理事から特に意見は出ていないため、前回か
らの当該議案について優先して協議することとなった。
◎設置届出受付の簡素化について
　事前に、PCメール添付により、届出書の表紙を支所
に送り、事前チェックの後、郵送でも受付する案につ
き、10月から実際の事務処理で問題点を検証すること
が決定した。
◎届出の電子申請について
　センターだけの問題では無く、県との協議が必要で
有り、また個人の認証も必要である事など、ハードル
は高いが、時代的にも効率化は必然とする意見があり、
今後県に相談することが決定した。
◎標準契約の届出との切り離しについて
　協議の結果、既に定着している制度で有り、適正管
理率の上昇等実績も伴っていることから、切り離しは
困難という結論となった。但し、用紙代等受付に関す
る手数料については別途協議することとなった。
◎コンプライアンスの徹底について
　保守点検・清掃の各記録票の使用や施工マニュアル
の徹底については、県から先ずは会員や浄化槽関係者
が自助努力をすべき、自ら襟を正すべきと指摘されて
いることを説明したが、会員同士で指導などは出来な
いとの意見が多数を占め、県に指導を仰ぐこととした。
　また、この件に関連し、点検・清掃を規定回数実施
していない場合の判定を不適正とすべきとの委員会で
の結論も上程されたが、当理事会で結論は出なかった。
　最後に田村理事から提案された全国集会への理事の
参加については、来年度に向け検討することとなった。
【第 3号議案】入会申し込み企業の承認については、
マナベ電機株式会社から出された入会申込みについて
審議した結果、満場一致で入会が決定した。
【業務執行状況報告】
　施工委員会の委員につき、クボタ浄化槽システムの

福岡氏が転勤のため新委員として森井氏が就任したこ
とが報告された。
　以上により 5時20分に議事が終了した。次回32回理
事会は、10月26日に開催を予定。

　平成28年 9 月14日㈬午後 7時30分から阿南市の長生
公民館において「阿南市生活排水対策実践活動講座」
が開催された。
　この講演は、阿南市が家庭でできる水質保全活動を
通じてきれいな水環境に関心をもってもらうことを目
的に、市内各地区の婦人会の協力のもとで展開してい
る事業の一つで、水環境保全を推進している専門機関
である当センターが阿南市から依頼を受け、講演を
行ったものである。
　当日は、長生地域の婦人会から27名が出席し、西岡
課長が「身近な生活での取り組みと水環境の保全につ
いて」と題し講演を行った。
　講演内容としては、阿南市周辺の水環境の状況紹介
や、きれいな水と汚れた水の違いやその原因といった
水質汚濁の根本について解説し、各家庭でできる汚れ
を出さない取組み方法について具体的な例を紹介した。
また、家庭での取り組みでも限界があることから、浄
化槽の必要性や浄化槽の構造、処理機能を維持するた
めに行う管理の重要性について、特に法定検査で実施
しているBOD検査の意義について説明を行った。
　その後、出席者に市とセンターから提供した啓発
グッズやアンケートを配布し、市の担当者から、講演
で紹介した生活排水対策の実践や補助金を活用して浄
化槽への転換を呼びかけた。受講者からは「水の大切
さを再認識できて良かった」「家でできる取組みを一層
実践したい」といった感想があり、概ね好評であった。
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　県環境技術センターは、㈿徳島県設備業協会からの
依頼を受け、平成28年 9 月21日㈬に、㈱徳島健康科学
センターに於いて、シニアワークプログラム「管工事
入門講座」のなかの、『浄化槽の仕組みについて』の講
習を担当した。
　この講座は、60歳代前半の方を対象に、就業機会拡
大のため、公益社団法人徳島県シルバー人材センター
が開催し、設備業協会が委託を受けて講座を受け持っ
ているものである。
　当日は、 6名のシニアの方を対象として、約 3時間
の講習時間で、センター講師が汚水処理設備としての
浄化槽について講義を行った。
　講習内容としては、①浄化槽の役割、②浄化槽の基
本的な仕組みについて、③浄化槽の設置届出について、
④浄化槽工事の基本について、⑤管理者に義務づけら
れる維持管理について等の内容で行ったが、受講した
方は、真剣に講習に聞き入り、興味を持った方も多く、
非常に熱心に質問される方もいた。
　センターでは公益事業の一環として、浄化槽の設置
推進を図る観点から、この講習を担当しており、今年
で 3回目となるが、汚水処理施設・設備としての浄化
槽の普及促進に繋がる事業であることから、今後も要
望があれば実施していく予定である。

水　質　計　量　便　り

～「パリ協定」発効へ～
　地球温暖化対策の新枠組み「パリ協定」発効に向け、
各国で批准に向けた動きが急ピッチで進んでいます。
このため11月 7日にモロッコで開幕する国連気候変
動枠組み条約第 22回締約国会議（COP22）に間に合
う見込みです。
　さて、このパリ協定とは京都議定書に代わるもの
で、最大の特徴は、先進国だけでなく発展途上国を含
む全ての国が協調して温室効果ガスの削減に取り組
む初めての枠組みとなっている事です。これによっ
て、対象国は京都議定書の 38カ国・地域から、197
カ国・地域へと地球規模に広がり、ここで決めたルー
ルが、今後の世界標準になります。
　目標としては、地球の平均気温上昇を産業革命前に
比べて 2度未満、できれば 1.5 度未満に抑え、今世紀
後半までに世界全体の温室効果ガスの排出量を実質
ゼロにすることを目指すとしています。
　実は、この 2度未満という設定は、たかが 2度と考
えるかもしれませんが、遵守するには『地球上の化石
燃料埋蔵量のほとんどは燃やせない』、つまり、化石燃
料が余っていたとしてもあえて使わないことを意味
することになります。かなり厳しい条件ですね。
　すでに、排出量の 4割を占める 2大排出国の米国と
中国をはじめ、各国が相次いで批准しておりこれまで
にない意欲的な内容と評されるのもうなづけます。
　では日本の温室効果ガス排出量はというと、世界の
3.8％近くを占めており、世界第 5位の『排出大国』で
す。
　しかしながら、日本の批准は間に合わず、出遅れが
目立ちます。どちらかといえば、この分野で国際的な
リーダーシップを発揮すべき立場であると思うので
すが…。
　とても残念ですね。（　　） by koizumi

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11月14日～12月９日
地区：徳島市・鳴門市

○７条検査

日程：平成28年11月14日～12月９日
地区：徳島市・藍住町・北島町・石井町・
　　　上板町・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28年11月14日～12月９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11月14日～12月９日
地区：神山町全域

浄 化 槽 の 仕 組 み に つ い て浄 化 槽 の 仕 組 み に つ い て

シニアワークプログラムシニアワークプログラムシニアワークプログラム

の講師を担当

　９月 27 日開催の理事会において次の企業
の入会が承認されました。
　企業名：マナベ電機株式会社
　代表者：真鍋隆資
　住　所：三好市池田町シマ 713－1
　所　属：施工部会

入会企業紹介入会企業

の

入入 紹介

施 部会
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