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　県環境技術センターは、 2月17日、飯泉知事と「産
業廃棄物の不法投棄の通報等に関する協定」を締結し
た。
　この協定は、会員事業所及びセンター職員が、徳島
県内に於いて、産業廃棄物の不法投棄を発見した場合、
県への通報及び情報提供を行うというもので、不法投
棄の早期発見と拡大防止を図り、良好な生活環境を保
全することを目的としている。
　県は、毎年 2団体とこの協定を締結しており、本年
度は当法人と徳島県土地家屋調査士会がその対象と
なった。
　当日は、朝11時30分から県庁の知事室において調印
式が執り行われ、当法人からは、大坂会長と原岡専務
理事、川人常任理事が出席、知事との間で協定書に調
印を取り交わした。

　平成29年 3 月16日㈭午後 1時30分から徳島市役所13
階第 1研修室において、市主催の徳島市生活排水浄化
実践推進員意見交換会が開催され、センターの西岡課
長が「身近な生活での取り組みと水環境の保全につい
て」と題した講演を行った。
　これは、徳島市生活排水対策推進計画に基づいて、
市が普段の生活の中での取り組みやそれを推進する市
民を「生活排水浄化実践推進員」として登録している
が、その推進員の情報提供や意見交換の場として開催
したもので、当日は市内の各地区の推進員27名が出席
した。
　講演の前に、徳島市環境保全課から生活排水浄化実
践推進員についての説明や現在の取り組み、浄化実践
重点地域における河川の水質の状況について情報提供
があった。
　講演内容として西岡課長は、きれいな水と汚れた水
の違いや汚濁の原因、汚濁指標として使われるBODの
意味や家庭から出される汚れの度合いを具体的な数値

　その後、知事から 2団体に御礼の辞がかけられたの
を受け、大坂会長は、我々の団体は水環境を守るため
に日々活動しているが、この協定も環境保全という大
きな括りで言えば目的は同じ。会員・職員も県内各地
をくまなく回っているので、是非積極的に協力させて
頂きたいと述べた。
　センターでは今後、会員・職員に当該協定について
周知を図るとともに、業務用車両にステッカーを貼る
などして、不法投棄撲滅を県民に呼びかけていく予定。

で解説し、その汚濁を防止するための各家庭でできる
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、下水道や浄
化槽といった汚水処理施設の整備が必要であること、
特に汚水処理人口普及率が全国でワースト 1である徳
島県では下水道と性能がほぼ同等である浄化槽の整備
が有効であること、浄化槽には維持管理が重要であり、
保守点検・清掃・法定検査は必須であることなどを説
明した。
　講演後の質疑応答や意見交換の時間では、参加者か
ら「私たちでできる工夫は当然するが、汚水処理施設
の整備を行政ががんばるべき」「浄化槽をきちんと維持
管理することを推進する必要があるのではないか」と
いった積極的な意見や、取り組みによって地域の川が
きれいになってきたといった事例の紹介等、非常に意
義の大きい会となった。
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　県環境技術センターは、 2月15日㈬午後 2時から理
事11名、監事 2名の役員が出席し、第36回理事会を開
催した。
　最初に司会者の原岡専務理事が、理事11名、監事 2
名が出席しており、定款の定足数を満たしているため、
この理事会が有効であることを報告。続いて、大坂会
長が、「本日は29年度事業計画と予算案、並びに29年度
の人事案など大変重要な議案を提案致しますので、慎
重な審議をお願い致します」と挨拶したあと、議長と
なり議事を進行した。
〈決議事項〉
（第 1号議案）平成29年度事業計画案及び予算案につ
いて
①事業計画について
　川人理事が、平成29年度の事業計画案について、前
年度の内容を変更した点を中心に説明、また、各委員
会で協議した内容を、担当理事が報告した。採決の結
果、異議無く承認され、29年度はこの計画に則り進め
ていくこととなった。
②収支予算案について
　原岡専務理事が、29年度の収支予算案並びに資金調
達及び設備投資の見込みについて説明、理事からは、事
務所の借り上げ費や通信費の増額について、削減案等
の意見が出された。また、諸会費等の按分などについ
ても提案があったが、予算案は原案どおり承認を受け
た。なお、この議案に関連し、第 5号議案として提案
していた、職員の環境省への出向（環境専門調査員と
して 2年間）についても承認を受けた。
（第 2号議案）駐車場賃借料について
　川人理事が、駐車場用の土地の購入案につき、借地
料の明細を示し報告した後、協議した。その結果、公
益事業に必要な土地であれば、購入を検討すべきとす
る意見が多かったが、積立金等購入方法については、改
めて協議することとなった。
（第 3号議案）入会申し込み企業の承認について
　株式会社三好浄化槽ネットワーク（代表者田原典郎）
の入会について、満場一致で承認した。
（第 4号議案）不法投棄の通報等に関する協定について
　県から依頼のあった産業廃棄物の不法投棄の通報等
に関する協定について、その締結の是非について協議
した結果、異議無く承認された。
（第 5号議案）平成29年度事務局人事案について
　原岡専務理事兼事務局長の定年退職に伴う平成29年
度事務局人事案を川人理事が説明、後任に川人常任理
事兼事務局次長を当て、次長には杢保総務課長の昇進
を承認した。なお、原岡専務理事は、今後参事（嘱託

職員）として勤務することとなった。
　また、理事と幹部職員は日頃交流がほとんど無く、将
来、後継者の選定等で判断が出来ないことから、次回
の理事会から課長以上が理事会に傍聴者として出席す
ることとなった。

　環境省は、 3月 9日、平成29年度「省エネ型大型浄
化槽システム導入推進事業」の執行団体に（一社）全
国浄化槽団体連合会（全浄連　佐藤佑会長）を選定し
た。
　同事業は二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金で
行われるもので、既設大型合併処理浄化槽に対する省
CO2型設備の導入・改修費について 1／ 2補助を行う
（図参照）実施期間は29～33年度までで、29年度は10億
円を計上している。
　補助対象となる浄化槽は、下水道予定処理区域以外
の住居や不特定多数の利用が見込まれる施設等に設置
された101人槽の合併浄化槽で、対象機器はブロワ、ポ
ンプ、水中攪拌装置、汚泥濃縮槽、脱水機、ディフユー
ザー、運転制御装置、電源装置、その他CO2に資する
機器、設計費など。
　補助対象事業の公募、申請受付、審査は執行団体が
行うことになっており、今後は29年度執行団体に選定
された全浄連で公募要領を定める。

環境情報No.804より
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　 3月22日㈬徳島グランヴィリオホテルで「浄化槽維
持管理講習会」が開催された。
　この講習会は、徳島県浄化槽の設置及び維持管理要
領第14条第 3項により規定されており、浄化槽関係業
者は、維持管理と設置に携わる有資格者に対し、技術
の向上のため、本講習会を受講させる義務があり、毎
年 1回開催しているものである。
　講習には、浄化槽管理士をはじめ保健所・市町村の
担当者など126人が出席した。
　センター大坂会長が開会の挨拶をしたあと、次のと
おり講義を行った。
　第 1時限目は　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル
対策部　廃棄物対策課浄化槽推進室　井上　剛介　指導
普及係長が「最近の浄化槽行政について」と題し、平
成29年度浄化槽関係予算の各事業についての説明や市
町村整備推進事業におけるメリットや課題等について
詳しく解説した。
　引き続いて第 2時限目は一般社団法人全国浄化槽団
体連合会　昇　広文　調査役が「スマート浄化槽につい
て」と題して説明を行った。実際の管理システム上に
表示される地図や浄化槽情報をスクリーンに映し出し
ながら、自治体、業界、検査機関が管理する浄化槽情

　また、隣の会場では浄化槽機器展が開催された。
　機器展では 9社がPH計やDO計の検査機器や消毒剤
等を展示し、講習会を受講した参加者が講義の前や休
み時間に展示会を見学した。出展したメーカーは次の
とおり。
　㈱日環商事…浄化槽点検機器
　飯島電子工業㈱…水質測定機器
　日新器械㈱…浄化槽点検機器
　四国化成工業㈱…消毒剤・消臭剤など
　日東工器㈱…ブロワー
　東亜ディーケーケー㈱…水質測定機器
　フジクリーン工業㈱…ブロワー、浄化槽パンフレット
　㈱ダイキアクシス…浄化槽パンフレット
　㈱ハウステック…浄化槽パンフレット

　29年度浄化槽設備士・管理士の国家試験が次のとお
り開催されます。受講資格等詳細は（公財）日本環境
整備教育センターHPで確認して下さい。
＜浄化槽設備士＞
1 ．試験日時　平成29年 7 月 9 日㈰
2．試験地
　　宮城県・東京都・愛知県・大阪府・福岡県
3．受験手数料　22,500円
4 ．受験申請書－受付期間
　　平成29年 4 月 3 日㈪から 5月22日㈪まで
＜浄化槽管理士＞
1 ．試験期日：平成29年10月22日㈰
2．試験地
　　宮城県・東京都・愛知県・大阪府・福岡県
3．受験手数料　未定
4．受付期間
　　 7月頃
※認定講習会等は（公財）日本環境整備教育センター
HPで確認下さい。

報を共有・一元化することによって得られる利点等に
ついて分かり易く説明した。
　第 3時限目以降は、各浄化槽メーカー担当者より、県
内に多く普及している浄化槽の機能や維持管理・清掃
時のポイントについて詳しく説明を行った。
　各メーカーごとの講義内容については以下のとおり
である。
　第 3時限目：「フジクリーン浄化槽CA型　構造・機

能と浄化槽管理のポイント」フジク
リーン㈱

　第 4時限目：「クボタ小型浄化槽KZ型　構造と維持
管理のポイントについて」クボタ浄化
槽システム㈱

　第 5時限目：「XE型の保守点検及び清掃の留意点に
ついて」㈱ダイキアクシス

　第 6時限目：「KTG型の構造・機能について」㈱ハ
ウステック

　受講者は、日頃業務を行う上で疑問や不安に思って
いた問題について熱心に勉強した。

浄化槽維持管理
講習会開催
浄化槽維持管理
講習会開催

浄化槽関係機器展を
同時開催

浄化槽関係機器展を
同時開催

平成29年度
浄化槽設備士・
管理士国家試験のご案内

● ● ● ● ● ● ●
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　（公財）日本環境整備教育センターはこのほど浄化槽
管理士及び設備士の資格者情報を取り纏めた。
　それによると、全国の管理士の資格者数は 8万40人
（27年度末）設備士は、8万5548人（26年度末）で、平

～自然と親しむのはいかがですか？～

　いよいよゴールデンウィークですね。イベントに参
加したり、旅行に出かけたりと計画を立てているので
はないでしょうか？いやいや、家でゆっくりしますと
いう方も多いかもしれませんね。
　ご存じのとおり、 5 月 4 日は「みどりの日」と呼
ばれています。そして「自然と親しむとともにその恩
恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日」とあります。
　さて、普段何気なく生活していると、自然と正面か
ら向き合う機会は少ないのですが、前年度の委託事業
の中で『魚類相調査』や『環境調査』に携わる機会が
ありました。その折、仕事ではありましたが、自然と
触れ合うことの楽しさや癒しを感じました。
　もちろん委託事業の為、詳細な調査を必要とし、河
川へ何度も足を運ぶこととなり苦労も絶えませんで
したが、定置網や投網、はえ縄、筒、かご、電気ショッ
カー等を使用した魚類の捕獲や潜水観察を含めると、
魚類 8 目 13 科 28 種、貝類・甲殻類 3 目 6 科 11 種
を多数確認するなど豊かな生態系を感じることが出
来ました。また、希少野生動物種の指定や、レッドリ
ストの選定の他、天然記念物に指定されているものな
ども十種類以上確認することができ、特に『スナヤツ
メ南方種』を捕獲した時には、職員も喜びを隠せませ
んでした（＝^ ・^＝）。もちろん調査後には放流してます
よ。当センターでは、水質だけでなく、生物や植生、景
観など総合的な見地から環境保全に取り組んでおり
ます。お気軽にお問合せ下さい。＜（＿　＿）＞
　豊かな木々や花々に囲まれた 5 月の麗しい緑を楽
しみに、家族で出かけるのはどうですか？「みどりの
日」を、ゆっくりと近くの公園や水際で親子の会話を
楽しんでみるのもおすすめですよ。（＊^ 。^＊）
 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29年５月８日～平成29年６月９日
地区：徳島市・鳴門市・小松島市・藍住町・
　　　北島町・松茂町・石井町・板野町・
　　　上板町・勝浦町・上勝町・美波町・
　　　牟岐町・海陽町・佐那河内村

○7条検査

日程：平成29年５月８日～平成29年６月９日
地区：徳島市

○那賀町検査（らくらくあんしん協議会）

日程：平成29年５月８日～平成29年６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29年５月８日～平成29年６月９日
地区：神山町全域

均年齢は管理士が55.9歳、設備士が62.1歳と高齢化が進
んでいる実態が解った。
　徳島県の場合は、60歳以上の設備士は全体の62％
（図－ 1）となっており、10年先でも現役である現時
点で50歳以下はわずか19％と特に高齢化が進んでいる
ことがわかった。
　浄化槽の適正な施工を担保するには設備士の適正な
人数確保が必須である。
　また、管理士は、60歳以上が36％で、10年先でも現
役である現時点での50歳以下は43％と、設備士より高
齢化率が低いものの、適正な維持管理を担保する上で
は、設備士同様、今後若手資格者の確保及び育成が急
務となっている。
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19％
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36％

70～79歳
19％

41～50歳
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51～59歳
21％

60～69歳
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（図－1）徳島県の資格者数（年齢別）

⇒設備士数

⇒管理士数

20歳未満 0％
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