
    第一号議案  平成２７年度 事 業 報 告 について    
 
 
 

１．平成２７年度の主要な出来事 
 

平成２７年 

 ４月１４日  上山会長が、斉藤鉄夫 公明党浄化槽整備推進議員懇話会会長（元環境 

       大臣）を訪問し、「浄化槽整備事業を推進するための具体的取組みの要望」

と「浄化槽の一層の整備推進を図るための具体的な金額の要望」について

説明し、実現への支援を要請した。 

 

        （全浄連) 

          上山会長・伊藤専務理事・石井常務理事事務局長が出席。 

 

 ４月１７日  環境省の「今後の浄化槽の在り方に関する懇談会」（第６回）が、公益 

       財団法人 日本環境整備教育センターで開催された。 

 

        浄化槽の整備促進策や維持管理等の諸課題の解決に向けて、昨年１０月

６日に第１回開催。以降１～２か月に１回のペースで開催。 

        委員は、浄化槽関係７団体（全浄連、日本環境保全協会、全国浄化槽 

保守点検連合会、全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会、全国環境 

整備事業協同組合連合会、浄化槽システム協会、全国浄化槽推進市町村

協議会）から１名ずつ７名（全浄連は石井常務理事事務局長）と、専門家・

有識者から７名の計１４名で構成。 

                    （座長は、真柄泰基・トキワ松学園理事長) 

 

 

 ５月１９日  事業推進検討小委員会作業部会「ワーキンググループ」が、全浄連本部 

       にて、新任の環境省浄化槽推進室・吉川浄化槽企画官等に、全浄連が推進

する浄化槽管理システム「スマート浄化槽」の説明とデモンストレーショ

ンを行なった。 

 

 ５月２０日  事業推進検討小委員会作業部会「ワーキンググループ」が、全国浄化槽 

       推進市町村協議会（全浄協）本部にて、全浄協 企画調整委員長に「スマー

ト浄化槽」の説明とデモンストレーションを行なった。 

 

 ５月２１日  事業推進検討小委員会作業部会「ワーキンググループ」が、全浄連・会 

       員団体・自治体による「スマート浄化槽モデル研究事業」の横展開の一環

として、公益社団法人 茨城県水質保全協会の協力を得、「浄化槽管理台帳

整備等に関する研修会」において、説明とデモンストレーションを行なっ

た。 

 

 

 ５月２２日  「第９回 理事会」を開催した。 

 

        「一般社団法人法 第 124 条第 3 項」等により、監事の監査を受けた   

「事業報告」と「計算書類」は、「定時総会開催の２週間前以前」に、    

「理事会の承認」を得なければならないこととなったことに基づくもの。 



        理事会では、「平成２６年度 事業報告案」が承認され、定款の規定に  

基づき、「定時総会に報告」することとした。 

        また、「平成２６年度 決算案」「平成２６年度 公益目的支出計画実施

報告書（案）」についても承認され、「定時総会にて承認を受ける」こと

とした。 

 

 ６月 ８日  一般社団法人に移行後、「第３回 定時総会」を開催した。 

                 (全浄連発足以来では、通算３６回目の通常総会) 

 

         ① 平成２６年度 事業報告 

         ② 平成２６年度 決算(貸借対照表、正味財産増減計算書）承認 

            監 査 報 告 

         ③ 平成２６年度 公益目的支出計画実施報告書 承認 

            監 査 報 告 

         ④ 平成２７年度 事業計画の報告 

         ⑤ 平成２７年度 収支予算の報告 

         ⑥ 平成２７年度 全浄連活動スローガン 承認 

         ⑦ 全浄連 第３回 定時総会決議 承認 

         ⑧ 役員の選任 承認 

 

        また、併せて「第１０回 理事会」を開催し、一部役員の交代に伴う専務

理事の選定、評議員の推薦を行なった。 

        さらに、「第２８回 業界功労者表彰」などを行なった。 

 

        定時総会後の懇親会には、望月義夫 環境大臣、高市早苗 総務大臣、  

石破茂 地方創生担当大臣、自由民主党・丹羽雄哉 浄化槽推進議員連盟  

会長、衛藤晟一 同議員連盟会長代理(内閣総理大臣補佐官)、鈴木俊一 同

議員連盟幹事長(元環境大臣)、中川雅治 同議員連盟事務局長、加藤勝信 

内閣官房副長官、公明党・山口那津男代表、斉藤鉄夫 浄化槽整備推進議員

懇話会会長(元環境大臣)等、多数の国会議員の出席を頂き（本人出席４２

名）、また、環境省の鈴木正規 事務次官、梶原成元 地球環境局長、鎌形  

浩史 廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策部長、国土交通省の北村知久 建設業課長はじめ、

中央官庁幹部の出席を頂いた。 

 

 

 ６月 ９日  「浄化槽推進議員連盟」の総会が、自由民主党本部で開催された。 

 

        丹羽雄哉会長(元厚生大臣)・衞藤晟一会長代理(内閣総理大臣補佐官)・

鈴木俊一幹事長(元環境大臣)・中川雅治事務局長(参議院議院運営委員

長)・小林鷹之事務局次長(衆議院議員)はじめ議連役員、議連所属議員等

が多数出席した。 

        環境省からは、廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策部の山本昌宏 企画課長、和田篤也  

廃棄物対策課長、吉川圭子 浄化槽推進室浄化槽企画官らが出席。 

 

        全浄連からは 上山会長はじめ副会長、また、全浄連定時総会翌日の議連

総会開催により、北海道から沖縄県に至る都道府県会員団体の会長・理事

長等６０名を超える関係者が出席した。 

        さらに、全浄連の関係団体として、日本環境整備教育センター、浄化槽

システム協会、全国浄化槽推進市町村協議会の幹部にも出席頂いた。 



 

        議連総会冒頭で丹羽会長は、「下水道に比べて浄化槽はコストが 1/6 と

言われており、財政にも環境にも優しいのが浄化槽である。浄化槽の半数

以上が単独処理浄化槽であり、なかなか合併転換に至らない。転換の義務

付けについて検討をしなければならないと思っている。地方の雇用創出に

も寄与する浄化槽。地方の発展、環境保全のため、引き続きお力添えを  

頂きたい」と挨拶した。 

        全浄連の上山健治郎会長からは、「衆参両院の選挙を経て、議連加入の

先生方も、この間３倍近い 113 名となり、大変心強い限りで、生活排水処

理施設として優れた特長を持つ浄化槽の一層の整備推進が図られるよう、

国・地方を挙げての行財政措置・予算措置を要望致したい」として、事務

局から、「課題を解決して、浄化槽の一層の整備推進を図るためには、  

毎年度８００億円規模の予算が必要であること（現在の循環型社会形成推

進交付金は９０億円）」を具体的に説明し、要望を行なった。「具体的な  

予算要望」の概要は、以下のとおりである。 

 

         ①「浄化槽整備区域の拡大推進に伴う助成」 

                (毎年度) ６０億円～ 

 

         ②「単独から合併処理浄化槽への早急な転換のための法改正と助成」 

                (毎年度) ９６億円～２４０億円 

 

         ③「浄化槽の維持管理費に対する助成制度の創設」 

                (毎年度) ８０億円～４８０億円 

 

         ④「浄化槽管理システムの構築と、GIS 機能を付加した浄化槽管理 

          台帳整備推進のための助成」 

                      ２億円～ １０億円 

 

 

 ６月２３日  事業推進検討小委員会作業部会「ワーキンググループ」が、全浄連・会 

       員団体・自治体による「スマート浄化槽モデル研究事業」の横展開の一環

として、公益社団法人 徳島県環境技術センターの協力を得、「徳島県行政

担当者説明会」において、説明とデモンストレーションを行なった。 

 

 ６月３０日  事業推進検討小委員会作業部会「ワーキンググループ」会議開催。 

 

        環境省が「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」により

「自治体へのモデル試行事業」を行うこととなったため、全浄連が構築を

進める浄化槽管理システム「スマート浄化槽」の同事業への採用に向けて

の検討を行なった。 

 

 

 ７月 ２日  「水環境保全助成事業審査委員会」を開催。 

 

        全浄連の助成事業であることのＰＲも含めて、３年前から締切を２ヶ月、

審査を３ヶ月前倒ししているが、審査の結果、「平成２７年度の水環境  

保全助成事業」として２１団体、総額約３００万円の助成を行なうことを

決定した。 



 ７月１０日  事業推進検討小委員会作業部会「ワーキンググループ」が、全国浄化槽 

       推進市町村協議会（全浄協）本部にて、全浄協 都道府県事務局長会議開催

前に、希望者に対して「スマート浄化槽」の説明とデモンストレーション

を行なった。 

 

 

 ７月１４日  環境省の「今後の浄化槽の在り方に関する懇談会」（第７回）が、公益 

       財団法人 日本環境整備教育センターで開催された。 

 

 ７月２２日  環境省と全浄連との「浄化槽の整備推進に関する情報等の交換会」 

       第５回を、全浄連本部にて開催した。 

        （環境省） 

          和田 大臣官房廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策部廃棄物対策課長 

          吉川 浄化槽推進室浄化槽企画官 

          鶴田 浄化槽推進室室長補佐 

        （全浄連） 

          上山会長・早瀬会長代行、佐藤・寺井・三浦副会長、 

          坂本専務理事、石井常務理事事務局長 等 

 

 

 ８月 ７日  事業推進検討小委員会作業部会「ワーキンググループ」が、一般社団 

       法人 浄化槽システム協会本部にて、「スマート浄化槽」の説明とデモンス

トレーションを行なった。 

 

 ８月１０日  全浄連が構築を進める浄化槽管理システム「スマート浄化槽」が、 

       環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」に採用さ

れた。 

        公益財団法人 日本環境整備教育センター（受注）との共同提案により、

企画書を提出していたもので、２県(宮城県・宮崎県)・１市(仙台市)で、

平成２８年 3 月まで、以下の事業を実施する。 

 

         ①「スマート浄化槽」の試行的導入に関する課題の整理と 

          導入計画の作成 

         ②「スマート浄化槽」のモデル試行事業の実施 

         ③「スマート浄化槽」の災害時活用についての検討 等 

 

        全浄連では、環境省の支援事業により「スマート浄化槽を実際に運用す

るまでの各自治体の問題や運用開始初期に発生する課題等」を明らかにし、

これらを総合的に整理・改修して、「持続可能な浄化槽事業を目指した、

スマート浄化槽の全国展開」を、会員団体、地区協議会とともに推進して

いく。 

 

 ８月１０日  上山会長が、浄化槽推進議員連盟の衛藤晟一 会長代理（内閣総理大臣 

       補佐官）、中川雅治 事務局長を訪問し、６月９日の議員連盟総会にて   

全浄連から要望した「浄化槽の一層の整備推進を図るための具体的な金額

要望」について、改めて、実現への支援を要請した。 

 

        （全浄連) 

          上山会長・坂本専務理事・石井常務理事事務局長が出席。 



 ８月１１日  環境事務次官の交代に伴い、環境省に関荘一郎・新事務次官を訪問。 

       「浄化槽整備推進のための政策要望と予算要望」を行なった。 

 

        （全浄連) 

          上山会長・坂本専務理事・石井常務理事事務局長が出席。 

 

 ８月１７日  事業推進検討小委員会作業部会「ワーキンググループ」が、全浄連・会 

       員団体・自治体による「スマート浄化槽モデル研究事業」の横展開の一環

として、公益社団法人 茨城県水質保全協会の協力を得、「鹿嶋市」におい

て、説明とデモンストレーションを行なった。 

 

 ８月２８日  「浄化槽トップセミナー」開催準備委員会（第１回）を開催した。 

 

        公益財団法人 日本環境整備教育センター・全国浄化槽推進市町村協議

会・一般社団法人 浄化槽システム協会・一般社団法人 全国浄化槽団体 

連合会の４法人は、「環境にも財政にも優しく、地震にも強い浄化槽」に

ついて、市町村長・市町村議会議員・市町村浄化槽行政担当者の理解を  

深め、浄化槽整備を推進するため、「浄化槽市町村トップセミナー」を、

年度内に是非開催したいということで、開催準備委員会を組織して検討を

開始した。 

 

        (メンバー) 

         日本環境整備教育センター・佐々木理事、全浄協・吉野事務局長、 

         浄化槽システム協会・横矢専務理事、全浄連・石井常務理事事務局長 

 

 ９月１１日  「浄化槽トップセミナー」開催準備委員会（第２回）を開催。 

 

 ９月３０日  環境省の「今後の浄化槽の在り方に関する懇談会」（第８回）が、公益 

       財団法人 日本環境整備教育センターで開催された。 

 

 

１０月 １日  「浄化槽の日」関連行事として「第２９回 全国浄化槽大会」を開催した。 

       国会議員・中央官庁・業界関係者延べ８００人が出席、盛会裏に行なわ 

れた。 

        ・ 実行委員会代表挨拶（上山全浄連会長） 

        ・ 来賓祝辞（環境省・国土交通省） 

        ・ 「浄化槽適正整備推進決議」を採択。 

           ① 「環境にも財政にも優しく、地震にも強い」浄化槽に対す 

            る社会的な期待はますます高まっている。 

             浄化槽を、地域社会に、より一層積極的に啓発。 

           ② 単独処理浄化槽廃絶に向け、既設単独処理浄化槽から合併処 

            理浄化槽への転換運動を強力に推進。 

             転換促進のための行政的・財政的措置の拡大を実現。 

           ③ 生活排水処理基本計画の早期見直しによる浄化槽整備区域の 

            拡大を実現。 浄化槽の整備推進に対する行財政的措置の拡充

強化の実現。 

           ④ 浄化槽の適正な設置、保守点検・清掃・法定検査の推進、 

技術の開発研鑽向上に努め、浄化槽に対する地域社会の期待に

応える。 



           ⑤ 東日本大震災復興事業における「新しいまちづくりは、財政

面からも無駄が無く地震に強い浄化槽で速やかに整備する  

よう」、また、今後、大地震が想定される地域では、「避難所

(学校・公民館等)に平時から浄化槽を設置し、震災時における

活用を図るよう」、行政的・財政的措置の推進を実現。 

 

        ・ 環境大臣表彰、環境省部長表彰、国土交通省局長表彰 

        ・ 大会標語入賞者表彰 

          （最優秀作品 「この水・この町・この国土 

                         未来へ届ける浄化槽」) 

 

        ・ 記念講演 元埼玉大学大学院教授 河村清史氏 

                  「浄化槽の今昔 〜技術的側面から〜」 

 

        式典後の懇親会には、望月義夫 環境大臣、太田昭宏 国土交通大臣、  

高市早苗 総務大臣、竹下亘 復興大臣、自由民主党・丹羽雄哉 浄化槽  

推進議員連盟会長、衛藤晟一 同議員連盟会長代理(内閣総理大臣補佐官)、

鈴木俊一 同議員連盟幹事長、中川雅治  同議員連盟事務局長、野田毅  

税制調査会長、小池百合子 元環境大臣、公明党・山口那津男 代表、斉藤

鉄夫 浄化槽整備推進議員懇話会会長 等、多数の国会議員の出席を頂き

（本人出席４２名）、また、環境省の関荘一郎 事務次官、鎌形浩史 廃棄

物・ﾘｻｲｸﾙ対策部長、国土交通省の由木文彦 住宅局長はじめ、中央官庁  

幹部の出席を頂いた。 

 

１０月 ２日  全国浄化槽大会「浄化槽適正整備推進決議」を環境省へ要望した。 

       〔上山全浄連会長はじめ「浄化槽の日」幹事団体 (廣瀬・教育ｾﾝﾀｰ理事長 

等)から、鎌形 廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策部長に〕 

 

        また、関荘一郎 事務次官、森本英香 大臣官房長を訪問し、「浄化槽整備

推進のための政策要望と予算要望」等を行なった。 

 

        （全浄連) 

          上山会長・早瀬会長代行・坂本専務理事・石井常務理事事務局長が

出席。 

 

１０月 ７日  第３次安倍改造内閣が発足し、環境大臣に丸川珠代 参議院議員、 

       国土交通大臣(水循環政策担当) には、石井啓一 衆議院議員が、新たに  

就任した。 

 

        浄化槽推進議員連盟加入議員の閣僚、内閣官房副長官、内閣総理大臣  

補佐官は、次のとおりである。 

 

        高市早苗 総務大臣(留任)、馳浩・文部科学大臣、森山裕 農林水産大臣、

中谷元 防衛大臣(留任) 、加藤勝信 一億総活躍・国土強靱化等担当  

大臣、石破茂 地方創生担当大臣(留任)、遠藤利明 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ等担当

大臣(留任)。  

        世耕弘成 内閣官房副長官（留任）、 

        衛藤晟一 内閣総理大臣補佐官（留任）。 

 



１０月１４日  「浄化槽の日」の関連行事の一環として、「平成２７年度第２９回 

  ～１５日 全国浄化槽技術研究集会」が、福島県郡山市において開催された。 

           （公益財団法人 日本環境整備教育センター主催、全浄連等協賛） 

 

        全浄連からは、上山会長はじめ多くの会員団体幹部も出席し、上山会長

が懇親会で挨拶した。 

        また、全浄連が推進する「スマート浄化槽」を、展示ブースにおいて  

説明、ＰＲした。 

 

１０月１５日  公明党・浄化槽整備推進議員懇話会（斉藤鉄夫会長・元環境大臣）の 

       「政策要望ヒアリング・意見交換会」において、「環境にも財政にも優しく、

地震にも強い浄化槽の一層の整備推進」について、要望・説明を行なった。 

 

        内容は、１１月１７日開催の自由民主党「予算・税制等に関する政策  

懇談会」に対しての要望、及び、浄化槽推進議員連盟総会 (6/9)での   

「浄化槽の一層の整備推進を図るための具体的な予算要望」と同様である。 

 

        （全浄連） 

          上山会長・坂本専務理事・石井常務理事事務局長が出席。 

 

１１月 ２日  「浄化槽トップセミナー」開催準備委員会（第３回）を開催。 

 

１１月 ６日  環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」に 

       関する「システムベンダ」打合せ（第１回）を開催。 

 

１１月１７日  自由民主党・環境部会（森まさこ部会長）、環境関係団体委員会（滝沢求 

       委員長）の「予算・税制等に関する政策懇談会」に対し、「環境にも財政に

も優しく、地震にも強い浄化槽の一層の整備推進」について、要望・説明

を行なった。 

 

        内容は、浄化槽推進議員連盟総会(6/9)での「浄化槽の一層の整備推進を

図るための具体的な予算要望」と、公明党・浄化槽整備推進議員懇話会 

「政策要望ヒアリング・意見交換会」(10/15)においての要望と同様で  

ある。 

 

        （全浄連） 

          早瀬会長代行・坂本専務理事・石井常務理事事務局長が出席。 

 

 

１１月１９日  全国浄化槽推進市町村協議会「平成２７年度 通常総会」において、 

       今年が全浄協設立２５周年にあたることから、上山会長が祝辞を述べた。 

 

        併せて上山会長からは、「浄化槽の整備推進で、魅力ある地方創生事業

を要望」したのに加え、「浄化槽の設置状況・維持管理状況の的確な把握

のためには、浄化槽管理システムの構築と、ＧＩＳ(地理情報）機能を 

付加した浄化槽台帳の整備推進が不可欠であり、そのためにも、自治体

にとってシステム構築のための多額の初期費用が不要で、かつ、便利で

使い易い浄化槽台帳機能を持つ全浄連『スマート浄化槽』への参加を」  

要請した。 



１１月２４日  「浄化槽トップセミナー」開催準備委員会（第４回）を開催。 

 

        ９月より、全浄連、(公財)日本環境整備教育センター、全国浄化槽推進

市町村協議会、(一社)浄化槽システム協会は、市町村長・議員の浄化槽に

関する理解を深め、整備推進を加速させるため、共同で「浄化槽トップ  

セミナー」を開催すべく準備を進めてきた。 

 

        「準備委員会」には、環境省の吉川浄化槽企画官も参加され、企画官   

から「毎年、環境省が実施している各地域でのブロック会議(都道府県  

市町村浄化槽行政担当者が対象)を午前に、同じ日の午後に浄化槽トップ

セミナーを開催したらどうか」という提案に発展し、入札方式でという 

ことになった。 

        結果、１１月２０日に「浄化槽トップセミナー」関連事業を日本環境整

備教育センターが受注。 

        「主催 環境省・全国浄化槽推進市町村協議会」「協賛 全浄連・日本

環境整備教育センター、浄化槽システム協会」で、平成２８年１月から  

２月にかけて全国６市で開催する旨決定。準備を進めていくこととした。 

 

        なお、「浄化槽トップセミナー」の６市での開催にあたっては、全浄連

の開催地６会員団体により、短時日のうちに会場の確保等が行われ、また、

６団体はじめ各地区協議会の会員団体の会長等幹部による市町村長・議員

への周知と出席への勧誘、当日の円滑な運営、会員の出席確保等が鋭意 

行われるなど、全浄連会員団体から多大な協力・支援を頂いた。 

 

       ［開催日（平成 28 年）・開催地］ 

          １/18 さいたま市  １/27 松山市  2/1 仙台市 

          2/5 福岡市  2/16 名古屋市  2/19 大阪市 

 

       「浄化槽トップセミナー」の開催目的等 

          「経済的・効率的、かつ災害にも強い生活排水処理施設である

浄化槽」の特長や、地方再生の中で地域の実情にあった生活排水

処理施設の整備手法を選択するための提案・説明等を行い、  

「市町村長、市町村議会議員、浄化槽行政担当者等、地方公共  

団体の政策決定に携わる方々の理解を深めて頂くこと」により、

「浄化槽を活用した強靭、かつ住みやすいまちづくり」を推進 

する。 

 

 

１１月３０日  「浄化槽の日」幹事会、実行委員会（全浄連会長が代表）を開催。 

 

        一昨年の実行委員会で「浄化槽の一層の整備促進に向けての『浄化槽の

日』関連行事充実策」の一つとして、「標語」のより幅広い募集方策検討

が行われ、「募集期間を長くする(１→４か月)こと」を決定し、また、   

新たに「公募のＰＲ誌」をも活用することとしたが、応募件数が今年も  

一昨年比８倍の２０００件に増加する等、成果が上がっていることを確認

した。 

        この成果を踏まえ、今後も各団体においては、「ホームページへの掲載」

「機関誌への掲載」「講習会やセミナー等開催時に募集要項配布」「小・中

学校等、関係教育機関などへの広報活動」などを実行していくこととした。 



１２月 １日  環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」の 

       「第１回 浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググル 

ープ」（宮城県）を開催。 

 

１２月 ４日  環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」の 

       「第１回 浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググル 

ープ」（宮崎県）を開催。 

 

１２月 ９日  環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」に 

       関する「第１回 有識者委員会」（宮城県／宮崎県）を開催。 

 

１２月２４日  環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」に 

       関する「システムベンダ」打合せ（第２回）を開催。 

 

１２月２４日  環境省の「今後の浄化槽の在り方に関する懇談会」（第９回）が、公益 

       財団法人 日本環境整備教育センターで開催された。 

 

 

１２月２４日  平成２８年度 浄化槽推進関係予算（案）が閣議決定された。 

 

・ 循環型社会形成推進交付金(環境省＋他省庁)  ８９億２４百万円。 

    市町村の自主性と創意工夫を活かしながら浄化槽の整備を推進 

   するための予算 

 

   ※ 別途、東日本大震災復興交付金として「低炭素社会対応型浄化

槽等集中導入事業」を復興庁に一括計上(平成 32年度迄継続へ)。 

 

     東日本大震災により被害のあった地域における、低炭素社会 

対応型浄化槽（市町村設置型・個人設置型）及び通常型浄化槽  

（個人設置型）の迅速な整備について財政支援を行ない、被災地

の生活排水対策の早期回復を図るもの。 

 

       ・ 内閣府に地方創生推進交付金を計上、 １０００億円の内数。  

 

     平成 28 年度からの地方版総合戦略の本格的な推進に向けた、

地方創生の深化のための新型交付金。本交付金の一部は地域再

生基盤交付金（環境省、農林水産省、国土交通省所管の汚水処理

施設等を総合的に整備する汚水処理施設整備交付金等）から  

再編。 

 

       ・ 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業の創設 (新) 

  [個人設置型・市町村設置型] 

    (低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業のリニューアル) 

 

     22 年度から「低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業」として

推進してきた省エネ型浄化槽のリニューアルを図り、さらなる

環境性能を追加して、「環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備 

推進事業」として重点的に整備する。(助成率 1/2)  

 



       ・ 公的施設単独処理浄化槽集中転換事業の創設(新) [市町村設置型] 

 

     単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進の指導を 

行う立場である地方公共団体が所有する単独処理浄化槽が、 

全国で約５万基残存しているため、市町村設置型の浄化槽整備

を行なっている市町村がその単独処理浄化槽を集中的に撤去し、

合併処理浄化槽へ転換する費用について助成を行う。(助成率

1/3)  

 

       ・ 浄化槽普及戦略策定事業費(新)         （２５百万円）  

 

     単独処理浄化槽が相当数現存する中山間地域の汚水処理未普

及の早期解消に向け、中山間地域における汚水処理普及シナ 

リオの検討や、未普及世帯への実態調査を行なった上で、社会

情勢や人口動態を踏まえた浄化槽普及戦略の策定を図る。 

 

       ・ 浄化槽情報基盤整備支援事業費         （５０百万円） 

 

     単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換や、適正な維持

管理の早期確立、災害対応力の強化に向けて、浄化槽台帳シス

テムの導入に前向きな自治体に対し、導入に際して地域ごとに

異なる諸課題への解決策の支援を行うとともに、当該自治体に

おける導入前後の諸課題及び解決策を整理・集約して、同様の

諸課題を抱えている自治体に情報提供することにより、浄化槽

台帳システムの整備推進を図る。 

 

       ・ し尿処理システム国際普及推進事業費      （１６百万円）  

 

 

平成２８年 

 

 １月 ６日  「浄化槽トップセミナー」開催準備委員会（第５回）を開催。 

       「浄化槽トップセミナー」の基本的スケジュール・講師等を確認。 

 

        [基本的スケジュール] 

         開会挨拶（地方環境事務所長・全浄協幹部等から） 

         講 演 １ 総務省自治財政局準公営企業室 

               「下水道財政の現状と課題」 

         講 演 ２ 環境省浄化槽推進室浄化槽企画官 

               「国土強靭化・地方創生・成長戦略と浄化槽」 

         講 演 ３ (公財)日本環境整備教育センター 

               「〇〇地区における生活排水処理の現状と今後」 

         事例発表 市町村長・自治体行政担当者等 

               「浄化槽整備への取り組み事例等」２件 

         質疑応答 

         「よろず相談コーナー」 

 

 

 



 １月１８日  「浄化槽トップセミナー」が、さいたま市において開催された。 

 

 １月１８日  環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」に 

       関する「第２回 有識者委員会」（宮城県・宮崎県）を開催。 

 

 １月２７日  「浄化槽トップセミナー」が、松山市において開催された。 

 

 

 １月２８日  環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」の 

       「第２回 浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググル 

ープ」（宮城県）を開催。 

 

 ２月 １日  「浄化槽トップセミナー」が、仙台市において開催された。 

 

 ２月 ５日  「浄化槽トップセミナー・シンポジウム福岡」が、福岡市において開催 

       された。 

 

 ２月 ９日  環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」の 

       「第２回 浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググル 

ープ」（宮崎県）を開催。 

 

 

 ２月１６日  「浄化槽トップセミナー」が、名古屋市において開催された。 

 

 ２月１９日  「浄化槽トップセミナー」が、大阪市において開催された。 

 

 

 ２月２５日 平成２７年度「全浄連会員団体事務局長等会議」を開催した。 

  ～２６日 

       ・ 全浄連会長挨拶 

       ・ 環境省（浄化槽推進室・水環境課）・国土交通省（建設業課） 

        より、担当行政についてそれぞれ説明を受けた。 

       ・ 公益財団法人 日本環境整備教育センターより、浄化槽管理士・ 

        浄化槽設備士の国家試験・講習会等について説明を受けた。 

       ・ 事務局より、以下について説明を行なった。 

         ①平成２７年度の主要な出来事と、事業計画の執行状況 

         ②出版物関係 ③会員団体調べ報告 等 

 

       ・ ２日目には、以下の説明、講演等を行なった。 

 

        (1) 「全浄連が推進する浄化槽管理システム『スマート浄化槽®』 

          の現状と、今後の進め方」について 

                            ［全国浄化槽団体連合会］ 

 

        (2) 「全国浄化槽推進市町村協議会の活動と、全浄連との連携」 

          について  

                         ［全国浄化槽推進市町村協議会］ 

 

 



 ３月 １日  環境省の「今後の浄化槽の在り方に関する懇談会」（第１０回）が、公益 

       財団法人 日本環境整備教育センターで開催された。 

 

        「今後の浄化槽の在り方に関する懇談会」提言～浄化槽が輝く未来へ～

をとりまとめることとした。 

 

 ３月 ２日  環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」に 

       関する「システムベンダ」打合せ（第３回）を開催。 

 

 ３月 ４日  環境省の関荘一郎 事務次官を訪問し、政策要望等を行なった。 

        （全浄連) 

          上山会長・坂本専務理事・石井常務理事事務局長が出席。 

 

 ３月 ９日  環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」に 

       関する「第３回 有識者委員会」（宮崎県）を開催。 

 

 ３月１１日  環境省の「平成 27 年度 浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）」に 

       関する「第３回 有識者委員会」（宮城県）を開催。 

 

 

 ３月１５日  「自由民主党各種団体協議会懇談会」が開催され、党幹部と環境関係 

       団体代表・農林水産関係団体代表が懇談した。 

 

        （自民党） 安倍晋三総裁(内閣総理大臣)・谷垣禎一幹事長・稻田朋美  

政務調査会長・山口泰明組織運動本部長・西村明宏団体

総局長・滝沢求環境関係団体委員長・溝手顕正参議院 

議員会長・木村太郎広報本部長 等 

        （全浄連） 石井常務理事事務局長 

 

 

 ３月２４日  上山会長が、環境省の大臣室に 丸川珠代環境大臣を訪問し、「浄化槽の

整備促進」に向けての政策要望、意見交換を行なった。 

 

        上山会長から丸川環境大臣には、「環境にも財政にも優しく、地震にも 

強い浄化槽の整備促進」のためには、「予算の確保」「都道府県構想の見直

しによる浄化槽整備区域の拡大」「合併処理浄化槽への転換」「ＩＣＴの 

活用による『スマート浄化槽』などの浄化槽台帳システムの整備」等を  

急がねばならないことを説明し、推進を強く要望した。 

        また、「魅力ある地方を創生するためにも、下水道との役割分担の中で、

生活排水処理施設は浄化槽で整備することが肝要」であることを強調した。 

        丸川環境大臣からも、「環境省として、国土強靭化、地方創生、成長戦略

の実現のためにも、浄化槽の整備促進に努めていきたい」として、具体策

等、意見を交換した。 

 

        （全浄連) 

          上山会長・佐藤副会長・坂本専務理事・石井常務理事事務局長が  

出席。 

        （日本環境整備教育センター) 

          廣瀬理事長が出席。 



 

 ３月２５日  「第１１回 理事会」を開催した。 

 

        「理事会」において、「平成２８年度 事業計画案・予算案」が審議・    

承認され、定款の規定に基づき、「定時総会に報告」することとした。 

 

        また、「全浄連地区協議会別理事数の見直し結果（現行どおり )」、   

「浄化槽トップセミナー」 「全浄連会員団体事務局長等会議の内容等」 

「浄化槽推進議員連盟の現状と、議連への要望活動」「第４回 定時総会」

等の報告が行われた。 

 

 


