
  

第一号議案 平成２８年度事業報告及び収支決算について 

１．事業報告 

 

（１）要望活動 

浄化槽整備事業の推進、浄化槽の普及促進のための予算要望・政策要望など 

 

平成２８年 

５月１１日 石井啓一 国土交通大臣を訪問し、「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。 

        （全浄連参加者) 

          上山会長・坂本専務理事・石井常務理事が出席。 

  ７月 ８日 中井徳太郎 廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策部長及び小林正明 事務次官を訪問  
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。  
        （全浄連参加者) 

          上山会長・佐藤副会長・上田副会長・早瀬副会長・三浦副会長・佐々

木専務理事事務局長が出席。 

８月２９日 自由民主党の二階俊博 幹事長を、浄化槽推進議員連盟への加入に 

対する御礼及び自民党幹事長への就任祝いのため表敬訪問。 
        （全浄連参加者) 

          上山会長、佐藤副会長、加藤副会長、髙橋副会長、三浦副会長、佐々木

専務理事が出席。 

１０月 ４日 環境省と全浄連との「情報交換会」を、環境省にて開催。 

        （環境省参加者） 

          中井 大臣官房廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策部長、小野 企画課長、瀨川 廃棄 

物対策課長、吉川 浄化槽推進室長 

         （全浄連参加者） 

          佐藤会長、髙橋・上田・早瀬・川﨑副会長、佐々木専務理事が出席 

１０月２８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、 
説明し、実現への支援を要望。 
（全浄連参加者） 

          佐藤会長・髙橋・上田・加藤・早瀬副会長、佐々木専務理事が出席 



  

１１月 ２日 自由民主党・環境部会（磯﨑仁彦部会長）、環境関係団体委員会（高 

橋克法委員長）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、説明し、実現への支援を要望。 

（全浄連参加者） 

           佐藤会長・髙橋副会長、佐々木専務理事が出席 

１１月１６日 「浄化槽推進議員連盟」の役員会、ザ・キャピトルホテル東急に 

おいて開催。全浄連から、佐藤会長等が出席し、「浄化槽整備事 

業を推進するための課題と具体的取組みの要望」について説明を 

行ない、３月の議員連盟総会において提出、要望すること、及び 

新役員選任案が了承された。 

環境省からは、廃棄物・リサイクル対策部の中井徳太郎廃棄物・ 

リサイクル対策部長、吉川圭子 浄化槽推進室長らが出席。 

  （議連参加者) 

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)・橋本聖子幹事・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) 

１２月２２日 平成２９年度 浄化槽推進関係予算（案）が閣議決定。 

・ 循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）１００億３９百万円。  

（28 年度補正１０億円。） 

・ 二酸化炭素排出抑制事業費等補助金（浄化槽分）１０億円。 

（補助率 1/2 間接補助） 

・ 地方創生汚水処理施設整備推進交付金(内閣府計上) 

４０１億円の内数。  

・ 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 (助成率 1/2) 

・ 公的施設単独処理浄化槽集中転換事業[市町村設置型] 

                      （助成率 1/3,助成率 1/2） 

・ 地域くらしの水環境整備促進事業（浄化槽整備推進費） 

 （２９百万円） 

・ 浄化槽情報基盤整備支援事業費        （５０百万円） 

・ 浄化槽システム強靱化事業費（拡充）    （１６百万円） 

・ 我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業 

(うち浄化槽グローバル支援事業費)      （１５百万円） 

 

 

 

 



  

平成２９年 

１月１２日 「浄化槽推進議員連盟」及び「浄化槽整備推進議員懇話会」幹部 

１７名並びに環境省及び国土交通省幹部への挨拶と要望。 

３月 ５日 第８４回自由民主党大会、東京・高輪において開催。 
      佐藤佑 会長が全国浄化槽推進政治連盟代表として出席し表彰を 

受ける。  
３月 ６日 「浄化槽推進議員連盟」の総会、ザ・キャピトルホテル東急にお 

いて開催。 

 

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)・望月義夫会長代理(元環境大臣)・橋本聖子副会長(参議院 

議員)・鈴木俊一幹事長(元環境大臣)・中川雅治幹事長代理(参議 

院議院運営委員長)・小林鷹之事務局長(衆議院議員)はじめ議連 

役員、議連所属議員等が多数出席。 

        環境省からは、伊藤忠彦環境副大臣、中井徳太郎廃棄物・リサイ 

クル対策部長、吉川圭子浄化槽推進室長らが出席。 

        全浄連からは 佐藤会長はじめ副会長、また、都道府県会員団体の 

会長・理事長等約３０名が出席。 

  議連総会冒頭で丹羽会長は、「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っていない。転換の義務付けに 

ついて検討をしなければならない。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。 

        全浄連の佐藤佑会長からは、「議連加入の先生方も、128 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、具 

体的な取組について説明し、要望を行なった。要望の概要は、以 

下のとおりである。 

         ①｢単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への早急な転換｣のため 

の法改正と助成制度の創設と拡大 

  ②｢浄化槽整備区域の拡大｣に対する行政的、財政的措置の拡充 

強化 

  ③｢防災、減災の観点から地震に強い浄化槽の速やかな整備促 

進｣のため、平常時から学校、公民館等への浄化槽の設置と活 

用 

  ④浄化槽の一元的情報共有ネットワークの構築と地理情報機能 



  

を付加した｢浄化槽台帳システム｣の整備推進のための助成「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 

３月 ６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） 

の総会、参議院会議室において開催。 
 山口那津男顧問(公明党代表)・斉藤鉄夫会長(元環境大臣)・高木 

美智代副会長(中央幹事)・富田茂之副会長(中央幹事)・江田康幸 

幹事長(中央幹事)はじめ懇話会役員、懇話会所属議員等が多数出 

席。 

        環境省からは、室石泰弘大臣官房審議官、吉川圭子浄化槽推進室 

長らが出席。 

        全浄連からは 佐藤会長はじめ副会長、また、都道府県会員団体の 

会長・理事長等約３０名の関係者が出席。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

要  望  書 

【１】｢単独処理浄化槽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制度の創設と拡大 

  ◆汚濁負荷量・・合併処理浄化槽４g/日＜単独処理浄化槽３２g/日 

  ◆平成１２年浄化槽法改正で｢単独処理浄化槽｣は原則新設禁止となる。 

  ◆浄化槽法では、平成１２年以前の既設単独処理浄化槽は合併処理浄化槽へ転

換することが努力義務化されている。 

  ◆平成２７年３月末、７６４万基の浄化槽設置基数のうち５５％４２２万基が

既設単独処理浄化槽であり、４５％３４１万基が合併処理浄化槽。 

⬇ 
浄化槽法改正で｢転換努力義務｣を｢転換義務化｣へ 

単独転換を推進するため、転換経費助成制度の創設と拡大 

⬇ 
≪転換費用(単独処理浄化槽の処分費＋合併処理浄化槽の設置費用)例≫ 

     ５人槽の場合・・９３万円/基✕４０万基/年間✕１０年間 

＝３兆７、２００億円 

【２】｢浄化槽整備区域の拡大｣に対する行政的、財政 

的措置の拡充強化 

  ◆人口減少・高齢化の進展、地方自治体財政の逼迫、公共施設の維持更新費用

の増加、経営収支比率の上昇、積立金の取り崩し等が及ぼす影響が近年予測

されている。 

  ◆汚水処理施設の経済比較 

   汚水処理原価(円/m3) うち資本費(円/m3) 地方債現在高(千円/人) 

公共下水道 ３３７．８ １５３．８ ６２３ 

農集排 ３６５．２   ９３．２ ５０２ 

浄化槽 ２６１．９   ２８．８ １２１ 

         ※有収密度２．５千 m3/ha 以下、供用開始後５～１５年で比較 

       ※汚水処理施設の経済比較に関する調査業務報告書(H27.3 環境省)より 

 

 



  

  ◆平成２６年１月、農林水産省、国交省、環境省連携による｢持続的な汚水処理

システム構築に向けた都道府県策定マニュアル｣を踏まえ、都道府県構想の早

急な見直しの推進により、今後１０年程度を目途に汚水処理施設の慨成(地域

のニーズ及び周辺環境への影響を踏まえ、各種汚水処理施設の概ね完了する

こと)を目指した各種汚水処理施設整備の計画策定が検討され、生活排水処理

基本計画の見直しが図られた。 

⬇ 
浄化槽整備区域の拡大 

 

【３】｢防災、減災の観点から地震に強い浄化槽の速や 

かな整備促進｣のため、平常時から学校、公民館等へ 

の浄化槽の設置と活用 

 ◆東京都では電力は７日、上下水道が３０日、都市ガスは６０日程度での復旧を 

目標にしている。 ※「東京防災-東京都」より 

 ◆浄化槽被災状況-東日本大震災３．８％、岩手・宮城内陸地震０．５％、新潟 

中越沖地震４．３％、能登半島地震４．０％、十勝沖地震２．０％、宮城県沖 

地震０．５％ ※全浄連大規模災害緊急対応マニュアルより 

 ◆下水道施設被災状況と被害額-東日本大震災１．０％(３５００億円)、新潟中 

越地震１．６％(６２億円)、能登半島地震２．３％(１８億８２００万円)、阪 

神・淡路大震災２．０％(６４２億円) ※国交省 HP より 

 ◆災害時は使えるトイレが限られているため、水分を控えがちになることからエ 

コノミークラス症候群が多発し、災害関連死に至るケースがある。 

⬇	
トイレ難民の救済 

⬇ 
≪避難所トイレ排水支援システムー学校、公民館等での浄化槽の活用≫ 

 ◆災害当初 汚水貯留槽として活用・・１００人槽１基設置➔１０００人に対応 

 ◆災害発生から１週間 沈殿分離として簡易処理・・電気が使えない状況でも簡 

易処理槽として使用、放流 

可能 

 ◆１週間後 汚水処理槽として活用・・電気が使える状況で、本来の浄化槽機能 

が発揮され、数ヶ月～半年にわたる中長 

期の避難所に適用可能 



  

 

【４】浄化槽の一元的情報共有ネットワークの構築と 

地理情報機能を付加した｢浄化槽台帳システム｣の 

整備推進のための助成 

 ◆単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への速やかな転換、適正な維持管理の早期 

確立、自然災害対応の強化に向けた浄化槽台帳システムの整備推進。 

 ◆浄化槽情報(浄化槽届出情報、浄化槽法定検査結果情報、浄化槽管理者への情 

報、災害時における浄化槽の被災状況情報)ツールの ITC 化の促進。 

 ◆浄化槽に対する行政指導が容易かつ浄化槽の保守点検、清掃の浄化槽管理者と 

の契約が推進され、浄化槽優良業者の把握が可能となる。 

◆行政機関、浄化槽指定検査機関、浄化槽関連業者間での浄化槽情報の共有及び

浄化槽の一元的な管理が可能となる。 

⬇ 
浄化槽管理システムの整備推進 

 

 

感 謝 状 



  

（２）理事会・総会等の開催 

 

平成２８年 

 

５月１０日 「全浄連監事監査」を開催。 

「平成２７年度 事業報告案」「平成２７年度 決算案」「平成 
２７年度 公益目的支出計画実施報告書（案）」について承認 

された。 

５月２０日 「第１２回 理事会」を開催。 

①平成２７年度 事業報告案について 

         ② 平成２７年度 決算案について  
③ 平成２７年度 公益目的支出計画実施報告書案について 

         ④ 平成２８年度 全浄連活動スローガン案について 

         ⑤ 全浄連 第４回 定時総会決議案について 

         ⑥ 「定 款」変更案について 
         ⑦ 「重要な使用人の選任」について 
         ⑧ 「役員の報酬及び費用に関する規程」の別表の改訂について 

⑨ 「第４回 定時総会の日時・場所・目的たる事項」について 

「平成２７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２７年度 決算案」「平成２７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１７日 「第４回 定時総会」を開催。 

   ① 平成２７年度 事業報告 

         ② 平成２７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２７年度 公益目的支出計画実施報告書 承認・監査報告  

         ④ 平成２８年度 事業計画の報告 

         ⑤ 平成２８年度 収支予算の報告 

         ⑥ 平成２８年度 全浄連活動スローガン 承認  
         ⑦ 全浄連 第４回  定時総会決議 承認  
         ⑧ 定款の変更 承認 

         ⑨ 役員の報酬及び費用に関する規程の別表の改訂 承認 
         ⑩ 役員（理事及び監事）の選任 承認 

６月１７日 「第１３回 理事会」を開催、  
① 会長・副会長・専務理事の選定について 

         ② 評議員、顧問・相談役・参与の推薦について 



  

③ 事務局長の選任について  
上山健治郎会長の再任をはじめ、新役員（副会長・専務理事）  
の選定、評議員、顧問、相談役、参与の推薦、事務局長の選任  
を行なった。さらに、「第２９回 功労者表彰」を行なった。  
定時総会後の懇親会には、丸川珠代 環境大臣、高市早苗 総務 

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)、中川雅治 同議 

員連盟事務局長、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１７名）、また、環境省の小林正明 事務次官、 

中井徳太郎 廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策部長はじめ、中央官庁幹部多数 

が出席。 

８月 ４日 「第１４回 理事会」開催。 

① 書面表決の報告について 

         ② 委員会設置規程及び専門部会設置規程の変更について 
③ 監事について  

         ④ 特別会員について 

         ⑤ 浄化槽制度・検査部会について 

         ⑥ 委員会・部会について  
         ⑦ 評議員の推薦について  

理事会では、「書面表決の報告について」「委員会設置規程及び専 

門部会設置規程の変更について」「評議員の推薦について」が承認 

され、「監事について」「特別会員について」「浄化槽制度・検査部 

会について」「委員会・部会について」は否決となった。 

  ９月１３日 「第１５回 理事会」開催。 

① 第１４回理事会後の経過報告について 

         ② 委員会・部会等について 
理事会では、上山会長の辞任及び佐藤副会長の新会長就任が承 

認。 

平成２９年 

３月３０日 「第１６回 理事会」開催。 

① 特定資産の取り崩しについて 

         ② 平成２８年度 補正予算案について 
③ 平成２９年度 事業計画案について 

         ④ 平成２９年度 予算案について 

         ⑤ 「スマート浄化槽」について 

         ⑥ 「省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業」について  



  

「平成２８年度 補正予算案、平成２９年度 事業計画案・予 

算案」等が審議承認され、定款の規定に基づき、定時総会に報告す 

ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（３）常任理事会・委員会・部会等の開催 

 

平成２８年 

４月 ８日 「第１回機能保証制度小委員会」を開催。以下の議題を審議。 

１．保証制度活用状況調査（再調査）の結果報告について 

２．再調査に基づく保証登録の向上策について 

３．会員団体事務局長等会議における全浄協の講演内容（全国 

浄化槽推進市町村協議会の活動と一般社団法人全国浄化槽団体 

連合会との連携について）と、今後の対応について 

４月１４日 「中央保証制度審査委員会」を開催。以下の議題を審議。 

１．機能保証制度運用状況（保証実績・保証登録状況）につい 

て 

２．保証制度活用状況調査について 

３．機能保証制度の平成２８年度事業計画について  

４．「登録浄化槽シール」の活用について 

５．第３回 定時総会決議案について 

４月２２日 「第１回常任理事会、第１回総務・企画委員会、第１回事業・ 

組織広報委員会合同会議」を開催。以下の議題を審議。 

１．平成２７年度 事業報告案について 

２．平成２７年度 決算案について 

３．平成２７年度 公益目的支出計画実施報告書案について  

４．平成２８年度 全浄連活動スローガン案について 

５．第４回 定時総会決議案について 

４月２２日 「第１回功労者顕彰委員会」を開催。以下の議題を審議。 

１．功労者特別顕彰状・顕彰状・表彰状・感謝状贈呈者の選考 

について 

６月１７日 「第２回常任理事会、総務・企画委員長、事業・組織広報委員 

      長合同会議」を開催。以下の議題を審議。 

１．「第４回 定時総会」スケジュールと運営について 

６月２２日 「水環境保全助成事業審査委員会」を開催。 

審査の結果、「平成２８年度の水環境保全助成事業」として、

１４団体、総額約２４２万円の助成を行なうことを決定。 

７月 ７日 「第３回常任理事会」を開催。以下の議題を審議。 

１－１．新委員会・部会の調整決定及び浄化槽制度・検査部会 

の発足について  

１－２．新委員会・部会の日程について 

２．熊本地震による大規模地震被害実態調査費等事業の実施に 



  

ついて 

８月 ４日 「第４回常任理事会」を開催。以下の議題を審議。 

１．第１４回理事会について 

８月３０日 「第５回常任理事会」を開催。以下の議題を審議。 

１．第１４回理事会後の経過報告について 

２．委員会・部会等について 

８月３０日 「第２回功労者顕彰委員会」を開催。以下の議題を審議。 

１．環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長表彰の選考に 

ついて 

２．国土交通省土地・建設産業局長表彰の選考について 

３．国土交通省住宅局長表彰の選考について 

９月１３日 「第６回常任理事会」を開催。以下の議題を審議。 

平成２８年度第１５回理事会に付議すべき議案について 

１．副会長の順序について 

２．第１４回理事会後の経過報告及び当面の対応について 

３．委員会・専門部会等の委員・部会員について 

１１月３０日 「第７回常任理事会、第１回総務・企画委員会合同会議」を開 

催。以下の議題を審議。 

１．総務・企画委員会の副委員長の選任について 

２．今後の運営について 

３．中間決算について 

４．諸規程の見直しについて 

５．職員の採用について 

１２月 １日 「第１回機能保証制度委員会」を開催。以下の議題を審議。 

１．副委員長の選任について 

２．機能保証制度の見直しについて 

        ・全国浄化槽推進市町村協議会への義務付け依頼について 

        ・規約・細則等について 

３．鳥取地震について 

平成２９年 

１月２３日 「第２回機能保証制度委員会」を開催。以下の議題を審議。 

１．機能保証制度の見直しについて 

        ・国庫補助対象浄化槽への１００％義務付けについて 

 ・非国庫補助対象浄化槽への適用について 

        ・対象業者の拡大について 

・関係規程（七訂版）の見直しについて 

        ・機能保証制度から脱退した会員団体について 



  

２．機能保証制度の経緯について 

３．平成２８年度保証制度機能安定化助成事業費の支出につい 

て 

４．茨城地震について 

２月２７日 「第８回常任理事会、第２回総務・企画委員会合同会議」を開 

催。以下の議題を審議。 

１．全浄連定款等諸規程の改正について 

２．平成２８年度「民間の有する情報基盤と連携した浄化槽情 

報基盤整備支援業務」について 

２月２７日 

～２８日 平成２８年度「全浄連会員団体事務局長等会議」を開催。 

  初日 

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

課、下水道事業課）・総務省（準公営企業室）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２８年度の事業進ちょく状況 

           ②出版物関係 

③会員団体調べ報告 等 

  ２日目 

          (1) 「公的施設単独処理浄化槽集中転換事業（和歌山県の事 

例）について 
                            ［和歌山県浄化そう協会］ 

          (2) 「全浄連諸規程の改正」について 

       ［全国浄化槽団体連合会］ 

          (3) 「蛍光式（光学式）ＤＯ計の説明」について 
                           ［東亜ディーケーケー（株）］ 

          (4) その他 

・出版物について 

・省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業について 

［全国浄化槽団体連合会］ 

３月１３日 「第２回事業・組織広報委員会」を開催。以下の議題を審議。 

〔審議事項〕 

１．副委員長の選任について 

〔協議事項〕 



  

１．平成２８年度の事業について 

２．平成２９年度の事業について 

３．その他 

・平成２９年度 水環境保全助成事業について 

３月１７日 「第１回浄化槽制度・検査部会」を開催。以下の議題を審議。 

１．副部会長の選任について 

２．法定検査の現状認識について 

３．浄化槽制度・検査部会の今後の在り方について 

３月２１日 「第３回機能保証制度委員会」を開催。以下の議題を審議。 

１．機能保証制度の見直しについて 

        ・各委員からの意見をうけて 

２．平成２９年度機能保証制度関係の事業計画と予算 について 

３月２９日 「第９回常任理事会、第３回総務・企画委員会合同会議」を開 

催。以下の議題を審議。 

１．特定資産の取り崩しについて 

２．平成２８年度 補正予算案について 

３．平成２８年度 補正予算案について 

４．平成２９年度 予算案について 

５．「スマート浄化槽」について 

６．「省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（４）環境省、関係団体主催の委員会、行事への参加 

 

平成２８年 

９月 ６日 環境省主催の「浄化槽普及戦略検討会（第１回）」開催。 

  浄化槽の普及状況、地方自治体における取り組み、浄化槽整備 

に関する将来予測、今後の普及施策等の諸課題の解決に向けて、 

年３回程度開催。 

         委員は、浄化槽関係２団体（全浄連、日本環境整備教育センタ 

ー）から１名ずつ２名（全浄連は和歌山県浄化そう協会・川本 

専務理事）と、専門家・有識者から８名の計１０名で構成。（座 

長は真柄泰基・北海道大学公共政策学研究センター研究員) 

１０月 ３日 「浄化槽の日」関連行事として「第３０回 全国浄化槽大会」を 

        開催。 

  ・ 「浄化槽適正整備推進決議」の採択。 

         ・ 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 

         ・ 記念講演  

式典後の懇親会には、山本公一 環境大臣、高市早苗 総務大臣、 

加藤勝信 一億総活躍担当大臣、自由民主党・衛藤晟一 浄化槽 

推進議員連盟会長代理(内閣総大臣補佐官)、鈴木俊一 同議員連 

盟幹事長、望月義夫 幹事長代理、公明党・山口那津男 代表等、 

多数の国会議員の出席を頂き（本人出席６０名）、また、環境省 

の小林正明 事務次官、中井徳太郎 廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策部長、国 

土交通省の谷脇暁 土地・建設産業局長はじめ、中央官庁幹部多 

数出席。 

１０月１７日 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 

「平成２８年度第３０回全国浄化槽技術研究集会」が、東京都 

江東区において開催。 

  １１月１６日 環境省主催の「浄化槽普及戦略検討会（第２回）」開催。 

１１月２２日 「浄化槽の日」幹事会、実行委員会を開催。 

  平成２６年度の実行委員会で「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１６００件であ 

り、成果が上がっていることを確認。 

         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２６日 環境省主催の「浄化槽トップセミナー」が、神戸市において開 

催。 

平成２９年 

１月１８日 環境省主催の「平成２８年度民間活用による浄化槽整備及び維 

持管理に関する検討会（第１回）」が、（株）NJS 会議室で開催。 

１月３０日 環境省主催の「浄化槽トップセミナー」が、沖縄市において開 

催。 

２月 ６日 柴山基金運営委員会「生活排水処理改革～持続可能なインフラ 

整備のために～」最終打合せ。 

２月１５日 環境省主催の「浄化槽トップセミナー」が、青森市において開 

催。 

２月２３日 環境省主催の「平成２８年度民間活用による浄化槽整備及び維 

      持管理に関する検討会（第２回）」が、開催。 

３月１４日 環境省主催の「平成２８年度民間活用による浄化槽整備及び維 

      持管理に関する検討会（第３回）」が、開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（５）スマート浄化槽事業 

 

平成２８年 

７月 ８日 全国浄化槽推進市町村協議会（全浄協）開催の全国事務局長会 

議において、「スマート浄化槽」の説明とデモンストレーション 

を行なう。 

  ８月１０日 環境省、企画課 小野課長、廃棄物対策課 瀨川課長、環境省 

        浄化槽推進室 吉川室長等に、「スマート浄化槽」の説明とデモ 

ンストレーションを行なう。 
  ９月 １日 全浄連北海道・東北地区浄化槽指定検査機関連絡協議会総務部 

会において、「スマート浄化槽」の説明とデモンストレーション 

を行なう。 
９月 ７日 「スマート浄化槽」が、環境省の「平成２８年度 浄化槽情報基 

      盤整備フォローアップ業務」に採用。 

         公益財団法人 日本環境整備教育センター提案により、企画書を 

提出していたもので、昨年度業務の対象自治体である宮崎県、 

宮崎市、仙台市で、平成２９年月まで、以下の事業を実施。 

 ①昨年度業務の効果・支援後の進捗確認 

         ②（特に個人情報の取り扱いと浄化槽台帳システムの公益性の 

整理に関する）本格導入に向けた課題抽出・解決案の提示 

         ③周辺自治体への横展開及び維持管理等を担う民間企業との連 

携に係る意見交換 

  全浄連では、環境省の本支援事業により「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、これらを総合的に検証。 

１０月２４日 埼玉県中央・西部・東松山環境管理事務所が共同主催する平成 

２８年度浄化槽セミナーにおいて、「スマート浄化槽」の説明と 

デモンストレーションを行なう。  
１１月 ２日 千葉県浄化槽協会が主催する、「スマート浄化槽」の説明とデモ 

ンストレーションを行なう。 
１２月２０日 「スマート浄化槽」が、昨年に引き続き、環境省の「平成２８ 

年度 民間の有する情報基盤と連携した浄化槽情報基盤整備支 

援業務」に採用。 

          公益財団法人 日本環境整備教育センター、江北情報サービス 

株式会社、日本電算株式会社との共同提案により、企画書を提 

出していたもので、宮城県内市町村及び宮崎県内市町村で、平 

成２９年３月まで、以下の事業を実施。 



  

          ①浄化槽台帳システムの試行的導入に関する課題整理 

           ②浄化槽台帳システムの試行的導入計画策定 

           ③浄化槽台帳システムの試行的導入事業 

           ④浄化槽台帳システムの試行的な運用方法に関する検討 

           ⑤浄化槽情報基盤整備に関する課題整理及び情報提供 

  全浄連では、環境省の本支援事業及び「平成２８年度 浄 

化槽情報基盤整備フォローアップ業務」によりスマート浄化

槽導入に係る課題等を明らかにし、これらを総合的に検証し

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。 

平成２９年 

１月２６日 高知県浄化槽市町村推進協議会が主催する、平成２８年度浄化 

槽行政職員研修会において、「スマート浄化槽」の説明とデモン 

ストレーションを行なう。 

２月 １日 環境省の「平成２８年度 浄化槽情報基盤整備フォローアップ 

業務」ワーキンググループ（第１回）を開催。 

２月１７日 環境省の「平成２８年度 民間の有する情報基盤と連携した浄 

化槽情報基盤整備支援業務(宮城県)」ワーキンググループ（第 

１回）を開催。 

２月２４日 環境省の「平成２８年度 民間の有する情報基盤と連携した浄 

化情報基盤整備支援業務(宮崎県)」ワーキンググループ（第１ 

回）を開催。 

３月 ９日 環境省の「平成２８年度 民間の有する情報基盤と連携した浄 

化槽情報基盤整備支援業務(宮城県)」ワーキンググループ（第 

２回）を開催。 

３月１４日 環境省の「平成２８年度 民間の有する情報基盤と連携した浄 

化槽情報基盤整備支援業務(宮崎県)」ワーキンググループ（第 

２回）を開催。 

３月１５日 環境省の「平成２８年度 浄化槽情報基盤整備フォローアップ 

業務」ワーキンググループ（第２回）を開催。 

３月２２日 環境省開催の平成２８年度浄化槽維持管理講習会（徳島県）に 

      おいて、「スマート浄化槽」の説明とデモンストレーションを 

行なう。  
３月２３日 山梨県浄化槽協会が主催する、第４回山梨県浄化槽法定検査体 

      制整備検討会において、「スマート浄化槽」の説明とデモンス 

トレーションを行う。 

 



  

（６）情報発信 

 

平成２８年 

１２月２０日 全浄連ホームページ全面リニューアル 

※ＨＰ開設日－平成１６年１０月１日 

 

 

〔更新記事タイトル一覧〕 

平成２８年 

１２月２０日 当公式サイトを全面リニューアルいたしました 

１２月２６日 平成 29 年度予算案について 

１２月２６日 環境省「COOL CHOICE」運動のご紹介 

１２月２８日 全浄連事務局は、12/29～1/3 にかけて年末・年始の休日といた 

します。 

平成２９年 

１月 ４日 明けましておめでとうございます。 

１月 ５日 第 31 回「浄化槽の日」標語を募集いたします 

１月１０日 公明党都本部の新春賀詞交歓会に参加いたしました。 

１月１１日 水の源 vol.35 で第 10 回全国水源の里シンポジウムの模様が特 

集されました 

１月１２日 浄化槽シンポジウム福岡 2016 開催のお知らせ 

１月１２日 福岡県田川市における下水道計画撤回と市全域の浄化槽整備区 

域化 

１月１３日 新年の挨拶廻り 

１月１８日 環境省「省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業」補助事業 

者の公募開始 

１月１８日 浄化槽トップセミナー開催のお知らせ 

１月２４日 平成 29 年度 環境省重点政策 概要 

１月２５日 平成 28 年度 浄化槽の指導普及に関する調査結果 

１月３１日 全浄連ニュース 新年号のご紹介 

２月 １日 日本廃棄物団体連合会 新春講演会「廃棄物行政の課題と今後の 

取組」 

２月 １日 栃木県浄化槽協会が栃木県と災害時協定締結 

２月 ２日 環境省関係法人懇談会 

２月 ６日 水泥新聞より「浄化槽導入へ大きく舵を切る県多数！」 

２月 ７日 佐賀県嬉野市の浄化槽整備事業と静岡県富士市の浄化槽行政 

２月 ８日 自民党「下水道・浄化槽対策特別委員会」開催される  



  

２月 ９日 「平成 28 年度浄化槽トップセミナーin 沖縄」現地の様子 

２月１３日 自民特別委／浄化槽の輸出後押し／アジア向け急増、課題集め 

対応策提言へ 

２月１５日 「平成 28 年度浄化槽トップセミナーin 兵庫」資料を公開いた 

します 

２月１５日 「生活排水処理改革 ー持続可能なインフラ整備のために」発 

刊のお知らせ 

２月１６日 福岡県田川市で「浄化槽ミニシンポジウム」が開催されました 

２月２０日 アジアのトイレ事情 ~中華人民共和国~ 

２月２３日 平成 28 年度浄化槽トップセミナーin 青森 

２月２３日 青森県黒石市が下水道事業の廃止を正式決定いたしました 

２月２８日 平成 28 年度 全浄連 会員団体事務局長等会議(1 日目) 

３月 １日 平成 28 年度 全浄連 会員団体事務局長等会議(2 日目) 

３月 ２日 「青森県黒石市の下水道事業廃止」 

３月 ７日 第 84 回 自由民主党大会にて全国浄化槽推進政治連盟が表彰 

されました 

３月 ７日 公明新聞にて全浄連による公明党「懇話会」への要望・陳情が

報じられました 

３月 ８日 浄化槽推進議員連盟 総会 

３月 ９日 公明党 浄化槽整備推進議員懇話会 

３月１０日 環境省 省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業に係る補助 

事業者採択 

３月２７日 浄化槽に関する国会質問① 都市計画法第１１条１項について 

（公明党 高木議員） 

３月２７日 浄化槽に関する国会質問② ODA における浄化槽の位置付け等 

について (公明党 かわの議員) 

３月２７日 『生活排水処理改革-持続可能なインフラ整備のために-』が発 

刊されました 

３月２９日 浄化槽に関する国会質問③ 浄化槽整備推進について(自民党  

高橋 議員) 

 

         全浄連ホームページアクセス数 

          １２月２８日  １７５，９５３ 

         平成２９年       ～  

６月 ２日  １８３，４９９ 

         アクセス数最大 平成２９年６月１日 ２００件／日 

         ※省エネ事業の掲載 平成２９年５月３０日 



  

 


