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新年おめでとうございます

今  年  も

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

平成 28 年　元  旦

一般社団法人 全国浄化槽団体連合会
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平成28年 年頭所感

　平成 28 年の新春にあたり、謹んで新年

のご挨拶を申し上げます。

　皆様方におかれましては、ご健勝にて

新しい年をお迎えになられたことと、心

よりお慶び申し上げますとともに、平素

より、当連合会の運営に対し、格別のご

協力とご支援を賜りまして、厚く御礼申

し上げます。

　今や、全国の汚水処理人口普及率は 89％

に達しましたが、半面、全国で 1300 万人

の人々のトイレや台所などの生活排水の処

理が必要です。

　これを 100％にするには、浄化槽なら下

水道に比べ 1/6 の約 5 兆円ですむという試

算もあります。

　かりに、残り 11％の半分を浄化槽で整備

すれば、現状の比率による整備に比べ約 12

兆円が節約できることになります。

　すなわち、「浄化槽の整備が促進され、

浄化槽で生活排水を処理する比率が高まれ

ば高まる」ほど、「下水道施設の老朽化更

新促進費用」や、「さまざまな地方創生施

策の原資」、そして「国民的課題である社

会保障費の財源」を生み出すことが出来ま

す。

　まさに、浄化槽法施行 30 周年を経て、

「環境にも財政にも優しく、地震にも強い」

生活排水処理施設であるという評価を得、

益々重要な役割を果たすことが期待される

浄化槽の普及促進に向け、全浄連では以下

4 点を中心に据え、皆様と共に具体的な成

果に結び付けてまいりたいと存じます。

①　「下水道との役割分担」の中で、「浄化

槽整備区域の拡大とこれに伴う予算措

置」、「単独処理 ( みなし ) 浄化槽から合

併処理浄化槽への転換を強力に推進する

ため、法改正と、転換経費の公費負担拡

充」、そして「浄化槽使用者の維持管理

費に対する公費助成制度の創設拡充」。

②　「震災復興の新しいまちづくりは浄化

槽で整備していくこと」、「大規模地震想

　年頭ご挨拶

一般社団法人

全国浄化槽団体連合会

会　長　上　山　健治郎
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定地域の避難所への平時からの浄化槽設

置と、震災時の活用」。

③　浄化槽は、地方経済の活性化に即つな

がり、まさに「地方創生のエース」とし

て、「浄化槽による生活排水処理施設整

備の飛躍的推進」。

④　浄化槽の普及整備を促進するために欠

かせない、「官民協働の新しい浄化槽管

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」。

　全浄連では、「浄化槽管理システム」と

して「スマート浄化槽」を開発してまいり

ましたが、幸い、環境省の「浄化槽情報基

盤整備支援事業」により、現在 3 つの県と

市でモデル試行事業を行なっております。

今後、全国の自治体や業界の皆様のご協力

を頂き、展開を図ってまいりますが、是非、

ご参加をお願い致したいと存じます。

　特に自治体にとっては、システム構築の

ための「多額の初期費用が不要」で、行政初

任者の方でも「便利で使いやすい浄化槽台

帳情報機能が利・活用できる」など、導入に

あたって画期的なものとなっております。

　会員団体そして業界の皆様にとっても、

「持続可能な浄化槽事業」の推進に大いに

寄与する「スマート浄化槽」ですので、宜

しくお願い申し上げます。

　昨年末、フランスでの COP21 は、京都議

定書以来 18 年ぶりに「パリ協定」を採択し、

すべ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を作りました。

世界の温暖化対策が歴史的な転換点を迎え

るなど、世界も日本も待ったなしで、大き

く動き始めております。

　全浄連は、「末永い日本の繁栄を築く」

とともに「身近な美しい水環境を守り、子

孫にしっかりと引継ぐ」ため、120 名を数

える浄化槽推進議員連盟や議員懇話会の先

生方、国・都道府県市町村、地方議会議員

各位のご指導ご理解を賜わりながら、「下

水道とのベストミックスにより、浄化槽整

備事業を推進」するための具体的な金額を

算出・要望し、皆様と手を携えて取組んで

まいる決意ですので、どうぞ宜しくお願い

申し上げます。

　皆様方のご健勝と益々のご発展を祈念致

しまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。
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　明けましておめでとうございます。平成 28

年の新しい年を迎え、国民の皆様の御期待に

応えられるよう決意を新たにし、ここに御挨

拶申し上げます。

　第一に、東日本大震災からの復興・創生に

向けて、引き続き全力で取り組みます。

除染については、目標とする平成 28 年度末ま

でに完了できるよう、福島県や市町村の思い

に寄り添いながら、復興の動きと連携して一

層の加速化を図ります。

　福島県内の除染に伴い発生した土壌等の中

間貯蔵施設については、現在、除去土壌等の

パイロット輸送を行うとともに、安全性等の

観点から検証を進めており、その結果を踏ま

えて、引き続き、安全かつ確実な輸送を実施

します。施設の整備を進めるための用地の確

保については、昨年 11 月に公表した「地権者

説明の加速化プラン」に基づき、引き続き地

権者の皆様への丁寧なご説明を進め、ご理解

をいただきながら、用地取得の促進を図りま

す。また、用地の取得状況に応じて、段階的

に施設の整備を進め、除去土壌等の継続的な

搬入に向けて全力を尽くします。

　指定廃棄物の処理については、昨年 12 月に、

福島県・富岡町・楢葉町から、既存の管理型

処分場を活用した指定廃棄物等の埋立処分事

業の容認について苦渋のご決断をいただきま

した。引き続き、地元の皆様のご不安やご懸

念を解消できるよう努めてまいります。各県

で発生した指定廃棄物は各県内で処理すると

いう方針のもと、引き続き、地元の皆様に誠

意をもってご理解をお願い申し上げ、一日も

早く適切な管理の下で処理が進むよう取り組

みます。

　また、原発事故による放射線に係る住民の

健康管理についても、十分なリスクコミュニ

ケーションを図りつつ、適切に進めてまいり

ます。

　さらに、三陸復興国立公園やみちのく潮風

トレイル等の豊かな自然を活用し観光振興に

も資するグリーン復興を進めます。

　第二に、国内外での低炭素社会の構築を推

進します。

　昨年は、年末にパリで開催された COP21（気

候変動枠組条約第 21 回締約国会議）で、我が

国がかねてより求めてきた、全ての国が参加

する公平で実効ある新たな国際枠組みである

「パリ協定」が採択されました。

　今年は、地球温暖化問題の解決に向け、世

界が新たなスタートを切る年です。我が国は、

昨年 7 月に、温室効果ガスを 2030 年度に 2013

年度比で 26％削減するとの目標を柱とする約

束草案を決定しました。

　その達成のため、本年の春までに地球温暖

化対策計画を策定します。そして、現行制度

の点検、見直しとともに、地球温暖化対策税

の税収も活用しつつ、徹底した省エネと再エ

ネの最大限の導入に向けて技術革新と実証・

実用化、地域での取組の一層の強化、環境金

融や国民運動等による社会システムの変革等

に取り組みます。

　年 頭 所 感

環  境  大  臣
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　また、昨年 11 月に我が国として初めて策定

した「気候変動の影響への適応計画」を着実

に実施し、排出削減と適応を車の両輪として

取り組みます。

　第三に、循環型社会を構築するため、リ

デュース、リユースの促進・リサイクル高度化、

廃棄物の適正処分を進めます。特に PCB 廃棄

物については、JESCO（中間貯蔵・環境安全事

業株式会社）における適正かつ確実な処理を

継続し、期限内処理を確実に履行するための

取組を推進します。また、地球温暖化対策の

強化及び災害時の廃棄物処理システムの強靭

化という観点からも、一般廃棄物処理施設及

び浄化槽を整備するための支援を進めるとと

もに、震災や豪雨災害等の教訓を踏まえ、昨

年改正した廃棄物処理法及び災害対策基本法

に基づき、迅速な災害廃棄物対策のための枠

組みの構築等取組を強化します。

　第四に、人と自然が共生する社会の実現を

目指します。私たちの暮らしを支える森・里・

川・海の恵みを将来にわたって享受できるよ

う、国民の皆様とともに取組を進めます。近年、

一部の鳥獣による生態系、農林水産業等への

被害が深刻化しています。改正鳥獣法等に基

づき、シカやイノシシの生息頭数の半減を目

指します。

　また、国内の絶滅危惧種の保全や外来生物

の防除、自然再生等に取り組むとともに、我

が国の世界自然遺産や国立公園の保全と利用

を両立させ、未来の世代に引き継ぎます。

　第五に、環境庁以来の基本任務である、国

民の健康と良好な環境の確保を着実に進めま

す。

　大気汚染対策や水質汚濁対策は、環境行政

の基盤です。PM2.5 対策については、科学的知

見の充実を図りつつ、排出抑制対策や、アジ

ア各国との協力を進めます。また、健全な水

循環の確保や、豊かな沿岸域等の保全・再生

を推進するとともに、世界的課題であるマイ

クロプラスチック等も含む海洋ごみ対策、化

学物質のライフサイクル全体を通じた環境リ

スクの低減等に取り組みます。

　さらに、「水銀に関する水俣条約」の発効を

見据え、国内の水銀対策を着実に推進すると

ともに、途上国における適切な条約履行を支

援し、世界の水銀対策をリードしていく所存

です。 

　また、本年で水俣病の公式確認から 60 年が

経過します。水俣病を始めとする公害健康被

害対策、石綿健康被害者の救済について、引

き続き真摯に取り組みます。

　本年 5 月には、富山においてＧ７環境大臣

会合を開催いたします。富山県、富山市等と

連携しつつＧ７環境大臣会合の成功に向けて

全力を尽くすとともに、その議論を通じ、地

球規模の環境対策を進めます。

　また、二国間クレジット制度（JCM）や政策

対話等を通じ、我が国の優れた環境政策、環

境技術等の国際展開を推進します。 

我が国は、環境分野で世界に貢献します。

　今後とも、皆様の環境行政への一層の御支

援、御協力をお願いするとともに、新しい年

が皆様方にとって大いなる発展の年になりま

すことを心より祈念いたしまして、新年の御

挨拶といたします。
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して環境対策に取り組み、この美しい自然や

豊かな水環境を末永く残していかなければな

らないと思っております。

　さて、日本国内の汚水処理人口の普及率は

89％に達しておりますが、中山間地域を中心

に約 1300 万人もの方々がいまだに未普及と

なっております。私ども「浄化槽推進議員連盟」

といたしましては、汚水処理普及率 100％の達

成のためには、「下水道と同じ水処理能力を持

ち」、「環境にも都道府県市町村財政にも優し

く」かつ「地震にも強い」という優れた特長

を持つ浄化槽のより一層の普及発展こそが不

可欠と考えております。

　そのためにも、浄化槽設置の国庫補助率を、

1/3 から大幅に引き上げていくことが最大の課

題です。また、全国の浄化槽の半数以上を占

める単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へと

早急に転換を図るため、法改正による義務化

も必要であると考えております。

　さらに、浄化槽は地元に新たな雇用を創出

するなど「地方創生」に大きな役割を果すも

のと期待されており、環境保全や地域発展の

ために、皆様方の果たす役割はますます大き

くなります。

　私も「浄化槽推進議員連盟」会長として、

国民の快適で潤いのある生活環境の保全と地

球に優しい環境づくり、そして、わが国の豊

かで美しい水環境を末永く残していくため、

今後とも、浄化槽業界の皆様方のご意見、ご

要望を受け止め、議連の先生方と共に、浄化

槽の整備を強力に推進していく決意を新たに

しています。

　最後になりましたが、全浄連の益々のご発

展と関係の皆様方のさらなるご健勝、ご多幸

を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせてい

ただきます。

　明けましておめでとうございます。謹んで

平成 28 年の年頭のご挨拶を申し上げます。

　一般社団法人全国浄化槽団体連合会の関係

各位におかれましては、健やかに新春をお迎

えのこととお慶び申し上げます。

　昨年末、気候変動枠組条約第 21 回締約国会

議（COP21）がフランス・パリで開催されました。

2020 年以降の地球温暖化対策が協議され、中

国やインドなどの新興国が義務を免れた京都

議定書とは異なり、すべての国に温室効果ガ

スの削減目標を 5 年ごとに提出・更新するこ

とを義務づける「パリ協定」が採択されました。

わが国は 2030 年までに 2013 年比で 26％の温

室効果ガス削減を目標に掲げ、発展途上国へ

気候変動対策として 2020 年までに 1 兆 3000

億円を支援する方針を打ち出しております。

　世界の平均気温は産業革命前に比べ1度上昇

しており、このままだと今世紀末には 4.8 度

上昇すると試算されております。平均気温が 4

度上昇すると、海面が 8.9 ｍ上昇し、日本で

は 3400 万人分の土地が水没すると予測されて

おります。また、水の危機も深刻で、下水処

理施設の不足により世界で 11 億人が不衛生な

飲料水の利用を余儀なくされており、2025 年

には世界人口の 2/3 の人々が、水不足に陥る

と見込まれております。

　地球環境保全は待ったなしの状況です。温

室効果ガスの排出大国である中国や米国、新

興国のインドなどを含め、全世界が一致団結

平成 28 年の
年頭にあたって

浄化槽推進議員連盟

会　長　丹　羽　雄　哉

年頭所感
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す。

　産業廃棄物の適正処理の推進については、

優良産廃処理業者認定制度の普及等に努めて

まいります。廃棄物等の輸出入については、

適正な資源循環の実現に向けた取組を進めて

まいります。｢ 水銀に関する水俣条約 ｣ を踏ま

えた水銀廃棄物対策については、適正な処理

を確保してまいります。PCB廃棄物については、

期限内処理を確実に履行するための取組を着

実に推進してまいります。

　廃棄物処理施設や浄化槽といった処理シス

テムの早期整備等にも取り組んでまいります。

一般廃棄物処理施設の老朽化による新たな更

新需要に適切に対応してまいります。また、

特に中山間地域等において、他の汚水処理施

設と比べ安価に設置でき、かつ優れた汚水処

理能力を有し災害にも強い浄化槽の普及促進

に取り組んでまいります。廃棄物処理施設は、

平常時はもとより災害時においても周辺施設

への電気・熱供給が可能な施設としての役割

が期待され、浄化槽も河川等の水質改善によ

り農林水産業や観光業の振興に資するなど、

地域の経済発展や魅力づくりにつながるもの

です。そのような観点を重視して取組を進め

ます。

　リサイクル政策については、食品リサイク

ル法の適正な執行に努めてまいります。自動

車リサイクルについては、再生資源利用等を

推進してまいります。さらに、リサイクルと

低炭素化の統合、太陽電池パネル等のリサイ

クルの推進を進めてまいります。

　以上、新しい年における施策の一端をご紹

介させていただきました。引き続き皆様のご

協力を切にお願い申し上げると共に、皆様の

一層のご健勝を祈念して、新年のご挨拶とさ

せていただきます。

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。本年

は、震災からの復興や災害廃棄物処理の着実

な推進に加えて、伊勢志摩サミットが日本で

開催されることからより一層国際的な観点も

踏まえ循環型社会づくりに取り組んでまいり

たいと考えています。

　平成 28 年度は、東日本大震災から 5 年が経

過し、復興・創生に向けた次のステージ「復興・

創生期間」に入ります。東京電力福島第一原

子力発電所の事故によって生じた放射性物質

に汚染された廃棄物の処理を着実に進めると

ともに、被災地に残る災害廃棄物等について

も、できるだけ早期の処理完了を目指して全

力で取り組んでまいります。

　また、今後の災害発生に備え、昨年 9 月に

災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-

Net）を発足させたところであり、自治体等に

おける災害廃棄物処理計画の策定への支援等

を充実させていきます。

　循環型社会の実現に向けた取組も積極的に

推進してまいります。資源循環の「量」だけ

でなく「質」に着目し、2R（リデュース・リユー

ス）の推進やリサイクルの高度化などを主要

な柱として施策を実施していきます。国際的

取組としては、本年 5 月に開催される G7 環境

大臣会合等に向けて資源効率・3R に関する国

際的議論を主導するとともに、循環産業の国

際展開を引き続き戦略的に促進してまいりま

平成28年度以降の
廃棄物・リサイクル
政策の主要課題

環境省大臣官房

廃棄物・リサイクル対策部

部　長　鎌　形　浩　史

年頭所感
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た都道府県構想の見直しを都道府県、市町村に対

して要請しており、政府一丸となって汚水処理施

設の早期概成に取り組んでおります。こうしたな

か、地域の実情に応じた効率的かつ適正な汚水処

理施設の整備計画策定が図られ、浄化槽整備計画

への見直し、整備が進むことを期待しています。

　その一方で、およそ437万基が残存している単

独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換、浄化槽

が適切に維持管理されていることを確認するため

の法定検査の受検率の向上、浄化槽台帳の整備な

どについても、浄化槽の信頼を高めていくために

もしっかり取り組む必要があります。これらの課

題に対しては、既に浄化槽に携わる全ての関係者

によって鋭意取り組んでいただいているところで

すが、引き続き御尽力を賜りますようお願いいた

します。

　環境省といたしましても、よりよい環境を次世

代に引き継いでいくため、関係者の皆様と手を携

えて浄化槽による効率的な汚水処理対策を進めて

まいりたいと考えておりますので、本年もご理解

とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　最後に、皆様のますますのご健勝とご発展を心

から祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていた

だきます。

　新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げ

ます。一般社団法人全国浄化槽団体連合会並び

平成 28 年の
年頭にあたって

国土交通省

土地・建設産業局 建設業課

課　長　北　村　知　久

　新年明けましておめでとうございます。

皆様には平素より浄化槽行政の推進にご理解、ご

支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

　我が国の汚水処理人口普及率は、89％を超える

水準となっておりますが、未だに1300万人以上

の方々が汚水処理施設を利用できない状況にあり

ます。こうした未普及地域の多くは人口密度が低

い中山間地域であることから、このような地域の

特性を踏まえ、未普及の状態を早期に効率的に解

消し、水環境の保全を推進していくことが重要で

す。あらためて、浄化槽の特長を考えますと、

①微生物の浄化機能を活用し、下水道と同等の処

理性能を有する、

②短期間で安価に設置することができ、人口分散

地域で効率的である、

③分散設置されるため今後の人口減少社会に対応

しやすい、

④処理水をその場で放流するため、地域の水循環

の保全に貢献する、

⑤長い管路を持たないため、地震にも強く、被災

しても短期間で復旧できる、

といった利点が挙げられます。また、浄化槽は地

域の皆様方の力で整備・維持管理が行われること

で地域活性化にも大きく貢献し、未普及地域にお

ける効率的・経済的な汚水処理施設として、今後

その役割はますます大きくなっていくものと考え

ております。

　現在、国土交通省、農林水産省、環境省の３省

で連携し、持続的な汚水処理システム構築に向け

　年 頭 所 感

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

室　長　熊　倉　基　之

年頭所感
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に会員の皆様方におかれましては、平素より国

土交通行政の推進に特段のご理解とご協力を賜

り心より御礼申し上げます。また、災害等にお

いていち早く応急復旧活動にご尽力いただいて

おります皆様に、改めて感謝申し上げます。

　我が国の優れた水環境を保全するためには、

浄化槽による生活排水の適切な処理による水質

保全が非常に重要な役割を果たしています。ま

た、浄化槽は、東日本大震災の復旧において、

応急仮設住宅における生活排水を処理する重要

な役割を担うなど、復旧・復興時の生活環境を

支えるインフラとしても重要な役割を担ってい

ます。

　平成 26年度末時点の汚水処理人口普及率は

89.5％ですが、未だに約1,300万人が汚水処理施

設を利用できない状況となっています。特に、人

口５万人未満の市町村の汚水処理人口普及率は

76.7％にとどまっている状況であり、早期に汚水

処理施設を整備することが求められています。

　美しい水環境を守り、それを次の世代に引き

継ぐことは、現代の我々に課せられた責務であ

り、水環境保全に大きな役割を果たし、機動的

に設置が可能である浄化槽の普及に対する社会

的な期待は益々高まっているところです。

　今後とも、我が国の水環境の保全及び快適な国

民生活の実現という高い理念のもと、一層積極

的な活動を続けられることを期待する次第です。

　国土交通省といたしましては、浄化槽の性能

の向上と適正な設置を確保するため、浄化槽の

構造基準の策定や型式認定の実施、浄化槽設備

士の認定、浄化槽工事業の登録等に取り組んで

いるところです。引き続き、関係機関との連携

を図りつつ、皆様のご支援ご協力を得て浄化槽

の更なる発展に取り組んでまいります。

　結びに、浄化槽業界の更なる発展と一般社団法

人全国浄化槽団体連合会及び会員の皆様の益々

のご活躍とご健勝を心より祈念しまして、新年

の挨拶とさせていただきます。

　平成 28年の年頭に当たり、謹んで新年の御挨

拶を申し上げます。

　皆様には平素より水環境行政の推進にご理解・

ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　環境省水・大気環境局では、東日本大震災以降、

従来からの水・土壌・大気の汚染等の問題に加え、

福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質

による汚染への対応（除染及び中間貯蔵施設の

整備等）を担当しており、本年も引き続きこれ

らの問題に対処してまいります。

　このうち、除染については、国が直轄で行う

地域と市町村で実施いただいている地域におい

て、それぞれの計画期間内に完了できるよう作

業を加速化し、一日も早い復旧・復興につなげ

ていきたいと考えています。また、福島県の除

染に伴い発生する除去土壌等の中間貯蔵施設に

ついては、引き続き担当職員の増員等の体制強

化を進めるとともに、施設予定地の地権者の皆

様に丁寧な説明を行い、用地の取得状況に応じ

た段階的な施設の整備と継続的な除去土壌等の

搬入を進めていきたいと考えています。

　従来からの水・大気環境局の担当分野のうち

水環境分野については、浄化槽を含む汚水処理

施設による処理率が全国で 89.5％（平成 27年 3

年頭のご挨拶

環境省大臣官房　

（水・大気環境局担当）

審議官　早　水　輝　好

年頭所感
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　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　また、平素より水環境行政の推進、とりわけ

排水処理の推進にご理解とご協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。

　昨年は、一昨年に施行された水循環基本法に

基づき、施策の基本的方針や政府が講ずべき施

策、施策の推進のために必要な事項についてと

りまとめた「水循環基本計画」が７月に策定さ

れました。本計画では「河川水、地下水だけで

なく上下水道等の人工的な流れの水も含めた水

循環を総合的・一体的に管理することにより、

「健全な水循環の維持・回復」を図る」との基

本法の趣旨を実現するため、健全な水循環の実

現に必要不可欠な施設や設備の普及や維持更新

の必要も含めた具体的な活動内容が明確化され

ました。今後は、本基本計画に基づき、流域水

循環協議会、地下水循環協議会等の設立が行わ

れることとなりますが、環境省としても水循環

政策本部の一員として水質保全だけでなく生物

多様性の保全のための健全な水循環の維持のた

めに積極的に取り組んで参りたいと考えていま

す。

　また、水環境の施策としては、科学的知見等

の進展に合わせ、環境基準や排水基準の追加・

改定も本年も引き続き進めることとしていま

す。特に、生活環境項目の環境基準である底層

溶存酸素量（DO）及び沿岸透明度の追加につい

て、2 年を越える中央環境審議会でのご議論を

経て、昨年 12 月に環境大臣への答申を頂きま

年頭所感

環境省 

水・大気環境局  水環境課

課　長　二　村　英　介

月現在）に達するなどにより、水質改善が進ん

でまいりましたが、なお湖沼や閉鎖性海域では

十分ではありません。昨年閣議決定された水循

環基本計画に基づく施策も念頭に置きつつ、森・

里・川・海のつながりや生態系保全の観点も踏

まえた水環境保全対策を進めていく所存です。

　特に、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象と

した水質総量削減については、昨年 12 月に中

央環境審議会よりいただいた第 8 次水質総量

削減の在り方についての答申に基づき、総量規

制基準の設定方法の検討を進めるとともに、総

量削減基本方針をとりまとめたいと考えていま

す。また、新たな環境基準となる底層溶存酸素

量（底層 DO）の類型指定や、生物応答を利用し

た排水管理手法（WET）の活用について検討を

進めるほか、昨年成立した「琵琶湖の保全及び

再生に関する法律」の円滑な施行に向け、関係

者と連携して取り組んでまいります。さらに、

世界的な問題となっているマイクロプラスチッ

クなどの海洋ごみ対策を積極的に進めてまいり

ます。

　大気環境分野については PM2.5 や水銀排出へ

の対応、低公害車の普及などに取り組み、土壌

環境分野については土壌汚染対策の在り方につ

いて検討を進めるとともに、地下浸透規制や地

下水採取規制の在り方についても検討してまい

ります。

　浄化槽は、分散型の効果的な生活排水処理施

設として、我が国だけでなく途上国でも活用が

期待されています。このような日本の技術を活

かしたアジアを中心とした途上国への国際協力・

国際連携についても、水・大気環境分野で積極

的に進めてまいります。

　本年も、それぞれの課題に全力で取り組んで

まいりますので、皆様の一層のご理解・ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

年頭所感
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した。答申においては底層溶存酸素量を環境基

準として、沿岸透明度を、地域の合意形成によ

り地域にとって適切な目標（地域環境目標（仮

称））とすることとされており、今後事務的な

手続きを経て、これら目標の類型の当てはめが

行われることとなっています。

　一昨年から開始された公共用水域や地下水の

放射性物質の常時監視については、その結果を

とりまとめて年度末に公表する予定です。

水環境の保全については、湖沼や閉鎖性海域の

湾奥部などの地域や地下水の硝酸性窒素汚染な

ど環境基準の達成に向け引き続き取り組む必要

のある課題があり、積極的に検討を進めている

ところです。

　また、個別物質ごとの排水規制ではとらえき

れない水質汚濁に対応できるような排水管理手

法の検討についても適切に実施していく必要が

あると考えています。

　本年も、水環境行政の推進について様々な施

策に積極的に取り組んでいくことしております

ところ、皆様の変わらぬご理解とご協力をお願

い申し上げます。

　明けましておめでとうございます。

　皆様方には、輝かしい新春をお迎えのことと

お慶び申し上げます。また、日頃より当協議会

の運営につきましては、格別のご理解とご支援

平成 28 年の
年頭にあたって

全国浄化槽推進市町村協議会

会長 岡崎市長　内　田　康　宏

年頭所感

を賜り厚く御礼申し上げます。

　浄化槽は、永年にわたる行政と貴連合会をは

じめ各関係団体の方々のご尽力により、下水道

と共にわが国の生活排水処理を担う施設として

進展してまいりました。今では、「環境に優しい」

「財政に優しい」「投資効果がすぐ現れる」「地

域経済への波及効果が大きい」そして「地震に

強い」など、社会的に高い評価を得ています。

これもひとえに貴連合会の皆様のご努力・ご協

力によるものと心から敬意を表する次第であり

ます。

　今後の施設整備については、３省の「持続的

な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想

策定マニュアル」が示され、下水道との最適化

により、10 年概成を目途として未普及人口の

解消を目指しています。そうした中で、浄化槽

の普及促進と生活環境の保全、並びに公衆衛生

の向上に寄与することを目的に、平成２年 11

月に設立された当協議会は、昨年 10 月に創立

25 周年を迎えました。会員各協議会に加入し

ている市町村数は、全国 1,354 市町村となり、

全市町村数の約 80％にあたります。また、平

成 22 年から特別会員として 20 都府県も入会い

ただくなど、その果たす役割はますます重要と

なっています。

　地方創生の施策が検討される中で、「浄化槽

の日」の標語のように『この水・この町・この

国土　未来へ届ける浄化槽』として、浄化槽は

暮らしの質の向上や水環境による魅力ある地域

の創出、加えて安心な暮らしを守ることに活躍

することが大いに期待されています。

　国や都道府県のご指導をいただき、貴連合会

をはじめ関係団体の皆様との連携を図りなが

ら、環境省から共催団体としてお声かけいただ

きました、年初の浄化槽トップセミナーを皮切

りに積極的に浄化槽の推進に取り組む所存であ
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2019 年度の 5年間の政策目標・施策となってお

り、各地方公共団体の独自性を求めてはいるも

のの、独自性の高い解決策を見つけることには

限界があり、各地方公共団体とともにオールジャ

パンで知恵を絞って取り組むことが期待されて

います。

　将来の汚水処理施設整備計画を描く際、把握

しておかなければならないのは人口動態ですが、

すでにわが国は８年前の 2008 年には人口減少に

転じるなど人口オーナス社会をむかえており、

様々な分野に影響を及ぼしていることはご承知

のことと思います。

　そういう中にあって、浄化槽は個別分散型施

設であるため、家屋の減少や集落の喪失があっ

た場合に個別に対応できることから、比較的容

易に適正規模に変更でき、人口減少や財政規模

に見合った施設として国内外において期待され

ています。今後の将来を見すえる上においてよ

り一層の浄化槽整備は必須であり、さらには防

災・減災施設への対応が期待される中、都市部

においても浄化槽の設置が求められています。

　当教育センターは、長年にわたり、浄化槽の

調査研究や技術開発、浄化槽関係技術者の養成、

浄化槽に関する情報発信と普及啓発、国際支援

を行ってきました。今後とも責任ある公益財団

法人として役職員一丸となって取り組んで参り

ますので皆様方のご支援、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせていた

だきます。

　あけましておめでとうございます。

　新しい年を迎えるにあたり謹んでご挨拶申し

上げます。

　皆様方には、健やかに新春をお迎えのことと

お慶び申し上げますとともに、私ども日本環境

整備教育センターの事業推進に対し、常日頃よ

り格別なるご理解とご協力を賜っておりますこ

と厚く感謝申し上げます。

　さて、地方創生関連 2法の成立以降、「まち・

ひと・しごと創生本部」が中心となって、政府

による地方創生の政策が着実に実行に移されて

います。国の長期ビジョン、総合戦略に基づき

政府の支援の下、各地方公共団体の地方人口ビ

ジョン及び地方版総合戦略の策定への取り組み

が本格化しており、さらに、その目玉でもある

「地域経済分析システム」等の情報提供が開始さ

れております。

　今後は各地方公共団体の人口減少社会への対

応策の取り組みがさらに重要となってまいり

ます。また、地方版総合戦略は 2015 年度から

平成28年の
年頭にあたって

公益財団法人

日本環境整備教育センター

理事長　　　瀬　　　省

ります。

　結びにあたり、貴連合会が、浄化槽界の要と

なって、今後ますますご活躍されることをご期

待申し上げますとともに、皆様方にとりまして

良い年でありますことを心から祈念いたしまし

て、年頭のご挨拶とさせていただきます。

年頭所感
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「浄化槽トップセミナー」を開催
さいたま・松山・仙台・福岡・名古屋・大阪の６市で（1～2月)

　環境省と全国浄化槽推進市町村協議会の共催、(一社 )全国浄化槽団体連合会・(一社 )

浄化槽システム協会・(公財 )日本環境整備教育センターの協賛により、全国の６市で、

１月から２月にかけ、「浄化槽トップセミナー」を開催することとなった。

　市町村長・市町村議会議員・浄化槽行政担当者はじめ多くの方々の参加が期待される。

開　催　日 　開　催　地 会　　　　　　　　　場

１月１８日（月） さいたま市 ホテルブリランテ武蔵野

１月２７日（水） 松 山 市 松山全日空ホテル

２月　１日（月） 仙 台 市 ホテルメトロポリタン仙台

２月　５日（金） 福 岡 市 ホテル・レガロ

２月１６日（火） 名 古 屋 市 ウィルあいち（愛知県女性総合センター）

２月１９日（金） 大 阪 市 大阪私学会館

　共催　　環境省、全国浄化槽推進市町村協議会

　協賛　　(一社 ) 全国浄化槽団体連合会、(一社 ) 浄化槽システム協会、

　　　　　(公財 ) 日本環境整備教育センター

　協力　　開催地区の、全国浄化槽団体連合会会員団体、合併処理浄化槽普及促進協議会

　　　　　(福岡会場は、福岡県、福岡県浄化槽推進協議会、(一財 ) 福岡県浄化槽協会も共催 ) 

12:00   受  　付

13:00   開会挨拶   （環境省・府県・全浄協幹部等から）

13:10   講 演 １   「下水道財政の現状と課題」　　　　　　　　　　　　　　総務省自治財政局準公営企業室

13:30   講 演 ２   「国土強靭化・地方創生・成長戦略と浄化槽」　　　　　　　　　　　環境省浄化槽推進室

14:00   講 演 ３   「( 開催地方 ) における生活排水処理の現状と今後」　 ( 公財 )日本環境整備教育センター

15:40   事例発表   「浄化槽整備への取り組み事例」２件　(県・市町村、市長等 )

16:20   質疑応答   ( 環境省・講演者・事例発表者等 )

16:35   終 了 後   「よろず相談コーナー」（環境省、講演者・事例発表者等が対応）

　　　　　　　　   ( 福岡会場は、講演４件、17:00 終了後「よろず相談コーナー」)

「浄化槽トップセミナー」の開催日・開催地・会場等「浄化槽トップセミナー」の開催日・開催地・会場等

「浄化槽トップセミナー」の開催目的等「浄化槽トップセミナー」の開催目的等

「浄化槽トップセミナー」当日の基本的スケジュール「浄化槽トップセミナー」当日の基本的スケジュール

　「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。
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自由民主党・公明党に「予算要望・政策要望」

　( 一社 ) 全国浄化槽団体連合会は、11 月 17 日、自民党本部で開催された自由民主党環境部会

（部会長：森まさこ参議院議員・元国務大臣）・環境関係団体委員会（委員長：滝沢求参議院議員）

の「予算・税制等に関する政策懇談会」において、また、10 月 15 日には、衆議院第２議員会

館内での公明党浄化槽整備推進議員懇話会（会長：斉藤鉄夫衆議院議員・党幹事長代行・元環

境大臣）の「政策要望ヒアリング・意見交換会」において、「予算・政策」等に関する要望活動

を行なった。

　全浄連からは、上山健治郎会長、早瀬一美会長代行、坂本文男専務理事、石井昭雄常務理事・

事務局長が出席して、「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・説明した。

　　〔全浄連・上山健治郎会長名、47 会員団体指定代表者名連記の要望書は以下参照〕

 「環境にも財政にも優しく、地震にも強い」浄化槽の 一層の整備推進を

浄化槽には、生活排水処理施設として以下の優れた特長があります。

　「環境に優しく、住民の環境意識が向上する」

　　　★　地域の河川に流す → 河川の上流からの流量維持に寄与。

　　　★　住民が身近で管理 → 住民の環境意識の向上に。

　「財政に優しい」

　　　★　建設コストは、下水道の 1/5 ～ 1/10 程度。

　　　　　　　現在の生活排水処理人口 89％ （→未処理人口 1,300 万人 )。

　　　　　　　これを 100％にするために、

　　　　　　　　全て下水道で整備すると 30 兆円。浄化槽なら 5 兆円で済む。

　「投資効果がすぐ現れる」

　　　★　整備に要する期間は、週単位。下水道は数年単位。

　「地域経済への波及効果が大きい」

　　　★　浄化槽は地元の新たな雇用 (施工・保守点検・清掃 )を創出するなど、

　　　　地元の中小企業の活性化につながる。

　　「地震に強い」

　　　★　東日本大震災での全損が、わずか 3.8％。

(1) 従いまして先ずは、平成 28 年度予算編成にあたり、概算要求の「健全な水循環に資する浄化槽の整

備促進のための交付金」「浄化槽情報基盤整備支援事業」等の確保・実現を要望致します。

(2) さらに今後は、「浄化槽で生活排水を処理する比率が高まれば高まるほど、財政支出に余裕が出来る」

ことから、下水道との役割分担の中で、浄化槽の一層の整備推進を図るため、国・地方を挙げての行

財政措置を要望致します。

　　◇浄化槽の整備によって財政支出に余裕が出来、諸々の生活排水処理施設の整備費の中から「老朽化

した下水道施設の更新費用が生み出せる」のは勿論、さらには、国民的課題である「社会保障費の

原資が増える」ことにもつながります。

　　◇今後は成長戦略とともに、「地方創生」が喫緊の課題ですが、「浄化槽の整備は地方創生の趣旨に沿

う事業」であり、自治体財政の破綻を防ぐとともに、「さまざまな地方創生の原資の確保」につな

がることにもなります。

　　以下、「浄化槽整備事業を推進するための具体的な金額と具体的取り組みの要望」について、資料を　　

　添付致します。
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全国浄化槽推進市町村協議会の設立25周年
平成 27年度通常総会を開催

　全国浄化槽推進市町村協議会（会長：内田康

宏・愛知県岡崎市長）は 11 月 19 日 ( 木 )、東

京・市ヶ谷のホテルグランドヒル市ヶ谷で、平

成 27 年度通常総会を開催した。

　全浄協は今年度で設立 25 周年を迎え、総会

には全国の都道府県推進協議会から 100 名が参

加。また環境省、関係団体から来賓が出席し、

全浄協の今後に期待を述べた。

　全浄協通常総会は、午後 1 時に開会し、初め

に、「地方創生の施策が検討される中で、浄化

槽は暮らしの質の向上、良好な水環境の創出が

期待されている。しかし平成 26 年度末におけ

る未普及人口はいまだ 1300 万人で、今後の施

設整備は 3 省の都道府県構想策定マニュアルに

より、下水道との役割分担の下で 10 年概成が

求められている。このような中、全浄協の加入

市町村数は 1354 で約 80％に達し、その果たす

役割はますます重要なものとなっている。地方

財政は昨年に続き厳しく、関係機関への要望を、

行ってまいりたい」と、内田全浄協会長の挨拶

が読み上げられた。

　次いで来賓として出席した環境省、さらに、

賛助会員である（公財）日本環境整備教育セン

ター・廣瀬省理事長、（一社）全国浄化槽団体

連合会・上山健治郎会長、（一社）浄化槽シス

テム協会・福原真一会長から祝辞を頂戴した。

（全浄連・上山会長の祝辞は次頁参照）

　引続き、環境省浄化槽推進室の吉川圭子浄化

槽企画官が「最近の浄化槽行政」のテーマで講

演を行った。特に、環境省の「今年度浄化槽情

報基盤整備支援事業」について触れ、全浄連の

「スマート浄化槽」等、今後の浄化槽台帳整備

への期待を述べた。

　講演後の総会では、「平成 26 年度事業報告

および決算、28 年度事業計画案および予算案、

28 年度浄化槽整備事業に関する要望、全浄協

会則の一部改正」について審議、それぞれ原案

どおり承認された。

　このうち、全国浄化槽推進市町村協議会の

浄化槽整備事業に関する要望については、「浄

化槽整備推進予算の所要額確保、助成率 1/2

への引き上げ、維持管理の助成制度創設、み

なし浄化槽撤去に関する基準額引き上げ、低

炭素社会対応型浄化槽整備事業の延長、浄化

槽整備を伴う

東日本大震災

復興事業の支

援、生活の向

上や地域環境

創出に資する

浄化槽へのさ

らなる支援」

の７項目を盛

り込んだ。

全浄協総会の様子 祝辞を述べる全浄連・上山会長
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「全国浄化槽推進市町村協議会 通常総会」における

上山健治郎 (一社 ) 全国浄化槽団体連合会会長祝辞

　全国浄化槽推進市町村協議会におかれましては、今年で創立25周年を迎えられ、心からのお祝いを申し

上げます。また、平素より私ども全浄連の運営に対しまして、格別のご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　貴協議会は、創立以来今日に至るまで、「国庫補助対象となるべき浄化槽の審査・登録を行なうことによ

り、市町村が安心して浄化槽を整備できる体制作りに貢献」してこれらました。また、「市町村の浄化槽行

政担当職員の研修会の実施」や、「浄化槽の整備推進のための国等への要望活動や、浄化槽関係団体との緊

密な連携による事業の実施」を通じて、国民の生活環境の保全、公衆衛生の向上に尽力してこられました。

こうした皆様の一貫した努力・取り組みに対して、衷心より敬意を表するものであります。

　さて、今年は「浄化槽法」施行 30周年の節目の年でもあります。今や、全国の汚水処理人口普及率は

89％に達しましたが、台所やトイレ等の生活排水処理を必要とされる方々が、全国では 1300万人以上いらっ

しゃいます。

　ご高承のとおり、浄化槽は「環境にも財政にも優しく、地震にも強い」生活排水処理施設であります。

特に「浄化槽で生活排水を処理する比率が高まれば高まるほど、財政支出に余裕が出来る」わけであり、

そうなれば、諸々の生活排水処理施設の整備費の中から「下水道施設の老朽化更新費用を生み出す」こと

が出来ます。

　また、「地方創生」が喫緊の課題ですが、浄化槽は地元の新たな雇用を創り出し、地方経済の活性化に速

やかにつながるなど、「浄化槽の整備は地方創生の趣旨に沿う事業であり、地方創生の主役」として、自治

体財政の破綻を防ぐとともに、「さまざまな地方創生の原資の確保」につながることにもなります。

　従いまして今後は、「下水道との共存共栄・役割分担の中で、浄化槽の一層の整備推進」を図るためには、

「浄化槽整備区域の拡大」と「単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への速やかな転換」、「浄化槽維持管理費

に対する助成制度の創設拡充」をしなければなりません。

　また、東日本大震災の教訓を国土強靭化などに活かすためにも、「大規模地震想定地域への平時からの浄

化槽の設置と、震災時の活用」が強く望まれます。

　何れも大変な問題であり、国・国会議員、都道府県・市町村の行政ご当局、そして地方議会議員のご理

解を如何に確保出来るかが、その成否を分けるものと存じます。その推進のため、全浄連は浄化槽関係団

体と協調し、皆様と共に手を携えて取組んでまいりたいと存じますので、宜しくお願い申し上げます。

　一方で、浄化槽の普及整備促進を確実なものとするためには、「浄化槽管理システムによる浄化槽台帳の

整備」が欠かせません。私ども全浄連では、自治体と業界と浄化槽設置者の三者が、協働で最新の浄化槽

台帳情報基盤を構築し、各種の新しい環境サービスを提供する「スマート浄化槽」を開発してまいりました。

　幸い、環境省の「浄化槽情報基盤整備支援事業のモデル試行事業」に採用され、今年度中に三つの県と

市で事業を行なうこととなっております。

　全浄連「スマート浄化槽」の特長は、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、

月々の経費程度で、GIS（地理情報）機能を搭載した浄化槽台帳情報機能が利用できることです。そして、

行政初任者の方でも簡単に扱え、「便利で使いやすい浄化槽台帳機能」となっているなど、画期的なものと

なっております。

　是非、市町村におかれましては、全浄連の「スマート浄化槽」にご参加をお願いしたいと存じます。

　世の中は大きく動いておりますが、「末永い日本の繁栄を築く」とともに、「身近な美しい水環境を守り、

これを子や孫の代にしっかりと引継ぐこと」は、私たちに課せられた永遠の責務であります。

　貴協議会におかれましては、今後、一段と浄化槽の整備が図られますよう、何卒ご協力ご高配を賜りま

すよう、お願い申し上げます。終わりになりましたが、皆様方のご健勝と、事業の益々のご発展をお祈り

申し上げ、貴協議会25周年の祝辞とさせて頂きます。
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平成28年度 浄化槽推進関係予算案を閣議決定

　平成28年度予算案が12月24日に閣議決定され、

環境省の循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）

には、前年度同額の84億 2100万円が計上された。

　内閣府(沖縄)、国土交通省(北海道・離島)

計上分を含めると89億 2400万円。

　新規拡充項目は、①環境配慮・防災まちづくり

浄化槽整備推進事業②公的施設単独処理浄化槽集

中転換事業など3点。

　なお、台帳システム整備のための「浄化槽情報

基盤整備支援事業費」も引き続き計上された。

　①は、平成22年度から実施の「低炭素社会対

応型浄化槽整備推進事業」のリニューアルで、同

事業により浄化槽部門での低炭素化が図られたこ

とにより、さらなる環境性能を追加し、助成率

1/2で重点的に整備を行うもの。

　②は、単独処理浄化槽からの転換促進を指導す

る立場にある地方公共団体が所有する単独槽が全

国に約5万基残存するため、これを集中的に合併

転換させるもの。助成率1/3。

　また、浄化槽台帳システムの整備を図る「浄化

槽情報基盤整備支援事業費（5000万円）」は28年

度も継続する。合併処理浄化槽への転換促進や適

正な維持管理、災害対応力強化のために、浄化槽

台帳システムの導入に前向きな自治体に対して、

導入に際しての諸課題解決策を整理・集約して情

報提供することにより、浄化槽台帳システムの整

備推進を図るものである。

　27年度には、モデル試行事業として、全浄連

が推進する「スマート浄化槽」が1県2市で実施

されており、引き続きこれを活用した成果が期待

される。

　なお、他省庁計上分については、内閣府の「地

方創生推進交付金」。平成28年度からの地方版総合

戦略の本格的推進に向けた、地方創生深化のため

の「新型交付金」で1000億円を計上している。従

来の汚水処理施設整備交付金は、その内数となる。

　また、復興庁が計上する「東日本大震災復興交

付金」のうち、「低炭素社会対応型浄化槽等集中

導入事業」も平成32年度までの継続が決定された。
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平成27年度北陸地区協議会各県会長会議を開催平成27年度北陸地区協議会各県会長会議を開催
～北陸新幹線開業で賑わう金沢市で開催～

　全国浄化槽団体連合会北陸地区協議会は平成

27年 10月 8日、石川県金沢市の「KKRホテル金

沢」において平成 27年度各県会長会議を開催し

た。本会議は浄化槽に係る共通課題を検討 ･協

議し、情報交換することを目的として毎年開催

しているもので、4県の持ち回りとしている。

　会議には、北陸地区 4団体（新潟・富山・石川・

福井の各県浄化槽協会）の会長及び事務局長な

ど 9名が出席した。

　初めに、佐野忠之北陸地区協議会長（（一社 )

新潟県浄化槽整備協会会長）が「本日は全浄連

の石井常務理事の講演や、大規模災害対策など

の情報交換が予定されている。有意義な意見交

換としたい」と挨拶した。

　続いて、来賓として出席した全浄連石井昭雄

常務理事が「全国浄化槽団体連合会における最

近の動きについて」と題して講演を行った。

　講演では、①「浄化槽推進議員連盟」の現状

と、議連への要望活動の状況、②環境省の平成

27年度「浄化槽情報基盤支援事業その 2」の受注、

事業の実施状況、③浄化槽台帳システムの概念

を根底から変える「スマート浄化槽サービスの

ご案内」について、詳細な説明があった。

　特に、スマート浄化槽については、全浄連と

して会員団体、地区協議会とともに全国展開を

推進していきたいと強調した。

　次に、佐野会長が議長となり、平成 28年度事

業計画案・予算案、平成 28年度役員改選案につ

いて審議し承認された。次期北陸地区協議会会

長は、富山県浄化槽協会会長に決定した。

　続いて、情報交換に移り、①大規模災害対策

への取り組み状況、②各県協会の会費の実状に

ついて、各県協会事務局長等から説明があった。

　大規模災害対策では、富山県浄化槽協会から

「大規模自然災害の被害が甚大となり、隣県への

協力要請も想定されるため、北陸地区 4団体で

の相互応援協力がスムーズにいくよう、災害応

援協定締結（4団体間）の必要性」の説明があり、

他県協会からも検討に前向きの意見が出された。

　次に、会費の種類と金額、徴収方法及び未納

対策の実状について、各県協会から報告があっ

た。特に、浄化槽新規設置を契機として徴収す

る特別会費は、新規設置数の大幅な減少に伴い、

収入も大幅に減少している実状や、制度見直し

の必要性の説明があった。

　会議終了後は、恒例として同じホテル内の別

室で懇親会を開催し、交流を深めた。

　また、2日目は視察日として、金沢城公園内

の五十間長屋や本年 (平成 27年 )復元された玉

泉院丸庭園などを、ボランティアガイドの説明

を聞きながら見学した。

各県会長会議の様子

2
日
目
に
訪
れ
た
金
沢
城
公
園
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設立30周年 記念式典・祝賀会を開催

　一般社団法人三重県水質保全協会（松平仁会

長）は、平成 27 年 10 月 28 日（水）、ホテルグリー

ンパーク津にて、設立 30 周年記念式典・祝賀

会を盛大に挙行した。

　式典は午後 3 時より田邉三郎副会長の開会宣

言で始まり、会員を代表して松平仁会長が、「盛

大な式典を開催出来たことへの感謝の意と協会

の歴史、浄化槽の成り立ち、そして今後とも変

わらぬご支援のお願い」について力強く挨拶さ

れた。

　引き続いての表彰式では、協会特別功労者 3

名、協会功労者 2 名、事業功労者 4 名が表彰さ

れた。

　その後、来賓を代表して、鈴木英敬・三重県

知事、中川康洋・衆議院議員、中村進一・三重

県議会議長から祝辞を頂戴した。その他、来賓

として中川正春・衆議院議員、芝博一・参議院

議員、小山巧南・伊勢町長、尾上壽一・紀北町

長、髙沖芳寿・三重県環境生活部部長他、国会

議員、県会議員、市町関係及び関係団体の多く

のご臨席を賜った。

　続いての記念講演では、中部大学・武田邦彦

教授が、「資源・

エネルギーの近

未来と日本の水

資源」をテーマ

に、「二酸化炭素

や節電」、また「日

本の資源と海外

の関係性」を絡

め た 講 演 を さ

れ、大変好評で

あった。

　午後 5 時半か

らは祝賀会が開

催され、松平会

長の挨拶の後、

中森博文・三重

県議会副議長、

上山健治郎 ( 一

社 ) 全国浄化槽

団体連合会会長

からご祝辞を頂戴した。

　また、川崎二郎・衆議院議員、岡田克也・衆議

院議員、田村憲久・衆議院議員、三ツ矢憲生・衆

議院議員、島田佳和・衆議院議員、松田直久・衆

議院議員、吉川ゆうみ・参議院議員、竹上真人・

松阪市長、稲垣昭義・三重県議会議員、加藤鋭吉

(一社)愛知県浄化槽協会会長、玉川福和(公社)

岐阜県浄化槽連合会会長、加藤敬視(一社)静岡

県浄化槽協会理事長の皆様より祝電を頂戴した。

　乾杯のご発声には、関谷俊征 ( 一社 ) 愛知県

浄化槽協会副会長が立ち、午後７時半まで参加

者一同親睦を深めるなか、閉会の辞を鈴木幸廣

副会長が行い、三本締めで式典及び祝賀会の全

行程が終了した。挨拶する（一社）三重県水質保全協会・松平会長

式典で祝辞を述べる
三重県・鈴木知事

祝賀会で祝辞を述べる
全浄連・上山会長
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「環境教室」活動実施の協会支部に、環境省から表彰

　県内小学校にて「環境教室」活動を行ってい

る (一社 )静岡県浄化槽協会の志太榛原支部が、

「水・土壌環境保全活動功労」団体として環境省

水・大気環境局長から表彰され、静岡県くらし・

環境部長から表彰状が伝達された。

　本協会は、「水環境の保全活動に貢献する」目

的で 5年前から、小学校を中心に環境教育事業

を実施。志太榛原支部の「環境教室」事業は、

当初からその中心的役割を果たしている。

　昨年の年度始め挨拶の際に、静岡県くらし・

環境部の池谷廣部長に本事業を紹介。「是非一度

活動状況を視察したい」との希望が示された。

公務多忙な中漸く日程が整い、10月 21 日に牧

之原市内で行われた授業を参観。「カルタ大会」

では、部長自ら審判役も務めていただいた。

　まず、部長が目を見張られたのは、「環境教育と

いう地味な事業に注ぐ支部の熱意と会員のエネル

ギーの凄さ」に加え、「準備された教材等のユニー

クさ、進行テンポや全体の手際の良さ」であった。

　全教材が会員手作りのオリジナルで、進行プ

ログラムも会員が過去の経験から何度も練り上

げ今日に至ったものである。こうした背景には、

本事業開始前の教育委員会との打合せの中で求

められた「子供達を飽きさせないこと」を踏まえ、

授業全体をキャッチボール形式で進めようとの

発想と創意工夫があったといってよい。

　後日部長は、県ホームページの「部長トーク」

の中で詳細に紹介され、「本当に良く工夫された

プログラムでとても感心した」「子供達はとても

満足した表情であった」と。

　こうした中で、県の所管課から環境省の表彰募

集の案内があり、本協会としても「支部自体へ

の励みと他支部への手本となれば」と、早速応募。

幸い環境省水・大気環境局長表彰の栄誉に浴し、

12月 24日に県で伝達式が行われた。当日は、松

本支部長他3名の副支部長が伝達式に臨み、本

部からも加藤理事長他2名

が立会った。部長は自ら表

彰状を伝達され、これまで

の活動を高く評価するとと

もに今後の継続に期待を寄

せられた。この様子は地元

有力紙にも取上げられ県内

に広く報道された。

　伝達式後の部長との懇談

では、事業の裏話や、「下

表彰状伝達式（上）と
表彰状（右）

志太榛原支部の環境教室（左）
と、使用したカルタ（下）
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維持管理一括契約推進へ埼玉県・協会等が覚書締結維持管理一括契約推進へ埼玉県・協会等が覚書締結
都道府県レベルでの推進は、平成26年度末時点で5 県のみ（環境省調査）

　埼玉県美里町と神川町で、10月から浄化槽維

持管理一括契約が導入され、11月 11日に同町と

埼玉県、地元の保守点検および清掃業者の児玉

清掃 (株 )、指定検査機関である（一社）埼玉

県浄化槽協会の 4者で、一括契約普及に向けた

覚書が締結された。埼玉県では、既に熊谷市や

飯能市において、先進事例があるが、「全県的に

一括契約を推進するとの方針の下で県が積極的

に関わった事例」としては今回が初めてとなる。

同県水環境課は「これを皮切りに他自治体でも

普及が図られれば」としている。

　覚書の締結会では、初めに棚沢利郞・埼玉県環

境部副部長が、「浄化槽は保守点検、清掃、法定

検査の実施が義務付けられているが、この度の取

り組みにより浄化槽管理者には契約の一本化、行

政には維持管理が確実に実施されるという効果が

生まれる。制度の導入や広報啓発にご協力いただ

いた関係者に感謝を申し上げる」と挨拶した。

　その後、覚え書きを取り交わし、神川町は、「私

たちがモデル的に実施することで全県に広まれば」

と挨拶。(一社)埼玉県浄化槽協会の日野邦英理

事長は、「維持管理に対する理解が進み、受検率の

向上、水環境の改善につながる」と期待を述べた。

　また児玉清掃(株)の田島敏包顧問は「維持管

理への理解を得るためにも、行政が取り組んでく

れたことは大きい。清流を取り戻すため皆とタッ

グを組んで働いていく」とコメントした。

　一方、全国の状況を見ると一括契約を都道府県

レベルで推進する事例はまだ少なく、環境省浄化

槽推進室の調べによると、埼玉県のほかは、平成

26年度末時点で茨城県、群馬県、岐阜県、岡山県、

大分県のみ。市町村レベルでの個別の自治体で実

施しているのは、191自治体となっている。

　県の積極的な関与による一括契約の取り組み

は、浄化槽維持管理の確実な実施、法定検査受

検率の向上などの効果が見込め、全国への普及

が期待される。

覚書締結時の様子

水道事業に対する浄化槽の経済優位性、災害時

における浄化槽の有効性」について意見交換。「合

併への転換促進についても、その必要性と実現

強化」について認識を共有した。

　一支部が、これだけの事業を限られた会員で

継続することには、かなりの負担があるものの、

終了後に学校から届けられる子供達のお礼の手

紙を読むと苦労が報われ、今後も続けていこう

と志太榛原支部では決意を新たにしている。

　本協会としては、今後もこうした環境事業を

全県に広めていくため、各支部の活動を支援す

るとともに、関係機関のご理解とご協力を得な

がら、小学校のみならず中学校や高校でも展開

していく方針である。
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平成27年度 浄化槽総合講習会に230名

　（一社）埼玉県浄化槽協会（日野邦英理事長）

は 11 月 29 日、平成 27 年度浄化槽総合講習会

を埼玉県熊谷市の立正大学熊谷キャンパスで開

催した。県内の浄化槽業務従事者を中心に 230

名が参加し、埼玉県の浄化槽行政の動向、浄化

槽の構造と維持管理、トラブル事例とその対応

について研修した。会場外では浄化槽関連企業

のブース出展があり、最新の浄化槽カットモデ

ルの展示、新商品の展示が行われた。

　開催に先立ち、日野理事長は「本日の総合講

習会は、当協会が特に力を入れている事業で、

平成 15 年度以来 13 回目を迎える。浄化槽は下

水道と同等の処理性能を持ち、経済性にも優れ

ている。また近年は技術革新もめざましく、浄

化槽の施工・維持管理でも新たな知識の習得が

求められている。皆様のお役に立ち、自信と誇

りを持って業務に取り組んでいただければ」と

挨拶し、引き続き協会運営に理解と協力を求め

た。

　次いで来賓祝辞の後、埼玉県民

の応募による、平成 27 年度「浄

化槽の日」標語の表彰が行われ、

最優秀賞 1 名、優秀賞 2 名に表彰

状が手渡された。

　講習では、初めに埼玉県環境部

水環境課の岡本喜伸主幹、赤松真

一主幹が「埼玉県における浄化槽

行政の取り組み」と題して、「浄

化槽設置に係る個人負担が約 10

万円まで抑えられる埼玉県補助制

度の概要」「県が推進する広域行

政組織による浄化槽市町村整備型

事業の導入推進」「浄化槽保守点

検、清掃、法定検査の一括契約の

取り組み」について説明した。

　またフジクリーン工業（株）が「浄化槽の構

造および維持管理についての概論」として、同

社が発売する新型 CA 型浄化槽の構造と維持管

理のポイントについて解説。

　さらに（公財）日本環境整備教育センターの

櫛田陽明調査研究第 1 チームリーダーが「浄化

槽のトラブル事例と対応策」について講演した。

講習会の様子

挨拶する日野（一社）埼玉県浄化槽協会理事長
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　毎年 10 月 1 日は「浄化槽の日」です。

　この「浄化槽の日」は、浄化槽の設置や管理方法等について定めている浄化槽法が、昭和 60 年 10 月 1 日に全面施行さ

れたことを記念して、当時の環境庁、厚生省、建設省の 3省庁の呼びかけにより始められたものです。

　「浄化槽の日」実行委員会では、「浄化槽の日」関連行事の一環として、極めて有効かつ効率的な生活排水処理施設であ

る浄化槽の一層の普及促進を図るために、浄化槽の必要性を国民の皆様に呼びかける標語の募集を毎年行っております。

　入選作については、今後浄化槽の普及に向けた全国的なキャンペーン等で広く活用する予定です。第 30 回「浄化槽の日」

の標語募集にふるってご応募下さいますようご案内申し上げます。

【募集内容】

１．目的

　浄化槽は、美しい国土を守るため、身近な生活排水（トイレ・台所・お風呂・洗濯）を適正に処理し、河川などの水

質保全に大きな役割を果たしています。

　しかも、浄化槽は、「下水道と同様の水処理能力を持つ」だけでなく、「建設期間が短く、維持管理コストが安い」生

活排水処理施設であり、「地球環境に優しく」「市町村などの財政にも優しい」「地震等の災害に強い」施設です。

　このように優れた浄化槽の普及整備を促進するため、わかりやすい言葉で呼びかける標語を募集するものです。

２．標語当選者の発表

　本年 10 月 3 日の第 30 回全国浄化槽大会の式典において発表します。また、入選者には、書面にて通知いたします。

３．応募方法

　官製ハガキ 1枚に 3作品以内を記載して下記まで送付してください。（なお、一人 1回限りとさせていただきます）

　　「浄化槽の日」実行委員会事務局  〒 162-0844  東京都新宿区市谷八幡町 13   東京洋服会館 7階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人 全国浄化槽団体連合会内　TEL：03-3267-9757

　応募にあたりましては、標語のほか、郵便番号、住所、氏名（フリガナ） 電話番号を記入してください。なお、学生の方は、

小中高の別、学年を明記してください。

４．募集期間　1月 15 日（金）～ 5 月 15 日（日）必着

５．入選作品

　最優秀作　1点　副賞 50,000 円　／　優秀作　5点　副賞　各 10,000 円

　　 ※学生の方の副賞は、副賞金額相当の図書カードとなります。

６．入選作品の選定及び活用方法

　応募作品の中から「浄化槽の日」実行委員会において選定し、最優秀作は「浄化槽の日」ポスターの標語として採用

させて頂きます。

　最優秀作入選者は、全国浄化槽大会式典にご招待する予定です。

　なお、実行委員会において、一部字句修正の上、入選作品を決定することもあります。　入選作品の中には、学生の

作品を 1点以上含めることと致します。

７．その他

⑴応募作品は、未発表で自作のものに限ります。

⑵入選作品の著作権は「浄化槽の日」実行委員会に帰属します。

⑶この標語募集は実行委員会事務局（一般社団法人 全国浄化槽団体連合会）のホームページにも掲載しております。

⑷過去 3年間の標語（最優秀作）は以下のとおりです。

　　平成 27 年　「この水・この町・この国土　未来へ届ける浄化槽」

　　平成 26 年　「浄化槽で　生まれ変わる水　生まれ変わる町」

　　平成 25 年　「浄化槽で　町をいきいき　きらきらと」

（参　考）　参加団体名 （19 団体）

（一社）浄化槽システム協会

  浄化施設排水消毒管理協会

  全国浄化槽推進市町村協議会

  全国環境整備事業協同組合連合会

  全国管工事業協同組合連合会

（一財）全国建設研修センター

（公社）日本水環境学会（賛助委員）

（一社）全国浄化施設保守点検連合会

（一社）全国浄化槽団体連合会

（一社）日本衛生材料工業連合会

（一社）日本レストルーム工業会

（一社）日本環境衛生施設工業会

（公財）日本環境整備教育センター

（一社）日本環境保全協会

（一社）日本空調衛生工事業協会

（一財）日本建築センター

（一社）地域環境資源センター

  全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会

（一財）日本環境衛生センター

「浄化槽の日」
実行委員会

 第30回「浄化槽の日」標語の募集について 第30回「浄化槽の日」標語の募集について

 （ 浄化槽の一層の整備促進に向けて ）



全浄連ニュース　2016 年 1月　№ 149 ● 28

浄化槽の今昔　～ 技術的側面から ～

　皆さん、こんにちは。ただいまご紹介頂きま

した河村と申します。こういう機会を与えて頂

きましてどうも有難うございます。

　パワーポイントのスライドは非常に見えにく

いかと思いますけども、幸い事務局の手配で袋

の中に同じ内容の印刷物がございますので、そ

ちらの方もご参照頂ければと思います。よろし

くお願いします。

　お手元の 1枚目のところに、今日お話する話

題として 5つ準備させて頂いております。「浄化

槽設置数の推移と現状」「浄化槽技術の変遷」「浄

化槽の技術的課題」。そして、「浄化槽の海外展

開の潜在的ニーズ」「浄化槽のインドネシア国へ

の技術移転」ということで、お話させて頂きます。

浄化槽設置数の推移と現状

　この図は、1963 年から 2013 年、ちょうど 50

年間の経緯になっております。下水道、浄化槽。

それから、くみ取り、計画処理区域外、あるい

は自家処理、ということで。これを見ますと、

50 年前は 10.3％ (984 万人 ) が水洗化人口で、

残りは非水洗化人口。2013年には逆転しまして、

約 7％ (833 万人 )位の方が非水洗で、あとの方

は水洗。50年間、半世紀かかって、浄化槽を含め、

やっとこういう状態になったというふうに理解

されると思います。

　次に、昔から私、新聞のスクラップやってま

した。新聞紙上に出たものとして、昭和 44 年

(1969 年 )頃には、京都市街地でも水洗化率は

37％であったとか。あるいは、国連のレポート

(世界生活白書 )によりますと、「家屋での水洗

化率が 13％などと日本を批判」という状況。ま

た、し尿浄化槽等が無秩序開発で増加し、環境

に影響を及ぼしたと必ずしも良い面でないこと

が報道されてました。けれども平成に入ってか

らは、「合併処理浄化槽を推進しましょう、義務

づけましょう」という形で、浄化槽の位置付けが、

新聞・マスコミ等にもですね、十分理解されて

推進の後押しをしていることが伺えるかと思い

ます。その結果が、半世紀で、水洗化・非水洗

化が逆転ということではないかと思っておりま

す。

　次の図も、皆さんご案内かと思いますけども、

この 12年間、浄化槽の設置基数は、870 万基か

ら 770 万基へと 100 万基減ってはいますが、新

構造の小規模なものが少し増加しつつあると。

それから、新構造の合併処理浄化槽が 150 万基

増加していることなど、浄化槽とは一つ言葉で

言っても中身が、少しずつ入れ代わって、出来

るだけ環境に優しいという形に移っているとい

うことかと思います。

　この円グラフを見て頂きますと、平成 25年度

末、旧構造の単独 14％、新構造の単独 43％、ま

だこれだけ、単独処理浄化槽が 57％ございます。

それから、構造例示型の合併 17％、大臣認定型

の合併 26％ということで、合併処理浄化槽 43％

です。

　次に、「平成 25年度における浄化槽新設基数」

「浄化槽の日」第 29回 全国浄化槽大会 記念講演「浄化槽の日」第 29回 全国浄化槽大会 記念講演

浄化槽の今昔　～ 技術的側面から ～浄化槽の今昔　～ 技術的側面から ～

　平成 27 年 10 月 1 日に東京・千代田区のホテルグランドパレスで開催された「第 29 回

全国浄化槽大会」での、河村清史・元埼玉大学大学院教授の記念講演の摘要を掲載します。

　河村先生は、大学や国の研究所での教育・研究に加え、環境に関する幅広い分野において、

協会、自治体などの委員会の委員長・委員などをお務めです。

元埼玉大学大学院教授　　河   村   清   史   氏
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の表ですが、人槽区分的に見ると、当然のこと

ながら、20人までの家庭用のものが 94％と非常

に多い。新設浄化槽 14万基のうち、大臣認定型

の窒素またはリン除去をする高度処理浄化槽が

10万基と、かなり大きな割合で、今、新たに設

置されるものは高度なもの、より環境に優しい

ものとなっています。

　次の図は、「2050 年に向けてのし尿処理人口

の推移の想定」ということで、先ほどのグラフ、

1963 年から 2013 年までのを、そのままトレン

ドで表してみたのがこの線です。これは、内閣

府による総人口の今後の推移ですが、総人口が

減っていく中で、インフラとしてだけ見ますと、

2025 年位には、ほぼ皆さんが水洗便所を利用出

来るだろう。あるいは 2033 年には、ほぼ全員の

方が浄化槽のうち合併処理型浄化槽を利用出来

るだろうということになります。ただ、これは

トレンドをしたもので、個々人にとって、必ず

しもそのまま当てはまるかは別ですけども。で、

この赤で示したもの、合併処理浄化槽の伸びを

加速出来ればですね、当然ながらそれが前倒し

になるということです。

浄化槽技術の変遷

　浄化槽を技術的に少し振り返って見てみます。

ベースになりますのは、芝山基金 (公益信託柴

山大五郎記念合併処理浄化槽研究基金 )で作ら

れました『浄化槽読本』の作業の中で得られた

結果を、少しアレンジしてお示しするという形

です。

　お見せしていますのは、いわゆる浄化槽とい

われる前の汚水処理施設を並べております。

　これは、1860 年にフランス人の Mouras とい

う方が作った、浄化槽の原型といわれるモーラ

スタンク。洞沢氏の文献では、まず、下水、台

所排水、雨水をセスプールに送る前の石製タン

クです。セスプールというのは、地下浸透型の

汚水をためて地下浸透をさせる槽で、前段階の

施設がモーラスタンク。流入する泥がたまり込

む構造です。20 年後には、ほとんど固形物が

無くなっていたということで、腐敗槽の大本の

原型。

　その後、1880 年にアメリカの Philbrick によ

り、家庭用汚水を処理するために、円形・垂直

の 2槽連結の槽を設けて、同じようにためて分

解腐敗さすというものが。

　さらに進んで 1896 年、Cameron がイギリス南

西部で非常に規模の大きな腐敗タンクを作った

と。腐敗タンクの後には、接触ろ床。そして消

毒槽を通す。ここにありますように、市内の一

部の下水を、嫌気性の長さ 20ｍのタンクに入れ

て処理したと。これがセプティックタンクとい

う言葉の最初のようです。こういう形で一時的

な処理をし、その後、酸化して消毒放流すると

いう原型を作っております。

　次は、1907 年にドイツの Imhoff が発明した、

イムホフタンクということでよくお聞きになる

かと思います。二重の槽を作り、汚水を分離除

去する。汚水の汚泥部分はここにたまり腐敗し

ていく。で、ガスは反射板で上がっていく。こ

ちらの円形も、スラッジ部分は下にガスはここ

にという形のイムホフタンク。かなりいろいろ

な所で広がっております。

　なお、イムホフタンクと、セプティックタン

クの間に、1904 年に建設されたトラビスタンク

が。イムホフタンクのアイデアはトラビスタン

クを経由して作られました。セプティックタン

クは、スラッジが全部この底にたまって、ここ

で腐敗分解した分解物は水の中にもう一度回帰

し、水全体がまたそれで汚濁される。イムホフ

タンクは、ほとんどの下水は、上のタンク槽を
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通ってスラッジが分離され、分離されたスラッ

ジからの分解物は、元の水には返らずにその一

部スカムとしてたまる、あるいは停滞した所に

たまるということで。この間にトラビスタンク

があり、4/5 ほどの汚水はイムホフのような形

で、スラッジと接触しませんけども、一部の下

水は接するという形で少し不完全です。

　今までは、浄化槽の前史で海外で開発され

たものです。わが国に導入された一番最初は、

1911 年 ( 明治 44 年 )に東京電灯川崎工場で作

られたもので、基本的にはイムホフタンクです。

散布ろ過床という、散水式ろ過床の原型で、沈

殿分離された上澄み液をこの砕石等を並べた所

に通して空気の酸素を利用した酸化処理をする

という形。その後に消毒薬を注入するというも

のが、米国人の設計で作られました。結構、規

模は大きく、最大使用人数 5,000 人。流しの排

水とか水洗便所排水ということで、いわゆる合

併型の大きな処理装置。消毒には漂白粉が使わ

れ、塩素がこの段階でもう使われていたという

ことが分かります。

　個人の家庭では、1914 年 (大正 3年 )に原宿

の伊庭邸、外交官のお宅のようですが、家庭用

の最初の汚水処理装置。先ほどのセプティック

タンクと石ころを並べて注ぎ込むような形の酸

化槽。西原ネオを創られた西原さんですが、ホー

ムページを見ますと 2階タンクの浄化槽。日本

環境整備教育センター創設者・楠本先生等の文

献を見ますと若干違った形で。

　その後、わが国でも高層建築物が出来、1917

年 (大正 6年 )に、日本初の高層建築である東

京海上ビルに、最初の建物用汚物処理槽が、基

本的にはイムホフタンク、散布ろ床、消毒槽で

作られました。

　その当時、大正 10年ごろの代表的なものとし

て、城口式の浄化装置とか、先ほどの西原式の

浄化装置。腐敗槽を設けてその後に幾つかの若

干別なタンク、予備ろ過槽というものを設けて。

その後に砕石を積み重ねてそこに水を注いで空

気と触れさすという形。嫌気的な分解、若干、

酸素を利用した好気的な分解。

　その後、1950 年 ( 昭和 25 年 ) に、建築基準

法で汚物浄化槽の構造が規定され、このあたり

からだんだん浄化槽という言葉が使用されてお

ります。建築基準法では、基準型と、各メーカー

といいますか民間で作られた特殊型があります。

基準型は、複数の腐敗槽、第一とか第二とか。

それから散水ろ床、あと消毒槽を通して流す。

特殊型の場合は、円形 2階タンクと平面酸化と

いう形で、ここに砕石を置き、それを通して酸

化するという形。浄化槽という言葉が使われた

汚水処理装置が出てきているということになり

ます。

　ここまでが、わが国での前史としまして、以

降は我々がある程度馴染みのある浄化槽という

ものだと思います。

　次に「浄化槽の技術的変遷」の表。資料の関

係で、ここで示したものが本当に日本の歴史の

中で最初のものを書いているかどうか。ただ、

少なくともこの段階ではこういうものがもう現

れて来ているという意味での年表だ、とご理解

頂ければと思います。

　まず最初が、組立て式腐敗型浄化槽。既に昭

和 27年の段階で作られております。昭和 34年

の共同浄化槽は、合併型のある種コミプラの前

身みたいなもの。昭和 37年には、最初の FRP型

の浄化槽。

　それから昭和 44 年、この段階では「ばっ気

式」が。従来の酸化型というのは、石ころを積

んでおいてその上に水を通す。水が通っている

時は水とその石ころにある生物膜が接触するの

ですが、水が通らない時は空気が流通しますか

ら、空気中の酸素がその生物膜と接触するとい

う形の散水ろ床型の酸化をしていたのですけど

も。この、強制的にブロワーで空気を供給する

「ばっ気式」という形で、非常に効率アップする

ものが出てきました。

　この表の中で、緑色は構造基準が作られた時

期で、規模の大きなものから小さなものに向かっ

て、合併処理浄化槽で BOD20mg/L 以下を保証す

るものとなっています。

　1982 年 ( 昭和 57 年 ) には、小型の合併処理
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浄化槽等の評定開始。浄化槽法の公布 (昭和 58

年 )を経て、家庭用の合併処理浄化槽の発売開

始 (昭和 59年 )。その後も、赤で示しておりま

すように、高度処理型浄化槽 (昭和 61年 )、あ

るいはコンパクト型浄化槽 (平成元年 ) が。さ

まざまな形で開発が積極的に進められてきたと

いうのを見て頂ければと思います。

　構造基準も、だんだんと高度なものが出来て、

平成 7年 (1995 年 )には、非常に高度なものが

構造基準あるいは構造例示型として取り入れら

れました。

　この図は、浄化槽システム協会さんのホーム

ページで見たものを、ちょっと書き直しました。

特に小型の合併処理浄化槽の場合、分離接触ばっ

気方式とか、嫌気ろ床接触ばっ気方式という構

造基準例示型にあるものに対して、各メーカー

さんの開発の中で、さまざまな高度処理型のも

のが作られてきたと。

　片方では、コンパクト型といって省スペース

型のもの。大きく開発の方向性として、高度処

理化と省スペース化ということを軸にして開発

されてきたと。まあ、当然その過程の中で、さ

まざまな処理方式が作られてきたのが分かるか

と思います。

　各メーカーさんの製品名の中に出てくるキー

ワードですね。水処理に関わるキーワードを経

年的に見ておりますと、当然最初のころは、イ

ムホフも含めた腐敗的なこと。次に、ばっ気。

それから、生物膜法、生物ろ過法とか、そうい

う形の現在使われているようなものが、この頃

から。あるいは膜分離型という形で。水処理の

浄化槽におけるキーワードの変遷で、どういう

技術がいつ頃採用されてきたか、ある程度分か

るかと思います。

　「処理方式に関わる技術用語の出現」という表。

し尿処理、あるいは浄化槽の中でどういう流れ

で変遷してきたかということを、少し時代背景

と共にお示ししております。

　次の「浄化槽・し尿処理システム・プロセス・

技術の社会的条件との関わりで見た変遷」の図。

さまざまな新技術とかプロセスが、時代の社会

的要請に対応する形で生み出されてきました。

　その次の「浄化槽処理水質の変遷」の表ですが、

浄化槽の発展の中で、5人から 10人槽という家

庭用のレベル、11人から 50人、51人から 500人、

501 人以上という槽のサイズ毎に、どういう水

質性能のものが、いつ、世の中に出現してきたか、

を示しております。

　赤い数値は、それぞれのエリアで一番厳しい、

例えば BOD でいいますと、10が出てきたのがこ

の年。11人から 50人槽ではこの年、51人以上

ではこの年だという形。ですから、家庭用浄化

槽で、BOD が 10、T-N が 10、SS が 10 というの

は平成 10年、この頃に出てきている。

　また、黄色は、それぞれ、BOD、COD、T-N で

一番厳しい数値、一番低い数値が採用された型

式・タイプのものが出てきたのがこの時期、と

いうことを。大きな 51人槽以上ですと、平成 9

年 (1997 年 )には、もうこういう厳しい数値の

ものも、高度な処理水を出す浄化槽も開発され

てきていることが言えます。家庭用浄化槽です

と、少なくとも手元にあるデータから見ると、

平成 20年には出てきていると。

　「各人槽区分における処理水の BOD・T-N・T-P

濃度の組合せ」の表は、それぞれ規模別に見

たときに、窒素除去型、リン除去型の浄化槽

が、特に BOD と T-N、T-P の組み合わせとして

どういうものが市場に出されてきたかを。例え

ば、BOD が 10、T-N が 10 というもの、あるいは

BOD が 10、T-N が 20 と。場合によれば、BOD10、

T-N10、それから T-P 1 というものが、各人槽規

模の中で、どういうものが出ているかという一

覧です。ということで、選び方によっては、高

度なものを採用するだけのメニューは揃えられ

ていると言えるかと思います。

浄化槽の技術的課題

　次に「将来に向けての方向性の期待」。再掲し

ておりますが、水質の高度化、省スペース化。

開発すべき方向性として、恐らくこの 2つ以外

にも当然あるだろうということで。平成19年で

したか、浄化槽専門委員会によって、「浄化槽の
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在り方」というのを議論された時に、今後、検

討すべき課題として 6つほど挙げられておりま

す。

　「温暖化を考え電気の使用量を削減した省エネ

型浄化槽の開発」「廃棄の容易性、再生品の利用

等の推進」「3Rの考えに沿った浄化槽の開発」「IT

技術を応用した浄化槽性能の安定化、維持管理

性の向上」「窒素リン等処理能力の高度化」「設置、

維持管理費用の低減」という形で 6つ。今後開

発される時に考えて頂ければということで示し

ております。

　次の「ステークホルダーからのフィードバッ

クへの期待」。同じ浄化槽専門委員会で、環境省

で用意された図です。浄化槽というのは、「設置

届、施工の問題、使用者の問題、維持管理の問題」

など、さまざまな方が関連し合いながら成り立っ

ているシステムです。どちらかというと図の右

へ行く流れがありまして、右の方から左へ行く

流れ、つまり、「使用する側や保守点検、維持管

理する側から、製造する側」に対するフィード

バックは、必ずしも十分でないという印象です。

共存、お互いにやり易くするという意味におい

て、「設置者、維持管理する側から、少し製造の

方に対して、何らかのフィードバックをかける

必要」もあるんじゃないか。これも一つ今後の

課題としてお考え頂ければ。

　若干今度は視点を変えまして、「技術的な中で

も、JIS 算定が今のままでいいの

か」ということ。自分のやってき

た仕事の関わりで感じたことがあ

りましたので、「JIS の処理対象

人員算定基準の見直しへの期待」

ということで、ご紹介させて頂き

ます。

　ここは、浄化槽のJISの変遷(処

理対象人員算定基準の変遷 )を書

いています。一番最新が 2000 年

の見直し。本来 JIS というのは、

５年に１回程度の頻度で見直すべ

き内容だと言われておりますが、

必ずしも、浄化槽の JIS算定見直

しがされてないのではということで、投げかけ

という形で意見を言わせて頂きます。

　次の「BOD 原単位」の図。これは、研究機関

等で調査されました、生活排水と生活雑排水の

BOD の調査結果を、調査年度にプロットしてお

ります。生活雑排水と生活排水全体の傾向。つ

まりこの差は、し尿に相当すると思います。今

現在、浄化槽設計の原単位は、尿の BOD が 13 g 

/ 人・日、生活排水の BOD は 40 g / 人・日と言

われております。実は 1968 年頃のデータがちょ

うど13 gと40 gに相当します。グラフでは現在、

尿の BOD17 g、生活排水の BOD は 47 g、まあ 50  

g に近い数字です。一番基本になる原単位が、

必ずしも今の時代に合っていないんじゃないか。

まず１つここを挙げておきたいと思います。

　多くの方は当然もうご理解頂いていると思い

ますけれども、あくまで 13 g と 40 g が使われて

いることに対して、若干懸念がございます。そ

の観点から見ますと、実は 1968 年のときに 40 

g。5 人槽の装置を使ったときに、40 g で 5 人。

当然 1日 1世帯あたり 200 g の BOD が浄化槽に

入るということになります。今、コンパクト型、

モアコンパクト型が出てますので、この相対的

有効容積は、構造例示型のものを仮に 1としま

すと、コンパクト型は大体 70％位の容量。それ

から、モアのほうは 50％位。構造例示型の場合

は 200 ｇで相対的な容積が 1ですので 200 g で
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いいですけれども、最近のコンパクト型、モア

コンパクト型になってきますと、BOD は 40でな

しに 47と考えます。1世帯あたりの平均の世帯

人数 3.01、2.42 をかけると、それぞれ 142 g、

114 g が平均的な 1世帯から出る BOD であると。

ところが、コンパクト型の相対容積が 0.7 です

ので、それで割ってやりますと 202 g になって

しまう。モアコンパクト型は 0.5 で割りますと

227 g。このように、コンパクト、モアコンパク

トでは、相対的な容積を考えると有効容量当た

り BOD 負荷量が大きくなってくる。多分、技術

的な開発でこの BOD負荷の増加をカバー出来て、

それなりの水質を出せるように努力して来たん

だと思います。今、世帯人員がどんどん減って

きておりますから、それでも何とか持つんです

けど。問題なのは、もし仮にですね、本当に 5

人槽で 5人使ったとすると、かなり大きな数字

になってきます。浄化槽 1㎥当たりに受け入れ

られる負荷は、非常に大きなものになってくる

と。その時に浄化槽は 20 mg/L を出せるかどう

かは、非常に懸念がある。この辺のところも、

技術開発して頂くときに、少しお考え頂けたら

という投げかけでございます。

　もう一つ、その JIS 関係では、「コンビニエ

ンスストアーの人槽算定」の問題があります。

コンビニエンスストアーは、延べ面積に対して

0.075 を掛け、人槽を算定することになってお

ります。1997 年に、ローソンがトイレをお客さ

んにまで開放ということをやり、元々コンビニ

のトイレの計算は、従業員を対象としていたの

に対しお客さんにも広げるようになった。それ

から、ご存知のように、おでんとか、揚げ物をやっ

たりとかですので、そういう排水が出てくると、

設計したものに対して非常に過大な負荷がかか

るように。

　実は 2002 年の段階で、浄化槽の設計施工上の

運用指針は、コンビニでそういう扱いをすると

ころを百貨店扱いにということで、掛ける 0.15

と倍の人槽を考えなさいということに。それで

も、あるところで調査されたデータによります

と、14人槽のところで BOD60mg/L、30 人槽のと

ころで 40 mg/L。通常のコンビニは 180㎡位が基

本のようですので、大体 14人槽で本来は良かっ

たのが、百貨店扱いをすることで、28人槽に。

しかし、28人槽を採用しても、まだ BODは 40位。

ということで、50人槽位でなければ BOD20 は出

ない、ということに。

　そういうことで、コンビニの排水が、当初考え

ていた頃に比べかなり変わってきている。これへ

の対応が必要じゃないか。これがもう１点です。

　それから次に「公衆便所の人槽算定」。これも

ちょっと問題かなと。公衆便所は、便器の数に

16を掛けて人槽にします。これは、競輪場・競

馬場とか、競艇場に準ずるという形。こういう

所は、基本は水洗便所が中心で飲食店等があれ

ば合併扱いにという形で算定されます。その結

果、水洗便所がメーンですけども、合併の計算

をしますと、この水量から求めると便器 1つあ

たり 12人槽。BOD負荷から求めると、便器 1つ

あたり 16人槽。ということで、便器1つあたり

に16を掛けて人槽を計算する形ですけども、元々

水洗便所排水がメーンだった所に、合併の考え

方を持ってきて人槽扱いにしていることがかな

り問題じゃないか。もし、これを通常の単独扱

いで考えると、本来ならば単独での48人槽的な

ことに。ところが、その飲食排水が入るか入ら

んかによって、ほとんど水洗便所を対象とする

のに、合併にしたら16人槽、そうでなかったら

48人槽。その辺のところが非常に問題かなと。

　しかも、今現在、公衆便所は明らかに水洗便

所だけを対象とするにもかかわらず、当時の合

併扱いしたときの 16人掛けがそのまま利用され

ていることが非常に大きな問題じゃないか。公

衆便所についても、もう少し見直す必要がある

という感じがしております。

　ここまでが JIS の問題ですが、浄化槽の技術

的な開発の中で、恐らくあまり積極的に検討さ

れて来なかったものの中に消毒というものがあ

る。「消毒の合理化への期待」で、実際に、あるメー

カーさんの昔の消毒装置を頂きまして、どれだ

けの塩素濃度の水が得られるかというのを調べ

ました。明らかに水量が少ないときは高い濃度
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に、水量が非常に多くなりますと非常に低い濃

度に。これは当然ですが、ただ単に薬筒の中に

消毒剤を入れて水と接触するだけに任せている

ということに。本来、水量が多いときにはある

程度の塩素濃度が出てくれないと消毒に行かな

いし、水量が少ないときに非常に高い塩素濃度

になってしまうと、それはまた環境に対して問

題が起こる。つまり水量に付随するような形の

塩素濃度のコントロールをしなければ、浄化槽

の場合の消毒は上手くいかないんじゃないか。

　幸いなことに、実は食塩水を電気分解します

と塩素が発生します。この塩素に消毒効果があ

るわけですので、食塩の電気分解、あるいは、

排水中にある塩素分を利用した電気分解が行わ

れたらいい。条件を変えることで、より効率的

な高い塩素濃度も多分発生するでしょうし、も

し足らなければ、家庭にある食塩を溶かし、何

らかの方法で追加することで、塩素イオン濃度

は自由に変化できると思います。問題なのは、

流入水量に対応した形で、その塩素イオン、塩

素量を発生させなきゃいけないということで、

少し電気制御的なテクニックが要るかと思いま

すけども。消毒槽に入る水量を上手くキャッチ

出来たら、それを塩素の電圧、あるいは電流と

か、発生させた条件にフィードバックして、水

量の多かろうが少なかろうが、必要な塩素濃度

が達成出来るんじゃないか。これは、私自身が

ある段階でやり始めたのですが、十分行かずに

そのままになっておりますので、もしご興味あ

る方がおられましたら、少し検討して頂ければ。

少なくとも錠剤が、水と接触するだけで、溶け

出る塩素濃度にお任せするというのでなく、少

しコントロール出来るような形で塩素制御出来

るんじゃないかなというのが考えです。出来ま

したら、ご検討頂ければと思います。

　以上、若干技術的な問題で検討して頂きたい

なというのを幾つかお話しました。

浄化槽の海外展開の潜在的ニーズ浄化槽の海外展開の潜在的ニーズ

　浄化槽の海外展開を考えた場合、どういう問

題があるかということを少し述べさせて頂きま

す。

　ネットからでも取れますけども、世界の統計

という所で示されております各国の下水処理施

設の普及状況等です。同じ統計の中で、各国の

国内総生産。横軸に国内総生産の対数値、縦軸

に一次処理以上の各国での割合。それから二次

処理についての同じく国内総生産の対数値に対

する下水道普及率の割合。多くのデータはこの

点線で示した幅に入ります。つまり国内総生産

が大きくなると、下水道の普及率、一次処理以

上、あるいは二次処理以上の普及が伸びていく。

その間の実線を式で表しますと、一次処理以上、

二次処理以上の、およその関係式が求められま

した。

　実際に 2004 年の国内総生産と 2006 年の人口

データを用いて、世界の中でどの位の人たちが

一次処理、二次処理をやっているか推計してみ

ました。もちろんデータとしてきちっとあるも

のは、そのデータを。そうでない場合は、この

計算式で求めてみました。

　データがある国々の総数が 56.7 億人。その

うち一次処理以上ができている人口が 11.3 億。

それから二次処理以上というのは、7.9 億。こ

の年の世界の人口は若干データがないところが

あって、トータルとしては 65.9 億人ですけども、

下水処理に関しては、66億人のうちの一次処理

をしているのが 11～ 12 億人、二次処理は 8億

人前後。ということは、日本の場合は、下水道

は非常に普及している国の 1つだと思いますけ

れども、ほかの全世界を考えると下水道で二次

処理をしている人口って非常に少ない。まして

や、アジアで見ますと 35億人のうち 1億 8,000

万人が二次処理。ということは、非常に大きな、

集合処理でない処理をしなきゃいけない人口と

いうのがあると。

　今どんどん人口が増えてます。2011 年に 70

億人で、60億人だったのが 1999 年。わずか 10

年ちょっとで 10億人増えるような時代になって

おるときに、下水道の普及というのは、恐らく

それほど望めないだろうと。恐らく、浄化槽も

望めないかもしれません。簡単なセプティック
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タンク、そういう施設ですら利用出来ない人が、

世界には非常に多いわけですから。浄化槽は、

下水道よりも、まだ可能性があるんじゃないか

というのが 1つ。

　ハードの海外移転ということもありますが、

もう一つは、仮にそれが浄化槽でなくて、もっ

とプリミティブなものであったとしても、行政

とか住民とか事業者とか、そういう人たちと連

携をして、その衛生のためにシステムを作って

いくということは、日本で浄化槽をベースにし

て作られたそういうソフトが利用出来るんじゃ

ないか。

　まあ、ハードあるいはソフトの面から、海外

へ展開するときのニーズ、潜在的なニーズは、

まだまだ十分あるんじゃないかと。今後考えて

いかなきゃいけないというのが、お話したかっ

たことです。

浄化槽のインドネシア国への技術移転浄化槽のインドネシア国への技術移転

　最後に、少し海外展開と技術移転を。浄化槽

対策室あるいは推進室が、予算を取って行なっ

た結果で、浄化槽システム協会さんなどは、前

身の浄化槽工業会ですね、いろいろお手伝い頂

いてやった仕事でございます。1994 年度から

2004 年度まで、若干途中抜けた時はありました

が 10年間やった、インドネシアに対する浄化槽

の技術移転の事例です。

　ジャワ島のチレボンという港町。PDAM といっ

て水道公社があります。そこが新庁舎を造ると

きに、セプティックタンクではなくて、浄化槽

を作りたいなという希望があって、上手くマッ

チングしたんです。というのは、そこの幹部の

方が日本の JICA 等の研修に来てまして、浄化槽

という言葉をご存じだった。あるいはどういう

ものかというのはご存じだった。せっかく新し

く庁舎を造るときに、日本の技術協力で浄化槽

が出来ないかということで。我々、日本としても、

実際に浄化槽を設置して検討する対象を探して

いた時に、うまくマッチングして出来たという

事例です。

　ここでは、浄化槽として、沈殿分離槽、多室

の沈殿分離槽と予備ろ過槽。それから接触ばっ

気槽、沈殿槽、消毒槽という流れのシステムを

考えました。設計にあたって、流入水量とか流

入 BOD が必要ですが、基本的に全くデータがな

いような状況。水道使用はどれだけとか、どれ

だけの人が来るかとか、いろんな現実の現象的

情報を得て編み出した数値をベースに設計して

います。規模的には少し余裕ある設計になって

いるかと思います。

　で、実際はこういう立面図・平面図の 2室構

造で、予備ろ過槽を設けて、接触ばっ気槽、沈

殿槽という形。これが実際に設置した浄化槽を

上から見たものです。我々、お願いしたわけじゃ

ないのですが、非常に熱心なスタッフがおられ

て、写真のように、透明アクリルで、実際の何

分の一かの装置を使い、実際に水の流れをデモ

ンストレーション出来るようなものを作られま

した。セミナー等やった時にこれを示しており

ました。勝手にと言ったらおかしいですが、向

こうの方が自主的に作られたタンクです。で、

日本でやっているのと同じような形のチェック

シートを作って、一月毎にチェックしてもらい

ました。

　幸いなことに、水道公社ですので分析装置は

持ってまして、まあ、非常に簡単な分析も含め

てですが出来るということ。それから、スイスの、

JICA に相当するような SDC が、このチレボン市

に対して、長い間、技術協力をやっておりました。

そのスタッフの方が非常に訓練されていたので、

我々が希望することに対し、かなり真面目に対

応して頂きました。

　こういうチェックシートで、これを一月毎取っ

てデータを送って頂きました。ここで見ていき

ますと、経過日数 2,600 日以上、7年間にわたっ

てデータを取ってくれました。残念ながら、そ

の後、予算も切れましたので、縁が切れた形に

なりましたが、予算が続いている間はずっとこ

ういう形で継続しておりました。

　最初、ちょっと向こうのトラブルや電気代の

節約で、「連続的にばっ気してくれよ」とお願い

したのですが。上司の許可が得られないという
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ことで間欠ばっ気にしたりですね、夜間電気止

めたりですね。そういうことをやって電気の節

約を図ったんですけども、それでは絶対駄目で

すということで、常時ばっ気して頂くように。

DO溶存酸素の濃度なんですけど、ここは十分問

題。まあ、水温は年がら年中 30度位ありますか

ら、これは気にしなくていいのですが、DOにつ

いてはそういう形で説明し納得してもらい、やっ

ていきました。

　で、BOD と COD。COD は、あの重クロム酸の

COD ですから非常に高い値。日本の過マンガン

酸カリウムとは違います。この赤で示したのが

BOD で、初期の数値は若干ガタガタした時もあ

りますが、基本的に 20mg/L を達成出来るような

形でやってくれました。開発途上国で、20mg/L

の BOD、しかも日本人がほとんど関与しない状

態で長期間出せた例というのはほぼ無いと思い

ますけども、十分な形で対応して頂いたという

ことになります。

　これは SSですね、若干変な時もありますけど

基本的に 40mg/L 以下を保てる形に出来ました。

緑が無機態窒素で、赤がリン酸態リン。若干、

リンの傾向と窒素の傾向がずれて、窒素除去が

悪い時もありましたが、それ以外の時は、かな

りリンも抑えられ、窒素もそんなに高くないと

いう状態で、リンが高いときは窒素も高いとい

うように推移しております。

　ということで、諸外国でも条件が整えば十分

に対応出来ると。ただし、10年近くの間に、専

門家の派遣を都合 9回やっています。それから、

いろんな薬品等の供与も 5回。人材養成でセミ

ナー 3回、研修コース 3回。あるいは日本に呼

んで 2回研修というケアはしておりますが、相

手方の能力、意気込みがある場合はですね、十

分性能のいい結果を得ることが出来るという 1

つの事例であります。

　で、これが「プロジェクト推進に寄与した要

因」ということで、「我々の内的な要因、外的要

因、相手側の要因」と分けております。

　この表は、あのチレボンでの結果ですが、参

考になると思って示しております。まず、内的

な要因ということで、「プロジェクトを進めるた

めの委員会の構成メンバーを、国際協力をやっ

てこられたとか、浄化槽実務に明るい人とか、

専門家の方々で構成した」ということ。それから、

「当初は JICWELS が事務局でしたが、非常に煩雑

な事務作業に対して十分対応して頂いた。裏方

の業務を十分やって頂いたということ」がある

と思います。また、「各ステップで、それぞれ十

分な準備をしていった」と。

　次の外的な要因として、「インドネシアにおら

れた JICA の専門家の適切なアドバイスとかアレ

ンジ」、あるいは「浄化槽メーカーの方とか現地

法人の方々の積極的な支援」が得られた。それ

から「国内で、相手方のカウンターパートを呼

んできた研修においても、各機関に十分対応し

て頂いた」ということがあります。

　相手側要因としては、「PDAM 関係者に非常に

認識の高さと意気込みがあった」ということ。

また、「スイスの、JICA に相当するような開発

機関 SDC がこの地に対して、いろんなサポート

をしており、その段階でスタッフが十分教育さ

れレベルが高い」ということ。「新庁舎を造ると

いう、新たにシステムを設置するという非常に

タイムリーな状況があった」こと。それから、「自

分の所で水質分析が出来たり、酸化池をベース

にした下水道の運営もやってますので、排水処

理に対する運転とか維持管理ということも慣れ

ている」ということ。さらに、「研修コースとか

セミナーで、うまく情報伝達が出来、また開催

そのことによりスタッフの意識が高まった」と

いうのがあります。

　なお、プロジェクトが終わった段階で、相手

方にレビューをして頂きました。「設置は高所得

者の住宅地、中間所得者の住宅地の順番でなさ

れるべきである」「ホテルとかオフィス等で適用

出来る」「中間所得者のコミュニティや商業地域

では、政府の技術的援助の下で集合的なタイプ

のものが出来るんじゃないか」「低所得者層の住

宅地やスラム地区では、既存のエムチェーカー、

インドネシア特有のものである公衆用水浴び場

とセットで設置出来る。運転と維持管理のため
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の費用は、使用者から徴収したらいいんじゃな

いか」「管理のために、何らかの組織の確立が必

要である」「普及には立案、実行、運転、維持管

理が一体となる必要がある」というふうに。ま

あ、わが国の人から見れば当たり前と思われる

かもしれませんけども、そういうものが無いエ

リアの方々がですね、こういう経験を踏まえて

こういう意識をして頂いて。もちろんいろんな

セミナーの段階で我々が「そういうことが重要

ですよ」と言っていることもありますけれども。

相手方にこういう意識を持ってもらったという

のは非常に大きなことかなと思っています。

　ということで、プロジェクトとして、今後い

ろんな形でやらなきゃいけないと思いますが、

そのときのある意味ソフト面での参考になれば、

ということでまとめております。

　最後に「ODA で設置された浄化槽のその後」

です。第 4期においてインドネシア側でチェッ

ク・調査した結果です。実は、日本の ODA でイ

ンドネシアにはいろんな施設が造られています

が、大体、浄化槽が併せて設置されることが多

い。しかし、多くの浄化槽は動いてないという

ことで、12基を調査した結果、幾つかの施設は

適切に維持管理されていたけど、多くは維持管

理が不十分であったり、もう使われていなかっ

たりということです。維持管理されている浄化

槽というのは、やはり「その中に研究や管理が

出来る専門家がいたということが大きなポイン

ト」です。一方で、問題点ということで、「浄化

槽運転と維持管理に予算が用意されていなかっ

た面」。最初は JICA がサポートということで出

来るが、引き渡した後、国内のお金でとなると

予算措置が出来ないことが多い。それから、「輸

入した材料や装置は、基本的に予備品が無いと

いうことで、壊れてしまったら次が進まない」。

そして、「水に浸漬した部分は、多くの場合、維

持管理がなされていない結果だと思いますけど

も、劣化していた」ということ。

　最初の建設に関しては日本側がサポートして

いくのですが、実際運用になると現地の人達に

お願いする、あるいは現地の人達の予算でとな

ると、なかなか上手くいかない。これも、今後

の海外展開において意識しておかなければいけ

ない項目、という気が致します。

　ということで、非常にあちこち飛びましたが、

浄化槽の過去から現在ということで、将来の展

開に向けて思うところをお話させて頂きました。

どうも有難うございました（拍手）。

全浄連・会務報告

月　日 摘　　　　要 会　　　場

10 月 7 日 「スマート浄化槽」ワーキンググループ打合せ 全浄連会議室

10 月 15 日 公明党浄化槽整備推進議員懇話会「政策 ･予算要望等ヒアリング」衆議院議員会館

10 月 22 日「スマート浄化槽」ワーキンググループ打合せ 全浄連会議室

10 月 23 日「スマート浄化槽」ワーキンググループ打合せ 全浄連会議室

11 月 16 日 第 1回機能保証制度委員会 全浄連会議室

11 月 17 日
自由民主党環境関係団体委員会・環境部会「予算 ･ 税制等に関す
る政策懇談会」

自由民主党本部

11 月 18 日 第 4回常任理事会、第 3回総務・企画委員会合同会議 全浄連会議室

12 月 22 日 スマート浄化槽「装置情報」に係る打合せ 全浄連会議室
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