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　平成 28 年６月15 日（水）茨城県市町村会館において、第４回定時社員総会が開催されました。来賓として、
茨城県生活環境部環境対策課長、生活環境部環境政策課県央環境保全室長、各県民センター環境・保安課長、（一
社）茨城県環境保全協会理事長のご出席をいただき、大畠環境対策課課長補佐（総括）よりご挨拶を賜りました。
　その後、審議事項である３議案の審議と、報告事項である平成 28 年度の事業計画及び収支予算について報告
し、すべて承認されました。

Ⅰ　審議事項
　　第１号議案　平成 27 年度　事業報告に関する件
　　第２号議案　平成 27 年度　収支決算報告に関する件
　　第３号議案　役員の一部改選に関する件

Ⅱ　報告事項
　　平成 28 年度　事業計画に関する件
　　平成 28 年度　収支予算に関する件

環境大臣表彰 勝田環境㈱ 望月　福男

環境省水・土壌環境保全功労者表彰 ㈱タケムラ 五十嵐裕治

茨城県知事表彰 （協業）茨城県北環境衛生センター 鈴木　　修

（一社）全国浄化槽団体連合会表彰 北茨城市企業衛生㈱ 早川　與勝

浄化槽関係功労者表彰
（敬称略）

（公社）茨城県水質保全協会　成田理事長 大畠環境対策課課長補佐（総括）

平成２８年度　第４回定時社員総会開催
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鹿行支部 ㈲竹村清掃社 石井　春雄

〃 ㈲三上電気店 三上　　実

（公社）茨城県水質保全協会理事長表彰
（敬称略）

県央支部 ㈱フジクリーン茨城 片根ゆう子

鹿行支部 原衛生社 原　　和夫

〃 ㈲うろこ清掃社 五月女幸代

〃 共立メンテナンス㈱ 大川　　満

（公社）茨城県水質保全協会理事長感謝状
（敬称略）

おめでとうございます。今後ますますのご活躍をご祈念申し上げます。

写真左より成田理事長、片根氏、三上氏（代理）、原氏
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平成 28 年６月 15 日  現在

平成28年度　（公社）茨城県水質保全協会役員

顧問･相談役

役 　職 氏　　名 事業所名 〒 住　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

理 事 長 成田　浩明 水戸工機㈱ 311-4143 水戸市大塚町 1845 029-252-5311 029-252-5313

副理事長

犬塚　行治 ㈱和城産業 314-0021 鹿嶋市粟生東山 2303 0299-82-5931 0299-83-7737

鈴木　　修 （協業）茨城県北環境衛生センター 319-3551 久慈郡大子町池田 2622-7 0295-72-2272 0295-72-5220

繁藤　洋一 ㈲玉里クリーン 311-3434 小美玉市栗又四ケ 2572-2 0299-26-6447 0299-26-9452

専務理事 中川　清彦 （公社）茨城県水質保全協会 310-0845 水戸市吉沢町 650-1 029-291-4000 029-304-5005

理　事

大竹　伸一 ㈱フジクリーン茨城 311-4164 水戸市谷津町細田 1-21 029-254-7777 029-254-7778

塚越　　護 ㈱ハウステック水戸営業所 310-0852 水戸市笠原町 209 029-350-9710 029-350-9711

望月　福男 勝田環境㈱ 312-0032 ひたちなか市津田 2554-2 029-272-2141 029-272-9948

五十嵐裕治 ㈱タケムラ 319-1231 日立市留町前川 1270-16 0294-53-1711 0294-52-5773

関根　義純 ㈲後藤水道工業 313-0132 常陸太田市新地町 568 0294-76-2623 0294-76-1483

早川　與勝 北茨城市企業衛生㈱ 319-1723 北茨城市関本町関本中浜道 1555-1 0293-46-0221 0293-46-6262

田中　幸雄 三協クリーンコンサルタント㈱ 314-0131 神栖市下幡木 3919-46 0299-92-0022 0299-92-0642

茂木　一男 大洋設備工業㈱ 311-2104 鉾田市梶山 473-2 0291-39-4973 0291-39-4973

藤枝　　護 常盤工事㈱ 300-0812 土浦市下高津 1-2-21 029-821-1942 029-823-2727

福田　正則 ㈲福田管工 300-1217 牛久市さくら台 1-68-10 0298-72-2417 0298-74-1614

新村　勝盛 新和アメニティ㈱ 305-0043 つくば市大角豆 2011-70 029-852-3351 029-852-3375

萩島　恒雄 ㈱総和設備 306-0225 古河市磯部 604 0280-92-3331 0280-92-3333

本川　直樹 本川建設工業㈱ 300-2707 常総市本石下 3040 0297-42-2134 0297-42-6704

吉田　　清 ㈲吉田設備 303-0022 常総市水海道淵頭町 2965 0297-22-1412 0297-22-1416

渡辺　義光 渡辺工業㈱ 309-1453 桜川市友部 999 0296-75-5421 0296-75-5324

安齊　猛男 ㈱ダイセツ 314-0022 鹿嶋市長栖 1879-372 0299-82-0950 0299-82-5399

植崎　明夫 植崎法律事務所 310-0021 水戸市南町 1-3-23 金沢ビル 4 階 029-226-0900

久保田俊夫 茨城大学工学部 316-8511 日立市中成沢町 4-12-1 0294-38-5004

三好　　隆 茨城県生活環境部 310-8555 水戸市笠原町 978-6 029-301-1111

監　事

里見　博孝 茨城日化サービス㈱ 312-0063 ひたちなか市田彦 434-1 029-274-2451 029-275-0229

宮本　秀男 ㈱プラントサービス 300-0013 土浦市神立町 3615-1 029-830-1411 029-832-0096

坂本　和重 坂本計理事務所 311-4152 水戸市河和田 2-1-2 029-254-8511 029-254-8711

役　職 氏　　名 事業所名 〒 住　　所 電話番号 ＦＡＸ番号

顧　問 桑名美恵子 茨城県生活環境部環境対策課 310-8555 水戸市笠原町 978-6 029-301-2966 029-301-2969

相談役
五十嵐　宏 ㈱タケムラ 319-1231 日立市留町前川 1270-16 0294-53-1711 0294-52-5773

藤枝　金三 常盤工事㈱ 300-0812 土浦市下高津 1-2-21 029-821-1942 029-823-2727
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　平成 27 年 10 月１日から平成 28 年３月 31 日までに実施した法定検査の結果は下表のとおりとなりました。
　不適正判定となった理由の大半が保守点検の未実施によるものですが、それらはメンテナンスステップ
アップフォロー事業等による新規申込物件で見られる、使用開始から十数年以上経過しているものが多く、
特に単独処理で多く見られます。
　長年使用しているが、使用開始した当初より保守点検を実施していなかった事から、今後新たに費用負担
して実施する事に管理者がなかなか理解していただけない事も少なくありません。今後も継続して検査を実
施し、保守点検等の必要性を説明していく事が必要であると思われます。

新
11
条
検
査

検査地区 検査基数
判　　定

適正 おおむね適正 不適正

県　央 8,723 7,764 938 21

県　北 4,448 3,946 484 18

鹿　行 2,452 2,237 209 6

県　南 3,823 3,420 390 13

県　西 5,422 4,750 657 15

計 24,868 22,117 2,678 73

 ※ 新 11 条検査の判定は、再検査を実施した場合には再検査判定を最終判定としています。

7
条
検
査

検査地区 検査基数
判　　定

適正 おおむね適正 不適正

県　央 585 326 188 71

県　北 227 133 74 20

鹿　行 256 120 62 74

県　南 353 201 88 64

県　西 370 168 122 80

計 1,791 948 534 309

適正
948件
52.9％

534件
29.8％

309件
17.3％

おおむね
適正

不適正

11
条
検
査

検査地区 検査基数
判　　定

適正 おおむね適正 不適正

県　央 5,489 2,470 2,206 813

県　北 2,111 1,198 780 133

鹿　行 2,918 1,272 1,083 563

県　南 4,753 2,264 1,369 1,120

県　西 5,257 2,079 2,305 873

計 20,528 9,283 7,743 3,502

適正
9,283件
45.2％

7,743件
37.7％

おおむね
適正

3,502件
17.1％

不適正

適正
22,117件
88.9％

2,678件
10.8％

おおむね適正

73件
0.3％

不適正

平成27年度下半期法定検査実績
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　平成 25 年度から 3 年計画で実施してきた「浄化槽メンテナンスステップアップフォロー事業」の最終年
度として平成 27 年 6 月から 12 月にかけて、月 2 回のペースで、計画の 8 市町について①浄化槽法定検査の
未受検者（過去 2 年以内に法定検査を受検しているもの及び下水道・農業集落排水の供用開始済区域を除く。）
に対し、県・市町村・協会の連名で文書指導を行いました。
　また追加で、②昨年の文書指導で検査申込が無かったものについては、督促の文書指導を発送するなどし
て、法定検査の受検申込みの拡大を図りました。
　平成 27 年度の結果は本発送の実指導件数 28,712 件となり、5,441 件（申込率：19.0％）の申込みがありました。
また、追加発送分を含めると実指導件数は 44,132 件となり、7,307 件（申込率：16.6％）の申込みがありました。
当事業の 3 年間の結果は、本発送の実指導件数 94,807 件となり 13,645 件（申込率：14.4％）の申込みがあ
りました。また、追加発送分を含めると実指導件数は 120,711 件となり、16,574 件（申込率：13.7％）
の申込みがあり、大きな成果を上げることが出来ました。
　県・市町村の浄化槽関係部署の皆様はもとより協会会員の皆様におかれましては、ご多忙のなか、この事
業にご理解・ご協力をいただきまして厚く御礼申し上げます。

　平成 28 年度からは、「法定検査受検率向上促進事業」（平成 28 年度は、高萩市、北茨城市、小美玉市、笠間市、
茨城町、鹿嶋市、神栖市、潮来市、土浦市、石岡市、つくば市、下妻市、桜川市の 13 市町対象）として、
さらに法定検査の受検申込みの拡大を図って行きますので、今後ともご協力の程よろしくお願い申し上げます。

「浄化槽メンテナンスステップアップフォロー事業の実施結果」について

指導
対象 項　　目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 合　　計

本発
送①

発送件数 39,709 件 42,294 件 35,551 件 117,554 件

うち返戻件数（返戻率） 9,417 件 (23.7%) 5,203件(12.3%） 5,483 件 (15.4%) 20,103 件 (17.1%)

うち廃止扱い件数 513 件 775 件 1,356 件 2,644 件

実指導件数 29,779 件 36,316 件 28,712 件 94,807 件

申込件数（申込率） 3,173 件（10.7%） 5,031件(13.9%) 5,441件(19.0%) 13,645 件 (14.4%)

追加
発送
②

発送件数 — 11,544 件 16,289 件 27,833 件

うち返戻件数（返戻率）
—

949 件 (8.2%) 598 件 (3.7%) 1,547 件 (5.6%)

うち廃止扱い件数 111 件 271 件 382 件

実指導件数 — 10,484 件 15,420 件 25,904 件

申込件数（申込率） — 1,063件(10.1%) 1,866件(12.1%) 2,929件(11.3%)

合計

発送件数 39,709 件 53,838 件 51,840 件 145,387 件

うち返戻件数（返戻率） 9,417 件（23.7％） 6,152 件 (11.4%) 6,081 件 (11.7%) 21,650 件 (14.9%)

うち廃止扱い件数 513 件 886 件 1,627 件 3,026 件

実指導件数 29,779 件 46,800 件 44,132 件 120,711 件

申込件数（申込率） 3,173 件（10.7％） 6,094件(13.0%) 7,307件(16.6%) 16,574 件 (13.7%)

●実施結果

「浄化槽メンテナンスステップアップフォロー事業の実施結果」について

「平成28年度事業」について
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　環境省から公表された「平成 27 年度　浄化槽の指導普及に関する調査結果（H26 年度末）」のデータ
から、「浄化槽法 11 条検査実施結果」・「平成 26 年度浄化槽新設基数」の下記項目について考察しました。

　平成26年度11条検査の受検率は、全国平均で37.9％となり、平成25年度から1.6ポイント上昇しています。
茨城県は 33.1％で平成 25 年度の 30.1％から 3 ポイント上昇しましたが、全国順位は平成 25 年度と変わら
ず 33 位でした。しかし、上昇率は全国第 9 位で、※1 浄化槽メンテナンスステップアップフォロー事業の
効果によるものと考えられます。

　茨城県の 11 条検査実施基数は、平成 25 年度から
7,298 基増加し、79,130 基となり全国第 12 位の
多さとなっています。平成 25 年度からの増加基数に
ついては、7,298 基で全国第 3 位でした。

　茨城県は、検査対象件数が 238,921 件（全国第 8 位）あり、平成 25 年度より 616 基の増加でした。
茨城県も浄化槽メンテナンスステップアップフォロー事業と連携し、毎年浄化槽台帳精査をおこなっています
が、新規に設置される浄化槽が 4,811 基　（全国第 7 位）と多いことから、増減基数の全国順位は 32 位でした。

　11 条検査対象件数は、全国で 90,664 基減少してい
ます。これは、下水道接続等による廃止によるもの合
わせ、浄化槽台帳の精査を進めた結果によることが大
きいと考えられます。
　特に山梨県・徳島県においては、平成 26 年度重点
的に浄化槽台帳精査を県が実施し、検査対象基数が大
きく減少しています。

２．11条検査基数の増加

３．11条検査対象の減少

１．11条検査の受検率

順　位 都道府県名 基　数

1 静岡県 12,059

2 鹿児島県 11,900

3 茨城県 7,298

順　位 都道府県名 基　数

1 愛知県 -41,527

2 山梨県 -23,754

3 徳島県 -8,173

32 茨城県 616

※1　浄化槽メンテナンスステップアップフォロー事業とは
　　 県、市町村、協会の連名で浄化槽法定検査の未受検者に対し、受検指導文書を送付し受検を促した。

環境省が発表した「平成26年度末における浄化槽の設置状況等について」
のデータから見た11条検査結果の考察
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　平成 28 年５月 27 日（金）に筑西市のスプリングフィルズゴルフクラブにおいて、第８回会員親睦ゴルフ
コンペが開催され、会員・事務局合わせて 45 名が参加しました。
　会員同士の親睦を深めるために平成 20 年度から開催され、８回目となる今回も熱戦が繰り広げられ、と
ても有意義なゴルフコンペとなりました。

平成 28 年度の浄化槽管理士講習会を下記のとおり開催いたします。
講習会の受講を希望される方は、当協会総務課までお問い合わせください。

●優　勝
●準優勝
●３　位

田本　光治 氏
井坂　正道 氏
吉村　浩志 氏

個人

成田理事長より優勝記念品を
受け取る田本光治氏（右から２人目）

参加者集合写真

法定支部の活動内容は、下記のとおりになります。

　平成 28 年６月５日（日）に、県三の丸庁舎広場において開
催された水戸市環境フェア 2016 に出展参加いたしました。
　当支部では、水環境に関する浄化槽クイズを実施し、多くの
来場者に家庭でできる水を汚さない工夫等をＰＲいたしました。
　13 名の支部会員に参加いただき、親睦をより一層深めるこ
ともでき、有意義な１日を送ることができました。

県央支部

●第８回　会員親睦ゴルフコンペ

●浄化槽管理士講習会　受講者募集 !

内　　　　　容
講　習　期　間 平成 28 年９月５日（月）～９月 17 日（土）　　注）13 日間連続で土曜、日曜も開催します。

講　習　会　場 茨城県立県民文化センター（分館）

受　講　資　格 年齢、学歴、実務経験等受講資格は一切問いません。

受　　講　　料 129,700 円　　注）浄化槽設備士資格取得者で受講一部免除を選択する者　120,200 円

定　　　　　員 先着 100 名になり次第締め切らせていただきます。

受 講 申 請 書 代 窓口　1 部　300 円　郵送　1 部　440 円

受講申請受付機関
公益社団法人　茨城県水質保全協会　総務課
〒 310-0845　水戸市吉沢町 650-1
ＴＥＬ：029-291-4000　　ＦＡＸ：029-304-5005

支　部　活　動

ト　ピ　ッ　ク　ス
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　当協会は、「こどもを守る 110 番の家」に参加し、平成 28 年６月より本部の建物及び社有車が下記のとお
り緊急時避難場所として登録されています。
　これは、ボランティアとしての活動であり、こどもたちが街で知らない人から「声かけや、つきまとい」
などの被害を受けたときに安心して避難することができ、かつ、その後の警察などへの通報、保護をしても
らえる家（一般家庭、企業、車等）のことをいいます。
　当協会としては、不審者事案だけでなく、困ったこと（水を飲ませて欲しい、トイレを借りたい、気分が
悪い、怪我をした）などで児童等が要望してきたときには、可能な限りの協力をいたします。

　浄化槽機能保証制度については、保証登録された浄化槽に不具合や機能の異常が発生し原因者が特定でき
ない場合などに補修の費用をお支払するものです。
保証期間は使用開始してから 10 年ですが、「登録浄化槽シール」を貼ることで浄化槽の管理者（設置者）・
保守点検業者及び清掃業者の方などが「その浄化槽が保証登録浄化槽であること」を把握・確認し易くしま
した。    　　
つきましては、平成 28 年４月１日からこの機能保証制度の有効活用・運用を図るために本シールの貼付を
お願いしておりますのでご協力をお願いします。

１. シールを貼る箇所について
　（例）・浄化槽の周辺、雨樋等
　　　・玄関
※ 浄化槽管理者（設置者）の方と調整し貼付してください。

２．登録番号の記載について
　　「保証登録」の下の枠にマジック等で記入してください。
　（例）　２８－００６５０

【登録浄化槽シールの見本】

本部の建物に貼り付けるデザイン 社有車に貼り付けるデザイン

こどもを守る110 番の家への参加

全浄連　機能保証制度「登録浄化槽シール」の活用について
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公益社団法人  茨城県水質保全協会
茨城県知事指定浄化槽検査機関

TEL.029-291-4000   FAX.029-304-5005総務部

〒310-0845  茨城県水戸市吉沢町650-1新住所

ht tp : / /www.e -mizu - ibarak i . j p /ホームページ 

TEL.029-291-4004   FAX.029-304-5009検査部

協会の業務案内 

総務部

●浄化槽に係る広報及び啓発
●浄化槽の機能保証事業
●設置届出書、保守点検及び清掃カード等の
　図書類販売

事業推進室

●浄化槽法定検査促進に関する事業

検査部

●浄化槽の法定検査
●水質保全に関する教育指導
●浄化槽の設計施工及び維持管理に関する指導
●技術的相談業務
●各種調査、試験

バス J R 水戸駅北口から「吉沢中央」バス停前

車 北関東道  茨城町東 I.C から１.５km

協会案内図
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茨城県水質保全協会

新入社員の紹介 県央環境保全室の組織改正について 

「読者の声」募集！

今年度４月１日付けで、検査部に３名の仲間が入りました。
これからもよろしくお願いいたします。

水環境いばらきをお読みいただき、あり
がとうございます。
編集部では、「読者の声」を募集しています。
記事についてご意見・ご要望がありまし
たら、ぜひお寄せください。
今後の参考とさせていただきます。

平成 28 年４月１日より、県央環境保全室
の組織改正がありました。

【連絡先】　総務部総務課　（担当：景山）
ＴＥＬ：０２９－２９１－４０００

（旧）茨城県総務部県民センター総室
県央環境保全室

↓
（新）茨城県生活環境部環境政策課

県央環境保全室

検査部検査１課
時﨑　登央さん

検査部検査２課
栗原　翼さん

検査部検査３課
新堀　正晴さん

［10］ 水 環 境 い ば ら き vol.7


