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平成20年度第34回通常総会を開催平成20年度第34回通常総会を開催

 vol.7

浄化槽関係業者功労者表彰浄化槽関係業者功労者表彰

　総会に先立ち、浄化槽関係業者功労者表彰の紹介及び伝達が行われました。環境保全茨城県民会議

功労・功績者表彰１名、(社)全国浄化槽団体連合会会長から２名が表彰を受けました。

  引き続いて、(社)茨城県水質保全協会理事長表彰と感謝状の表彰式が行われました。

○環境保全茨城県民会議功労・功績者
○(社)全国浄化槽団体連合会会長
○(社)全国浄化槽団体連合会会長

砂押工業(株)

(有)小野瀬住宅設備機器

中央水質(有)

(有)サンワ設備

栄設備工業(株)�

日清設備(株)�

(株)栗山設備工業

支部事務局

ツルヤプラントサービス

早乙女設備工業所

(有)サンワ浄化槽サービス

(社)茨城県水質保全協会

ひたちなか支部

大宮支部

大宮支部

高萩支部

潮来支部

潮来支部

潮来支部

竜ヶ崎支部

土浦支部

下妻支部

県西支部

理事長あいさつ

全浄連会長感謝状

理事長表彰

廃棄物対策課長あいさつ

表彰状　(有)須賀田設備工業　須賀田一郎
表彰状　(有)大槻製材所　　　大槻　武徳
感謝状   (株)タケムラ　　　　五十嵐裕治

○理事長表彰

砂 押 義 郎

小野瀬　　　仁

野 内 　 眞

山　下　和　夫

水　落　克　之

小野村　守　明

栗 山 寛 之

中　村　園　枝

安 江 源 一

早乙女　芳　雄

塚 原 喜 充

余 水 博 之

　5月26日（月）水戸市内において、第

34回通常総会を開催しました。来賓と

して、県生活環境部廃棄物対策課長、各

地方総合事務所環境保全課長、茨城県合

併処理浄化槽普及推進市町村協議会担当

課長、（社）茨城県環境保全協会理事長

のご出席をいただき、廃棄物対策課長よ

りご挨拶を賜りました。

　その後、平成20年度の事業計画、収支予算など提出された6議案を審議し、すべての議案について

可決、承認されました。

程 山 時 男

久 松 嘉 子

相 島 勝 美

池 田 　 実

(有)久松商事管理サービス

五月女設備工業(株)� つくば支部

つくば支部
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 平成20年度下期浄化槽関連資格取得講習会の案内 平成20年度下期浄化槽関連資格取得講習会の案内

※受講資格　１級又は2級管工事施工管理技士の有資格者。受講料　91,000円

                   (浄化槽管理士で講習教科目一部免除希望者　86,000円)

受賞おめでとうございます。今後ますますの活躍をご祈念申し上げます。

大洗清掃協同組合

(有)新晃設備

ミネエンジニアリング（株）�

ひたちなか支部

常陸太田支部

理事長感謝状

○理事長感謝状

齋　藤　達　也

吉　村　浩　志

高　橋　和　也

磯　山　昭　雄

（株）茨城サービスエンジニアリング

　　代表取締役　三浦　利春

○浄化槽設備士講習会（近隣の会場）

※受講資格　年齢、学歴、実務経験等は一切問いません。受講料　129,700円

                   (浄化槽設備士資格取得者で受講一部免除希望者　120,200円)

○浄化槽管理士講習会（近隣の会場）

○浄化槽技術管理者講習会（近隣の会場）

※受講資格　浄化槽管理士であること。受講料　49,000円

会　場

仙台市 21年1月21日～1月25日 20年11月19日～12月3日 (社)宮城県生活環境事業協会

（財）日本環境整備教育センター

　  03-3635-4880

(社)東京都生活水環境システム協会

042-589-8781

022-783-8070

講習期間 受付期間 電　話受講申請受付機関

会　場

東京会場

20年12月1日～12月13日

21年3月9日～3月 21日

21年1月19日～1月31日

20年10月29日～11月13日

21年2月5日～2月20日

20年12月5日～12月19日

講習期間 受付期間 問い合わせ先

（財）日本環境整備教育センター

03-3635-4880

会　場

東京会場
21年1月14日～1月16日

21年3月3日～3月51日

20年12月1日～12月15日

21年1月27日～2月10日

講習期間 受付期間 問い合わせ先

土浦支部

高萩支部
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　平成20年11月8日（土）・9日（日）の2日間、土浦市の霞ヶ浦総合公園において、第23回国民

文化祭・いばらき2008と併せて地球温暖化推進フェアが開催されます。

　当協会も地球温暖化推進フェアにメーカー会員の協力を得て浄化槽を展示し、多くの県民

に紹介するとともに、浄化槽の相談等に対応しますので、ご来場された際は、ぜひお立ち寄り

ください。

霞ケ浦環境科学センター夏まつり2008出展

　【イベント予定】地球温暖化防止推進フェア2008について

浄化槽管理士認定講習会　茨城会場開催

　平成20年8月23日（土）土浦市の霞ケ浦環境

科学センターにて、「霞ケ浦環境科学センター

夏まつり2008」が開催されました。

　当協会は、カットモデル浄化槽やパネルの

展示等を行い、多くの来場者に浄化槽の重要

性をＰＲしました。

　また、茨城大学紙芝居研究会の学生に水環

境に関する紙芝居を公演してもらい、子供た

ちにも環境に対する関心を深めてもらいまし

た。

　平成20年8月25日（月）から9月6日（土）ま

での13日間、水戸市内において第11回茨城会

場浄化槽管理士認定講習会が開催されました。

 当講習は、浄化槽の保守点検に関する必要な

知識及び技能を習得する講習で、財団法人日

本環境整備教育センターが実施する講習会で

す。今回の茨城会場の開催では、女性6名を含

む合計79名が受講し、浄化槽管理士の資格取

得に向け、熱心に受講されていました。
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嘱託採水員更新講習会開催嘱託採水員更新講習会開催

嘱託採水員の皆様へお願い嘱託採水員の皆様へお願い

１．新11条検査の採水ビンの受付時間について

　採水ビンの受付時間は午前8時30分から午後5時までとなっております。受付時間外に持ち込みをす

る場合には、大変お手数をおかけ致しますが、必ず事前に電話等で連絡をお願い致します。

２．クーラーボックス等備品の取り扱いについて

　最近、クーラーボックス・採水ビンの汚れや劣化が目立つようになってきました。　

当協会の備品でもあり、また全ての採水業者の皆様で使うものですので、取り扱いに十分ご注意下さい。

ご協力の程、宜しくお願い致します。

　嘱託採水員委嘱要領第４の２項に基づき、９月10日（水）に茨城県市町村会館にて本年度の嘱託採

水員更新講習会を開催し、計30名の方が更新されました。

※嘱託採水委嘱要領第４の２　　登録の有効期間は三年間とし、引き続き登録を受けようとする者は

　　　　　　　　　　　　　　　 講習会を受けなければならない。

　又、本年度一回目の嘱託採水員講習会が、6月20日（金）に開催され、9名の嘱託採水員が誕生いた

しました。なお、二回目以降の講習会を10月、翌年２月に開催する予定ですので、受講をご希望の方

は当協会までご連絡ください。

　現在、302社685名の方に嘱託採水員として、採水業務をお手伝いしていただいております。

　会員の皆様におかれましては、未管理浄化槽の解消と法定検査推進の為、嘱託採水員の養成に益々

のご協力をお願い致します。　

破損

○

×

〈例１〉 〈例２〉

汚れ等



第1回会員親睦ゴルフコンペ開催第1回会員親睦ゴルフコンペ開催

　第１回会員親睦ゴルフが、7月23日城里町

の桂ヶ丘カントリークラブで開催され48名が

参加して熱戦が繰り広げられました。

　今年から、会員の親睦を深めるために開催

されましたが、とても有意義なゴルフコンペ

となり、和気あいあいのうちに終了いたしま

した。

　なお、コンペの中で参加者から献金を募り、

集まった10万9千円を茨城新聞文化福祉事業

団に寄託いたしました。有り難うございました。

※上位入賞者(敬称略)

１位

２位

３位

平成20年7月23日(水)

於：桂ヶ丘カントリークラブ

蝦名　　勲

東原　明寿

萩野谷幸司

（有）えび名設備工業所

（株）東栄商事

（株）幸陽サブコン

個　

人

１位

２位

３位

大宮支部

水戸支部

土浦支部

団　

体
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　本年度の水戸支部は１社入会、２社退会にて会員数45社にて活動しております。

　まずは、7月初旬に支部総会を開催して、協会本部の現状、そして今後の方針等について説明させて

いただきました。終了後には18名で盃を交わし、懇親も深められたかと感じております。

　また、チャリティーを兼ねた協会の会員親睦ゴルフにも10社精鋭14名の参加で支部優勝を目指しま

したが、準優勝の結果でした。次回にリベンジです。

　これから後半戦、支部を超えた交流会なども企画して、活動を盛り上げて行きたいと考えておりま

す。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

　

　潮来支部は、関連業者50社の大きな組織の支部であり、特

に会員間の連携、情報交換の進む中、地域の豊かな水環境の

保全を目的とし努力を注いでいる今日です。

　支部活動も、鹿行総合事務所環境保全課の課長による講習

会及び親睦ゴルフコンペ大会、新春の支部の新年会等、支部

会員の理解ある参加により実施いたしました。また、今年度

から本部において実施されたチャリティー会員親睦ゴルフコ

ンペ大会にも11名の参加で4位の成績を納め、大いに盛り上

がり楽しい大会となりました。

支 部 活 動支 部 活 動

◆水戸支部…………………………………………………………………… (支部長) 成　田　浩　明

◆潮来支部…………………………………………………………………… (支部長) 須賀田　一　郎

平成20年4月21日(月)　 出席者10名

　議題　①平成20年支部総会について　②環境税、浄化槽概要の説明依頼について

平成20年8月4日(月)　　出席者9名

　議題　①親睦ゴルフ大会の参加者募集について　②本部親睦ゴルフ大会の参加者募集について

【支部役員会】

平成20年6月6日(金)　　出席会員28名

　議案　平成19年度事業報告　平成19年度収支報告　平成20年度事業計画  平成20年度収支予算

【平成20年支部総会】

平成20年6月6日(金)    出席会員28名

　議題　森林環境税について　　浄化槽の概要について

　講師　茨城県鹿行地方総合事務所　環境保全課　佐藤様

【浄化槽等説明会】

平成20年9月4日(木)  　出席者16名 全浄連ニュース、水環境いばらき配布

【会員親睦ゴルフ大会】 【その他】
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　入口の段階から浄化槽管理者への啓発を行う必要があり、未管理浄化槽の解消に向けた取り組みは基より、

官民挙げて前納制を堅持していくこと及び7条検査から11条検査への完全な移行を進める必要がある。

　浄化槽の適正使用に対する啓発活動については、浄化槽に携わる全ての者が繰り返し行う必要があり、そ

れには、行政、検査機関及び関係業界の連携強化が不可欠である。

　また、新11条検査については、この検査制度に対する信頼性の確保が重要なことから、嘱託採水員は指

定検査機関の嘱託職員としての身分で検査業務の一端を担っていることを一層自覚するとともに、公正な検

査が行われるよう講習会等の充実を図っていく必要がある。

　19年度は7条検査における不適正率が、前年度に引き続き、僅かではあるが上昇した。　

(25.9%(H17)→26.8%（H18)→27.6%（H19)）これは、不適正と判定されたチェック項目のうち最も

多い「保守点検の未実施」の件数が上昇(率にして20.4%→21.0%)したことが影響しており、いまだ維持

管理の必要性が浄化槽管理者に十分理解されていないことを示している。今後、行政及び関係業界が一体と

なって、浄化槽の正しい使い方が水環境保全に寄与することなど管理者の理解促進を一層進めることが必

要である。

　19年度の7条検査の実施基数は、計画基数6,200基に対して6,018基とほぼ計画通り行うことができた

が、前年度実績の7,190基と比較すると16.3%減少した。この背景には設置届出数の減少(7,309件→

6,234件)もあるが、検査員が15年度に導入した新11条検査の5年目検査への対応に追われたことによる。　

　11条検査については、従来方式と新11条方式の計42,600基を計画し、それを上回る43,324基を実施

することができた。うち、従来方式検査については、新11条の5年目の検査も含め、前年度の14,484基に

対して54.4%増の22,367基を実施している。これは、検査員の頑張りによるものである。

　また、新11条検査については、計画基数19,100基より9.7%増の20,957基実施できたが、前年度の

25,088基からは16.5%減少した。これは、新11条検査導入初年度にあたる15年度の検査分が5年目検査

として検査員が直接行う従来方式の検査に回ったためである。
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平成20年度（社）茨城県水質保全協会支部長名簿平成20年度（社）茨城県水質保全協会支部長名簿
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担　当　課 T　E　L F　A　X

担　当　課市 町 村 名 T　E　L F　A　X

○県

○市町村

行政機関の浄化槽担当課�行政機関の浄化槽担当課�

生活環境部廃棄物対策課
県北地方総合事務所環境保全課
鹿行地方総合事務所環境保全課
県南地方総合事務所環境保全課
県西地方総合事務所環境保全課

水戸市
日立市
常陸太田市
高萩市
北茨城市
笠間市
ひたちなか市
茨城町
小美玉市
城里町
大洗町
東海村
那珂市
常陸大宮市
大子町
鉾田市
鹿嶋市
神栖市
行方市
潮来市
土浦市
石岡市
龍ヶ崎市
取手市
牛久市
つくば市
稲敷市
美浦村
阿見町
河内町
かすみがうら市
つくばみらい市
守谷市
利根町
古河市
筑西市
結城市
下妻市
常総市
坂東市
桜川市
八千代町
五霞町
境町

衛生管理課
環境衛生課
下水道課
環境衛生課
生活環境課
下水道課
環境保全課
下水道課
下水道課
下水道課
生活環境課
環境政策課
下水道課
下水道課
生活環境課
下水道課
環境課
廃棄物対策課
下水道課
下水道課
環境衛生課
下水道課
下水道課
環境対策課
生活排水課
環境課
生活環境課
生活環境課
環境課
都市整備課
下水道課
下水道課
生活環境課
都市建設課
生活環境課
下水道業務課
生活環境課
生活環境課
下水道課
生活環境課
下水道課
上下水道課
上下水道課
下水道課

029-301-3020
029-221-3843
0291-33-6057
029-822-7048
0296-24-9134

029-301-3039
029-228-1725
0291-33-5638
029-822-7048
0296-24-2254

029-232-9160
0294-22-3111
0294-72-3111（内 518）
0293-23-7031
0293-43-1111（内 353）
0296-78-0851
029-273-0111（内 6212）
029-240-7127
0299-48-1111（内線 2125）
029-288-7377
029-267-5111（内 244）
029-282-1711（内 1452）
029-298-1111
0295-53-7250
0295-72-1193
0291-33-2111
0299-82-2911（内 352）
0299-90-1530
0299-55-0111（234）
0299-63-1111（内 325）
029-826-3331
0299-23-1111
0297-64-1111（内 458）
0297-74-2141
029-873-2111（内 2532）
029-836-1111（内 8245）
029-892-2000（内 4400）
029-885-0340（内 214.215）
029-888-1111
0297-84-2361
029-897-1111
0297-52-3939
0297-45-1111
0297-68-2211
0280-76-1511
0296-22-0503
0296-34-0370
0296-43-2111
0297-30-6203
0297-35-2121
0296-58-5111
0296-48-2238
0280-84-3000
0280-81-1313

029-224-1357
0294-24-5302
0294-72-1530
0293-22-0106
0293-43-1108
0296-78-0854
029-275-6771
029-292-6759
0299-58-4526
029-240-6006
029-266-3577
029-287-0479
029-296-1942
0295-52-0256
0295-72-1532
0291-32-4443
0299-84-7759
0299-90-1031
0299-55-4522
0299-63-1136
029-822-9252
0299-22-6070
0297-60-1588
0297-73-2399
029-871-1956
029-876-2069
029-894-2911
029-885-4953
029-887-9560
0297-84-2362
029-897-0961
0297-52-3996
0297-45-6527
0297-68-8300
0280-76-1516
0296-25-2916
0296-33-1941
0296-44-7833
0297-22-0088
0297-35-2140
0296-54-1957
0296-48-3064
0280-84-0828
0280-86-7800
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北　

地　

区

県　
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地　

区

県　

西　

地　

区

鹿　
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地　
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