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協会だより
令和元年度浄化槽清掃講習会を実施
久川和彦調査役

槽内の担体の動き方を実験室で撮影
した映像も流れ、普段実際に作業をし
ている受講者も、新しい発見等もあっ
たようで熱心に受講され、質問も活発
に出されていました。
受講後には、参加者全員に受講証が
手渡され 1 日間の予定が終了しました。
当協会ではこの講習会が皆様の日
常業務の一助になればと考えており
ます。また、現在各市町村において浄
化槽清掃業の許可更新の際に、浄化槽
清掃技術者講習会の終了証の添付が
求められておりますが、それ以外にも
当講習のような任意の講習会の終了
証を添付することにより、清掃技術の

らはじまり、お昼休憩を１時間挟んで

向上のために真摯に取り組んでいる

１６時１５分に終了しました。

姿勢を示すことも出来ると考えてお

講義内容は、清掃実務に 4 時間、技

りますので、許可更新の際には、当講

術的な動向と小容量型浄化槽の概要

習会の終了証も添付して提出される

に 1 時間、情報の共有と維持管理に 30

ことをお勧めいたします。

分の合計５
時間 30 分を
かけて行わ
れ、サンプル
９月７日（土）水戸京成ホテルにて、

日講習会ではなく、公益財団法人 日

として、株式

令和元年度の浄化槽清掃に関する講

本環境整備教育センターの「コンパク

会社日立ハ

習会を実施いたしました。

ト型浄化槽の清掃実務に関する講習

ウステック

会」
を 1 日間の日程で実施致しました。

の KGR２型、

今回の講習会は、(公財)日本環境整

フジクリー

備教育センターのホームページでも

ン工業株式

告知されていたこともあり、多くの参

会 社 の CS

加者が集まり、参加総数 80 名、内訳

型、ニッコー

として、県内会員企業から 25 社 74 名、

株式会社の

県内非会員企業から 1 社 1 名、その他

NSR 型、株式

県外からも、福井県から 1 社 3 名、福

会社クボタ

島県から 1 社 1 名、栃木県から 1 社 1

HY 型の浄化

名となり、昨今のコンパクトタイプ浄

槽について

化槽の清掃に対する関心の高さがう

の内容を中

かがえました。

心として行

毎年恒例となっている当講習会で
すが、今回は浄化槽メーカーによる半
池田副理事長によるオリエンテーション

講習会は 9 時 30 分に始まり、池田

われ、途中、

副理事長の進行により当日の予定等

スクリーン

のオリエンテーションがあった後、

を利用した

(公財)日本環境整備教育センターの久

現場作業の

川和彦調査役の講義が９時４５分か

映像や浄化
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協会だより
今後も様々な講習等を通じて会員
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災害ごみの運搬等を行っており、また、 ①

８月２４日開催の２０１９夏祭

企業及び従業員のスキル向上を目指

停電時には下水道等のポンプ施設が

してまいりますので、ご協力のほどを

停止してしまったことを受けて、会員

事務局より当日の様子について報

お願いします。

企業が吸引車による汚泥運搬など災

告がありました。霞ヶ浦 ECO フェス

を作成しなければならない。ただし、

害復旧活動を行ったとのことです。

ティバルの様子は協会だより９月号

法第十条第三項 の規定により保守点

に詳しく掲載してあります。

検又は清掃を委託した場合には、当該

②

委託を受けた者（以下この条において

県庁において浄化槽関連の展示を行
いました

今後も今までにない猛烈な台風の
襲来も予想される中で、当協会といた

りについて

条２項

しましても、茨城県との協議を継続し、
10 月 1 日の浄化槽の日に合わせた

震災なども対応できるような災害協

展示を県庁 2 階ホールにて行いました。 定の締結に向けて活動を行ってまい
通常、浄化槽のミニチュアモデルも
展示を行うのですが、今年は茨城国体

りますので、その際には会員の皆様の

９月７日の講習会について

規定による保守点検又は清掃の記録

９月７日に開催した講習会の参加

「受託者」という。
）は、保守点検又は

人数等の報告が事務局より行われま

清掃の記録を作成し、浄化槽管理者に

した。

交付しなければならない。

③

ご協力をお願いいたします。

の関係で展示スペースが狭くなって

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の

表彰関係について
茨城県不法投棄防止功労者表彰に

浄化槽法第７条及び第１１条に基づ

（株）スズキ 鈴木房二様、環境保全

く浄化槽の水質に関する検査の項目、

いたため、パネル展示及び清掃啓もう

９度定例役員会の開催

功労者表彰に小沼信義理事、地球にや

方法その他必要な事項について（平成

チラシの配布にとどまりました。

９月１８日（水）午前１０時より水戸

さしい企業表彰

７年６月２０日厚生省生活衛生局水

環境パートナーシ

市平須町の協会事務局におい

ップ部門に(有)クロサワクリーンサー

道環境部長通知）

て９月度の定例役員会を開催

ビスを当協会として推薦しました。

法第１１条に基づく浄化槽の水質に

いたしましたので、当日の議事

④

関する検査の項目

内容等についてご報告いたし

会の動向及び論点・検討事項に対すい

(中略)

ます。

る意見について

(三) 書類検査

浄化槽リノベーション推進検討

環境省設置の浄化槽リノベーショ
出席理事

ン推進検討会に対するアンケート依

記録、前回の検査の記録等を参考とし、

長塚・池田・岡島副理事長・

頼が(一社)日本環境保全協会からあり

保守点検及び清掃が適正に実施され

早川・佐野・犬塚・山村・樋口

ました。理事会にてアンケートへの回

ているか否かについて検査を実施す

理事（理事１５名中 8 名出席）

答を検討し回答しました。

ること。

露崎・佐藤監事

現在、浄化槽法の改正に伴い様々な
ことが話し合われています。浄化槽リ
ノベーション推進検討会での提言な

欠席となり、長塚副理事長が代

どがまとまりましたら、
「協会だより」

理で議長を務めました。

でも発信していきたいと思っていま

ては、蜂やアブと

す。

いった昆虫による

①

不法投棄監視パトロール

活動について
水戸市の担当者と打合せをし、
※ミニ知識

日程が１１月１６日（土）８時３０分

浄化槽の日

集合と決定し、当日行う道路清掃の場

以上の内容で定例役員会を開催い
たしました。

毎年この日には全国で浄化槽大会
など記念行事が行われています。

ってもミツバチか
らスズメバチまで

清掃記録票を記載していますか？

その被害の程度も
様々ですが、小型

当協会では以前より「清掃記録票」

のミツバチであっ

の記載についてお願いをしてまいり

てもアナフィラキ

方面となりました。

ましたが、皆様の努力もあり、茨城県

シーショックで命

パトロールのコースについては、水

の指定検査機関である(公社)茨城県水

を落とす可能性は否定できません。

戸市及び協会で検討中です。会員の皆

質保全協会による 11 条検査の際の清

特に浄化槽や一般便槽が設置され

様の参加を宜しくお願いします。

掃記録票確認率も上昇しつつあるよ

ている場所は、家屋の裏手にあること

②

うに聞き及んでおります。

が多く、周りには樹木等もあり、巣も

協会だよりについて
協会だより９月号の内容について

しかしながら、それでもなお清掃記

千葉県における台風１５号の影響に

広報委員会より提案があり承認され

録票が確認できなかった浄化槽があ

ついて

ました。県内全ての市町村、県の関係

るのもまた事実のようです。

９月９日に千葉県に上陸し、県内で

られます。蜂と言

所については市役所から水戸駅南口

和６２年に当時の建設省、厚生省、環
境庁が共同で制定しました。

夏から秋にかけ

被害が多く見受け

池田副理事長と山村理事で

が全面施行されたことを記念して、昭

害虫に注意

当日は秋山理事長が所用の為

協議事項

昭和６０年１０月１日に浄化槽法

保存されている保守点検及び清掃の

多く見受けられます。
当協会では作業員がそのような被
害にあわないように、今年も不二商会

機関に無料配布しています。もし、ご

会員企業においては法令順守の観

様と協力して、
「フマキラー ハチ・ア

希望の関係者の方がありましたら当

点からも１００％記載をいただいて

ブウルトラジェット ５５０ｍｌ」を

も鹿行地方を中心に停電などの被害

協会までご連絡下さい。

いることと思いますが、今一度清掃作

特別価格でご提供させていただいて

をもたらした台風１５号によって、報

③

業従事者の皆さんへの正しい記載徹

おります。価格はひと箱２０本入りで

底をお願いいたします。

１１，０００円（税別 １本あたり５

協会ホームページについて

道等でもご存じのとおり千葉県では

協会だより９月号でもお知らせし

家屋の倒壊や長期にわたる停電が発

た協会の組織図をホームページにも

また、協会においても今後の課題と

５０円）とかなりのお買い得となって

生し、市民生活に多大なる影響がもた

掲載することとしました。掲載の仕方

して、各市町村と連絡を取り、協会未

おりますので、購入ご希望の方は事務

らされました。

については、来月以降の役員会にて引

加入清掃業者への記載指導等を考え

局までご連絡をお願いいたします。

き続き協議していきます。

てまいります。

ご使用になる際には、説明書きをよ

【根拠法令等】

く読み、風向きや周辺環境へ配慮し、

(一社)千葉県環境保全センターによ
ると現在でも被災地区である南房総
市や館山市において、会員企業による

報告事項

環境省関係浄化槽法施行規則

第５

安全第一でお願いします。
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