
報告事項１ 

２０１９年度事業報告 

２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日 

１ 概要

 当協会は、昭和５４年３月に社団法人として許可を受け、また、公益法人制度改革３法に基づき、平

成２４年４月１日に「公益社団法人北海道浄化槽協会」として設立登記し、浄化槽の法定検査及び普及

啓発活動を公益目的事業として北海道の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的と

する団体として事業を行っている。

 法定検査事業では、検査体制の充実を図るとともに、受検率の向上や適正な維持管理の確保に努め、

また、啓発事業では、道内の小中学生から応募のあった絵画作品を活用したポスター・クリアファイル

の作成・掲示などを通じて、浄化槽の普及啓発を図っている。

 その他、浄化槽関係者の養成や技術向上を目的とし、日本環境整備教育センターが主催する各種講習

の北海道開催を受付機関として協力するとともに、浄化槽技術者対象の講習会の開催や地域会員の従業

員の技術交流を図るための「地域会員参加事業」を毎年実施している。

 また、当協会の運営に必要な各委員会の開催及び関係団体等との連携・参画などに務めている。

 ２０１９年度は、昨年度以前に引き続き環境省が実施する「省エネ型浄化槽システム導入推進事業」

について、執行団体となった（一社）全国浄化槽団体連合会に協力して説明会の開催などを実施した。

また、浄化槽管理士を養成するための浄化槽管理士講習の北海道会場開催に、受付機関として協力した。

しかし、毎年３月に開催していた「浄化槽施工・維持管理技術者講習会」は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため中止した。

２ 主な事業

（１）公益目的事業（水環境保全事業）

 ア 浄化槽法第７条（設置後等の水質検査）及び第１１条（定期検査）に基づく検査事業

 （ア）検査実施基数

     実施基数合計  ５６，６３９基

     （７条検査 １，５１２基 １１条検査 ５５，１２７基）

 （イ）検査体制の整備

     班体制 ４２班

 （ウ）検査結果

適 正 おおむね適正 不 適 正 合 計

７条検査 1,040 68.8% 277 18.3% 195 12.9% 1,512 
１１条検査 39,574 71.8% 11,057 20.1% 4,496 8.1% 55,127 
合計 40,614 71.7% 11,334 20.0% 4,691 8.3% 56,639 

 （エ）法定検査結果に係る対応

法令に基づき法定検査の結果を行政（市町村又は（総合）振興局）に報告した。併せて未受検者

等についても報告した。



（オ）法定検査受検に関する啓発

リーフレット「浄化槽を安心して使用するために」「美しい水環境を未来につなぐ浄化槽」「浄化

槽の適正な管理」等配布した。

浄化槽検査結果書等、関係書類保管用のクリアファイルを作成した。

 イ 普及啓発事業

 （ア）浄化槽に関する道民啓発

・ 啓発用ポスターの募集

道内在住の小中学生から、２８作品の応募があり審査の結果、金賞１点、銀賞３点、佳作９

点を選考した。

・ 啓発用標語の募集

４作品の応募があり、金賞１点を選考した。

・ 啓発用ポスターの作成

応募のあったポスター及び標語のうち、受賞作品を活用した浄化槽啓発用ポスターを    

２，１００枚作成し、道内の関係機関、企業等に広く配布し、掲示を依頼した（全浄連の水環

境保全助成事業）。

・ 啓発用クリアファイルの作成

ポスター及び標語の受賞作品を印刷した啓発用クリアファイルを３，０００枚作成し、道内

の関係機関、企業及び浄化槽管理者等に配布した（一部、全浄連の水環境保全助成事業）。

・ パネル展

当協会が作成した啓発用パネルを展示した行事は次のとおり。

月日 内容 場所

2019年
6月17~18日

環境月間パネル展

 主催：北海道

北海道庁１階

道民ホール

9月6～10日 下水道パネル展

 主催：北海道

北海道庁１階

道民ホール

10月2～3日 循環型社会形成推進パネル展

主催：北海道、廃棄物処理団体懇話会

北海道庁１階

道民ホール

10月29 
～30日

浄化槽ポスター・標語展

主催：北海道、北海道浄化槽協会

北海道庁1階
道民ホール

・ ウェブサイトを活用した情報提供

公開資料や参考資料を掲載し、また、随時更新している。

 （イ）環境教育（浄化槽学習）

小学校に訪問し、浄化槽の見学とその微生物を観察することにより、水の大切さと水処理のしく

みを学習する環境教育を行った。

月日 学校 対象

2019年
7月11日 富良野市立麓郷小学校 3～4年生（10名）
8月27日 羅臼町立春松小学校 4年生（15名）
9月13日 ニセコ町立近藤小学校 3～4年生（6名）
9月18日 幌延町立問寒別小中学校 3～4年生（3名）



（ウ）交付金等を活用した浄化槽整備事業の促進

北海道や市町村が主催する説明会等に事務局職員が出席し、法定検査事務等説明した。

・ 浄化槽整備事業等に関する説明会（かでる２・７）。

・ 個別排水処理施設整備事業担当者会議（遠軽町役場）。

（エ）浄化槽の適正管理に関する助言及び啓発資材の提供

・ 適正な維持管理啓発用のクリアファイル作成。

・ 電話等による助言、説明対応。

（オ）機能保証制度

   ・ 登録件数５３９件（会員１８３件、会員外３５６件）

（２）収益事業等

 ア 各種講習会及び物品販売等に関する事業

（ア）講習会

３年ぶりの北海道開催となる「浄化槽管理士講習」については、公益財団法人日本環境整備教育

センターが実施するもので、浄化槽管理士の資格取得・技術者の養成のため、地元の受付機関とし

て講習開催事務を行った。

なお、浄化槽業界関係者を対象とした講習会として、当協会独自事業である「浄化槽施工・維持

管理技術者講習会」を予定したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止した。

   ・ 浄化槽管理士講習

     〔日 時〕２０２０年１月２０日（月）～２月１日（土）

     〔場 所〕ＴＫＰ札幌カンファレンスセンター

    〔主 催〕公益財団法人日本環境整備教育センター

     〔受講者〕９７名

     〔内 容〕浄化槽法第４５条第１項第二号に規定する講習

（イ）斡旋物資の販売提供

・ 設置届出書（一式・変更）

・ 保守点検記録票（単独用・合併５～５０人槽用・合併５１人槽以上用）

・ 清掃記録票

・ 業登録・届出等関係書類（保守点検業の登録・更新・変更等）

・ その他図書印刷物（浄化槽必携、関連図書、掲示用標識、パンフレット等）

（ウ）事務受託

    一般社団法人全国浄化槽団体連合会が執行団体となった「省エネ型浄化槽システム導入推進事業」

について、説明会の開催（道内１３会場）及び申請書受付等の業務を行った。

イ 会員相互の扶助事業 

（ア）会員や行政機関との情報の共有化及びニーズ等の把握

・ 情報提供

９回（詳細は、別掲）

・ アンケート調査等

３回（詳細は、別掲）



（イ）地域会員参加事業

地域会員の従業員が多数協会事業に参加できるように企画し、本年度は富良野市と帯広市で行っ

た。

   ・ 富良野会場

     〔日 時〕２０１９年８月２２日（木）

     〔場 所〕富良野文化会館

     〔参加者〕２２名出席

     〔内 容〕「検査結果から見た浄化槽の状況・浄化槽法一部改正等」

講師 公益社団法人北海道浄化槽協会 検査部長 松本 貴之

「浄化槽工事・保守点検における対応策」

講師 水処理ドクター社 鈴木 弘様

グループ討論

   ・ 帯広会場 

     〔日 時〕２０１９年８月２３日（金）

     〔場 所〕帯広の森コミュニティセンター

     〔参加者〕７名出席

     〔内 容〕前日の富良野会場と同じ

 （ウ）永年勤続等功労者の表彰

第８回社員総会（２０１９年６月１４日）において、次の者を表彰した。

・ 永年勤続者表彰

勤続１５年 佐藤 正憲様（株式会社カンキョウ）    

・ 協会役員感謝状

株式会社クレエ 代表取締役 阿部 満様

・ 機能保証制度感謝状

株式会社畑中設備工業 代表取締役 畑中 孝允様



事業の内容

（２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日）

（１）会議関係

 ア 総会・監査・理事会

区分 年月日 内容
社員総会 2019年

6月14日 第８回社員総会
〔場  所〕 センチュリーロイヤルホテル
〔出 席 者〕 出席168名（委任125名含む）
〔報  告〕 平成30年度事業報告
〔議  題〕 ・平成30年度決算

監査 2019年
5月20日 定期監査

〔場  所〕 協会会議室
〔出 席 者〕 監事2名

11月18日 中間監査
〔場  所〕 協会会議室
〔出 席 者〕 監事2名

理事会 2019年
5月23日 第１回定例理事会

〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 理事12名 監事2名
〔議  題〕 ・第 8回社員総会について（平成 30年度事業報告・決

算報告・監査報告・2019年度活動スローガン） 
       ・表彰規程の一部改正について
       ・人事案件審査会設置規程の制定
       ・会員の入会について
       ・業務執行理事の報告

5月23日 第１回臨時理事会（みなし決議）
〔議  題〕 ・公益事業運営委員会及び検査委員会の委員選任につい
        て

9月25日 第２回臨時理事会（みなし決議）
〔議  題〕 ・正会員の入会について

11月29日 第２回定例理事会
〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 理事12名 監事2名
〔議  題〕 ・2019年度事業及び収支中間報告について

2020年
2月17日 第３回臨時理事会（みなし決議）

〔議  題〕 ・65歳以上の嘱託職員の雇用の承認について
3月23日 第３回定例理事会（みなし決議）

〔議  題〕 ・2020年度事業計画及び収支予算について
       ・特定費用準備資金等の対応について
       ・資金計画について

イ 専門委員会等（公益事業運営委員会・保証制度審査委員会・三役会含む）

区分 年月日 内容
三役会 2019年 

11月29日 第１回三役会 
〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 会長 副会長2名 専務理事 常務理事
〔主な議題〕 ・今後の協会運営について



12月12日 第２回三役会 
〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 会長 副会長2名 専務理事 常務理事
〔主な議題〕 ・今後の協会運営について     

2020年
1月8日 第３回三役会

〔場  所〕 TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前
〔出 席 者〕 会長 副会長1名 専務理事 常務理事
〔主な議題〕 ・今後の協会運営について

3月11日 第４回三役会 
〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 会長 副会長1名 専務理事、常務理事
〔主な議題〕 ・2019年度事業及び決算見込みについて

・2019年度特定費用準備資金等の対応について
・2020 年度事業計画案及び収支予算案の主なものにつ
いて
・協会事務局組織について
・社員総会・理事会の日程調整について

公益事業運営
委員会

2020年
2月18日 公益事業運営委員会

〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 会長 委員8名 専務理事、常務理事、事務局職員
〔主な議題〕 ・平成３０年度公益事業の実施状況報告及び2019年度

事業中間報告について
       ・浄化槽法一部改正及び令和2年度環境省浄化槽関係予

算について
       ・省エネ型浄化槽システム導入推進事業等について

財政委員会 2019年
5月8日 財政委員会正副委員長打合せ    

〔場  所〕 協会会議室
〔出 席 者〕 委員2名
〔主な議題〕 ・平成３０年度決算書に係る事前打合せについて

5月23日 第１回財政委員会     
〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 委員7名
〔主な議題〕 ・平成３０年度事業報告及び決算報告について
       ・表彰規程の改正について
       ・人事案件審査会設置規程の制定について

7月 5日 第２回財政委員会
〔場  所〕 TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前
〔出 席 者〕 委員7名
〔主な議題〕 ・BOD測定装置に係る対応について

11月5日 財政委員会正副委員長打合せ    
〔場  所〕 協会会議室
〔出 席 者〕 委員2名
〔主な議題〕 ・2019年度中間報告について

11月29日 第３回財政委員会
〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 委員7名
〔主な議題〕 ・2019年度事業及び収支中間報告について

2020年
2月19日 財政委員会正副委員長打合せ    

〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 委員2名
〔主な議題〕 ・2019年度決算見込みについて
       ・2020 年度事業計画（素案）及び収支予算（素案）に

ついて



3月11日 第４回財政委員会（書面開催）
〔出 席 者〕 委員7名
〔主な議題〕 ・公益法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入

検査の結果について
・2019年度決算見込みについて

       ・特定費用準備資金等の対応について
       ・2019年度資金計画に係る取扱について
       ・2020年度事業計画（案）及び収支予算（案）につい
        て
       ・2020年度資金計画に係る取扱いについて

事業委員会 2019年 
5月22日 第１回事業委員会 

〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・平成３０年度事業報告について
       ・2019年度事業について（普及啓発ポスター、環境

教育、地域会員参加事業他）
11月28日 第２回事業委員会 

〔場  所〕 TKPガーデンシティ札幌駅前
〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・2019年度事業中間報告について
       ・浄化槽施工・維持管理技術者講習について
       ・浄化槽法改正に係る協会事業について

2020年
3月11日 第３回事業委員会（書面開催） 

〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・2020年度事業計画（案）及び収支予算（案）につい
        て
       ・浄化槽法一部改正に伴う協会事業について

検査委員会 2019年
5月22日 第１回検査委員会  

〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 委員7名
〔主な議題〕 ・平成３０年度事業報告及び決算報告について
       ・BOD測定機器の対応について

11月28日 第２回検査委員会  
〔場  所〕 TKPガーデンシティ札幌駅前
〔出 席 者〕 委員7名
〔主な議題〕 ・2019年度事業中間報告について
       ・検査手数料に係る説明資料について

2020年
2月19日 第３回検査委員会  

〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 委員7名
〔主な議題〕 ・2020年度事業計画（案）について
       ・今後の検査体制について
       ・浄化槽法改正に係る検査業務の整理について
       ・検査依頼書（7条・11条）について

保証制度審査
委員会

2019年 
5月23日 第１回北海道地方保証制度審査委員会

〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・平成30年度事業報告及び決算報告について
       ・第8回社員総会における表彰対象について



11月29日 第２回北海道地方保証制度審査委員会
〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 委員7名
〔主な議題〕 ・全浄連機能保証制度委員会の動向について

・2019年度事業及び収支中間報告について
・北海道保証制度に係る対応について

2020年 
3月11日 第３回北海道地方保証制度審査委員会（書面開催）

〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・2020年度事業計画（案）及び収支予算（案）につ

いて
       ・北海道保証制度に係る対応について

表彰選考委員
会

2019年 
5月23日 表彰選考委員会

〔場  所〕 ANAクラウンプラザホテル札幌
〔出 席 者〕 委員6名
〔主な議題〕 ・全浄連功労者顕彰等について（報告）
       ・北浄協（永年勤続者）表彰について

・北浄協（協会役員）表彰について
       ・北浄協（職員勤続）表彰について
       ・機能保証制度表彰について

（２）協会行事

 ア 講習会・地域会員参加事業・研修会等

区分 年月日 内容
講習会 2020年

1月20日
～2月1日

浄化槽管理士講習
（内容は別掲）

3月6日 浄化槽施工・維持管理技術者講習会（中止）

地域会員参加
事業

2019年 
8月22日

8月23日

旭川地区地域会員参加事業
 富良野会場 富良野文化会館 22名出席
帯広地区地域会員参加事業
 帯広会場 帯広の森コミュニティセンター 7名出席

イ 普及啓発・情報発信・その他協会業務等

区分 年月日 内容
普及啓発 2019年

6月17日
～18日

環境月間パネル展（道庁道民ホール 北海道主催）

7月11日 浄化槽学習（環境教育）
〔場 所 等〕 富良野市立麓郷小学校 3～4年生（10名）
〔講  師〕 髙橋理事、専務理事、事務局職員
〔内  容〕 水のお話、浄化槽見学、微生物観察

8月27日 浄化槽学習（環境教育）
〔場 所 等〕 羅臼町立春松小学校 4年生（15名）
〔講  師〕 梅澤事業委員長、事務局職員
〔内  容〕 水のお話、浄化槽見学、微生物観察

9月6日
～10日

下水道パネル展（道庁道民ホール 北海道主催）

9月13日 浄化槽学習（環境教育）
〔場 所 等〕 ニセコ町立近藤小学校 3～4年生（6名）
〔講  師〕 梅澤事業委員長、事務局職員
〔内  容〕 水のお話、浄化槽見学、微生物観察



9月18日 浄化槽学習（環境教育）
〔場 所 等〕 幌延町立問寒別小中学校 3～4年生（3名）
〔講  師〕 石山副委員長、事務局職員
〔内  容〕 水のお話、浄化槽見学、微生物観察

10月2日
～3日

循環型社会形成推進パネル展（道庁道民ホール 北海道主催）

10月21日 浄化槽整備事業等に関する説明会（かでる2・7 専務理事、事務局職
員出席説明）

10月29日
～30日

2019年度浄化槽ポスター・標語展（道庁道民ホール 協会主催）

11月20日
～21日

個別排水処理施設整備事業担当者会議（遠軽町役場 事務局職員出席
説明）

情報発信 2019年
4月1日 会員状況調査

5月30日 全浄連ニュース第162号の配布
8月30日 会員名簿、全浄連ニュース第163号、全浄連「浄化槽の日ポスター」

の配布

9月27日 浄化槽管理士講習の北海道開催について

11月11日 会報第86号、浄化槽ポスター・クリアファイルの配布
2020年

2月3日 全浄連ニュース第164号、165号の配布
浄化槽施工・維持管理技術者講習会の開催について

2月21日 新型コロナウイルス感染症について

3月16日 セーフティネット保証5号の指定について（お知らせ）
3月31日 2020年度事業計画書及び収支予算書

会員状況調査

浄化槽資格関係の講習・試験実施案内（予定）

会長表彰対象者の推薦について

「改正浄化槽法（第４版）の斡旋販売について

セーフティネット保証５号の指定について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の

対象事業主の範囲の拡大について
アンケート 2019年

8月22日 調査対象：旭川地区富良野会場 地域会員参加事業出席者
8月23日 調査対象：帯広地区帯広会場 地域会員参加事業出席者
9月30日 浄化槽設備士講習（2020年度）受講希望アンケート

会長協会用務 2019年
4月10日、5月15日
6月21日、7月31日
10月17日、12月17日

2020年
2月27日

協会業務に係る打合せ、事務決裁及び会議出席等

機能保証関係 2019年

所長会議他 2019年
5月7日 第１回検査事務所長会議（web 会議 所長出席）

6月14日 第２回検査事務所長会議（センチュリーロイヤルホテル 所長出席）
8月16日 第３回検査事務所長会議（web会議 所長出席）

10月21日 第４回検査事務所長会議（web会議 所長出席）
12月23日
～24日 第５回検査事務所長会議（協会会議室 所長出席）

2020年
3月26日
～27日

第６回検査事務所長会議（協会会議室 所長出席）



（３）関係団体や関係機関との連携等

 ア 会議

区分 年月日 内容
全国浄化槽
団体連合会
関係
（総会・常任
理事会・委
員会等）

2019年
4月10日 第１回機能保証制度委員会

（テレビ会議：協会会議室 薄井副会長出席）
1．保証範囲の拡大について
2．機能保証制度の今後の在り方について

4月24日 第１回事業・組織広報委員会
（テレビ会議室：協会会議室 梅澤理事出席）
第２６回理事会に付議すべき議案について
1．平成３０年度事業報告（案）について
2． 2019年度全浄連スローガン（案）について
3．第７回定時総会決議（案）について

4月25日 第１回総務・企画委員会
（テレビ会議：協会会議室 会長出席）
第２６回理事会に付議すべき議案について
1. 平成３０年度事業報告（案）について
2. 平成３０年度収支決算（案）について
3. 平成３０年度公益目的支出計画実施報告書（案）について
4. 2019年度全浄連スローガン（案）について
5. 第７回定時総会決議（案）について

5月10日 第１回正副会長会
（全浄連会議室 会長出席）
第２６回理事会に付議すべき議案について
1．平成３０年度事業報告（案）について
2．平成３０年度収支決算（案）について
3．平成３０年度公益目的支出計画実施報告書（案）について
4． 2019年度全浄連スローガン（案）について
5．第７回定時総会決議（案）について
6. 浄化槽法の一部を改正する法律案について

5月10日 第１回功労者顕彰委員会
（全浄連会議室 会長出席）

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

5月22日 第２６回理事会
（ホテルグランドヒル市ヶ谷 会長出席）

1. 平成３０年度事業報告（案）について
2. 平成３０年度収支決算（案）について
3. 平成３０年度公益目的支出計画実施報告書（案）について
4. 2019年度全浄連スローガン（案）について
5. 第７回定時総会決議（案）について
6. 浄化槽法一部改正の施行にあたっての要望（案）
7. 「第７回定時総会の日時・場所・目的たる事項」について

6月13日 第２回機能保証制度委員会
（テレビ会議 欠席）

1. 委員会設置規程の改正について
6月19日 第２回総務・企画委員会

（テレビ会議：協会会議室 会長出席）
1. 定款の改正について
2. 委員会設置規程の改正について
3. 専門部会から委員会への格上げについて
4. 事業・組織広報委員会活動内容の見直しについて

6月26日 第２回正副会長会
（ホテルグランドヒル市ヶ谷 会長出席）

1. 第７回定時総会のスケジュールと運営について
2. 改正浄化槽法推進検討特別委員会ワーキンググループについて



6月26日 第７回定時総会
（ホテルグランドヒル市ヶ谷 会長、専務理事、髙橋理事出席）

1. 平成３０年度事業報告及び収支決算について
2. 役員（理事）の補欠選任
3. 2019年度全浄連スローガン（案）について
4. 第７回定時総会決議（案）について

6月26日 第２７回理事会
（ホテルグランドヒル市ヶ谷 会長出席）

1. 副会長の選定について
2. 評議員の推薦について
3. 改正浄化槽法推進検討特別委員会ワーキンググループの設置
について

7月11日 浄化槽中央連絡協議会 理事会・定期総会
（主婦会館プラザエフ 会長出席）

7月26日 第３回正副会長会
（テレビ会議 会長欠席）

1. 委員会・部会について
2. 全浄連要望書案について
3. 水環境保全助成事業について

8月21日 第３回機能保証制度委員会
（テレビ会議 欠席）

1. 近畿ブロック協議会からの提案について
2. 委員会設置規程の改正について
3. 保証範囲の拡大について

9月13日 第２８回理事会
（ホテルグランドヒル市ヶ谷 会長出席）

1. 2020年度要望書（案）について
9月19日 第４回機能保証制度委員会

（全浄連会議室 薄井委員出席）
1. 近畿ブロック協議会からの提案について
2. 機能保証制度の見直しについて

10月2日 第４回正副会長会
（衆議院第１議院会館 会長出席）

1. 浄化槽法の一部を改正する法律の施行に向けて
2. 今後の全浄連の制度改正の進め方について

11月7日 第５回機能保証制度委員会
（全浄連会議室 薄井副会長出席）

1. 機能保証制度関係規程の見直しについて
2. 機能保証制度の在り方について

11月28日 第３回総務・企画委員会
（全浄連会議室 欠席）

1. 定款の改正について
12月4日 第５回正副会長会

（全浄連会議室 会長出席）
1. 2020年度環境省委託事業の受託について
2. 機能保証制度規程改正案について
3. 定款の改正案について
4. 改正浄化槽法について
5. 管理士講習会について
6. 各委員会・部会今後のスケジュールについて

12月17日 第４回総務・企画委員会（テレビ会議：協会会議室 会長出席）
1. 定款の改正について

2020年
1月15日 第１回保守点検・清掃部会

（テレビ会議 欠席）
1. 浄化槽管理士講習会について



2月12日 第２回事業・組織広報委員会
（テレビ会議：協会会議室 梅澤理事出席）

1. 「水環境保全助成事業」募集要項の改正について 
2. 2019年度事業の進捗状況について

3月4日 第６回正副会長会（テレビ会議：協会会議室 会長出席）
1. 2019年補正予算案について
2. 2020年度事業計画案について
3. 2020年度予算案について
4. 委員会・専門部会の改革について

3月19日 第２９回理事会（テレビ会議：白老清掃 会長出席）
1. 2019年度補正予算案について
2. 2020年度事業計画案について
3. 2020年度予算案について
4. 水環境保全助成事業募集要項の改正案について

（3月30日書面決議）
全浄連東北地
区協議会関係

2019年
6月12日 全浄連東北地区協議会 第４５回通常総会

（山形市 欠席）
1．平成３０年度事業報告及び収支報告決算について
2．令和元年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
3．規約改正について
4．役員改選について
5．次年度総会開催地（案）について

北海道・東北
地区浄化槽
指定検査機関
連絡協議会
関係

2019年
9月 5日 北海道・東北地区浄化槽指定検査機関連絡協議会

 理事会・総務部会・検査部会
（福島市 会長、専務理事、常務理事、事務局職員出席）

1．平成３０年度事業報告及び収支決算について
2．令和元年度事業計画及び収支予算（案）について
3．役員の補欠選任（案）について
4．令和２年度の開催（案）について

イ その他行事等

区分 年月日 内容
全国 2019年

10月1日 「浄化槽の日」第３３回全国浄化槽大会
（ホテルグランドパレス 会長、事務局出席）

1. 記念式典
2. 記念講演「浄化槽法の改正について」
   衆議院議員 小林 鷹之氏
記念講演「中山間地での生活排水処理の取り組み

    ～合併処理浄化槽の活用と公的管理～」
   兵庫県佐用町 町長 庵逧 典章氏

10月9日 全国浄化槽技術研究集会（秋田県 欠席）
記念式典、記念シンポジウム

廃棄物処理団
体懇話会

2019年
5月14日 廃棄物処理団体懇話会 事務局長会議

（北海道産業資源循環協会会議室 専務理事出席）
・「大規模災害廃棄物～発生直後の行動～」手引書作成配布について

6月27日 廃棄物処理団体懇話会 事務局長会議
（北海道産業資源循環協会会議室 専務理事出席）
・平成３０年度事業報告及び収支決算報告について
・令和元年度事業計画及び収支予算案について

7月12日 北海道循環型社会推進課・廃棄物処理団体懇話会事務打合せ
（北海道環境生活部会議室 専務理事出席）
・循環型社会形成パネル展、情報交換会、研修会、賀詞交歓会



11月5日 北海道・廃棄物処理団体懇話会情報交換会
（ホテル札幌ガーデンパレス 会長、副会長、専務理事、常務理事、
事務局出席）

2020年
1月15日 廃棄物処理団体懇話会研修会、新年賀詞交歓会

（ANAクラウンプラザホテル札幌 会長、専務理事、常務理事、事務
局出席）

省エネ型浄化
槽システム導
入推進事業
（環境省）

2019年
4月3日 2019 年度省エネ型浄化槽システム導入推進事業補助金ワーキンググ

ループ

（グランドヒル市ヶ谷 事務局職員出席）

4月～6月 説明会

札幌会場  4月19日
帯広会場  5月9日
釧路会場  5月10日
 知安会場 5月13日
室蘭会場  5月16日
函館会場  5月17日
苫小牧会場 5月27日
浦河会場  5月28日
岩見沢会場 5月29日
稚内会場  5月30日
旭川会場  6月 4日
北見会場  6月 5日
札幌Ⅱ会場 6月14日

札幌市産業振興センター 16名   
とかちプラザ 8名   
釧路市交流プラザさいわい 8名   
 知安町中小企業センター 8名   
室蘭市中小企業センター 9名   
サン・リフレ函館 21名   
苫小牧商工会議所 12名   
浦河町生涯学習センター 4名
岩見沢市コミュニティプラザ 5名
稚内市地域交流センター 2名
旭川大雪アリーナ 24名
北見経済センター 10名
センチュリーロイヤルホテル 17名

その他 2019年
5月15日 北海道環境局長 感謝状 拝受

5月17日 一般社団法人北海道環境保全協会定時総会

（函館山ロープウェイ山頂展望台 専務理事出席）

5月17日 北海道環境整備事業協同組合通常総会

（ANAクラウンプラザホテル札幌 会長出席）
6月10日 上厚真仮設住宅浄化槽調査、打合せ（安平町、厚真町、日高町 専務

理事、事務局職員）

6月19日 浄化槽システム協会 北海道地区委員会

（ANAクラウンプラザホテル札幌 専務理事出席）
6月20日 公益社団法人北海道産業資源循環協会 定時総会

（ANAクラウンプラザホテル札幌 会長、専務理事出席）
7月28日 BOD測定装置に関する協議

（株式会社コア中四国カンパニー 広島市 副会長、専務理事出席） 

11月11日 愛媛県浄化槽協会役員研修会

（メルキュールホテル札幌 会長、副会長、理事、専務理事、常務理

事、事務局職員出席）

12月11日 上厚真仮設住宅浄化槽調査（厚真町 事務局職員）

2020年
1月8日 道庁等年始あいさつ（会長、副会長、専務理事、常務理事、事務局職

員）

1月17日 法人の運営組織及び事業活動の状況に関する検査（北海道法人団体課）




