
報告事項１ 

２０２１年度事業報告 

２０２１年４月１日から２０２２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。

 また、一般社団法人全国浄化槽団体連合会の浄化槽機能保証制度規約により、１０年間の機能保証を

行っている。

 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。

 ２０２１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補助金申請の受付業務などを実

施したほか、新たに法に基づく浄化槽管理士研修会を開催した。

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  ５８，６３０基

     （７条検査 １，２６２基 １１条検査 ５７，３６８基）

 （イ）検査体制の整備

     班体制 ４３班

 （ウ）検査結果

適 正 おおむね適正 不 適 正 合 計

７条検査 907 71.9% 196 15.5% 159 12.6% 1,262 
１１条検査 42,080 73.4% 10,640 18.5% 4,648 8.1% 57,368 
合計 42,987 73.3% 10,836 18.5% 4,807 8.2% 58,630 
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（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、金賞１点を選考した。

・ 啓発用標語の募集

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。

・ 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。

・ 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

9月27～28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12～13日 浄化槽ポスター・標語展

主催：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の計画をしていたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止した。

（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た。（リモート参加）

（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４７１件（会員１６０件、会員外３１１件）
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（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

浄化槽法改正により、浄化槽保守点検業者は浄化槽管理者に対し知事が指定する研修を受けさせ

なければならないとされたことから、当協会が北海道知事の指定を受けて「浄化槽管理士研修会」

を開催した。

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。

   ・ 浄化槽管理士研修会

月日 会場名 受講人数

１２月１０日 札幌会場 「かでる２・７」 ５７人

１２月１７日 函館会場 「サンリフレ函館」 ２７人

（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、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、メルマガ配信４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、八雲町と新ひだか町での開催を企画した

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。

 （ウ）永年勤続等功労者の表彰

次の者を表彰した。

・ 永年勤続者表彰

勤続３０年 眞壁 清隆様（室蘭清掃株式会社） 

      勤続２５年 丸山 秀敏様（吉野清掃商事有限会社） 

      勤続２５年 山口 隆司様（富良野浄化工業株式会社） 

      勤続２５年 紺野 幸利様（富良野浄化工業株式会社） 

勤続１５年 佐々木 泰輝様（吉野清掃商事有限会社）  

勤続１０年 延原 豪一様（吉野清掃商事有限会社）    

・ 永年勤続者表彰（協会の職員） 

勤続１０年 水谷 春美 (公益社団法人北海道浄化槽協会) 

 大草 創吉 (公益社団法人北海道浄化槽協会) 
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事業の内容

（２０２１年４月１日から２０２２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 2021年

6月17日 第10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208名（委任状及び議決権行使書を含む）
〔報  告〕 2020年度事業報告
〔議  題〕 ・2020年度決算
       ・理事の選任

監査 2021年
5月18日 定期監査

〔場  所〕 協会会議室
〔出 席 者〕 監事2名

11月10日 中間監査
〔場  所〕 協会会議室
〔出 席 者〕 監事2名

理事会 2021年
4月14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委員及び検査委員会委員の選任に
ついて（人事異動に伴う後任者の選任）

5月25日 第1回定例理事会（ウェブ開催）
〔出 席 者〕 理事12名 監事2名
〔議  題〕 ・資産取得資金について
       ・第10回社員総会について
       ・2020年度事業報告及び決算について
       ・大規模災害発生時における災害対応の協力に関する協

定書について
       ・会長及び業務執行理事から活動報告

6月17日 第2回臨時理事会
〔場  所〕 センチュリーロイヤルホテル
〔出 席 者〕 理事12名 監事1名
〔議  題〕 ・新役員等の選任について

11月26日 第2回定例理事会
〔場  所〕 TKP札幌ビジネスセンター赤レンガ前
〔出 席 者〕 理事13名 監事2名
〔議  題〕 ・2021年度事業及び収支中間報告について
       ・規程類の一部改正について
         職務権限規程、就業規則、給与規程

職員等の旅費に関する規程
嘱託職員・準職員・臨時職員就業規則
嘱託職員・準職員・臨時職員給与内規（会長権限）
会計処理規程

       ・会長及び業務執行理事から活動報告
2022年

3月10日 第3回定例理事会
〔場  所〕 札幌ガーデンパレス
〔出 席 者〕 理事13名 監事2名
〔議  題〕 ・特定費用準備資金等の対応について 

・2022年度事業計画書及び収支予算書について 
       ・会長及び業務執行理事から活動報告

3月22日 第3回臨時理事会（みなし決議）
〔議  題〕 ・正会員の入会について
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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 2021年 

4月26日 第1回三役会
〔場  所〕 協会会議室（一部ウェブ出席）
〔出 席 者〕 会長 副会長3名 事務局長 常務理事
〔主な議題〕 ・協会運営について

公益事業運営
委員会

2022年
2月16日 公益事業運営委員会（書面開催） 

〔主な議題〕 ・2020年度公益事業の実施状況報告及び2021年度
事業中間報告について

財政委員会 2021年
5月12日 第1回財政委員会（一部ウェブ出席）

〔場  所〕 札幌ガーデンパレス
〔出 席 者〕 委員7名
〔主な議題〕 ・資産取得資金について（2020年度決算関係）

 ・規程類の改正について
       ・今後の検査体制に係る財政課題について

5月25日 第2回財政委員会（ウェブ開催） 
〔出 席 者〕 委員7名    
〔主な議題〕 ・2020年度事業報告及び決算について
       ・公益法人定期報告書類（収支相償）について

8月25日 財政委員会正副委員長打合せ    
〔場  所〕 札幌ガーデンパレス
〔出 席 者〕 委員2名
〔主な議題〕 ・給与規程等の改正について

9月17日 第3回財政委員会（一部ウェブ出席）
〔場  所〕 札幌ガーデンパレス
〔出 席 者〕 会長、委員8名
〔主な議題〕 ・規則・規程の一部改正について

11月9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〕 ・2021年度収支中間報告について

11月26日 第4回財政委員会
〔場  所〕 TKP札幌ビジネスセンター赤レンガ前
〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・2021年度事業及び収支中間報告について
       ・決算見込みについて
       ・規程類の見直しについて
       ・2022年度事業計画（素案）について

2022年
2月25日 財政委員会正副委員長打合せ（ウェブ開催）

〔出 席 者〕 委員2名
〔主な議題〕 ・2022 年度事業計画（素案）及び収支予算（素案）に

ついて
3月10日 第5回財政委員会

〔場  所〕 札幌ガーデンパレス
〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・2021年度決算見込み
       ・特定費用準備資金等の対応について

・2022年度事業計画（案）及び収支予算（案）につい
        て
       ・2022年度資金計画に係る取扱いについて 
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事業委員会 2021年 
5月24日 第1回事業委員会（ウェブ開催）    

〔出 席 者〕 委員7名
〔主な議題〕 ・2020年度事業報告等について
       ・2021年度事業について

11月25日 第2回事業委員会
〔場  所〕 TKP札幌ビジネスセンター赤レンガ前
〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・2021年度事業中間報告について
       ・今後の事業について
         浄化槽施工・維持管理技術者講習会
         浄化槽管理士研修会
       ・次年度以降の事業について

2022年
3月9日 第3回事業委員会

〔場  所〕 かでる2・7 
〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・2022年度事業計画（案）及び収支予算（案）につい
        て（環境教育、啓発ポスター、地域会員参加事業、

表彰、講習会、研修会）
       ・浄化槽システムの脱炭素化推進事業について

検査委員会 2021年
5月24日 第1回検査委員会（ウェブ開催）    

〔出 席 者〕 委員7名
〔主な議題〕 ・2020年度事業報告等について
       ・2020年度決算（公益事業会計）について

11月25日 第2回検査委員会
〔場  所〕 TKP札幌ビジネスセンター赤レンガ前
〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・2021年度事業中間報告について

・検査委員会ワーキンググループの報告について
・所長会議報告について

2022年
3月9日 第3回検査委員会

〔場  所〕 かでる2・7
〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・2022年度事業計画（案）及び収支予算（案）につい

  て
・今後10年の検査事業予測について 

保証制度審査
委員会

2021年 
5月25日 第1回北海道地方保証制度審査委員会（ウェブ開催）

〔出 席 者〕 委員8名
〔主な議題〕 ・2020年度事業報告及び決算について
       ・第10回社員総会における表彰対象について

2022年 
3月10日 第2回北海道地方保証制度審査委員会

〔場  所〕 札幌ガーデンパレス
〔出 席 者〕 委員10名
〔主な議題〕 ・2022年度事業計画（案）及び収支予算（案）につ

いて
表彰選考委員
会

2021年 
5月25日 表彰選考委員会（ウェブ開催）

〔主な議題〕 ・全浄連功労者顕彰等について（報告）
       ・北浄協（永年勤続者等）表彰について

・北浄協（機能保証制度）表彰について
       ・北浄協（職員の永年勤続）表彰について      
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ワーキング
グループ

2021年
4月16日 第3回検査委員会ワーキンググループ  

〔場  所〕 札幌ガーデンパレス
〔出 席 者〕 委員3名
〔主な議題〕 ・今後の検査体制について

5月12日 第4回検査委員会ワーキンググループ（一部ウェブ出席）  
〔場  所〕 札幌ガーデンパレス
〔出 席 者〕 委員5名
〔主な議題〕 ・今後の検査体制について

6月17日 第5回検査委員会ワーキンググループ
〔場  所〕 センチュリーロイヤルホテル
〔出 席 者〕 委員5名
〔主な議題〕 ・今後の検査体制について 

8月25日 第6回検査委員会ワーキンググループ（一部ウェブ出席）
〔場  所〕 札幌ガーデンパレス
〔出 席 者〕 委員5名、会長
〔主な議題〕 ・今後の検査体制について

（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 2022年

3月11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

2021年 
8月26日
8月27日

函館地区地域会員参加事業（中止） 
室蘭地区地域会員参加事業（中止） 

浄化槽管理士
研修会

2021年
12月10日
12月17日

札幌会場（かでる2・7 57名受講）
函館会場（サン・リフレ函館 27名受講）

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 2021年

8月4日 浄化槽整備事業等に関する説明会（Web会議 専務理事、事務局職員出
席）

9月27日
～28日

廃棄物処理団体懇話会パネル展（道庁道民ホール）

10月12日
～13日

2021年度浄化槽ポスター・標語展（道庁道民ホール 協会主催）

情報発信 2021年
4月 1日 2021年度事業計画書及び収支予算書

会員状況調査

会長表彰対象者の推薦について

4月15日 省エネ型浄化槽システム導入推進事業の公募開始について

事務局長の就任について

5月28日 北海道浄化槽事務ガイドブックの改訂について

5月31日 全浄連ニュース第169号の配布
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金関係資料

6月29日 会員名簿の配布

8月27日 浄化槽管理士研修会の開催について

9月21日 全浄連「浄化槽の日ポスター」の配布

全浄連ニュース第170号の配布
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11月10日 会報第 88号、全浄連ニュース第 171号、浄化槽ポスター・クリアファ
イルの配布

2022年
2月10日 全浄連ニュース第172号の配布

会員メルマガ 2021年
4月5日 省エネ型浄化槽システム導入推進事業の公募開始について

5月28日 北海道浄化槽事務ガイドブックの改訂について

6月4日 新型コロナワクチン職域接種の要望に関するアンケートについて

2022年
1月21日 浄化槽施工・維持管理技術者講習会の開催中止について

アンケート 2021年 無し

会長協会用務 2021年
4月1日、7月16日
9月29日、12月9日

2022年
1月20日、3月31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 2021年
6月22日 保証登録申請書等配布（事業実施市町村宛）

所長会議他 2021年
6月18日 第1回検査事務所長会議（札幌ガーデンパレス 所長出席）
8月11日 第2回検査事務所長会議（web会議 所長出席）
9月3日 検査事務所長打合せ（web会議 所長出席）

10月15日 第3回検査事務所長会議（web会議 所長出席）
12月23日
～24日

第4回検査事務所長会議（かでる2・7 所長出席）

2022年
2月4日 検査事務所長打合せ（web会議 所長出席）

3月28日
～29日

第5回検査事務所長会議（かでる2・7 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）

2021年
4月22日 事務局長会議

（テレビ会議 協会会議室 事務局長出席）
1． 2021年度省エネ事業について
2． 2021年度浄化槽管理士研修会について
3． 2021年度事業計画・予算について

4月26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. 機能保証制度の改正について
5月11日 第1回正副会長会

（テレビ会議 白老清掃 会長出席）
第36回理事会に付議すべき議案について
1． 2020年度事業報告（案）について
2． 2020年度収支決算（案）について
3． 2020年度公益目的支出計画実施報告書（案）について
4． 2021年度全浄連スローガン（案）について
5．第9回定時総会決議（案）について
6. 機能保証制度関係規程の改正について
7. （一社）全国道の駅連絡会特定賛助会員の加入について

-8-



5月11日 第1回功労者顕彰委員会
（テレビ会議 白老清掃 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

2．周年行事における表彰状贈呈者の選考について
5月26日 第37回理事会

（テレビ会議 白老清掃 会長出席）
1. 2020年度事業報告（案）について
2. 2020年度収支決算（案）について
3. 2020年度公益目的支出計画実施報告書（案）について
4. 2021年度全浄連スローガン（案）について
5. 第9回定時総会決議（案）について
6. 機能保証制度関係規程の改正について
7. （一社）全国道の駅連絡会特定賛助会員の加入について

6月25日 第9回定時総会
（全浄連会長に委任）

1. 2020年度事業報告及び収支決算について
2. 全浄連第9回定時総会決議（案）について
3. 2021年度全浄連スローガン（案）について
4. 役員（理事2名）の選任について

6月25日 地区協議会代表者会議
（テレビ会議 白老清掃 会長出席）

1. 2020年度事業報告及び収支決算について
2. 全浄連第9回定時総会決議（案）について
3. 2021年度全浄連スローガン（案）について 
4. 役員（理事2名）の選任について
5. 2020年度公益目的支出計画実施報告書について
6. 2021年度事業計画及び収支予算について
7. 機能保証制度関係規程の改正について

7月7日
第38回理事会
（テレビ会議 白老清掃 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. 浄化槽情報基盤整備事業（台帳整備）」について」

7月28日 第2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. 副委員長の選任について
2. 機能保証制度関係規程改正に係る検討事項について

8月19日 第3回正副会長会
（テレビ会議 白老清掃 会長出席）

1. 令和3年度全浄連要望書案について
2. 令和2年度管理士試験・講習会等に係る委託費の補填について

8月24日 第39回理事会
（テレビ会議 白老清掃 会長出席）

1. 令和3年度全浄連要望書案について
8月31日 第1回製造・施工委員会

（テレビ会議 白老清掃 会長出席）
1. 施工マニュアルの改訂等について

11月25日 第4回正副会長会
（ザ・キャピトルホテル東急 会長欠席）

1. 今後のスケジュールについて
12月6日 第2回製造・施工委員会

（テレビ会議 白老清掃 会長出席）
1. 施工マニュアルの改訂等について

12月24日 第40回理事会（書面表決）
1. 2021年度補正予算案について
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2022年
1月24日 第3回製造・施工委員会

（テレビ会議 白老清掃 会長出席）
1. 施工マニュアル改訂版の答申について

3月10日 第5回正副会長会
（テレビ会議 会長欠席）

1. 2022年度事業計画案、予算案について
2. 浄化槽施工マニュアルについて
3. 防災拠点における浄化槽の活用について

3月25日 第41回理事会
（テレビ会議：白老清掃 会長出席）

1. 2022年度事業計画案について
2. 2022年度予算案について
3. 浄化槽施工マニュアルについて
4. 防災拠点における浄化槽の活用について
5. 令和4年度 全浄連会長方針について

全浄連東北地
区協議会関係

2021年
6月23日 全浄連東北地区協議会 第47回通常総会及び理事会

（書面開催）
1．令和元年度事業報告及び収支決算報告について
2．令和2年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
3．本部役員推薦について
4．補欠役員選任（案）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

2022年
2月3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

（書面開催）
1．令和2年度事業報告及び収支決算について
2．令和3年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
3．補欠役員の選任（案）について
4．令和4年度の開催県（案）について

イ その他行事等

区分 年月日 内容
全国 2021年

10月1日 「浄化槽の日」第35回全国浄化槽大会（中止）
10月19日 全国浄化槽技術研究集会 愛媛県（中止）

廃棄物処理団
体懇話会

2021年
7月8日 廃棄物処理団体懇話会 事務局打合せ（道庁 専務理事、事務局職員）
7月9日 新型コロナウイルスワクチン接種に係る廃棄物処理団体懇話会から道

への要望について（北海道庁 専務理事、桔梗副会長、事務局職員）
11月18日 北海道と廃棄物処理団体懇話会情報交換会（札幌ガーデンパレス 

会長、薄井副会長、梅澤理事、専務理事、事務局職員）
2022年

1月20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 中止）

省エネ型浄化
槽システム導
入推進事業
（環境省）

2021年
5月31日 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金公募要領等配布
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その他 2021年
7月2日 検査委員会ワーキンググループ札幌検査事務所視察及び意見交換（髙橋

委員長、専務理事、常務理事）
10月1日 検査委員会ワーキンググループ釧路検査事務所視察及び意見交換（髙橋

委員長、専務理事）

10月8日 検査委員会ワーキンググループ函館検査事務所視察及び意見交換（髙橋

委員長、専務理事）

10月29日 検査委員会ワーキンググループ旭川検査事務所視察及び意見交換（髙橋

委員長、専務理事）

11月12日 検査委員会ワーキンググループ帯広検査事務所視察及び意見交換（髙橋

委員長、専務理事）
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