
  2019年度は５月に皇位継承に伴い、平成から令和に改元され、10月には「即位礼正殿の儀」が盛

大に行われ、またラグビーＷ杯日本大会においては、日本チームの大活躍により日本国中が歓喜に

沸き、明るいムードに包まれたが、中国湖北省武漢市を中心に発生した新型コロナウィルス感染症

は年が変わり、短期間で全世界に拡大し、恐怖に震撼するとともに世界経済にも影響を及ぼした。

　浄化槽業界においては、浄化槽法の一部を改正する法律案が６月に衆参両院で可決・成立し、念

願であった浄化槽法の改正が令和２年４月１日に施行されることとなった。

　このような中、当協会の事業においては、公益目的事業の法定検査事業は、第六次法定検査実施

５か年計画の最終年にあたり、行政と連携を図りながら検査基数の拡大に努め、前年度より 1,251

基増の64,448基の検査を実施した。また、今後の検査基数の確保及び法定検査受検率の向上を目的

に新しく第七次法定検査実施５か年計画を策定した。浄化槽の普及及び浄化槽工事・維持管理の適

正化事業においては、特に環境省において2019年度に創設された単独転換に伴う宅内配管工事費の

助成について各自治体に要請を行う等、合併処理浄化槽への転換促進を図った。また、二酸化炭素

排出抑制事業費等補助金（省エネ型浄化槽システム導入推進事業）の受付業務を受託し、浄化槽分

野においての低炭素化を図った。地球温暖化防止活動に関する事業においては、愛媛県地球温暖化

防止活動推進センターとして、行政及び地域の推進員・活動団体と連携して広報・啓発活動等の事

業を実施し、地球温暖化対策の推進に努めた。

　その他の事業では、隔年開催である管理・清掃部会員（現場従事者等）と検査員との意見交換会

を開催し、法定検査の結果を基に活発な意見交換を行った。浄化槽技術研修会では浄化槽法改正に

伴い、環境省に講師を依頼し、浄化槽法改正の内容及び浄化槽行政の方向性について等の研修を実

施した。

　管理部門においては、専務理事を新たに設置し、公益法人としての業務執行体制の強化を図ると

ともに、定款の変更及び該当する規程等の改正を行った。

　その他、2019年度事業計画に基づき実施した事業は、次のとおりである。

Ⅰ　事　業

〔公益目的事業〕

１.　浄化槽法第７条・11条に基づく検査事業

（１）浄化槽法第７条・11条に基づく検査

 　　｢第六次法定検査実施５か年計画｣の最終年に当たる今年度は、検査員29名体制で、７条検査

　　2,004基、11条検査62,444基の計64,448基を実施した。

＜平成27年度～2019年度　実績＞

年度

　7条

 11条

計

検査員数

59,148 60,762 62,351 63,197 64,448

28人 28人 30人 27人 29人

2,391 2,247 2,285 2,023 2,004

56,757 58,515 60,066 61,174 62,444

H27 H28 H29 H30 2019

　　　　　　　　　　　2019年度　　事　業　報　告



（２）第七次法定検査実施５か年計画の策定

　　検査基数の確保及び法定検査受検率向上を目的に、合併処理浄化槽への転換促進及びみなし浄

　化槽を含めた未受検者への受検推進の項目を掲げる等、令和２年度～６年度までの５か年の目標

　を設定した。

（３）維持管理（保守点検・清掃・法定検査）に係る一括契約

　　法定検査受検率の向上を図るため、平成15年度から実施している一括契約システム（保守点検

　＋清掃＋法定検査）の地域拡大に努め、７条検査 192基、11条検査 3,611基の計 3,803基を締結

　した。また、環境省において検討が進められている「基本検査」について地域を限定した試験運

　用（松前町）を引き続き実施した。

（内　訳）

伊予市 60 962

松前町 72 1,448

久万高原町 11 405 (備考)

愛南町 49 796 　愛南町は、保守点検

192 3,611 ・法定検査の一括契約。

（４）既設単独処理浄化槽の受検率向上及び合併処理浄化槽への転換促進のため、51人槽以上の単

　独処理浄化槽の現地調査を行い、検査案内先（浄化槽管理者）の情報収集の継続実施及び検査案

　内に努めた。

（５）不適正浄化槽の早期改善への取り組み

　　法定検査の結果、不適正等と判定された浄化槽の早期改善を図るため、年２回、検査対策委員

　会を開催し、改善指導の検討や処理を行うとともに、設置者等に起因する不適正浄化槽について

　は、保健所及び浄化槽法に係る事務権限移譲実施市町に改善指導を要請し、不適正浄化槽の減少

　に努めた。また、保守点検に係る指摘事項は保守点検業者とのＦＡＸによる連絡体制により、早

　期改善に努めている。

　　≪検査対策委員会の審査対象は７条検査において、工事上の不適正と判定されたもので改善

　　　報告書が提出されていないもの≫

　　○第１回検査対策委員会（令和元年9月30日開催)

　　　　前回継続審議分　３件　→　改善済（１件）、行政報告（１件）、支部継続指導（１件）

　　　　今回対象分　　　１件　→　行政報告（１件）

　　　　※行政報告は設置届と異なる状況（他法令違反によるもの）

合　計 3,803

1,520 H16.10. 1

416 H16. 6.15

845 H22.10. 1

対象地区 ７条 11条 合　計
備考

（事業開始日）

1,022 H15. 4. 1



　　○第２回検査対策委員会（未開催：令和２年 3月12日文書で報告)

　　　　前回継続審議分　１件　→　支部継続指導（１件）

　　　　今回対象分　　　２件　→　行政報告（１件）、支部継続指導（１件）

（６） Windows７のサポート終了（2020年１月14日）に合わせ、浄化槽管理システム及び浄化槽電

　子台帳システムをWindows10（64bit）対応に改修及びパソコン・サーバの入れ替えを行った。

（７）各種研修会の開催及び参加

　　「浄化槽法指定検査機関四国地区協議会検査員研修会」は令和元年９月19日・20日の２日間、

　高知県で開催され、愛媛県から検査員10名が参加し、検査技術向上に関する研修・情報交換及び

　各検査機関との交流を深めた。また、「九州地区浄化槽検査員研修会」及び「全国浄化槽技術研

　究集会」等へ参加し、検査員の技術向上並びに専門的知識の習得に努めた。

２.　浄化槽の普及及び浄化槽工事・維持管理の適正化事業

（１）浄化槽の普及

　1）支部が主催・協賛する浄化槽普及啓発事業（７事業）及び各自治体に対する浄化槽普及推進

　 に係る要請活動（９事業）に助成金を交付し、支部活動の推進に協力した。

◎イベントでの普及啓発活動　　　　　　　　※浄化槽普及啓発活動助成金を交付している事業のみ掲載

支部

四国中央

新 居 浜

今 治

西 予 令和元年10月19日(土)
「第39回三瓶町文化祭」による普及啓発用パネル・
カットモデルの展示、クイズ・アンケート配布、浄化
槽に関する相談会の実施

宇 和 島 令和元年10月20日(日)
「きなはいや吉田三万石2019」において浄化槽普及啓
発用パネルの展示及びチラシの配布

令和元年 7月28日(日)
 第33回市民一斉清掃と浄化槽普及活動（転換へのパン
フレットの配布）

令和２年 1月12日(日)
 ｢かわらぬ愛きくま2020」において、環境クイズラ
リー、微生物の観察、普及啓発用パネルの展示を実施

松 山

令和元年 7月23日(火)
松山市吉藤２丁目南地区204戸を対象に「第57回浄化槽
実態調査」を実施

令和元年11月25日(月)
松山市吉藤２丁目潮見が丘団地及び宮の谷地区208戸を
対象に「第58回浄化槽実態調査」を実施

開　催　日 事　業　名

令和元年11月17日(日)
 第15回四国中央市産業祭においてカットモデルの展
示、環境クイズの実施、法定検査パンフレットの配布



◎各自治体への普及推進要請活動　　　　　　※浄化槽普及啓発活動助成金を交付している事業のみ掲載

支部

新 居 浜

西 条

大洲喜多

※合併処理浄化槽への転換促進は既設単独処理浄化槽からの転換に伴う宅内配管の補助創設を含む

　2）環境省実施事業である「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（省エネ型浄化槽システム

　 導入推進事業）に関し、執行団体である（一社）全国浄化槽団体連合会（以下「全浄連」とい

 　う。）から同事業の受付業務を受託し、会員事業所の業務量の拡大及び浄化槽分野における二

　 酸化炭素の排出の抑制に努めた。

　＜2019年度　愛媛県における実績＞

　3）次世代を担う子供たちを対象に「水の大切さ」を学んでもらうことを目的に小中学校18校と

　 ３つのイベントにおいて延べ819名へ環境学習を実施した。※詳細は事業の概要参照

（２）浄化槽機能保証制度事業

　　浄化槽に対する信頼と安心・安全の確保を目的に、全浄連で制度化された「浄化槽機能保証

19件（20基） 65,716,850円 32,857,000円 821,425円 124.5t-CO2/年

令和２年 2月17日(月)

・合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽整備事業の更なる活用
・浄化槽維持管理費に対する助成制度の創設
・無管理浄化槽の解消及び適正な施工・維持管理の推進

申請件数 総事業費 補助金額 受託料 二酸化炭素削減量

宇 和 島

宇和島市 令和２年 2月 5日(水)
・合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽整備事業の更なる活用

鬼北町 令和２年 2月17日(月)

・合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽整備事業の更なる活用
・浄化槽維持管理費に対する助成制度の創設
・無管理浄化槽の解消及び適正な施工・維持管理の推進

松野町

令和２年 3月23日(月)

・合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽整備事業の更なる活用
・浄化槽維持管理費に対する助成制度の創設
・無管理浄化槽の解消及び適正な施工・維持管理の推進

大洲市 令和元年12月20日(金)

・合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽整備事業の更なる活用
・浄化槽維持管理費に対する助成制度の創設
・無管理浄化槽の解消及び適正な施工・維持管理の推進

松 山

松山市 令和元年10月28日(月)

・合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽整備事業の更なる活用
・浄化槽維持管理費に対する助成制度の継続
・無管理浄化槽の解消及び適正な施工・維持管理の推進

伊予市 令和２年 3月23日(月)

・合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽整備事業の更なる活用
・浄化槽維持管理費に対する助成制度の創設
・無管理浄化槽の解消及び適正な施工・維持管理の推進

東温市

新居浜市 令和２年 2月28日(金)
・合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽維持管理費に対する助成制度の創設

西条市 令和元年11月19日(火)
・合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽整備事業の更なる活用
・無管理浄化槽の解消及び適正な施工・維持管理の推進

自治体 訪　問　日 要望事項



　制度事業」を推進(登録：1,066基)した。

　＜平成29年度～2019年度　実績＞

年度 四国中央 新居浜 西　条 今　治 松　山 大洲喜多 八幡浜 西　予 宇和島 計

2019 118 32 130 88 276 152 25 39 206 1,066

H30 117 37 143 111 279 113 28 30 219 1,077

H29 104 24 165 96 695 139 36 45 250 1,554

（３）浄化槽設置届出等の事前指導

　　「愛媛県浄化槽取扱指導要綱」等に基づき、県下９支部において浄化槽設置計画・届出書の事

　前指導（ 2,088基）を行うとともに、浄化槽管理者（設置者等）に対し、浄化槽設置届済証、点

　検記録用ファイル、リーフレットの配布により維持管理の重要性を周知した。

　　　　　　

　＜平成29年度～2019年度　実績＞

年度 四国中央 新居浜 西　条 今　治 松　山 大洲喜多 八幡浜 西　予 宇和島 計

2019 160 160 153 156 889 190 35 46 299 2,088

H30 183 166 205 142 1,010 182 37 44 293 2,262

H29 159 149 196 171 1,023 173 41 56 316 2,284

３.　地球温暖化防止活動に関する事業

　　愛媛県地球温暖化防止活動推進センター（以下「センター」という。）として、地域における

　日常生活に関する温室効果ガス排出の実態調査、地球温暖化防止活動推進員（以下「推進員」と

　いう。）等の活動を支援し、行政と連携して、地球温暖化対策について広報・啓発活動を実施し

　た。

（１）地球温暖化対策等（COOL CHOICE含む）についての広報・啓発活動

　　1）環境講座の実施

参加者

33名

16名

36名

 8名

14名令和 2年 2月12日(水) 内子町環境子ども会議 内子町

令和元年 8月21日(水)
力を合わせて環境マークを
探そう！

多機能学童保育広場
すくっと

令和元年10月10日(木)
リユース体験！オリジナル
マグネットを作ろう

ハツラツさくら会

令和元年 7月30日(火)
虹の万華鏡を作って体験！
光のふしぎ

NPO法人ワークライフ・コ
ラボ

令和元年 8月19日(月)
虹の万華鏡を作って体験！
光のふしぎ

NPO法人だんだん

実施日 講座の内容 主催



　　2）ＨＰ・ＳＮＳ等の活用

　　　　HP・SNSを更新し、センターの知名度及び事業の認知度向上を図った。

　　3）環境イベントへの参加

　　4）機関誌『ECCCA（えっか）通信　エコするけん』を令和2年2月に発刊

　　5）COOL CHOICE　賛同数

　　　　個人　1,287名　　企業　5社

（２）推進員や活動団体等の活動支援

　　1）令和元年度　学生地球温暖化防止活動推進員・四国エコサミット

　　　　令和元年 8月29日(木)～30日(金)　道後にぎたつ会館　（参加者）　愛媛大学学生 7名

　　2）令和元年度　中国・四国ブロック合同推進員研修会

　　　　令和元年 9月 5日(木)～ 6日(金)　島根県松江市　　　（参加者）　愛媛県推進員 4名

　　3）推進員の活動支援

　　　　センター備品の貸出・出前講座の実施等により推進員の活動支援を行った。

　　4）令和元年度　推進員研修会・意見交換会

　　　　第１回　令和元年 7月 2日(火)　当センター会議室　参加者　44名

　　　　　　　　講師：愛媛大学教育学部、環境省四国パートナーシップオフィス（四国EPO）

　　　　　　　　テーマ：「ＳＤＧｓと推進員活動」

　　　　第２回　令和元年12月 3日(火)　当センター会議室　参加者　16名

　　　　　　　　講師：ＳＤＧｓ新居浜KITE

　　　　　　　　テーマ：「持続可能な地域社会の実現と私たちの在り方」

（３）日常生活に関する温室効果ガス排出抑制措置等についての相談対応、助言

　　環境イベントやセンター会議室において、パンフレット等を用い、温室効果ガス削減等のアド

　バイスを行った。

（４）地域の温室効果ガス排出に関する実態調査、情報収集・分析、成果の発信

　　環境イベントにおいて、省エネに関するアンケート調査を行った。

　　　　省エネ家電利用意向実態アンケート　　　　　74件

　　　　自動車利用状況実施アンケート　　　　　　　89件

　　　　住宅の購入・リフォーム意向実態アンケート　47件

　　　　宅急便の利用実態アンケート　　　　　　　　85件　　計 295件

令和元年10月 5日(土)
～ 6日（日）

愛媛の3Ｒフェア～えひめ
の『スゴeco』集合！

エミフルMASAKI

令和元年10月26日(土)
～27日（日）

えひめ暮らしと住まいフェ
ア2019

アイテムえひめ

実施日 イベントの内容 場所



（５）指定自治体への施策協力

　　令和元年度「えひめクールシェア・ウォームシェアキャンペーン」（愛媛県）に参加

　　・クールシェアキャンペーンイベント

　　　　令和元年 8月16日(金)　当センター会議室　参加者　 9名

　　　　自由研究お助けイベント：えひめアースキッズ体験隊「知って、体験！みんなの地球」

　　・ウォームシェアキャンペーンイベント

　　　　令和元年12月10日(火)　当センター会議室　参加者　10名

　　　　テーマ：「地球温暖化×針育～環境に優しい素材でひざ掛けを作ろう～」

（６）附帯する事業

　　令和元年度　愛媛県地球温暖化防止活動連絡調整会議

　　　　令和元年 7月 2日(火)　当センター会議室

　　　　出席者：環境省1名、県1名、推進員14名、全国センター1名、センター職員6名

〔収益事業〕

４.　行政及び浄化槽関連機関からの業務受託事業

 　 愛媛県及び松山市等の委託事業を受託し、自主管理機能の体制整備、適正な施工・維持管理

　の推進、法定検査の円滑な実施に努めた。

（１）愛媛県及び松山市からの業務受託

　　＜愛媛県＞

　　　・浄化槽登録業者指導事業（事前指導：工事業　14社、保守点検業　52社）

　　＜松山市＞

      ・浄化槽保守点検業者登録等指導事業（事前指導：　20社）

（２）松山市からの業務受託「浄化槽設置整備事業に係る現地確認業務」

 　　1）みなし浄化槽等からの転換の事前状況（ 78 基）

 　　2）浄化槽の据付工事状況（ 86 基）

 　　3）設置後の機能等の状況（ 86 基）

（３）浄化槽関係機関からの業務受託

　　 (公財)日本環境整備教育センターからの業務受託

 　  　・全浄協登録浄化槽実地調査（ ２ 基）

　　　　（前期分）なし　

　　　　（後期分）積水ホームテクノ㈱　 １基　　㈱ハウステック　１基



〔その他の事業〕

５.　浄化槽事業者の把握、指導育成及び関係機関との連携等事業

（１）管理・清掃部会員と検査員との意見交換会の実施

　　現場に即した維持管理技術の向上を図るため、法定検査の結果を基に管理・清掃部会員（現場

　従事者等）と検査員との意見交換会を各支部単位で開催した。※詳細は事業の概要参照

（２）研修会の開催

　1) 浄化槽技術研修会

　　令和２年４月１日から浄化槽法が一部改正されることから、環境省から「改正浄化槽法につい

　て」と題し、改正浄化槽法の内容及び浄化槽行政の方向性について、また、全浄連から昨年に引

　き続き、「二酸化炭素排出抑制事業費等補助金（省エネ型浄化槽システム導入推進事業）」につ

　いて、研修を行った。

　　　　開催日：令和２年２月18日(火)　松山市総合コミュニティセンター

　　　　講　師：環境省　環境再生・資源循環局廃棄物適正処理課　浄化槽推進室長

　　　　　　　　（一社）全国浄化槽団体連合会　常務事業部長

　　　　出席者：会員・行政機関・役職員　計154名

　2）先進県役員研修

　　先進県における組織運営や法定検査の実施率の向上施策、法定検査の未受検者対策等について

　意見交換を行った。

　　　　開催日：令和元年11月11日(月)　メルキュールホテル札幌

　　　　研修先：公益社団法人　北海道浄化槽協会

　　　　出席者：（公社）北海道浄化槽協会　８名　（公社）愛媛県浄化槽協会　16名

　3）支部が主催・協賛する「支部実施研修会」に助成金を交付（8支部）した。

支部 参加者数

新居浜   41名

西　条   42名

今　治   35名

松　山  107名

大洲喜多   26名

八幡浜   20名

西　予   27名

宇和島   46名

令和元年10月４日(金) ・安永ブロワの構造及びメンテナンスの説明

令和元年９月20日(金) ・安永ブロワの構造及びメンテナンスの説明

令和元年７月25日(木) ・安永ブロワの構造及びメンテナンスの説明

令和元年11月15日(金) ・安永ブロワの構造及びメンテナンスの説明

令和元年11月５日(火)
・安永ブロワの構造及びメンテナンスの説明
・ＸＨ型の維持管理の概要、施工上の留意事項

令和元年７月11日(木)
・安永ブロワの構造及びメンテナンスの説明
・ＫＺⅡ型の構造、施工・維持管理についての説明

開　催　日 研　修　内　容

令和元年11月19日(火) ・ＸＨ型の施工及び維持管理の留意点について

令和元年10月25日(金)
・ＸＨ型の構造及び維持管理の留意点について
・服用薬に伴う水質悪化浄化槽の事例について
（検査員による発表）



（３）関係行政機関及び関係団体との連携

　　1）「浄化槽業務推進連絡会」（浄化槽設置整備事業・市町村整備推進事業実施市町が参加）

　　　 を東・中・南予で開催し、補助基数の拡大及び維持管理補助制度等の創設を要請するとと

　　　 もに、適正な施工・維持管理及び未受検者指導等を含めた円滑な法定検査の実施に向け、

　　　 意見交換を行うとともに、浄化槽法改正の概要等について情報交換を行った。

　　2）（一社）全国浄化槽団体連合会、全浄連四国地区協議会、指定検査機関四国地区協議会及

　　　 び浄化槽関連団体との連携を深め事業の円滑な推進を図った。

　　3）行政機関等が主催するイベントに対し協力を行い、浄化槽の普及啓発に努めた。

支部

（４）浄化槽に関する情報の収集、提供

　　1）浄化槽に係る行政や業界の動き、他県の活動状況等の情報を会員及び行政機関に伝えるた

　　　 め、機関誌「えひめの浄化そう」の発刊（８月、３月発刊）及び「全浄連ニュース」（年

　  　 ４回）を配布した。

　　2）ホームページを通じて広く県民に対し、浄化槽の構造・機能等への理解及び協会の組織・

　　　 活動状況をＰＲしたほか、会員専用ページを通じ、各種申請書の提供を行った。

（５）水環境保全に係るボランティア活動

令和元年
10月27日(日)

 石手川ダム上流域(松山市)  河川及び道路のゴミ収集 松山支部会員等：15名

令和元年
 7月28日(日)

 尻無川(新居浜市)
「第33回市民一斉清掃」
　河川敷地のゴミ収集及び除草

新居浜支部会員等：25名

令和元年
 8月 4日(日)

 宇和島市内
「クリーン新宇和島2019」
　市内のゴミ収集及び清掃

宇和島支部会員等：10名

実施日 活動場所 内　　容 参加者

令和元年
 7月14日(日)

 五色浜海岸(伊予市)
「クリーン伊予運動」
　公園内のゴミ収集及び清掃

松山支部会員等：31名

松山市 みんなの生活展2019
松山市大街道
商店街

令和元年
12月 8日(日)

松山市文化・スポーツ
振興財団並びに小中学

校PTA連合会

キッズジョブまつやま
2019

松山市総合コミュ
ニティセンター

開　催　日 主催者 事業名 開催場所

松山

令和元年
 7月28日(日)

松山圏域連携
浄化槽促進協議会

アクア博士体験教室
エミフル
MASAKI

令和元年
10月19日(土)



Ⅱ　管理部門

１.　総会・理事会等、組織運営に関する事項

　　 円滑な組織運営、事業遂行の決定を行うため、各種法令・定款等で定めるところにより、総会

　 ・理事会等を開催した。

令和元年  1.平成30年度事業報告及び収支決算の承認に

　 関する件

 2.定款の一部変更の承認に関する件

 3.役員の報酬等及び費用に関する規程の一部

　 改正の承認に関する件

 4.常勤理事の報酬の総額の承認に関する件

 5.理事の欠員補充の承認に関する件

〔報告事項〕

 ・2019度事業計画及び収支予算について

平成31年  平成30年度業務・会計監査

 1.事業報告

 2.法定検査実績報告

 3.財務諸表

令和元年  1.平成30年度事業報告及び収支決算について

 2.定款の一部変更について（案）

 3.役員の報酬等及び費用に関する規程の一部

　 改正について（案）

 4.常勤理事の報酬の総額について（案）

 5.第９回通常総会の招集手続き等について

 6.会長被表彰者の決定について

 7.信頼性確保業務規程の一部改訂について

 8.計量証明事業規程の一部改訂について

 9.支部運営規程の一部改正について

10.県への事業報告等に係る定期提出書類提出

　 について

令和元年  1.新規入会の承認について

［報告事項］

・第９回通常総会の運営について

令和元年  1.専務理事の選定について

 2.会長の職務代行（業務執行理事）の順序に

　 ついて

 3.役員の報酬等及び費用に関する規程に係る

　 常勤理事の報酬等の決定について

 4.理事の職務及び権限規程の一部改正について

 5.理事会運営規則の一部改正について

 6.新理事の所属委員会について

5月31日

通常総会

5月31日

監事会
4月22日

理事会

第45回

5月8日

第46回 5月31日

第47回

会  議  名 開催年月日 審   議   事   項   等 （主なもの）



令和元年  1.新規入会の承認について

 2.先進県役員研修について（案）

 3.管理・清掃部会員と検査員との意見交換会

　 の開催について

 4.旅費規程の一部改正について

 5.第10回通常総会の日程について

令和元年  1.新規入会の承認について

 2.令和元年度上半期法定検査実施状況及び予

　 算執行状況について

 3.令和元年度給与改定について（案）

 4.愛媛県地球温暖化防止活動推進センターの

　 指定更新について（案）

 5.令和元年度浄化槽技術研修会の開催につい

　 て（案）

令和2年  1.従たる事務所（大洲喜多支部）の移転につ

　いて

令和2年  1.新規入会の承認について

 2.第七次浄化槽法定検査実施５か年計画の策

　 定について

 3.令和２年度事業計画(案)及び収支予算(案)

　 について

 4.二酸化炭素排出抑制事業費等補助金（省エ

　 ネ型浄化槽システム導入推進事業）に係る

 　受付業務の受託（継続）について

 5.環境講座「マイ・SDGs実践促進事業」の受

　 託について

 6.職員服務規程の一部改正について（案）

 7.職員給与規程の一部改正について（案）

 8.支部運営規程の一部改正について（案）

 9.2019年度会費未納会員への対応について

10.協会設立50周年記念事業（令和３年度）に

　 ついて

［報告事項］

 ①2019年度法定検査実績及び収支決算見込に

   ついて

令和元年  1.令和２年度事業計画（案）の概要について

 2.公益法人認定法に基づく県の立入検査の日

　 程について

2月26日

第51回

3月26日

常任理事会 第1回 12月26日

会  議  名 開催年月日 審   議   事   項   等 （主なもの）

理事会

第48回

8月30日

第49回

12月23日

第50回
（決議の省略）



２．組織体制の整備

（１）公益法人としての組織運営

　　業務執行体制の強化を図るため、当協会を主たる勤務場所とする常勤役員（専務理事）を設

　置した。このことに伴い定款の一部変更、役員の報酬等及び費用に関する規程の一部改正を第

　９回通常総会において決議し、また、第47回理事会において理事の職務及び権限規程の一部改

　正、理事会運営規則の一部改正を決議した。

（２）職員の健康の保持増進と快適な職場環境の形成

　　労働基準法及び労働安全衛生法等を遵守し、職員の健康を保持増進しながら、安心して快適

　に働くことができる労働条件や職場環境の形成に次のとおり取り組んだ。

　　・職員採用試験実施要領の一部改正

　　・信頼性確保業務規程の一部改訂

　　・旅費規程の一部改正

　　・職員給与規程及び運用の一部改正

　　・給与改定

　　・職員服務規程の一部改正

　（職員研修）

　　・消防隊員による火災発生に伴う避難訓練の実施

　　　　開催日：令和元年９月６日(金)　（公社）愛媛県浄化槽協会　職員　50名

　　　　講　師：松山市中央消防署隊員　3名

　　・産業医による健康づくりに関する講習の実施

　　　　開催日：令和元年12月26日(木)　（公社）愛媛県浄化槽協会　職員　40名

　　　　講　師：髙橋　産業医

　　・個人情報保護に関する情報セキュリティ講習の実施

　　　　開催日：令和２年３月27日(金)　（公社）愛媛県浄化槽協会　職員　30名

　　　　講　師：㈱ウィン　2名


