
　令和２年初めから全世界で感染拡大した新型コロナウイルスは、次々と変異株が発生しては感染

拡大を引き起こし、ワクチンは普及したものの、いつ収束に向かうのか先が見えない状況である。

　また、近年は各地で地震災害や気候変動による自然災害が起こる等、感染症対策に加え、災害対

策も準備していかなければならない。このような中、政府は2020年10月に「2050年カーボンニュー

トラル」を宣言し、各分野において脱炭素化への取り組みも急務となっている。

　浄化槽関係では、環境省令和４年度浄化槽整備推進関係予算で、「災害に強く早期に復旧可能で

あり、頻発する災害への対応力強化の観点」から、単独処理浄化槽や汲み取り槽から合併処理浄化

槽への転換を促進するため、令和３年度当初予算と同額の86億円が計上された。二酸化炭素排出抑

制対策事業費等補助金も浄化槽システムの脱炭素化推進事業として新たに前年度と同額の18億円が

計上されている。

　当協会の令和４年度事業は公益目的事業として、法定検査事業においては「第七次法定検査実施

５か年計画」の三年目にあたり、検査基数の確保・法定検査受検率の向上に努めるとともに、県が

整備する浄化槽電子台帳に対応するため、浄化槽管理システムの改修を行い、検査事業の推進強化

を図る。

　浄化槽の普及啓発事業では、単独処理浄化槽や汲み取り槽から合併処理浄化槽への転換推進を図

ることを最優先とし、各自治体にあらゆる機会を通じて要請するとともに、適正な施工・維持管理

の推進に努める。

　地球温暖化防止活動に関する事業においては、地球温暖化防止活動推進センターとして、県民に

啓発・広報活動を行うとともに、地域の脱炭素化を担う団体・企業・自治体等との連携構築を図る。

　その他の事業としては、令和３年度に新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となった

「全国浄化槽技術研究集会」に令和４年度も協賛し、参加することで最新の技術・情報の習得に努

める他、愛媛県浄化槽管理士研修及びその他各種研修を開催し、資質の向上に努める。

　管理部門においては、公益法人としての組織運営強化として、今後の協会の運営及び業務を円滑

に遂行するために、理事の増員を含む定款の一部変更、また、関係する諸規程の一部改正を行う。

　以上を重点に次の事業を実施する。

Ⅰ　事　業

〔公益目的事業〕

１．浄化槽法第7条及び第11条に基づく検査事業

　（１）「第七次法定検査実施５か年計画」３年目の計画基数に基づき、７条検査 2,000基、11条

      検査 66,500基の計68,500基を検査員31名体制で実施する。（詳細は別表１のとおり）

新（２）県が整備する浄化槽電子台帳に対応するため、現行の協会の「浄化槽管理システム」に改

　　　正浄化槽法等に関連する項目を追加する等の改修を行うとともに、令和５年度から新システ

　　　ムが運用できるように説明会等を開催し、会員に周知を図る。

  （３）浄化槽管理システムの改修に併せ、環境省が推奨する一括契約システム（保守点検＋清掃

　　　＋法定検査）を推奨するとともに、特定既存単独処理浄化槽へ対応する等、確実な検査実施
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　  　に向けた維持管理体制の強化を図る。

  （４）水質悪化施設に関する調査・研究を実施し、水質改善のための対応策の検討を行う。

  （５）法定検査の結果から不適正等と判定された浄化槽を対象に、検査対策委員会において改善

　　  指導等を行うとともに、県及び各市町と連携し、不適正浄化槽の撲滅に努める。

  （６）「全国浄化槽技術研究集会」（主催：(公財)日本環境整備教育センター、令和４年度は松

　　　山市で開催予定）及び浄化槽法指定検査機関四国地区協議会等に参加し、法定検査の効率的

　　　な推進方法の研究及び検査員の資質及び検査技術の研鑽に努める。

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）各自治体に対し、単独処理浄化槽また汲み取り槽から合併処理浄化槽への転換促進を目的

　　　に、宅内配管工事の補助金活用等を主体に、あらゆる機会を通じて要請活動 を行う。

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

　　　入推進事業に代わる新規事業「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」を推進し、浄化槽分野

　　  においての脱炭素化を図る。

　　３）各市町及び学校と連携して、次世代を担う子供たち（小・中学生等）を対象に、水の大切

　 　 さをテーマとした「環境学習」を実施し、広く環境問題に対する関心を培う。

　　４）行政機関等が主催する浄化槽の普及啓発事業に積極的に参画し、一般住民に対しパンフレ

　　　ット等の配布を行うとともに支部が主催・協賛する普及活動を支援する。

　（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、(一社)全国浄化槽団体連合会(全浄連)

　　　で実施している「浄化槽機能保証制度事業」（保証期間：10年）を推進する。

　　　　　　　令和４年度計画基数　　 1,000  基（詳細は別表２のとおり）

　（３）浄化槽設置届出等の事前指導

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

　　　の事前指導を行い、適正な施工・維持管理を推進する。

　　　　　　　令和４年度計画基数　　 1,900　基（詳細は別表３のとおり）

　　２）事前指導時に浄化槽管理者(設置者等)に対し、浄化槽設置届済証、点検記録用ファイル、

　　　リーフレットを配布することにより、維持管理の重要性を周知する。

３．地球温暖化防止活動に関する事業

新（１）地域の住民に対する啓発活動とともに、地域の脱炭素化の中核を担う団体や自治体等との

　　　連携構築を図る。

新（２）中小企業を対象とした啓発活動等により、地域の事業者の脱炭素化推進を図る。

　（３）県が実施する次世代を対象とした環境教育「マイ・ＳＤＧs 実践促進事業」を受託し、環

　　　境講座の開催によりＳＤＧs の視点を取り入れた持続可能な地域づくりを担う次世代の人材

　　　を育成する。



　（４）愛媛県地球温暖化防止活動推進員及び愛媛県学生地球温暖化防止活動推進員の活動を支援

　　　する。

　（５）地球温暖化防止活動推進事業に関連する会議・環境イベント等に参加し、地球温暖化対策

　　　に関する啓発及び情報収集に努める。

〔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

　　自主管理機能の体制整備、適正な施工・維持管理の推進及び法定検査の円滑な実施を図るため、

　次の事業を受託する。

　（１）愛媛県及び松山市からの業務受託「浄化槽登録業者指導事業」

　　　　令和４年度は保守点検業（県）49社、（松山市）18社及び工事業 8社の業者指導及び更新

　　　手続き等を行う。

　（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（　85　基）

　　２）浄化槽の据付工事状況（　85　基）

　　３）設置後の機能等の状況（　85　基）

　（３）浄化槽関係機関からの業務受託

 　 １）(公財)日本環境整備教育センターからの業務受託

　　　　　・全国浄化槽推進市町村協議会登録浄化槽実地調査（　6 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

新（１）令和３年度に計画し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止となった

　　　(公財)日本環境整備教育センター主催の全国浄化槽技術研究集会であるが、教育センターの

　　  依頼もあり、令和４年度においても愛媛県開催に協賛、また参加することで浄化槽に関する

　　  研究発表・事例発表及びシンポジウム等を通じて最新の技術・情報の習得に努める。

　　　　◎令和４年度「第36回全国浄化槽技術研究集会」及び「第44回浄化槽行政担当者会議」

　　　　　　開催期間：令和４年１０月１８日（火）・１９日（水）

　　　　　　開催場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル松山　

　（２）研修会の開催

　　１）浄化槽に係る最新情報を会員に提供するため、「浄化槽技術研修会」を開催する。

　  ２）公益法人としての組織運営及び各支部の事業活動を推進するため、隔年開催している支部

　　  役員研修を行うが、研修は第36回全国浄化槽技術研究集会への参加とする。

　  ３）支部が主催・協賛する地域に密着した研修会に対し協力・支援する。

　（３）愛媛県浄化槽管理士研修の開催

　　    愛媛県及び松山市の浄化槽保守点検業者登録条例に基づく、知事及び松山市長が指定する

　　  管理士研修を令和４年度においても年３回、東・中・南予で開催する。また、受講した浄化



　　  槽管理士で当協会の技術者登録を行っている管理士が所属する事業所に助成を行う。

　（４）浄化槽技術者登録の更新

　　 　 愛媛県浄化槽取扱指導要綱に基づく浄化槽技術者の登録更新を行い、技術者登録名簿を作

　　　成するとともに、県・市町及び関係団体へ送付し、浄化槽技術者としての社会的地位の向上

　　　に努める。

　　　  　・設備士　614名　・管理士　790名　・清掃技術者　141名　　計　1.545名

　（５）関係行政機関及び関係団体との連携

　　１）毎年開催している「浄化槽業務推進連絡会」（全20市町及び権限移譲されていない市町を

　　　管轄の保健所が参加）を開催し、行政との情報・意見交換等を通じて補助浄化槽の適正な施

　　　工・維持管理及び円滑な法定検査の推進を図る。

　　２）全浄連四国地区協議会、浄化槽法指定検査機関四国地区協議会は令和４年度・５年度の２

　　　年間、愛媛県が幹事県となり、他県との連携調整を図り、浄化槽業界の発展に努める。

　　３）行政機関等の要請に基づき、支部が主催・協賛する事業の推進に協力する。

　（６）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、また新しい情報を収集し、組織運営に活用するとともに、

　　　機関誌「えひめの浄化そう」（年２回発行）及び「全浄連ニュース」等を会員、行政機関、

　　　関係団体へ配布する。

　　２）ホームページを通じて広く県民の皆様に対し、協会の組織・活動状況のＰＲを行うととも

　　  に浄化槽の役割及び構造・機能等への啓発を図る。

　（７）水環境保全に係るボランティア活動

　　　　水環境保全に係る地域に密着したボランティア活動等に参加、協力する。

Ⅱ　管理部門

新（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事務局長を常勤役員（常

　　  務理事）とするとともに、新たな学識経験者の参入を行い、関係機関との連携及び公益法人

　　　としての組織運営の強化を図る。このことに伴い、定款の一部変更及び関連する規程等の改

　　　正を行う。

　（２）労働衛生管理体制の充実

　　  　労務に関する各種法律等を遵守し、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努める。

　　　　また、各種法令等に関する講習会に参加、及び開催を行い、各職員のコンプライアンスの

　　　徹底を図る。



別表２　支部別保証登録計画基数
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55
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別表３　支部別事前指導（設置計画・届出基数）計画基数

※H29年度計画基数は、H29年１月末現在の実績に直近２年間(H26・H27年度)の２月・３月

　実績基数を加味して計画基数を算出。

計 １,９００ １,８４９ ２,０２１ ２,０８８ ２,２６２

宇 和 島 ２９５ ２８５ ２９４ ２９９ ２９３

西　　予 ４０ ３２ ４３ ４６ ４４

八 幡 浜 ３５ ３３ ２９ ３５ ３７

大洲喜多 １３５ １２８ １７３ １９０ １８２

松　　山 ７７５ ７６１ ８３３ ８８９ １,０１０

今　　治 １７５ １７１ １６１ １５６ １４２

西　　条 １５０ １４６ １７１ １５３ ２０５

新 居 浜 １５０ １４７ １６５ １６０ １６６

支部名

参　　　　考　（過年度事前指導実績）

四国中央 １４５ １４６ １５２ １６０ １８３

計 １,０００ １,１９９

R3年度
（1月末現在）

事前指導
計画基数 R2年度 2019年度 H30年度

宇 和 島 ２７０ ３２８

西　　予 ４０ ５５

八 幡 浜 ３５ ５２

大洲喜多 １１０ １３０

松　　山 ２００ ２３０

今　　治 １１０ １３２

新 居 浜 ４５ ５０

四国中央 ７０ ８０

支部名 計画基数

参　　　　考　

令和４年度 補助予定基数

西　　条 １２０ １４２


	10-1.令和4年度　事業計画①
	10-2.令和4年度　事業計画②

