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会長あいさつ

公益社団法人　富山県浄化槽協会
会 長　上　田　勝　朗

　公益社団法人富山県浄化槽協会の第8回定時総

会において4期目の会長に就任しました。6月26

日の全浄連総会においても2期目の会長に就任し

ました。しかし、今年は新型コロナウイルスのた

めにこれまでのように人が接する会議や事業がお

こなえなくなりました。本当は社団法人になって

40年、私も役員になって40年、記念すべき年でし

た。5月には小学校で環境学習の授業をさせても

らう予定でしたが消えてしまいました。

　このたび、新型コロナウイルスに感染され、大

変苦しい闘病生活をおくられた方にお見舞いを申

し上げるとともに、お亡くなりになった方やご家

族の皆様にはお悔やみ申し上げます。それととも

に、感染症と戦ってこられた医療関係者の皆様の

ご労苦に感謝と敬意を申し上げます。

　浄化槽関係業界の皆さんにおかれましても、マ

スクや消毒剤の確保に大変だったと思います。

　今、下水道の流入水で新型コロナウイルスの状

況を把握する研究が行われていますが、環境省か

らの報告によると下水道も浄化槽も放流水におい

ては心配がないようです。

　毎年、同じようなことを話していますが、九州

をはじめ、全国各地で大雨の災害で家が浸水した

り亡くなられた方もたくさんおられます。地球温

暖化が要因といわれる集中豪雨や毎年のように起

こっている地震による災害は、浄化槽の安全対策

という点においても重要な課題であると思いま

す。

　さて、昨年6月に成立した浄化槽法の一部改正

によって4月から改正法が施行されましたが、現

状はまだ手探り状態です。目的は生活排水処理

100％です。最近の新型コロナウイルス対策で感

じたことですが、合併処理浄化槽や下水道では問

題ありませんが、単独処理浄化槽や汲み取りの家

で、うがいや手洗いをしっかりやるとウイルスは

どこへ行くのか考えると生活排水処理対策につい

てスピード感をもってやらなくてはならないと感

じます。このように生活排水処理を話し合うため

にも地域に生活排水対策を考える協議会が作られ

ることを期待します。

　私達業界においては、必要な情報や技術の習得

のために研修を受けることになっています。浄化

槽の信頼を高めるためにも、これまで以上に充実

した研修会にしたいと思います。今後は、浄化槽

設備士も研修が必要になると思います。業界や技

術者の地位向上のためにも常に研修は必要です。
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　さらには、単独処理浄化槽の合併化の促進、浄

化槽システム全体の低炭素化を進めることが必要

であると考えています。浄化槽整備区域における

宅内配管も含めた新設浄化槽への補助を国、県、

市町村に要望してまいりたいと思います。

　水の世紀、環境の世紀といわれる今世紀、浄化

槽が森・里・川・海の循環力が生み出す恵みを支

え、身近な美しい水環境を守ることは、私どもの

永遠の責務であります。「優れた生活排水処理施

設である浄化槽」の普及促進のため、常に大局的

な見地に立って、浄化槽業界が協調、連携して、

その実現に努力していく決意です。

　最後に、今年度中の事務局移転を計画していま

す。これまでどおり公益社団法人として活動して

いく団体であるためにも人や財政は持続可能な体

制が重要です。

　まだまだ普通に生活できる環境ではありません

が、衛生環境に注意しながら皆様の健康と、益々

のご発展をお祈り申し上げ、ご挨拶とさせて戴き

ます。
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■富山県知事　石井　隆一

第8回定時総会を開催
令和元年度事業報告、収支決算を承認　・令和2年度 事業計画、収支予算を報告

　令和2年6月9日（火）午後、富山商工会議所ビルで、第8回定時総会を開催しました。

　今総会は、国等の指導に則って、新型コロナウイルス感染防止のため、会員の皆様には委任状又は議

決権行使書の提出をお願いするとともに、記念講演などを止め簡素化に努め、来賓のご臨席もご遠慮い

ただくなど、役員を中心とした最小限の出席人数での開催としました。

　上田会長のあいさつの後、今期で退任される鈴木理事に感謝状を贈呈いたしました。

　続いて、司会者から、出席者90名で過半数を超え総会が成立していることの報告があり、議長に選出

された栗林卓也氏（㈱西原ネオ）が議事を進行し、2つの決議事項は満場一致で原案どおり承認可決さ

れました。

　任期満了に伴う新役員の選任では、2名の理事と1名の監事の交代がありました。また、その後の臨

時理事会において、上田会長が新会長に再任されました。

祝　辞

　木々の緑が一段と深まる季節を迎えております
が、本日、公益社団法人富山県浄化槽協会の第8
回定時総会が開催されますことを心からお祝い申
しあげます。
　貴協会におかれましては、設立以来、本県唯一
の指定検査機関として浄化槽法定検査を実施され
るとともに、浄化槽に関する技術向上や適正管理
の普及啓発など、本県の公衆衛生の向上と生活環
境の保全のために多大なご尽力をいただいてお
り、厚くお礼申しあげます。
　とりわけ、現在、国難とも言うべき新型コロナ
ウイルス感染症により、社会経済活動に大きな影
響が生じるなかでも、県民生活と経済活動を支え、
欠かすことのできない業務に継続的に取り組まれ
ている貴協会並びに会員の皆様に、改めて心から
感謝いたします。
　また、今回、栄えある表彰を受けられました皆様
には、誠におめでとうございます。皆様のご労苦と
ご功績に深く敬意を表しますとともに、今後もま
すますご活躍されますようお祈り申しあげます。
　さて、ＳＤＧｓ未来都市に選定されている本県
では、環日本海地域をリードする「環境・エネル
ギー先端県とやま」を目指し、食品ロスの削減や
3Ｒの推進などの施策を積極的に展開することに
より、富山物質循環フレームワークの実現と同時

に、豊かな水の恵みを活かした持続的な経済発展
の実現に取り組んでいるところです。
　こうしたなか、浄化槽は、県民の快適な生活を
支え、清らかな水環境を保全するうえで重要な役
割を果たしており、少子高齢化・人口減少社会に
おいて、効率的、経済的かつ柔軟に社会ニーズに
対応することができる分散型汚水処理システムと
して、一層重要なものとなっています。
　一方、既に導入されている浄化槽については、
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換、法
定検査受検率の向上、維持管理の適正化などの課
題があるなか、本年4月より、単独処理浄化槽の
転換や浄化槽の管理向上などを強力に進める「改
正浄化槽法」が施行されました。
　県としましては、今後とも、貴協会や国、市町
村と連携して新たな制度に対応し、浄化槽の信頼
をより一層高めていくよう取組みを進めるととも
に、本県の豊かで清らかな水環境を後世に引き継
ぐための取組みを進めてまいりますので、皆様に
は一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申
しあげます。
　終わりに、公益社団法人富山県浄化槽協会の限
りないご発展と、上田会長をはじめ会員の皆様の
ますますのご健勝、ご活躍、ご多幸をお祈り申し
あげまして、お祝いの言葉といたします。
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定時総会　出席者：90名
　　　　　　　　　（出席20名、委任状35名、議決権行使書35名）
【決議事項】
　1．令和元年度事業報告及び決算の承認について
　2．令和2年度・3年度の理事・監事の選任について
【感謝状贈呈】
　鈴木　保二氏（（公社）富山県建築士会）

上田会長のあいさつ

総会会場の様子（10Ｆホール） 鈴木氏へ感謝状トロフイの贈呈

▶富山県議会議長　上田　英俊
祝　辞

　公益社団法人富山県浄化槽協会の第8回定時総

会の開催にあたり、県議会を代表して一言お祝い

の言葉を申しあげます。

　上田会長さんをはじめ会員の皆様方には、日頃

から本県の公衆衛生の向上、生活環境の保全に多

大なご尽力をいただいており、深く敬意を表する

とともに、衷心から感謝申しあげます。

　特に、新型コロナウイルス感染症をはじめとし

た、様々な感染症予防に細心の注意を払いながら、

県民の日常生活に必要不可欠な浄化槽の維持管理

業務に携わっておられる皆様方の取組みに対し、

深く感謝申しあげます。

　また、栄えある表彰をお受けになられました皆

様におかれましては、誠におめでとうございます。

皆様のご功績に対し、重ねてお祝い申しあげると

ともに、今後ともご壮健で、ますますご活躍され

ますことをご期待申しあげます。

　さて、本年4月1日、浄化槽の管理向上などを

強力に進める「改正浄化槽法」が施行されました。

富山県は、「水の王国とやま」と言われるように、

良質で豊富な水資源に恵まれております。この素

晴らしい水環境を守り、次世代に残していくうえ

で、浄化槽の役割は極めて重要であり、その機能

が十分に発揮されるためには、貴協会が実施され

る法定検査や保守点検、さらに、知識・技術の普

及等が不可欠であります。

　皆様方におかれましては、今後とも浄化槽に関

する知識・技術の向上や適正管理の普及啓発に努

められ、公衆衛生の向上、ふるさと富山の豊かな

水環境の維持・保全に、引き続き、お力添えをい

ただきますようお願い申しあげます。

　県議会といたしましても、県民の皆様が、健康

で、快適に、安全・安心して暮らせる生活環境の

整備・充実に、力の限り努力してまいる所存であ

ります。

　結びに、公益社団法人富山県浄化槽協会の一層

のご発展と、会員の皆様方のさらなるご健勝、ご

活躍、ご多幸を心から祈念いたしまして、お祝い

の言葉といたします。
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■富山県合併処理浄化槽普及促進協議会

　会長　森　　雅志（富山市長）

祝　辞

　本日の総会の開催、まことにおめでとうござい

ます。

　貴協会におかれましては、日頃から、浄化槽技

術の向上や浄化槽の普及啓発にご尽力されておら

れますことに心から感謝申し上げます。

　また、今ほど、栄えある表彰をお受けになられ

ました皆様方には、誠におめでとうございます。

これまでのご功績に深く敬意を表しますととも

に、今後とも一層ご活躍いただきますようお願い

申し上げます。

　さて、私たちが住む富山県は、立山連峰をはじ

めとする山々から流れ出た水が、「天然のいけす」

と言われる富山湾に注ぎ、人が生活するときに必

要となる清らかで豊かな水をはじめとして、私た

ちに様々な恩恵をもたらしています。

　この素晴らしい環境は、県民共有の財産であり、

これを守り充実し、そして、後世に引き継いでい

くことは、私たちに課せられた責務であります。

　ご案内のとおり、合併処理浄化槽は、下水道と

同等の処理能力を有し、比較的安価で短期間に設

置できるという経済性・効率性において優れた特

徴があります。

　また、山村・中山間地等の人口散在地域などに

おいても、効率的に整備することができ、生活環

境を保全する上で大変重要な役割を果たせる設備

であります。

　その合併処理浄化槽を含む富山県の「汚水処理

人口普及率」は、貴協会をはじめ、このことに携

わる皆さまのたゆまぬ努力によりまして、前年度

より〇・二ポイントアップして、平成三十年度末

で県の全人口の九十六・八パーセント（約百三万

人）となり、前年度と同様に全国で八位、東海・

北陸地区においては第一位の状況が続いておりま

す。

　一方、未普及の点に目を向けますと、県の人口

の三・二パーセントに当たる約三万三千人もの

方々が未普及の状況となっており、急速に進む少

子高齢化などから、合併処理浄化槽への転換が必

ずしも円滑に進んでいないのも現状です。

　私ども富山県合併処理浄化槽普及促進協議会と

いたしましても、県民の財産であるこの素晴らし

い環境を守り充実するため、今後も合併処理浄化

槽の普及に努めてまいりたいと考えておりますの

で、貴協会並びに会員の皆様のより一層のご支援、

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びになりますが、貴協会のますますのご発展

と、会員の皆様方そして本日ご列席の皆様方のよ

り一層のご健勝とご多幸をお祈り申し上げまし

て、祝辞といたします。
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　今年の功労者表彰と優良技術者表彰は、新型コロナウイルスの感染防止対策のため、残念ながら表彰

式を執り行うことは出来ませんでしたので、受賞者の皆さまには、所属長から、表彰トロフイをお渡し

いただきました。

　なお、今期で退任される理事の鈴木保二氏には、会場にて感謝状トロフイを会長からお渡しいたしま

した。

　受賞の皆様には、心からお喜び申しあげますとともに、今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

各表彰トロフィ

令和2年度 富山県浄化槽協会会長表彰

令和2年度（一社）全国浄化槽団体連合会会長表彰

五十嵐　郁　夫 氏（アムズ㈱　富山支店長代理）

嶋　田　仁　司 氏 （日環計量管理㈱　代表取締役）

廣　瀬　　　淳 氏 （㈱公生社　代表取締役）

荒　谷　益　信 氏（㈲小矢部衛生工業）

坪　田　孝　文 氏 （㈱アムテック）

松　井　浩　司 氏（（公財）富山市生活環境サービス）

鈴　木　保　二 氏（（公社）富山県建築士会）

五十嵐　郁　夫 氏（アムズ㈱　富山支店長代理）

　令和2年6月26日の一般社団法人全国浄化槽団体連合

会の第8回定時総会において、当協会理事の五十嵐郁夫

氏が、会長表彰を受賞されました。
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令和2年度・3年度 新 役 員 の 紹 介
会 長 に 上 田 勝 朗 氏 を 再 任

　総会終了後に第1回臨時理事会が開催され、下記のとおり次期役員が決定しました。

　会長には上田勝朗氏、副会長には黒畑寛氏と廣瀬和夫氏が再任されました。

　また、各支部の支部長も再任されましたので、皆さんよろしくお願いいたします。

◎役　員

◎支部長

役　職 氏　　　名 所　　属　　名
会　　長 上　田　勝　朗 ㈱黒東アメニティ公社
副 会 長 黒　畑　　　寛 富研工業㈱
副 会 長 廣　瀬　和　夫 ㈱魚津清掃公社
専務理事 粟　林　弘　明 （公社）富山県浄化槽協会
理　　事 篇　原　幸　則 （公財）富山市生活環境サービス
〃 五十嵐　郁　夫 アムズ㈱
〃 伊　藤　邦　夫 ㈱ハウステック富山営業所
〃 嘉　藤　　　肇 鈴木工業㈱
〃 栗　林　卓　也 ㈱西原ネオ
〃 佐々木　隆　輔 ニッコー㈱
〃 島　　　和　也 ㈱シマキュウ
〃 島　　　尚　之 ㈱高岡市衛生公社
〃 嶋　田　仁　司 日環計量管理㈱
〃 竹　林　　　悟 富山県環境保全協同組合
〃 新 長　田　聖　真 ㈲小矢部衛生工業
〃 新 根　塚　三起生 （公社）富山県建築士会
〃 氷　見　文　男 ㈱氷見工業所
〃 廣　瀬　　　淳 ㈱公生社
〃 前　沢　　　昭 富山県浄化槽協同組合
〃 元　井　健太郎 北陸フジクリーン㈱
〃 山　口　康　夫 ㈱アムテック

監　　事 稲　場　智　久 環研令和㈱
〃 新 矢　竹　　　晃 北陸藤吉工業㈱

◎顧　問

役　職 氏　　　名 所　　属　　名
顧　　問 島　　　小　一 元会長
〃 廣　瀬　敏　雄 元会長

役　職 氏　　　名 役　職 所　　属　　名
富山支部長 島　　　和　也 新川支部長 竹　林　　　悟
高岡支部長 島　　　尚　之 中部支部長 廣　瀬　　　淳
砺波支部長 嶋　田　仁　司

（三役以外は五十音順）

（氏名　五十音順）
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令和元年度 第2回定例理事会

理　事　会　の　開　催

◎Ｒ1　第2回定例理事会の議題
【決議事項】
1　令和2年度事業計画（案）の承認の件
2　令和2年度収支予算（案）の承認の件
3　第8回定時総会招集の承認の件

◆令和2年3月23日（月）富山県民会館

　第2回定例理事会が開催され、決議事項は全

て原案どおり承認され、令和2年度の事業計画

と収支予算が決定しました。

◆令和2年6月9日（火）富山商工会議所ビル

　第8回総会終了後、第1回臨時理事会を開催

し、決議事項は全て原案どおり承認され、新会

長に上田会長が再任されました。

　【新三役】

　　会　　長　　上田　勝朗（再任）

　　副 会 長　　黒畑　　寛（再任）

　　副 会 長　　廣瀬　和夫（再任）

　　専務理事　　粟林　弘明（再任）

◆令和2年5月19日（火）富山商工会議所ビル
　席の間隔を広くとるなどの新型コロナウイル
ス感染防止対策に則って開催され、令和元年度
の事業報告と決算等については、審議のうえ原
案どおり承認されました。

◎Ｒ2　第1回定例理事会の議題
【決議事項】　1　令和元年度事業報告（案）及び決算（案）承認の件
　　　　　　2　令和2年度・3年度理事及び監事の候補者の承認について
　　　　　　3　令和2年度・3年度各委員会委員及び支部長の候補者の承認について
　　　　　　4　会長表彰の被表彰者について
　　　　　　5　第8回定時総会次第（案）及び付すべき議案及び開催方針の承認について

令和2年度 第1回定例理事会

令和2年度 第1回臨時理事会
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行 政 と の 情 報 交 換 会
◆1月30日（木）午後〈ANAクラウンプラザホテル富山〉

　令和元年度の「行政との情報交換会」を開催しました。

　初めに、富山県の環境政策課　飯野主任から「浄化槽行政の動向について」ご講演いただき、その後、

出席者全員による情報交換を行いました。（協会出席者：役員、委員、青年部会幹事等29名）

〈行政からの出席者〉

　富山県：○環境政策課　中山班長、飯野主任　　　○建築住宅課　蟹谷課長補佐

　富山市：○環境保全課　山崎技師　　　　　　　　○富山市保健所生活衛生課　水上副主幹

◆新春懇親会

　「行政との情報交換会」の終了後は、会場を移して、富山県及び富山市からご来賓をお迎えして、会

員の皆様と新春懇親会を開催しました。上田会長の挨拶に続き、富山県環境政策課　矢野課長様にもご

挨拶を賜り、和やかな雰囲気の中、盛会裏に終了しました。

会場風景

上田会長の挨拶 矢野課長懇親会場

ご出席いただいた行政の皆様

質問された理事の方々
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普 及 啓 発 事 業

令和2年度　富山県環境月間ポスターコンクール会長表彰

　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「エコライフ・アクト大会」は開催されません

でしたが、標記のポスターコンクールは執り行われ、次の「富山県浄化槽協会長賞」5点が、選ばれま

した。

射水市立大島小学校
2年　松原　虹心さん

氷見市立北部中学校
2年　小島　巧己さん

射水市立大島小学校
4年　高橋いち栞さん

射水市立大島小学校
4年　金谷　崇佑さん

南砺市立井波中学校
3年　岩倉　伊吹さん
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令和元年度 法定検査実施結果
（ 判 定 別 内 訳 ）

1．第7条検査

　（1）　検査基数

　（2）　判定別検査基数

　　　１）　「ロ．概ね適正」の内訳（36基、38件）

対象数（注１） 検査基数 実施率（％）

261基 261基 100%

指　摘　内　容 件　数

① 保守点検の未実施 19

② BODが「不可」の範囲（30mg/ℓを超えている） 11

③ カサ上げの状況（カサ上げ30㎝を超えているが、維持管理可能） 6

④ その他 2

合　　計 38

判　　 定 「イ．適正」 「ロ．概ね適正」 「ハ．不適正」 合　計

検 査 基 数 225基 36基 0基 261基

構成比（％） 86．2% 13．8% 0% 100%

（注1）：新たに設置されたもので、その使用開始日が平成31年1月～令和元年12月までの
ものの合計数。

　令和元年6月に成立した改正浄化槽法は、令和2年4
月全面施行となりました。
　今回の浄化槽法の改正に伴い、全浄連は、「改正浄化
槽法　第4版」を発刊しました。
　会員の皆様の中で購入希望がありましたら、当協会ま
でご連絡ください。

【改正浄化槽法　第4版】　価格：5，170円税込
　（公社）富山県浄化槽協会
　ＴＥＬ　０７６（４２１）１２０８
　ＦＡＸ　０７６（４２１）１４９５

お知らせ 改正浄化槽法（第４版）の発行
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　　　１）　「ロ．概ね適正」の内訳（1，010基、1，513件）

指　摘　内　容 件　数
① BODが「不可」の範囲（30又は120mg/ℓを超えている） 547
② 清掃が必要 390
③ 送風機の稼働状況（故障、停止、風量低下等） 213
④ 各単位装置内の水位及び水量の状況に異常有 198
⑤ 「接触材、ろ材、担体等の固定及び保持状況」に異常有 61
⑥ その他 104

合　　計 1，513

　　　2）　「ハ．不適正」の内訳（37基、75件）

指　摘　内　容 件　数
① 漏水 18

②
保守点検の未実施 17
消毒剤切れ 17

③ 送風機の稼働状況（故障、停止、風量低下等） 9
④ BOD超過⑥、清掃要④、未接続②、異物①、消毒固定不良① 14

合　　計 75

2．第11条検査

　（1）　検査基数 

対　象　数 検　査　基　数 実　施　率　（％）

41，898基（注2） 14，010基
〈うち、採水員検査分　1,165基〉

33．4％
〈うち、採水員検査分　2．8％〉

（Ｈ30年度　42，808基） （Ｈ30年度　14，266基）
〈うち、採水員検査分　1,015基〉

（Ｈ30年度　33．3％）
〈うち、採水員検査分　2．4％〉

（注2）：平成31年3月末基数から廃止及び休止を引いた基数

　（2）　判定別検査基数

判　　 定 「イ．適正」 「ロ．概ね適正」 「ハ．不適正」 合　計

検 査 基 数
（内、採水員検査数）

12,963基
（1,054基）

1,010基
（109基）

37基
（2基）

14,010基
（1,165基）

構成比（％） 92．5% 7．2% 0．3% 100%

検査手数料の口座振替キャンペーン実施中
　法定検査受検者の利便性について配慮した口座振替キャンペーンは、

令和も引き続き行っています。

　口座振替を申し込まれた方（一般住宅の方）には“クオカード（500円）”をプレゼントしています。

　是非、お申込みください。

　令和元年度申込み数：124件
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　公益社団法人 富山県浄化槽協会は、昭和56年3月に法人化して、40周年を迎えます。
　皆様のご理解とご協力の賜物と、こころより感謝申し上げます。   
　令和4年には、協会発足50周年と公益法人化10周年となりますので、そのときに記念事業等を行いたいと
考えております。これからもどうぞよろしくお願いします。

◆富山県浄化槽協会の主な沿革

～ お か げ 様 で 40 周 年 ～

西暦 年度 会　長 主　な　内　容

1973 S48

山下　喜正
（S48～51）

10/25　富山県浄化槽協会発足（任意団体）
　　　　　【事務所を県庁（公害対策課）に置く】

～
1975 50 6月　 保健所に支部を設置　・｢ワッペン作戦｣ を開始

～
1977 52

西野　清作
（S52～55）

5月　会長に西野清作氏が就任
～

1980 55 3/23　社団法人　富山県浄化槽協会の設立認可

1981 S56
初　代

西野　清作
（S56～62）

　　　　【4/1･事務所を富山商工会議所ビル本館6階に移転】
5/1　厚生大臣指定検査機関に指定

～
1986 61 4/1　県知事指定検査機関に指定   ・7条検査開始
1987 62
1988 S63

2代目
炭谷外治郎
（S63～ H8）

～
1990 2 5/30　法人化10周年記念式典

～
1993 5 7/1　機能保証制度開始

～
1997 H9

3代目
廣瀬　敏雄
（H9～21）

～
2001 13 5/24　法人化20周年記念式典
2002 14
2003 15 【11月 ･ 事務所を別館7階へ移動 】

～

2008 20 4/1　  採水員検査開始 ・11条検査にBOD検査を導入
　　　　検査手数料改正

2009 21

2010 H22

4代目
島　　小一
（H22～25）

7/21　青年部会設立
10/15　法人化30周年記念式典

2011 23 8/21　富山に ecoとプロジェクト開始　8/30．31
　　　 富山・浄化槽ミニシンポジウム4会場で開催

2012 24 6/16　環境月間ポスター賞に、当協会会長賞が加わる
6/19　第1回こども環境教室開始（富山市立月岡小学校）

2013 25 4/1　公益社団法人へ移行
2014 H26

5代目
上田　勝朗
（H26～）

6/2　5代目会長に上田勝朗氏が就任
2015 27 11/26　富山県と災害協定を締結

～
2018 30 　　　※H30．6．26　上田会長が全浄連の第10代会長に就任（R2/6再任）
2019 R1 【9月 ･事務所を別館2階へ移動】
2020 2 　　　協会法人化40周年
2021 3
2022 4 　　　協会発足50周年・公益法人化10周年

S60.10.1浄化槽法施行

H13.4.1改正浄化槽法施行

R2.4.1改正浄化槽法施行

R1.6.12 改正浄化槽法成立

H18.2.1改正浄化槽法施行
（水質基準の創設）
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浄化槽法の改正に関する変更
　いよいよ「改正浄化槽法」が令和2年4月1日からスタートしました。
　改正の一つに、使用している単独処理浄化槽が古くなり、私たちの生活環境などに害を及ぼす可能性
が高い場合に、富山県知事が助言や指導だけでなく、勧告・命令を出すこともできるようになりました。
その場合は、合併処理浄化槽への転換又は、下水道への切り替えをしなければなりません。

　このため、提出書類の様式にも変更があります。「浄化槽使用廃止届出書」は変更、「浄化槽使用休止
届出書」及び「浄化槽使用再開届出書」は、新たに様式が追加されました。
　特に、「使用休止届出書」を提出される場合は、清掃の記録表を添付することになっていますので、
ご注意願います。

　様式は、それぞれ○富山県用、○富山市用、○高岡市用があります。
【各様式は、当協会のホームページにも掲載してあります。】

【富山県用】 【富山県用】

浄化槽保守点検業の登録の有効期間の変更について

令和2年4月1日以降に登録（更新含む）を受けた保守点検業者さんは、

登録の有効期間が　3年間　→　　5年間　になります！
登録手数料の変更は、ありません！！
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　今年で4年目となる「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」は、昨年度よりも補助内容が

拡大・緩和されていますので、是非、ご活用ください。

　今年度の募集期間は、ＴＹＰＥ1→11月30日まで

　　　　　　　　　　　ＴＹＰＥ2→10月30日まで

となっております。（どちらも予算満額となった時点で、募集終了）

　詳しくは、当協会事務局へお問い合わせください。又は、執行団体である「一般社団法人全国

浄化槽団体連合会」のホームページをご覧ください。

■令和2年度環境省補助事業

「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」について
（省エネ型浄化槽システム導入推進事業）

富山県の実績

※全件 TYPE1で実施

年　度 補助件数 補助金額
（千円）

H29年 10 19,592
H30年 8 8,598
R1年 10 11,658
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○新規浄化槽設置基数

◎浄化槽の廃止届出基数

〈退　会〉

富山商工会議所　創立140周年記念会員大会において
職員3名が、永年勤続優良従業員表彰を受賞

Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29 Ｈ28
富 山 支 部 ２８ 43 38 45
新 川 支 部 ２３ 26 25 27
中 部 支 部 ４２ 23 34 27
高 岡 支 部 ５８ 61 70 83
砺 波 支 部 ７２ 67 68 63
合 計 ２２３ 220 235 245

所属業種 会員名 住　所

工事業 ㈲日本海システム設備 高 岡 市

工事業 三輪電機工業㈱ 小矢部市

Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29 Ｈ28
富 山 支 部 １５６ 200 288 407
新 川 支 部 ３３５ 287 348 299
中 部 支 部 １４２ 156 202 252
高 岡 支 部 ９１ 100 90 124
砺 波 支 部 １５８ 160 155 119
合 計 ８８２ 903 1,083 1,201

　氷見市：　　１件（累計133件）

　黒部市：　１２件（累計232件）

　高岡市：　１４件（累計245件）

＊保守点検・清掃・法定検査を一つの契約で適

正な維持管理と法律を守ることにつなげる

「一括契約」を推進しましょう！

◎会員情報

◎浄化槽の一括契約状況（H31.4月～ R2.3月）

◎厚生センター等からの届出数（H31.4.1～R2.3.31受付数）

　下記のとおり休日とさせていただきますので、ご理解のほど、
よろしくお願いいたします。

8月13日（木）、14日（金）の２日間

◎協会事務所　夏期休暇のお知らせ

　令和2年7月28日、富山商工会議所の創立140周年記念会員大会において、富山商工会議
所会員で、勤続年数30年以上となる優良従業員を対象とした表彰があり、当協会事務局から
3名を推薦したところ、全員、表彰をいただきました。
　30年余の長い年月を勤めることができたのは、
家族の協力があってのことと感謝いたします。
　これからも、益々のご活躍をお祈り申し上げ
ます。
　　　【受賞者】
　 　・事務局長代理・検査課長 川井　幸範
　 　・検査専門員 室井　秀邦
　 　・検査事務員 市村久美子




