
令和４年８月 

 

都道府県・市町村浄化槽担当者 各位 

 

一般社団法人浄化槽システム協会 

                                           

令和４年度浄化槽製造工場見学会の開催について（ご案内） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素から生活排水処理対策とりわけ浄化槽への取り組みについてご尽力を賜

り厚くお礼申し上げます。 

 当協会は浄化槽のメーカ団体として、生活排水処理の要であり経済効率に優

れた浄化槽の普及啓発に努めています。この度、地方公共団体で浄化槽をご担

当されております方々に、集合処理（下水道や集落排水処理施設）と個別処理

（浄化槽）のベストミックスにより生活排水処理施設の早期概成の一翼を担う

こととなる浄化槽について、よりご理解を深めていただきたく、実物をご覧い

ただきながらその構造・機能のご説明などを工場見学会として下記のとおり企

画いたしました。また、見学会の開催にあたってはコロナ等の感染予防対策を

徹底した上で実施することと致しております。 

 つきましては、公務ご多忙の中恐縮でございますが、是非ご参加賜りますよ

うご案内申し上げます。 

 ご参加いただける場合には、別紙「浄化槽製造工場見学会参加申込書」に所

要事項を記入の上、申込締め切り日までに FAX 又は E-メールにて、お申し込み

下さいますようお願い申し上げます。 

また、浄化槽整備地区の住民の方々のご理解を得るための一助となればとの

思いから、住民の方々の参加も歓迎いたします。（ただし、市町村で取りまとめ

て頂いた方のみとさせて頂きます。） 

 なお、それぞれの会場ごとに定員になり次第締め切らせていただきます。 

敬具 

 

（注）今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、見学会は中止

とさせていただく場合があります。また、工場見学会の参加者は、参加当

日或いは参加前日までの１０日以内に発熱や体調不良等がある（あった）

場合には、参加はお控えください。 

 



記 

 

名  称 ：浄化槽製造工場見学会 

主  催 ：一般社団法人浄化槽システム協会 

共  催 ：全国浄化槽推進市町村協議会 

 

日時、会場：集合場所・時間等の詳細は別添を参照して下さい。 

コース

番 号 
日   時 会 場 名 

申 込 

締切日 
受付状況 

１ 
令和 4年 10月 6日（木） 

  13：30～16：30 

フジクリーン工業㈱ 

  那須工場 
9月 26日 〆切りました 

２ 
令和4年10月12日（水） 

  13：30～16：30 

アムズ㈱ 

  白山工場 
9月 30日 〆切りました 

３ 
令和4年10月13日（木） 

  13：20～16：20 

フジクリーン工業㈱ 

  飯塚工場 
10月 3日 〆切りました 

４ 
令和4年10月18日（火） 

  13：50～16：50 

フジクリーン工業㈱ 

  三好工場 
10月 7日 〆切りました 

５ 
令和 4年 11月 2日（水） 

  13：30～16：30 

㈱ダイキアクシス 

  松山工場 
10月 21日 〆切りました 

６ 
令和4年11月10日（木） 

  13：00～16：00 

㈱クボタ 

  滋賀工場 
10月 28日 〆切りました 

７ 
令和4年11月15日（火） 

  13：30～16：30 

大栄産業㈱ 

  東海マリン工場 
10月 31日 〆切りました 

８ 
令和4年11月22日（火） 

  13：30～16：30 

㈱ハウステック 

  結城工場 
11月 8日 

定員に 

達しました 

９ 
令和 5年 2月 15日（水） 

  13：30～16：30 

ニッコー㈱ 

  埼玉工場 
1月 31日 

定員に 

達しました 

  ※見学会の日程・申込状況等は当協会ホームページに開示し、随時更新して 

おります。 

  ＵＲＬ：http://www.jsa02.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 



プログラム：会場により多少異なる場合があります。 

プログラム（案） 

00:00～00:00（5分） 開会：主催者挨拶 

00:00～00:00（40分） レクチャー：浄化槽の構造・機能 

00:00～00:00（60分） 製造工程見学(カットモデル説明を含む） 

00:00～00:00（40分） レクチャー：浄化槽の施工・維持管理 

00:00～00:00（30分） 意見交換・質疑応答 

00:00 閉会 

  ※レクチャー資料は会場にて配布します（無料）。 

 

担当・連絡先： 

 一般社団法人浄化槽システム協会 

   事務局：岡山、酒谷 

  〒105-0012 東京都港区芝大門 1-1-32 芝大門トーセイビル 5階 

   TEL 03-5777-3611  FAX 03-5777-3613 

   E-mail office@jsa02.or.jp 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別 紙） 

 

（一社）浄化槽システム協会 宛 

 

浄化槽製造工場見学会参加申込書 

 

 

下記のとおり参加を申し込みます。 

なお、工場見学会の参加に当たり、参加当日或いは参加前日までの１０日以内

に発熱や体調不良等がある（あった）場合には、参加は控えます。 

 

1.都道府県・市町

村名 

 

2.部署     

3.役職     

4.氏名     

5.連絡先電話番号     

6.参加コース     

コース番号     

会場名     

  集合場所     

7.その他     

 

ご登録いただいた個人情報は、当見学会への参加登録以外の目的には使用いたしません。 

 

 

 

送付先： ＦＡＸ ： ０３－５７７７－３６１３ 

     Ｅ－mail： office@jsa02.or.jp 



コース

番　号 会　　場　　名 住　　　　　所 時間 場　　　　　所

1
令和4年 10月  6日(木)
　　　13:30～16:30

フジクリーン工業㈱
　那須工場

栃木県那須郡那須町大字高久甲2691-2
  　TEL 0287-63-9171

13:00
東北新幹線那須塩原駅 西口

30名

2
令和4年 10月 12日(水)
　　　13:30～16:30

アムズ㈱
　白山工場

石川県能美市岩内町1-3
0761-51-7700

13:00 現地集合(アムズ白山工場) 15名

3
令和4年 10月 13日(木)
　　　13:20～16:20

フジクリーン工業㈱
　飯塚工場

福岡県飯塚市綱分1471-7
　　TEL 0948-82-1651

13:00
JR筑豊本線・JR後藤寺線
新飯塚駅　西口

30名

4
令和4年 10月 18日(火)
　　　13:50～16:50

フジクリーン工業㈱
　三好工場

愛知県みよし市根浦町4-2-21
　　TEL 0561-36-5481

13:00 JR名古屋駅 太閤通口 30名

5
令和4年 11月 2日（水）
　　　13:30～16:30

㈱ダイキアクシス
　松山工場

愛媛県東温市則之内甲2357-5
　　TEL 089-966-2168

13:30 現地集合（松山工場） 15名

6
令和4年 11月 10日(木）
    　13:00～16:00

㈱クボタ
　滋賀工場

滋賀県湖南市高松町2-1
  　TEL 0748-75-2150

12:55 現地集合（滋賀工場） 15名

7
令和4年 11月 15日(火)
      13:30～16：30

大栄産業㈱
　東海マリン工場

愛知県知多郡美浜町大字北方字柿谷3-5
　　TEL 0569-82-1383

13:15 名鉄河和線河和駅 20名

8
令和4年 11月 22日(火)
　　　13:30～16:30

㈱ハウステック
　結城工場

茨城県筑西市下江連1250
　　TEL 0296-28-2111

13:20 現地集合(結城工場) 10名

9
令和5年 2月 15日(水)
　　　13:30～16:30

ニッコー㈱
　埼玉工場

埼玉県行田市藤原町1-21-1
　　TEL 048-554-3131

13:00 現地集合（埼玉工場） 20名

定員

（別添 ）

会　　　　　　　　　　場 集　　　　　　合

令和４年度　浄化槽製造工場見学会会場等一覧

日　　　時


