
  

 

一般社団法人浄化槽システム協会 

令和３年度事業報告 

 

Ⅰ会員状況 

 

 １）会員数                   （令和４年３月３１日現在） 

会 員 種 類 前年度末 入  会 退  会 現会員数 備   考 

正  会  員 

賛 助 会 員 

１６ 

２１ 

０ 

０ 

０ 

０ 

１６ 

２１ 

 

 

 

 

２）年度当初会員数の推移 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 

正 会 数 ２０ １９ １８ １８ １８ １８ １６ 

賛助会員数 １９ １９ １９ １９ １９ ２１ ２１ 

 

 

Ⅱ 浄化槽出荷状況  

（単位：基） 

 工場生産型 
現場施工型 合 計 

5～10 人槽 11～50 人槽 51 人槽以上 小 計 

27年度 113,144 8,307 1,570 123,021 37 123,058 

28年度 114,486 8,569 1,451 124,506 4 124,510 

29年度 109,978 7,985 1,503 119,466 13 119,479 

30年度 106,000 7,412 1,422 114,834 25 114,859 

元年度 106,039 6,781 1,253 114,073 26 114,099 

２年度 97,996 5,666 1,192 104,854 11 104,865 

３年度 101,672 5,620 1,057 108,349 15 108,364 

 



  

Ⅲ 事業実施状況  

 

１．普及啓発事業 

 

 １）ホームページ 

ホームページは、定期的（月２回）に改定し、最新情報の提供を行っている。 

 

 ２）「浄化槽の日」 

   令和３年１０月１日に開催の「第３５回全国浄化槽大会（ホテル グランドヒル

ズ市ヶ谷）」は、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。 

   「第３６回浄化槽の日」の事業へ協力するため実行委員会（令和３年１２月１５

日ＷＥＢ開催）に参画した。 

 

 ３）浄化槽製造工場見学会 

   集合処理と個別処理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、市町村の浄化槽担当の方々に、より理解を深

めていただくために、浄化槽の製造工程の見学や浄化槽の構造・機能の説明などの

ために令和３年１２月に開催した普及促進部会の決定に基づき、浄化槽製造工場見

学会を企画し、開催することになった。 

   なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、令和４年２月に開

催が予定されていた工場見学会は中止とした。（主催：（一社）浄化槽システム協会、

共催：全国浄化槽推進市町村協議会） 

   ①令和４年１月２６日 フジクリーン工業㈱那須工場 

   ②令和４年２月 ８日 フジクリーン工業㈱三好工場 

   ③令和４年２月 ９日 ㈱ダイキアクシス松山工場 

   ④令和４年２月１５日 フジクリーン工業㈱飯塚工場     中止 

   ⑤令和４年２月１５日 大栄産業㈱東海マリン工場 

   ⑥令和４年２月１７日 ㈱ハウステック結城工場 

   ⑦令和４年２月２２日 ニッコー㈱埼玉工場 

 

 ４）浄化槽トップセミナー 

   浄化槽トップセミナーは、市町村長、市町村議会議員等の地方公共団体の政策決

定に携わる者並びに浄化槽等行政関係者を対象に、経済的・効率的な生活排水処理

施設として、浄化槽の特徴や地域の実情にあった生活排水処理施設の整備手法を選

択するための提案・説明等を行い、理解を得ることを目的に開催されている。 

当協会は、この「浄化槽トップセミナー（主催：環境省）」に協賛するとともに、



  

浄化槽カットモデル及び浄化槽ミニチュアモデル等の展示、並びに説明員を派遣し

た。 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、令和４年１月

３１日に開催が予定されていた浄化槽トップセミナー（茨城会場）は延期となった。 

① 令和４年１月１７日（関東甲信越地区委員会活動） 

浄化槽トップセミナー（群馬会場）（高崎市 Gメッセ群馬） 

    ② 令和４年１月３１日（関東甲信越地区委員会活動） 

      浄化槽トップセミナー（茨城会場）・・・・・・・・延期 

（水戸市 ホテルレイクビュー水戸） 

 

 ５）浄化槽フォーラム 

   浄化槽フォーラムは、環境省及び浄化槽フォーラムの主催により、青森県むつ市

において開催された。浄化槽は、下水道などが整備されていない地域において、各

家庭のトイレの排水だけではなく、台所やお風呂などから排出される生活雑排水を

下水道と遜色のない能力で処理することができることなど、市民に浄化槽の理解を

深めていただくためのイベントであり、当協会は、浄化槽フォーラムの協力団体と

して、浄化槽カットモデル及び浄化槽ミニチュアモデル等の展示、並びに説明員を

派遣した。 

      令和３年１０月３０日（東北地区委員会活動） 

      浄化槽フォーラム inむつ（むつ市 プラザホテルむつ） 

 

 ６）浄化槽普及促進ハンドブックの配布 

   浄化槽の普及を図るため、令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックを作成し、

会員、各都道府県浄化槽行政担当部局、関係団体、全国浄化槽推進市町村協議会会

員市町村に配付した。また、当協会各地区委員会において説明会を開催し、市町村

の浄化槽担当に対し普及促進を図るとともに、市町村に対し掲載記事に関するアン

ケートを依頼し、各地区委員が市町村を訪問するなどして回収した。 

（記事内容） 

【特別寄稿】 

①浄化槽行政の現状とこれから 

         （環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課 

浄化槽推進室長 山本 泰生氏） 

【交付金制度】 

      ②生活排水対策と浄化槽の交付金制度 

【指定検査機関】 

      ③鹿児島県における法定検査及び行政と連携した改善への取組 

         （公益財団法人鹿児島県環境保全協会 事務局長 牧 浩一氏） 

 



  

    【県市町村事例】 

      ④静岡県における合併処理浄化槽への転換の取組について 

         （静岡県交通基盤部都市局生活排水課 主任 松下 峰氏） 

      ⑤名取市における浄化槽整備のとりくみについて 

         （宮城県名取市建設部下水道課） 

      ⑥シビル・ミニマムと社会情勢に対応した富士市の浄化槽行政 

         （静岡県富士市上下水道部生活排水対策課 統括主幹 石川 浩之） 

    【業界動向】 

⑦令和３年度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）について 

         （一般社団法人全国浄化槽団体連合会） 

    【技術情報】 

      ⑧浄化槽の補修・更新工事について 

         （一般社団法人浄化槽システム協会技術推進部会編） 

    【参考資料】 

      ⑨浄化槽関連事業の実施状況 等 

 

 ７）その他の普及啓発 

   月刊浄化槽に単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を啓発する広告を毎

回掲載するとともに、浄化槽に関する記事を寄稿し、浄化槽の普及啓発活動を行っ

た。 

（１）月刊誌 

     ①「月刊浄化槽」（(公財)日本環境整備教育センター） 

５月号 ○浄化槽の補修工事における安全・衛生について（JSAだより） 

６月号 ○浄化槽の構造・機能と維持管理のポイント 

≪51人槽以上≫(19)（特集記事） 

７月号 ○流量調整担体流動生物ろ過方式 FCI-L型の紹介（JSAだより） 

８月号 ○海外における分散型汚水処理システムの最近の動向 

（特集記事） 

・大栄産業株式会社における浄化槽の海外展開の取り組み 

９月号 ○家庭用生活雑排水について（JSAだより） 

      １０月号  ○登録小型合併処理浄化槽概要（令和３年８月登録更新） 

１１月号 ○厨房排水処理システムについて（JSAだより） 

 １月号 ○当社における浄化槽設備士試験受験者の支援について 

（ＪＳＡだより） 

       ２月号 ○登録小型合併処理浄化槽概要（令和３年１２月登録更新） 

       ３月号 ○水害等の災害対策製品（ＪＳＡだより） 



  

 （２）展示会等 

     ①令和３年１０月１日 

       〇浄化槽の日実行委員会 第３５回全国浄化槽大会 ・・・中止 

         ・浄化槽カットモデル等展示 

     ②令和３年１０月３０日 

       〇浄化槽フォーラム inむつ（青森県むつ市（プラザホテル）） 

         ・浄化槽カットモデル等展示 

     ③令和３年１１月６日～７日 

       ○防災推進国民大会 2021実行委員会 ぼうさいこくたい 2021（釜石市 

（イオンタウン釜石第 2駐車場テントブース 5）） 

・浄化槽カットモデル等展示 

④令和４年１月１７日（関東甲信越地区委員会活動） 

       〇浄化槽トップセミナー（群馬県高崎市（Gメッセ群馬）） 

         ・浄化槽カットモデル等展示 

     ⑤令和４年１月３１日（関東甲信越地区委員会活動）・・・・延期 

       〇浄化槽トップセミナー（茨城県水戸市（ホテルレイクビュー水戸）） 

         ・浄化槽カットモデル等展示 

 

２．調査研究事業 

 １）次世代浄化槽システムに関する調査検討（環境省請負事業） 

   検討会を開催し、浄化槽システムの環境負荷低減に関する調査検討及び浄化槽の

海外設置基数と海外向け普及促進の取組に関する調査検討を行った。 

①浄化槽システムの環境負荷低減に関する調査・検討 

   ア 浄化槽システムの脱炭素社会への対応状況に関する調査 

   イ 浄化槽の地球温暖化ガス排出量調査 

   ウ 浄化槽システムの脱炭素化に向けた検討 

 

  ②浄化槽の海外設置基数と海外向け普及促進の取組に関する調査・検討 

   ア 浄化槽の海外展開に関する調査 

   イ 浄化槽関連企業による海外向け普及促進の取組に関する調査 

 

   [検討会委員（ＷＧを含む。）] 

    委員長 小川 浩（常葉大学名誉教授）委員 蛯江美孝（国立環境研究所） 

    委員  古市昌浩（（公財）日本環境整備教育センター） 

 委員  山崎宏史（東洋大学）    委員 青木道規（前澤化成工業(株)） 

    委員  足立清和（アムズ(株)）   委員 明壁典夫（大栄産業(株)） 

    委員  市成 剛（フジクリーン工業(株)）委員 岩橋正修（（株）クボタ）） 



  

    委員  後藤雅司（フジクリーン工業(株)）委員 敷島哲也（藤吉工業(株)） 

    委員  高橋 亘（(株)ダイキアクシス） 委員 中村智明（(株)西原ネオ） 

    委員  日比野淳（(株)ハウステック）  委員 和田吉弘（ニッコー(株)） 

 

   [検討会・ＷＧ開催] 

    ①令和３年１２月１３日 検討会・ＷＧ合同 

    ②令和４年 ２月 ４日 ＷＧ 

    ③令和４年 ２月２５日 ＷＧ 

    ④令和４年 ３月 ７日 検討会 

 

３．技術支援・提言等事業 

 

１）相談 

地方公共団体や一般市民からの電話等による浄化槽に関する相談に対応した。 

 

 ２）講習会への講師派遣等 

技術支援の一環として、浄化槽の維持管理等に関する講習会への講師派遣等を行

った。 

①令和３年６月１４、１５日（（公財）鹿児島県環境保全協会） 

   ○設備士試験対策 

②令和３年６月３０日   （東洋大学） 

○水環境学「浄化槽」出張講義 

③令和３年８月２５日   （（独）国際協力機構） 

   ○浄化槽の仕組みと導入勉強会 

 

 ３）関係団体との連携・協力 

 （１）外部委員会への参画 

浄化槽に関する技術的、制度的問題に対応するため他の機関が設置する委員会

等へ参画した。 

①月刊浄化槽編集委員会（（公財）日本環境整備教育センター） 

  ○令和３年６月３日～   ４回 

②アジアにおける分散型汚水処理に関するワークショップ 

（（公財）日本環境整備教育センター） 

○令和３年６月２３日～  ２回 

③浄化槽施工マニュアル検討ワーキンググループ会議 

（（一社）全国浄化槽団体連合会） 

  ○令和３年４月２１日～  ４回 



  

④ISO/TC224/WG8国内ワーキンググループ会合 

（（公財）日本環境整備教育センター） 

○令和３年４月２３日～  ２回 

    ⑤福島県浄化槽生涯保証システム運営委員会 

○令和３年１０月１８日～ １回 

    ⑥ベトナム浄化槽技術移転検討会（（公財）日本環境整備教育センター） 

○令和３年１１月１８日～ ２回 

⑦公共浄化槽等整備促進に向けた検討会（㈱ＮＪＳ） 

  ○令和３年１２月２０日～ ３回 

 

 （２）協賛 

    関連団体等が開催する各種イベント等に協賛した。 

①水を還す「ヒト・コト・モノ」マガジン『Water-n』vol.10 

 （（一社）Ｗａｔｅｒ－ｎ） 

②環境衛生週間 （環境省） 

  ○令和３年９月２４日～１０月１日 

 

（３）連携・協力 

関係行政庁を始め、浄化槽及び廃棄物に関連する団体との意見交換を行う等連

携・協力を図った。 

①日本廃棄物団体連合会（事務局：（公財）廃棄物処理事業振興財団）及び浄

化槽中央連絡協議会（事務局：全国環境整備事業協同組合連合会）に参画し

た。 

②日本下水道事業団が開催した「タイ国の小規模下水道に対する技術提案を目

的としたショーケース事業」の説明会の会員案内を行うとともに、出席した。 

  ○令和３年 7月２８日 説明会出席(於:日本環境整備教育センター会議室） 

③環境省が令和２年９月に設立した「環境インフラ海外展開プラットフォー

ム」への参加 

○令和３年８月４日 令和３年度年次総会出席（オンライン開催） 

④令和３年度脱炭素化に向けた技術開発・実証等に向けた意見交換会の参加 

  ○令和３年９月１０日  

参加者 環境省浄化槽推進室 

        技術委員会、賛助会員、ブロワメーカ 

⑤平成２６年に発足した環境省による官民連携の「ウォータープロジェクト」

への参加 

  ○令和３年１１月１０日 「第１回ウォータープロジェクト・グッドプラ

クティス塾」のオンライン開催 



  

⑥第９回アジアにおける分散型汚水処理に関するワークショップへの参加 

  ○令和３年１１月３０日（オンライン開催） 

   テーマ「持続可能な分散型汚水管理に向けた適切な汚泥管理」        

 

４．製品安全推進事業 

製造物責任法に適切に対応するため、会員企業が製造した浄化槽に対する生産物賠

償責任保険契約を締結した。（令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

 

５．その他の事業 

１）会員研修会 

 ①令和３年１０月２６日（東京都港区 ＡＰ浜松町 ＷＥＢ出席併用） 

  ア 環境省浄化槽推進室 山本泰生室長 

     「最近の浄化槽行政について」 

  イ 環境省環境金融推進室長 近藤崇史室長 

     「ＥＳＧ金融と環境省」 

 ②令和４年２月２１日（ＷＥＢ開催） 

    環境省浄化槽推進室長 山本泰生室長 

     「最近の浄化槽行政について」 

 

２）技術研修会 

 ①令和３年１１月２５日（熊本市 アークホテル熊本城前） 

  ア 環境省浄化槽推進室 大和田莉央指導普及係長 

     「最近の浄化槽行政について」 

  イ 公益社団法人熊本県浄化槽協会 野村龍美企画情報管理部長 

     「熊本県における浄化槽整備と熊本県浄化槽協会の活動」 

  ウ 熊本大学 工学部土木建築学科 川越保徳教授 

     「くまもとの地下水―おいしさと課題―」 

 

３）表彰 

  ①令和３年６月１０日に開催した定時総会において、多年にわたり浄化槽システ

ム協会活動に積極的に参画し、浄化槽の普及及び浄化槽事業の発展に大きく貢

献した者に対し、会長表彰状を授与した。（受賞者３名） 

  ②令和３年９月１０日に浄化槽事業の発展に寄与した功績により、竹又敏弘氏

（アムズ（株））が環境省環境再生・資源循環局長表彰を受賞した。 

  ③令和３年９月１０日に浄化槽事業の発展に寄与した功績により、中村智明氏

（（株）西原ネオ）が環境大臣表彰を受賞した。 

 



  

Ⅳ 会議開催状況 

 

１．総会等 

 

 １）総会 

①定時総会（令和３年６月１０日：ホテルメルパルク東京 WEB 出席併用） 

    [審議事項] 

     第１号議案 令和２年度決算報告に関する件 

    第２号議案 役員の改選に関する件 

    [報告事項] 

     ①令和２年度事業報告 

     ②協会事業運営組織等 

     ③令和３年度会長表彰受賞者 

    ④今後の行事等予定 

 

 ２）理事会 

①第１回理事会（令和３年５月１１日）（WEB 出席併用） 

    [審議事項] 

     第１号議案 令和２年度事業報告に関する件 

     第２号議案 令和２年度決算報告に関する件 

第３号議案 定時総会への提出議案に関する件 

    [報告事項] 

    ①業務執行理事の職務執行状況 

     ②令和３年度協会事業運営組織等 

     ③令和３年度会長表彰受賞者 

    ④今後の行事等予定 

 

  ②第２回理事会（令和３年６月１０日：ホテルメルパルク東京 WEB 出席併用） 

   [審議事項] 

     議案 代表理事等の選定に関する件 

 

  ③第３回理事会（令和３年１０月２６日：AP 浜松町 WEB 出席併用） 

    [審議事項] 

    職員在宅勤務規程の制定等に関する件 

    [報告事項] 

    ①令和３年度上半期の事業及び予算執行状況 

    ②業務執行理事の職務執行状況 



  

    ③令和３年度環境大臣表彰等の受賞 

    ④浄化槽の出荷状況 

    ⑤今後の行事等予定 

    ⑥実績会費の見直し 

    [その他] 

    ①令和４年度浄化槽推進関係概算要求の概要 

    ②環境省浄化槽関連職員 

    ③その他 

 

  ④第４回理事会（令和４年３月４日：AP 浜松町 WEB 出席併用） 

   [審議事項] 

   第１号議案 令和４年度事業計画に関する件 

   第２号議案 令和４年度収支予算に関する件 

   第３号議案 令和３年度定時総会の招集及び提出議案に関する件 

 

   [報告事項] 

①業務執行理事の職務執行状況 

②年度別浄化槽出荷状況 

③今後の行事等予定 

 

 ３）正副会長会議 

①第１回正副会長会議（令和３年５月１１日：WEB 出席併用） 

 ○第１回理事会 

 ○定時総会 

   ○浄化槽中央連絡協議会令和３年度役員候補 

   ○会員研修会 

   ○その他 

 

  ②第２回正副会長会議（令和３年６月１０日：ホテルメルパルク東京 WEB 出席

併用） 

   ○定時総会 

   ○第２回理事会 

   ○表彰 

 

  ③第３回正副会長会議（令和３年１０月２６日：AP 浜松町 WEB 出席併用） 

   ○第３回理事会・会員研修会 

   ○その他 



  

  ④第４回正副会長会議（令和４年３月４日：AP 浜松町 WEB 出席併用） 

   ○第４回理事会案件 

   ○令和４年度定時総会 

   ○次回理事会の開催日 

   ○その他 

 

２．各委員会等事業活動 

   令和３年度の運営委員会・技術委員会については、次の通り事業活動を行った。 

 

１）運営委員会関係 

（１）運営委員会 

①令和３年４月２１日（ＷＥＢ出席併用） 

 ○運営委員長等選任 

○令和３年度第１回理事会提出案件 

○令和３年度第２回理事会提出案件 

○令和３年度運営委員会活動 

○会長表彰等 

○その他 

 

    ②令和３年１０月１１日（ＷＥＢ出席併用） 

     ○令和３年度第１回運営委員会議事要旨確認 

     ○令和３年度第３回理事会・会員研修会 

     ○令和３年度第３回理事会提出案件 

     ○その他 

      

    ③令和４年２月２１日（ＷＥＢ） 

     ○令和４年度浄化槽推進関係予算 

     ○令和３年度第４回理事会提出案件 

     ○その他 

      ・令和３年度浄化槽トップセミナーにおける展示結果 

      ・会員研修会 

      ・令和４年度第１回運営委員会の開催 

 

 （２）新規事業・需要予測部会 

    ①令和４年２月９日（ＷＥＢ出席併用） 

     ○令和３・４年度浄化槽需要予測 

     ○令和４年度事業 



  

（３）普及促進部会 

①令和３年４月２１日（ＷＥＢ出席併用） 

 ○部会長選任 

 ○令和２年度事業報告 

 ○令和３年度事業計画・体制 

 ○令和３年度部会及び地区委員会活動  

  ・単独転換啓発用チラシ、地区委員会活動 

・令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブック記事 

 ○その他浄化槽普及促進活動 

○今後の予定等 

 

    ②令和３年７月３０日（ＷＥＢ出席併用） 

     〇令和３年度第１回議事要旨（案）確認 

     〇令和３年度部会および地区委員会活動について 

      ・ぼうさいこくたい２０２１ 

      ・浄化槽トップセミナー群馬 

      ・全国浄化槽大会、浄化槽フォーラム、浄化槽トップセミナー 

      ・令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブック記事 

      ・単独転換チラシ 

      ・地区委員会 

     〇今後の予定など 

 

    ③令和３年１２月３日（ＷＥＢ出席併用） 

     ○令和３年度第２回議事要旨確認 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○令和３年度地区委員会について 

       ・第１回各地区委員会報告 

       ・第２回各地区委員会の開催について 

     ○浄化槽普及促進に向けた施策 

       ・工場見学会関連 

       ・展示会等 

       ・単独転換チラシ配布関連 

       ・その他 

     ○今後の予定など 

 

 

 



  

 （４）地区委員会 

    ①令和３年８月３１日（ＷＥＢ・東北地区委員会） 

     ○令和２年度事業報告 

     ○令和元年度、２年度地区委員会活動報告 

     ○令和３年度地区委員会活動について 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○今後の予定等について 

 

    ②令和３年９月１日（ＷＥＢ・北海道地区委員会） 

     ○令和２年度事業報告 

     ○令和元年度地区委員会活動報告 

     ○令和３年度地区委員会活動について 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○今後の予定等について 

 

    ③令和３年９月７日（ＷＥＢ・近畿地区委員会） 

     ○令和２年度事業報告 

     ○令和元年度地区委員会活動報告 

     ○令和３年度地区委員会活動について 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○今後予定等について 

 

    ④令和３年９月９日（ＷＥＢ・中部地区委員会） 

     ○令和２年度事業報告 

     ○令和元年度地区委員会活動報告 

     ○令和３年度地区委員会活動について 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○今後予定等について 

 

    ⑤令和３年９月１４日（ＷＥＢ・関東甲信越地区委員会） 

     ○令和２年度事業報告 

     ○令和元年度地区委員会活動報告 

     ○令和３年度地区委員会活動について 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○今後の予定等について 

     ○その他 

  



  

    ⑥令和３年９月１５日（ＷＥＢ・九州地区委員会） 

     ○令和２年度事業報告 

     ○令和元年度地区委員会活動報告 

     ○令和３年度地区委員会活動について 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○今後の予定等について 

     ○その他 

 

    ⑦令和３年９月１６日（ＷＥＢ・中国四国地区委員会） 

     ○令和２年度事業報告 

     ○令和元年度・２年度地区委員会活動報告 

     ○令和３年度地区委員会活動について 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○今後の予定等について 

     ○その他 

 

    ⑧令和４年１月１８日（ＷＥＢ・近畿地区委員会） 

     ○令和３年度第１回議事要旨確認 

     ○令和３年度上半期事業報告、展示会等 

     ○単独転換啓発用チラシ配布状況報告 

     ○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブックアンケート回収結果 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○令和３年度下期地区委員会活動（アンケート回収、チラシ配布、展示会等）

について 

     ○今後の行事等予定 

     ○その他 

 

    ⑨令和４年１月１９日（ＷＥＢ・関東甲信越地区委員会） 

     ○令和３年度第１回議事要旨確認 

     ○令和３年度上半期事業報告、展示会等 

     ○単独転換啓発用チラシ配布状況報告 

     ○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブックアンケート回収結果 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○令和３年度下期地区委員会活動（アンケート回収、チラシ配布、展示会等）

について 

     ○今後の行事等予定 

     ○その他 



  

    ⑩令和４年１月２４日（ＷＥＢ・北海道地区委員会） 

○令和３年度第１回議事要旨確認 

     ○令和３年度上半期事業報告、展示会等 

     ○単独転換啓発用チラシ配布状況報告 

     ○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブックアンケート回収結果 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○令和３年度下期地区委員会活動（アンケート回収、チラシ配布、展示会等）

について 

     ○今後の行事等予定 

     ○その他 

 

    ⑪令和４年１月２４日（ＷＥＢ・中国四国地区委員会） 

○令和３年度第１回議事要旨確認 

     ○令和３年度上半期事業報告、展示会等 

     ○単独転換啓発用チラシ配布状況報告 

     ○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブックアンケート回収結果 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○令和３年度下期地区委員会活動（アンケート回収、チラシ配布、展示会等）

について 

     ○今後の行事等予定 

     ○その他 

 

 ⑫令和４年１月２５日（ＷＥＢ・東北地区委員会） 

○令和３年度第１回議事要旨確認 

     ○令和３年度上半期事業報告、展示会等 

     ○単独転換啓発用チラシ配布状況報告 

     ○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブックアンケート回収結果 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○令和３年度下期地区委員会活動（アンケート回収、チラシ配布、展示会等）

について 

     ○今後の行事等予定 

     ○その他 

 

 ⑬令和４年１月２５日（ＷＥＢ・中部北陸地区委員会） 

○令和３年度第１回議事要旨確認 

     ○令和３年度上半期事業報告、展示会等 

     ○単独転換啓発用チラシ配布状況報告 



  

     ○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブックアンケート回収結果 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○令和３年度下期地区委員会活動（アンケート回収、チラシ配布、展示会等）

について 

     ○今後の行事等予定 

     ○その他 

 

 ⑭令和４年２月３日（ＷＥＢ・九州地区委員会） 

○令和３年度第１回議事要旨確認 

     ○令和３年度上半期事業報告、展示会等 

     ○単独転換啓発用チラシ配布状況報告 

     ○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブックアンケート回収結果 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブックについて 

     ○令和３年度下期地区委員会活動（アンケート回収、チラシ配布、展示会等）

について 

     ○今後の行事等予定 

     ○その他 

 

２）技術委員会関係 

（１）技術委員会正副委員長会議 

    ①令和３年７月９日（ＷＥＢ出席併用） 

     ○令和３年度 JSA事業活動について 

      ・令和３年度技術委員会・技術研修会 

      ・技術推進部会関連 

（浄化槽普及促進ハンドブック記事、環境省請負事業など） 

      ・JSA講師団部会（講習会、展示会など） 

      ・外部委員会 

      ・その他 

     ○環境省浄化槽推進室との意見交換会―浄化槽の技術的課題について― 

     

    ②令和３年１０月４日（ＷＥＢ） 

     ○浄化槽施工マニュアル 

 

 （２）技術委員会 

    ①令和３年１１月２５日（熊本市 アークホテル熊本城前） 

     ○委員の交代について 

     ○令和３年度上半期事業報告 



  

     ○技術委員会・技術推進部会・講師団部会・外部委員会活動報告 

     ○その他報告事項 

      ・外部委員会 

      ・今後の予定ほか 

 

（３）技術推進部会 

    ①令和３年４月２３日（ＷＥＢ出席併用） 

     ○部会長選任 

     ○令和２年度事業報告 

     ○令和３年度事業計画・体制 

     ○令和３年度版浄化槽普及促進ハンドブック記事 

     ○今後の活動 

      ・技術研修会 

      ・技術的課題、方向性 

      ・浄化槽製造工場見学会 

     ○その他 

      ・表彰関連 

      ・講習会 

      ・環境省アンケート 

      ・遠隔監視 

      ・施工マニュアル（全浄連） 

    

    


