
　　　 平成３1年度法定検査実施基数   65,334基   　　　　 

　　　（７条検査  1,796基、１１条検査　63,538基）　　

基数 割合 基数 割合 基数 割合

７条 1,268 73.0% 441 25.4% 28 1.6%

１１条 38,581 66.0% 14,627 25.0% 5,238 9.0%

計 39,849 ― 15,068 ― 5,266 ―

７条 1,544 74.3% 507 24.4% 27 1.3%

１１条 40,729 65.4% 15,802 25.4% 5,772 9.3%

計 42,273 ― 16,309 ― 5,799 ―

７条 1,295 72.1% 471 26.2% 30 1.7%

１１条 40,759 64.1% 17,528 27.6% 5,251 8.3%

計 42,054 ― 17,999 ― 5,281 ―

１　法定検査

不適正
年　度 検　査 検査実施基数

適　正 概ね適正

60,183

　　　関することについて協議し、浄化槽業務の円滑な推進を図った。

　　　　前年度の新たな拒否者97件に対し68件については、協会から受検勧奨の案内を送付し、29

29

３　法定検査の拒否者対策事業

1,737

　　を締結するなど、その準備を進めました。

　　　以下、当協会が実施した主な事業について報告します。

〈参考〉判定内訳

64,381

　　　実務者会議」を令和元年9月10日に開催し、法定検査の拒否者対策、浄化槽情報の共有化、に

2,078

30

1,796

62,303

２　行政機関との連携事業

65,334

　　　　平 成 ３１年 度 事 業 報 告　　　　　

　　　当協会が把握している浄化槽設置届出基数は、平成31年度末で 75,824 基で、このうち

　　法定検査の拒否や休止浄化槽などを除いた検査対象基数は  65,334基であり、その全てにつ

　　いて検査を実施しました。

　　　その他の事業では、本所事務所を移転・新築する基本方針を決定し、移転予定地の売買契約

　　　当協会の主たる事業である法定検査は、平成３１年度において、浄化槽法第７条に基づく

　　浄化槽新設後の水質検査（以下「７条検査」という。）と同法第１１条に基づく定期検査（以

　　下「１１条検査」という。）を合わせて  65,334 基実施しました。

58,446

31 63,538

　　　　浄化槽の設置者による適正な維持管理を推進し、水環境を保全するために設置した「浄化槽

　　　

　　　件については、直接、行政機関が指導した。



　　　

　　　　更新期限が到来する会員（21社）に対し、更新洩れとならないよう浄化槽保守点検業登

　　　録有効期限を通知した。

　　　保証登録件数　：　999件

７　検査技術の向上事業

８　検査結果の解析による地域への還元事業

６　検査手数料の未収金対策

　　　業務を行った。　

５　全浄連浄化槽機能保証制度登録業務　

　  　 の調査結果である「ばっ気停止から回復までのBOD数値差及び立ち上がりまでの検証」を

　      報告した。 

　  ②　水質が悪化している浄化槽の 改善事例のデータ蓄積

　　　県、長崎市及び佐世保市へ提出した。

　　 　 また、講習会や意見交換会において、平成30年度の検査結果について報告した。

　　   引き続き改善事例のデータ収集に取り組むとともに、研修会や講習会及び意見交換会で協会

　　　　令和元年10月9日に開催された同研究集会へ参加した。

　　 　（一社）全国浄化槽団体連合会の浄化槽機能保証制度事業に関する受付・登録済証の交付

　　　　平成２9年度の検査結果について、不適正の内容や改正浄化槽法を踏まえた単独浄化槽

　　　の指摘状況、小型合併浄化槽の実使用人数と放流水のBODの関係などについて解析を行い

　  ①　法定検査結果の解析

     ②　九州地区指定検査機関協議会が開催する研修会へ参加　(大分市）

　　　を活用した請求方法の導入について令和2年度から取り組むこととした。

　　　　未収金対策を強化するため、他県の検査機関の状況を調査のうえ検討し、弁護士事務所

　　　　令和元年11月15日に開催された同研修会へ参加し、本協会からは「ばっ気停止から

　　　　令和元年12月20日に浄化槽メーカーより講師を招いて、検査員研修会を開催した。

     ①　検査員の技術力を向上させるための検査員研修会開催　（長崎市）

     ③　全国浄化槽技術研究集会へ参加　（秋田市）

　　　回復までのBOD数値差及び立ち上がりまでの検証」について発表した。

　　　　　（注）　対馬市での講習会の主催は、対馬保健所である。

     ②　浄化槽保守点検業登録更新に関する情報の事前提供

４　浄化槽協会会員との連携事業

      ①　浄化槽協会会員を対象にした講習会や意見交換会を開催

　 　　   当協会の会員との連携強化を図るため、下記のとおり講習会及び意見交換会を開催した。

令和元年11月29日

令和元年11月29日

意　見
交換会

令和元年11月22日

開催日 開催場所 講習会内容（当協会の対応）

壱岐保健所

関係事業者に対して、法定検査実施状況（不適正の内容及び
ＢＯＤ検査結果）について説明
また、メーカーより講師を招いて、新型浄化槽について説明

対馬保健所

関係事業者に対して、法定検査実施状況（不適正の内容及び
ＢＯＤ検査結果）について説明
関係事業者に対して、施工、点検、清掃上の注意点について説明
また、メーカーより講師を招いて、新型浄化槽について説明

講習会

五島保健所
関係事業者に対して、法定検査実施状況（不適正の内容及び
BOD検査結果）について説明
本県の浄化槽調査の研究発表・意見交換



１１　浄化槽普及啓発事業及び情報の提供

　　　 あり全ての補助事業が採択され工事も完了した。

　　    平成31年度は、51人槽以上の既設合併浄化槽の付帯設備の改修が目的であるタイプ１が

　　　 　本事業の対象となる浄化槽管理者1,470件に対して、事業の周知を図った。

    　③　環境等イベントへの参加

　    ⑤　浄化槽の使用上の留意事項の啓発

　　  　　令和元年１０月20日に諫早市で行われた「いさはやエコフェスタ」及び、令和元年11

　　　  令和元年8月16日に当協会の事務所で開催した。

　　　  リニューアルし令和2年3月に公開した。

　    ④　環境教育講座の開催

　　  　月9日に開催された「長崎県環境保健研究センター一般公開」へ参加し、浄化槽についての

　　　 5件、 60人槽以上の合併浄化槽の本体交換が目的であるタイプ2が3件の計8件の申請が

　  　　パネル解説、CODパックテストによる実験、浄化槽ミニチュアモデルの展示等を行い、浄

　　     　法定検査実施地域の年間スケジュールの情報や浄化槽の設置状況及び法定検査結果等に

　　  　ついてホームページ上で公表した。

１０　法定検査システムの更新

　　  　　令和元年11月29日　対馬保健所管内の浄化槽講習会へ講師を派遣した。（再掲）

９　本所事務所の建替え

　    ②　行政等主催の浄化槽講習会への講師派遣

　　　　本所事務所について、大村市溝陸町へ移転・新築すること、県南事務所を移転後の本所

        　

１２  省エネ型浄化槽システム導入推進事業

    　⑥　協会ホームページのリニューアル

　 　 　について啓発を行った。

　　  　　法定検査の動画を掲載するなど、見やすくよりわかりやすいホームページをめざして、

　　　     台所用汚水桝の定期的な清掃について、啓発チラシを作成し浄化槽の使用上の留意事項

　  　　化槽の役割や仕組みを幅広い世代の来場者に啓発した。

　　　　Windows１０に対応するため法定検査システムの更新に取り組んだ。

　　　事務所へ統合すること等の基本方針を決定した。また、移転予定地の売買契約を締結する

　　　等移転・新築へ向けて準備を進めた。

　　 　 　児童を対象に、環境問題への関心を持ってもらうことを目的として「環境教育講座」を

    　①　検査に関する詳細情報の提供

令和元年11月22日 平成30年度の不適正及びBODの結果について （再掲）

令和元年11月29日 平成30年度の不適正及びBODの結果について （再掲）

令和元年11月29日 平成30年度の不適正及びBODの結果について （再掲）

五島保健所管内意見交換会

壱岐保健所管内浄化槽講習会

対馬保健所管内浄化槽講習会



会 議・事 業 等 の 名 称 場所等 内　　容　　等

省エネ型浄化槽システム導入推進事業に

係る予算・事業内容の変更点等について

平成３０年度事業報告・決算報告

平成３１年度事業計画・予算等

情報共有サイトについて

情報交換・事務連絡等

法定検査の拒否者対策

浄化槽情報の共有化等

浄化槽法の改正と地方創生についての講演

研究発表等

平成３１年度収支補正予算

本所事務所建替え協議

平成３０年度の法定検査実施状況について

本県の浄化槽調査の研究発表・意見交換等

平成３０年度の法定検査実施状況について

浄化槽メーカーによる機能説明

平成３０年度の法定検査実施状況について

浄化槽メーカーによる機能説明

協会新事務所移転予定地の売買契約

平成３１年度収支補正予算等

平成３１年度収支補正予算

令和２年度事業計画、収支予算

令 和 ２ 年 　２月 １７日 平成３１年度第４回理事会 協　会

〃 　３月 ２６日 平成３１年度第５回理事会 協　会

〃 １２月 ２０日 平成３１年度検査員研修会 長崎市
浄化槽メーカーによる機能説明、本県の浄化槽
調査の研究発表・新事業の企画案等

〃 １２月 １９日 平成３１年度第３回理事会 長崎市 協会新事務所移転予定地について

〃 １２月 １９日 平成３１年度臨時評議員会 長崎市 協会新事務所の移転新築等の方針決定

〃 １２月 １１日
平成３１年度九地協・九指協
臨時合同事務局長会議

福岡県 働き方改革について

〃 １１月 ２９日 壱岐保健所管内浄化槽講習会 壱岐市

〃 １１月 ２９日 対馬保健所管内浄化槽講習会 対馬市

環境省による改正浄化槽法の説明
浄化槽の調査研究発表・意見交換等

〃 １１月 ２２日
五島市保守点検、清掃業者との
意見交換会

五島市

〃 １１月 １１日 平成３１年度第２回理事会 協　会

〃 １１月 １５日 平成３１年度九州地区検査員研修会 大分県

浄化槽についての解説や実験、クイズ等

〃 １１月 　９日
長崎県環境保健研究センター
一般公開への参加

大村市 浄化槽についての解説や実験、クイズ等

〃 １０月 　９日
第３３回全国浄化槽技術研究
集会

秋田県

〃 １０月 ２０日 いさはやエコフェスタ出展 諫早市

〃 　９月 　６日
平成３１年度九地協・九指協
合同事務局長会議

大分県

〃 　９月 １０日
平成３１年度第１回浄化槽実務
者会議

長崎市

〃 　８月 １６日 環境教育講座 協　会 児童を対象に環境問題についての実験や学習

〃 　７月 １７日 長崎県浄化槽セミナー 島原市
環境省による
最近の浄化槽行政の動向について

〃 　７月 １２日 九指協実務責任者会議 大分県
情報共有サイトの立ち上げ
検査員研修会のカリキュラムについて

平成３０年度決算報告等

〃 　６月 ２６日
（一社）全国浄化槽団体連合会
第７回定時総会

東京都 平成３０年度事業報告・決算報告等

〃 　６月 １４日
平成３１年度九地協・九指協
合同総会

宮崎県

〃 　６月 １８日 平成３１年度定時評議員会 長崎市

令 和 元 年 　６月 　３日 平成３１年度第１回理事会 協　会 平成３０年度事業報告・決算報告等

事　業　等　の　報　告　（　主　な　も　の　）

実　施　日

平成３１年 　４月 　３日
平成３１年度省エネ型浄化槽
システム導入推進事業説明会

東京都


