
 

 

 

 

 

 

 

令和２年度事業報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人千葉県環境保全センター 
 

 

 



事業の概要

一般社団法人千葉県環境保全センターは、令和2年5月20日に第8回定
時総会を開催、その事業計画に従って令和2年度の事業を実施してきま
した。ただし、蔓延するコロナ禍の中での困難な事業運営でした。その
経過は、次のとおりです。

１．講習会等開催事業（継続事業）の件
本事業は、一般社団法人移行に伴い、公益に資する事業として実施し

ているもので、条例に基づく浄化槽管理士講習会実施しました。

２．その他の事業の件
ステッカー事業、印刷物販売事業、浄化槽総合推進事業を行い、進展

を図りました。
ステッカー事業については、浄化槽保守点検契約済証及び浄化槽清掃

済証の頒布を推進しました。
印刷物販売事業については、事実上の統一様式である、合併処理浄化

槽保守点検記録票、小型合併処理浄化槽保守点検記録票、単独処理浄化
槽保守点検記録票、契約書等の販売を行いました。
浄化槽総合推進事業については、本県における法定検査の実施率が低

迷していることから、このことに対処するため、一括契約の推進、11条
ＢＯＤ検査の促進、委託検査員制度の創設等の基礎となる枠組みの検討
をしました。
また、浄化槽法第11条ＢＯＤ検査に係る採水業務の充実を図り、11条

検査の受検率向上に寄与しました。

３．委員会活動の件
（１）浄化槽委員会

条例に基づく浄化槽管理士研修会を開催しました。
（２）一般廃棄物・合特法委員会

地域対策委員会の協力を得て、千葉県内の全市町村長宛要望書を提
出しました。
その主旨は、合特法（下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等

の合理化に関する特別措置法）の趣旨をご理解いただくとともに、代
替業務等の配慮を要望する、というものです。
また、一般廃棄物処理業の委託についての要望を併せて行っていま

す。近年、一般廃棄物収集運搬業務の入札が散見され、委託価格の下
落に歯止めがかからない状況ですが、廃棄物処理法等に照らし合わせ、
この委託業務は入札になじまないという内容です。

４．青年部会の活動
平成5年の発足以来助成を続けている青年部会は、各種セミナーを

開催しました。また、ウエブサイトを運営し、その活動を広く公開し
ています。活動の経過は、後に示します。



５．一般社団法人日本環境保全協会の件
上部団体である一般社団法人日本環境保全協会の活動に参画し、同

協会の活動や、提供される情報をもとに、合特法適用推進、一般廃棄
物処理業者の権益確保のための取り組みに活用しました。

６．日本環境保全協会関東地区協議会の件
日本環境保全協会関東地区協議会（幹事団体：埼玉県一般廃棄物連

合会）の行事、通常総会と業務研修会に参加し、各県連報告を通じ意
見交換を行いました。

７．執行部会、理事会の開催
総会で定めた事業計画の円滑な推進を図るため、執行部会、理事会を

開催しました。

令和 2年 4月22日（水） 執行部会
令和 2年 5月 7日（木） 理事会
令和 2年 6月12日（金） 執行部会
令和 2年 7月16日（木） 執行部会、理事会
令和 2年10月21日（水） 執行部会、理事会
令和 2年11月11日（火） 執行部会
令和 2年12月 4日（金） 執行部会、理事会
令和 3年 2月10日（水） 執行部会
令和 3年 3月 3日（水） 執行部会、理事会



令和２年度（第８回）定時総会の開催

開催日時 場 所 提出議案

第1号議案

令和2年 令和元年度事業報告承認の件

5月20日(水) 第2号議案

オークラ 令和元年度決算書類承認の件

午 後 2 時 ～ 千葉ホテル 第3号議案

決議（案）採択の件

第4号議案

その他

第1号報告

令和2年度事業計画の件

第2号報告

令和2年度正味財産増減予算の件

功労事業所表彰 令和元年房総半島台風等の災害廃棄物収集

運搬支援事業所

24社

第45回理事長 平素より地域社会における生活環境の保全

表彰 に寄与している会員事業所に勤務する方々

15名



講習会・研修会等の開催

講習会・研修会等の 開催日程及び講習・研修内容、参加者等
名称
浄化槽法第11条ＢＯ 令和2年7月28日(火)、29日(水)
Ｄ検査に係る嘱託採 令和2年8月25日(火)、26日(水)
水員講習会 場 所：一般社団法人千葉県浄化槽協会

主 催：公益社団法人千葉県浄化槽検査センター
一般財団法人千葉県環境財団

事務代行：一般社団法人千葉県環境保全センター
受 講 者：152名

更新講習135名、新規講習17名
貯水槽清掃作業 令和2年10月14日(水)
従事者研修会 場 所：千葉市文化センター

主 催：千葉県水道管工事協同組合
後 援：一般社団法人千葉県環境保全センター
参 加 者：会員他138名

浄化槽管理士研修会 令和3年2月17日(水)、2月18日(木)、3月12日(金)
場 所：一般社団法人千葉県浄化槽協会
主 催：一般社団法人千葉県環境保全センター
受 講 者：2月17日51名、2月18日42名

3月12日47名



広 報 活 動

１．「環境保全」の発行

第４７号：令和２年３月号

記事概要 新年のあいさつ
（理事長、千葉県知事、千葉県議会議長）

令和2年新春賀詞交歓会
第19回千葉県廃棄物適正処理推進大会
浄化槽維持管理適正化研修会
第33回全国浄化槽大会
接有点シーケンス制御の実践技術
令和元年度貯水槽清掃作業従事者研修カリキュラム
一般社団法人日本環境保全協会
一般廃棄物適正処理推進大会in徳島
令和元年度支部懇談会
青年部会の活動
千葉県令和元年度台風及び豪雨被災状況

第４８号：令和２年１０月号
記事概要 令和2年度第8回定時総会

嘱託採水員講習会
南房総市と館山支部災害協定締結
新型コロナウイルス感染症対策マニュアル

配布先 千葉県、各市町村担当課及び関係団体
環境保全センター会員ほか



執行部会・理事会の開催

開催日時 場 所 出席者 内容経過
執行部会 石井、伊藤、山本(剛) 1.令和2年度(第8回)定時
令和2年 浄化槽 実川、山口、大野 総会の件
4月22日(水) 検査ｾﾝﾀｰ 六崎、小野 2.令和2年4月度理事会の
午後 会議室 決議省略の件
12時30分～

理事会 理事会の決議があったと
令和2年 書面決議 理事及び監事全員 みなされた事項
5月7日(木) 1.送付した総会資料を、

定時総会の議題及び報
告事項として第8回定時
総会に提出すること

2.災害支援事業を表彰す
ること

3.第45回理事長表彰受賞
者を決定すること

4.新入会者2社、有限会社
アワ及び有限会社五光
を承認すること

執行部会 石井、伊藤、山本(剛) 1.令和2度会議等開催日程
令和2年 浄化槽 実川、山口、大野、川名 の件
6月12日(金) 検査ｾﾝﾀｰ 林、六崎、小野 2.一般廃棄物適正処理推
午後 会議室 進大会in千葉の件
12時30分～ 3.中小企業人材確保等支

援助成金事業の件
執行部会 石井、伊藤、山本(剛) 1.人材確保等支援助成金
令和2年 実川、山口、大野、川名 (中小企業団体助成コー
7月16日(木) オークラ 林、中山(赫)、六崎 ス)の件
午後 千葉ホテ 小野 2.嘱託採水員講習会の件
12時30分～ ル
理事会 石井、伊藤、山本(剛)
令和2年 実川、山口、大野、川名
7月16日(木) 小澤、飯塚、藤原、小倉
午後2時～ 小川、中山(俊)、鳥井

林、荻原、並木、岡田
新井、野沢、新家、野村
中井、高橋、六崎、小野



開催日時 場 所 出席者 内容経過
執行部会 石井、伊藤、山本(剛) 1.条例に基づく浄化槽管
令和2年 実川、山口、大野、川名 理士講習会の件
10月21日(水) 浄化槽 林、中山(赫)、六崎 2.令和2年度中間決算の件
午後 検査ｾﾝﾀｰ 小野 3.12月度理事会の件
12時30分～ 会議室 4.令和3年賀詞交歓会の件
理事会 石井、伊藤、山本(剛) 5.令和3年日本環境保全協
令和2年 実川、山口、大野、川名 会廃棄物適正処理推進
10月21日(水) 安部、小澤、飯塚、藤原 大会の件
午後2時～ 浅野、小倉、小川、鳥井

庄司、荻原、並木、阪上
林、岡田、新井、野沢
岩楯、新家、野村、藤井
六崎、小野

執行部会 石井、伊藤、山本(剛) 1.条例に基づく浄化槽管
令和2年 浄化槽 山口、大野、川名、六崎 理士講習会の件
11月11日(火) 検査ｾﾝﾀｰ 小野 2.浄化槽リノベーション
午後 会議室 検討委員会の件
12時30分～ 3.日本環境保全協会廃棄

物適正処理推進大会の
件

4.令和3年賀詞交歓会の件
執行部会 石井、伊藤、山本(剛) 1.条例に基づく浄化槽管
令和2年 オークラ 実川、山口、大野、川名 理士研修会の件
12月4日(金) 千葉ホテ 中山(赫)、六崎、小野 2.新型コロナウイルス感

ル 染症の件
理事会 石井、伊藤、山本(剛) 3.人材確保等支援助成金
令和2年 実川、山口、大野、川名 の件
12月4日(金) 安部、小澤、飯塚、藤原 4.年度末までの会議等の
午後2時～ 浅野、小倉、小川、庄司 件

並木、阪上、岡田、新井
野沢、岩楯、新家、野村
中井、藤井、六崎、小野

執行部会 石井、伊藤、山本(剛) 1.令和3年度第9回定時総
令和3年 検査ｾﾝﾀｰ 実川、山口、大野、川名 会の件
2月10日(水) 会議室 林、中山(赫)、六崎 2.柏・野田支部の件
午後 3.浄化槽管理士研修会の
午後2時～ 件

4.嘱託採水員講習会の件



開催日時 場 所 出席者 内容経過
執行部会 石井、伊藤、山本、実川 1.令和3年度第9回定時総
令和3年 山口、大野、川名、林 会の件
3月3日(水) オークラ 中山(赫)、六崎、小野 2.浄化槽管理士講習会の
午後 千葉ホテ 件
12時30分～ ル 3.嘱託採水員講習会の件
理事会 石井、伊藤、山本(剛) 件
令和元年 実川、大野、川名、安部 4.柏・野田支部合併の件
12月6日(金) 山本(幸)、小澤、飯塚 5.一般社団法人千葉県環
午後3時15分 藤原、秋山、浅野、小倉 境保全検査センターの
～ 小川、中山(俊)、庄司 件

荻原、阪上、中山(赫)
岡田、新井、野沢、野村
中井、藤井、高橋
太田(美)、丸山、中島
近藤、久保田、中川
元起、山本(大)、山崎
船山、六崎、小野

理事長経験者の会

開催日時 場所 出席者 内容経過
令和2年 山本(康)、林 1.浄化槽法第11条ＢＯＤ検
8月7日(金) オークラ 中山(赫) 査等について
午後3時～ 千葉ホテル 石井、伊藤、山本(剛) 2.条例に基づく浄化槽管理

実川、山口、大野 士講習会について
川名、六崎、小野 3.人材確保等支援助成金

(中小企業団体助成コー
ス)について

4.災害時における浄化槽の
点検・復旧等に関する協
力協定について

委員会活動

開催日時 場所 出席者 内容経過
令和2年 検査ｾﾝﾀｰ 伊藤、山口、大野 一般廃棄物・合特法委員会
8月27日(水) 会議室 川名、藤原、安部 及び地域対策委員会合同会
午後2時～ 岡田、野沢、野村 議

藤井、小倉、六崎 1.要望書の件
小野 2.南房総市と館山支部災害

協定締結の件
3.新型コロナウイルスに対
する対応の件

4.各地域の状況報告の件



青年部会の活動（講習会・研修会関係）

自 令和２年１月１日 至 令和２年１２月３１日

講習会等の名称 開催日程及び講習・研修内容、参加者
令和2年度 令和2年2月8日(土)
第27回通常総会 場 所：ホテルポートプラザちば

内 容：第27回通常総会
研 修：「自社の歴史を調べる」

(有)印旛防疫社、(有)浄化槽センター
富士興運(株)、(有)市原中央商事

参加者：28名
日本環境保全協会 令和2年2月13日(木)
青年部事業推進協議 場 所：一般社団法人東京環境保全協会会議室
会 日本環境保全協会青年部事業推進協議会

講 演：「各県災害復旧支援活動」
北海道、埼玉県、千葉県（川名、小野）

参加者：千葉県から6名参加
セミナー 令和2年6月20日(土)

場 所：ダイワロイネットホテル千葉中央
講 演：多様な人材が企業を変える

(株)Ｍ.Ｉ.Ｓインターナショナル
畠山直美氏

参加者：21名
セミナー 令和2年10月3日(土)

場 所：(公社)千葉県浄化槽検査センター2階
講 演：「新型コロナ対応助成金の活用方法」
講 師：行政書士法人・社会保険労務士江川事務所

所長 江川知彦氏
参加者：15名

セミナー 令和2年12月12日(土)
場 所：(公社)千葉県浄化槽検査センター2階
講 演：2019年台風災害を振り返る
発表者：岡田智彦、小澤 潤、鳥井直哉
参加者：18名


