
 

 

 

公益財団法人 群馬県環境検査事業団  

令和２年度事業報告書 
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

 

Ⅰ 法人の概況 

１ 設立年月日 

  昭和５６年８月１日 

  （平成２４年４月１日に公益財団法人群馬県環境検査事業団へ移行設立登記） 

 

２ 定款に定める目的 

当事業団は、浄化槽法に規定する浄化槽に関する技術指導、調査研究及び検査事業を通じて、

環境衛生思想の普及を図るとともに、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を推進し、もって県

民生活の向上に寄与することを目的としている。 

 

３ 定款に定める事業内容 

（１）法第７条並びに第１１条に規定する検査 

（２）生活環境の保全及び公衆衛生に関する広報啓蒙指導 

（３）生活環境の保全に関する相談 

（４）生活環境の保全に関する研究会及び講習会の開催 

（５）生活環境の保全に関する調査、研究、その他の検査 

（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

４ 監督機関に関する事項 

群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課 

群馬県総務部学事法制課 

 

５ 主たる事務所 

前橋市元総社町１１２０番地１（平成２７年３月２３日登記） 
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６ 役員に関する事項 

※理事９名 ※評議員９名 ※監事２名  （令和３年５月２４日現在） 

役職名 氏 名 所 属 団 体 等 

理事長 小 川  清 利根衛生設備㈱ 代表取締役 

副理事長 青 木  勝 (公財)群馬県環境検査事業団事務局長（元群馬県環境森林部長） 

理事 林  整 ㈱林環境 代表取締役 

理事 武 藤 立 美 学識経験者（元群馬県警察本部参事官 生活安全企画課長） 

理事 丸 岡 甚 一 郎 学識経験者（元群馬県監査委員会事務局長） 

理事 小 島 栄 治 学識経験者（元群馬県環境保全課長） 

理事 須 田 育 男 須田設備工業㈲ 勤務 

理事 小 林 幸 夫 (公財)群馬県環境検査事業団事務局次長（専務理事） 

理事 栁 岡 幹 雄 (公財)群馬県環境検査事業団事業部長（常務理事） 

評議員 遠 藤 和 昭 ㈲館林環境サービス 代表取締役 

評議員 芝 崎 勝 治 ㈱群成舎 代表取締役社長 

評議員 本 嶋 茂 雄 ㈱吾妻水質管理センター 代表取締役会長 

評議員 本 多 正 平 ㈱エイセイ管理センター 代表取締役 

評議員 大 森 隆 博 ㈱和心の宿大森 会長 

評議員

(新) 

島 田  宏 ㈲邑楽浄化槽管理センター 会長 

評議員

(新) 

佐 藤 弘 之 ㈱インフォマテックヨシヤ 代表取締役 

評議員

(新) 

山 田  匡 ㈲利根沼田浄化槽維持管理センター 代表取締役 

評議員 島 倉 俊 夫 学識経験者（元群馬県教育次長、前(公財)群馬県環境検査事業団副理事長） 

監事 坂 部 順 一 ㈲大胡清掃社 代表取締役 

監事 下 田 幸 広 下田会計事務所（税理士） 
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７ 職員に関する事項 

令和３年３月３１日現在 

職 員 数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

男 子 42 名 ±0 名 45.7 歳 18 年 2 か月 

女 子 8 名 －1 名 43.6 歳 12 年 3 か月 

合計又は平均 50 名 －1 名 45.3 歳 17 年 2 か月 

※ この表には、理事を兼ねる職員 3 名、嘱託職員 4 名を含む。 

 

 

≪現況≫                             令和３年５月２４日現在 

職 員 数 ２年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

男 子 43 名 ＋1 名 45.4 歳 18 年 1 か月 

女 子 8 名 ±0 名 43.9 歳 12 年 6 か月 

合計又は平均 51 名 ＋1 名 45.2 歳 17 年 4 か月 

※ この表には、理事を兼ねる職員 3 名、嘱託職員 4 名を含む。 
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Ⅱ 事業の状況 

１ 事業の実施状況 

１－１ 浄化槽法定検査事業 

  １） 浄化槽法第７条（設置後等の水質検査）及び第１１条（定期検査）に基づく検査 

      浄化槽法第７条に基づく検査を 5,069 基、第１１条に基づく検査を 232,955 基実施した。その

内訳及び検査結果は次のとおりである。 

 

    ① 前年度実施基数との比較増減 

 

 

 

 

 

 

   ② 過去５年間の実施基数と受検率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③ 検査結果 

   

（単位：基数）

当年度 前年度 増減

5,069 4,010 1,059

全項目検査 25,382 28,026 △ 2,644

効率化検査 207,573 197,841 9,732

232,955 225,867 7,088

11条検査

7条検査

検査分類

（単位：基数）

合計

比率 比率 比率

合併処理 2,827 56% 1,864 37% 378 7% 5,069

合併処理 3,494 27% 8,492 65% 1,028 8% 13,014

単独処理 1,789 14% 9,052 73% 1,527 12% 12,368

計 5,283 21% 17,544 69% 2,555 10% 25,382

合併処理 44,972 46% 52,894 54% 636 0.6% 98,502

単独処理 43,164 40% 65,014 60% 893 0.8% 109,071

計 88,136 42% 117,908 57% 1,529 0.7% 207,573

合併処理 48,466 43% 61,386 55% 1,664 1.5% 111,516

単独処理 44,953 37% 74,066 61% 2,420 2.0% 121,439

計 93,419 40% 135,452 58% 4,084 1.8% 232,955

おおむね適正 不適正

全項目
検査

効率化
検査

検査分類 処理方法

7条検査

11条
検査

適正

（単位：基数）

年度
7条検査
実施数

受検率
前年度
新設数

11条検査
実施数

受検率
11条検査
対象数

28年度 4,697 89% 5,254 219,420 73% 301,878

29年度 4,449 86% 5,161 223,234 74% 302,496

30年度 5,153 103% 4,990 225,242 75% 302,043

元年度 4,010 79% 5,059 225,867 75% 301,952

2年度 5,069 109% 4,652 232,955 78% 299,500

合計（5年平均） 23,378 93% 25,116 1,126,718 75% 1,507,869
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 ④ 管轄行政機関別、市町村別検査実施数 
（単位：基数）

前橋市 前橋市 17,150 1,951 19,101 (69%) 445 19,546 (70%) 27,834

高崎市 高崎市 26,798 3,888 30,686 (84%) 547 31,233 (85%) 36,705

伊勢崎市 30,616 3,206 33,822 (74%) 1,004 34,826 (76%) 45,896

玉村町 3,058 432 3,490 (79%) 19 3,509 (79%) 4,432

渋川市 4,883 871 5,754 (64%) 87 5,841 (65%) 8,945

榛東村 1,275 206 1,481 (68%) 31 1,512 (69%) 2,179

吉岡町 1,906 334 2,240 (74%) 79 2,319 (77%) 3,022

合計 41,738 5,049 46,787 (73%) 1,220 48,007 (74%) 64,474

安中市 12,993 1,777 14,770 (94%) 204 14,974 (95%) 15,704

藤岡市 12,070 1,288 13,358 (83%) 320 13,678 (85%) 16,051

神流町 611 91 702 (82%) 1 703 (82%) 853

上野村 298 85 383 (82%) 5 388 (83%) 465

富岡市 9,679 1,136 10,815 (88%) 193 11,008 (90%) 12,271

下仁田町 2,155 297 2,452 (95%) 30 2,482 (96%) 2,578

南牧村 624 14 638 (95%) 2 640 (95%) 671

甘楽町 842 146 988 (83%) 3 991 (83%) 1,193

合計 39,272 4,834 44,106 (89%) 758 44,864 (90%) 49,786

太田市 23,640 3,098 26,738 (64%) 917 27,655 (66%) 41,843

桐生市 5,420 718 6,138 (71%) 78 6,216 (72%) 8,648

みどり市 9,313 859 10,172 (83%) 223 10,395 (84%) 12,307

館林市 8,540 685 9,225 (70%) 248 9,473 (71%) 13,273

板倉町 3,167 266 3,433 (86%) 35 3,468 (87%) 3,978

明和町 1,577 72 1,649 (72%) 26 1,675 (73%) 2,306

千代田町 1,976 190 2,166 (76%) 28 2,194 (77%) 2,859

大泉町 5,076 371 5,447 (63%) 198 5,645 (65%) 8,682

邑楽町 5,065 776 5,841 (88%) 97 5,938 (89%) 6,635

合計 63,774 7,035 70,809 (70%) 1,850 72,659 (72%) 100,531

中之条町 1,378 130 1,508 (85%) 8 1,516 (85%) 1,783

東吾妻町 2,636 231 2,867 (89%) 35 2,902 (90%) 3,228

長野原町 950 367 1,317 (53%) 13 1,330 (53%) 2,500

嬬恋村 2,827 363 3,190 (47%) 49 3,239 (48%) 6,812

草津町 505 31 536 (65%) 1 537 (65%) 825

高山村 585 70 655 (84%) 7 662 (85%) 783

合計 8,881 1,192 10,073 (63%) 113 10,186 (64%) 15,931

沼田市 4,808 1,077 5,885 (82%) 77 5,962 (83%) 7,147

片品村 1,071 82 1,153 (90%) 9 1,162 (90%) 1,284

川場村 214 15 229 (76%) 2 231 (76%) 302

みなかみ町 3,206 209 3,415 (83%) 37 3,452 (84%) 4,104

昭和村 661 50 711 (87%) 11 722 (88%) 821

合計 9,960 1,433 11,393 (83%) 136 11,529 (84%) 13,658

(75%) 308,919
(78%) 298,988

※2は環境省方式による算出で求めた11条検査対象数、　　※1は※2を母数とした受検率

令和元年度

末設置数効率化 全項目

中部

環境事務所

西部環境

森林事務所

管轄行政

機関名
市町村名

11条

実施数計

11条

受検率

7条

実施数
7条+11条

東部

環境事務所

吾妻環境
森林事務所

利根沼田
環境

森林事務所

7条+11条

受検率

群馬県計 207,573 25,382 232,955 5,069 238,024 (77%)※1 ※2
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  ⑤ 効率化１１条検査に係る指定採水員数及び業務委託業者数 

      

 

 

 

 

 

 

※令和２年度は１１月に指定採水員新規講習会が行われ、新たに６２名の採水員の指定を行った。 

 

  ⑥ 法定検査結果の有効活用 

a.優良浄化槽認定 

過去数年間の検査結果に基づき、①合併処理浄化槽であること、②正しく施工されて

いること、③適正に維持管理されていること、④水質が良好に保たれていること、の４

条件を満たす浄化槽を浄化槽関係四団体と協調して「優良浄化槽」として認定し、認定

シールと認定証を交付している。 

今年度は第７期認定を６月、第８期認定を１２月に行い、新たに２,９３１基を「群馬

県優良認定浄化槽」として認定した。 

b.管理良好みなし浄化槽の評価 

県内には、未だ約１７.２万基のみなし浄化槽（単独処理浄化槽）が設置されており、

合併処理浄化槽への転換が大きな課題となっていることから、過去の検査結果に基づき、

管理がきちんと行われているみなし浄化槽を、浄化槽関係四団体と協調して「管理良好

みなし浄化槽」として評価しシール等を交付したうえで、可能な限り合併処理浄化槽へ

の転換を検討していただけるよう、みなし浄化槽の利用者に対し情報提供等を｢優良浄化

槽認定｣と併せ実施している。 

今年度は優良認定と併せ、１,４１２基を「管理良好みなし浄化槽」として評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和3年3月31日現在）

指定採水員数 911

効率化11条検査に係る採水業務等委託業者数
（県登録浄化槽保守点検業者）

202

効率化11条検査に係るＢＯＤ検査等委託業者数
（計量証明事業所）

16

優良浄化槽認定シール 

 

管理良好シール 
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制度開始からの優良認定数は、下表のとおり、１７,３４６基（合併処理浄化槽全体の

１２.７％）、管理良好みなしの評価数は１１,３４６基（単独処理浄化槽全体の６.６％）

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑦ 浄化槽適正管理重点地区対策事業 

地域を指定し、行政機関と連携して不適正管理浄化槽の解消に向けた取組を重点的に

実施するものであり、令和２年度は前橋市、高崎市の一部地区及び県域においては、玉

村町を対象に事業を実施し、当該地域における受検率向上と台帳整理を行った。令和３

年度以降も、新たな地域を選定し、本事業を実施していく予定である。 

 

  

（基）

第１期（H29.6月）
≪有効期限：R4.5月≫

3,060 2,090 5,150

第２期（H29.12月）
≪有効期限：R4.11月≫

3,289 2,032 5,321

第３期（H30.6月）
≪有効期限：R5.5月≫

2,554 2,125 4,679

第４期（H30.12月）
≪有効期限：R5.11月≫

2,396 2,028 4,424

第5期（Ｒ元.6月）
≪有効期限：R6.5月≫

1,654 814 2,468

第６期（Ｒ元.12月）
≪有効期限：R6.11月≫

1,462 845 2,307

第7期（Ｒ2.6月）
≪有効期限：R7.5月≫

1,396 696 2,092

第8期（Ｒ2.12月）
≪有効期限：R7.11月≫

1,535 716 2,251

合　　計 17,346 (12.7%) 11,346 (6.6%) 28,692 (9.3%)

令和元年度末設置基数 137,075 （合併） 171,844 （単独） 308,919 （計）

優良浄化槽 管理良好みなし 合計

累計認定及び評価数
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１－２ その他の事業 

  １） 未管理浄化槽管理促進事業 

本事業は、県からの委託事業として、１１条検査未受検の浄化槽管理者（県域約７万基）

の中で、保守点検も実施していないと思われる管理者（県域約４万基）に対し、１１条検

査の受検及び保守点検の実施を指導し、もって適正な維持管理の促進を図ることを目的に、

平成２９～令和２年度の４年間実施するものである。 

令和２年度は本事業の最終年度となり、８,４５６件の指導通知を発出し、問合せ対応

を行った。なお、通知指導の集計結果は下表のとおりである 

 

 

 

  

○令和２年度未管理浄化槽管理者指導事業集計結果

中部 西部 東部 吾妻 利根沼田 合計

Ｌ⑨ 10 2 20 5 18 55

714 484 5,962 1,104 192 8,456

Ｌ① 189 112 1,308 461 36 2,106 (24.9%)

181 62 1,488 194 40 1,965 (23.2%)

検査受検（全項目） Ｌ④-1 8 51 5 64 (0.8%)

検査受検（効率化） Ｌ④-2 85 24 710 52 16 887 (10.5%)

管理者変更 Ｌ⑧ 28 4 105 53 3 193 (2.3%)

指導拒否 Ｌ⑤ 1 9 1 1 12 (0.1%)

その他 Ｌ⑦ 13 2 47 13 75 (0.9%)

（点検あり）※1 - (98) (24) (770) (56) (18) (966) (11.4%)

廃止 Ｌ②-1 36 16 468 56 16 592 (7.0%)

休止 Ｌ②-2 11 15 98 14 4 142 (1.7%)

（廃止受理数）※2 Ｌ③ (30) (18) (404) (55) (10) (517) (6.1%)

Ｌ⑥ 344 310 3,166 449 116 4,385 (51.9%)

伊勢崎市
（714）

藤岡市
（415）

神流町
（20）

上野村
（3）

下仁田町
（38）

南牧村
（8）

太田市
（1,713）

桐生市
（1,611）

みどり市
（839）

大泉町
（1,799）

中之条町
（157）

東吾妻町
（172）

長野原町
（517）

草津町
（258）

片品村
（79）

川場村
（54）

昭和村
（59）

※1「点検あり」は、検査受検Ｌ④-1・Ｌ④-2、管理者変更Ｌ⑧、指導拒否Ｌ⑤（検査を拒否）、その他Ｌ⑦の内数である。

※2「廃止受理数」は、廃止Ｌ②-1、休止Ｌ②-2の内数となる。

管轄事務所
指導通知数

に対する
割合

未発送

指導通知数

未到達数

問合せ数

無応答数
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２） 浄化槽の設置に関する届出及び報告書類の入力業務 

    群馬県及び中核市における浄化槽設置届等電算化実施要領に基づき、管轄行政機関から

借り受けた書類の電算入力を実施した。管轄行政機関別の入力件数は次のとおりである。 

  

３） 公益財団法人日本環境整備教育センターからの受託業務 

    全国浄化槽推進市町村協議会が国庫補助対象として登録した浄化槽に係る機能、品質、

維持管理作業性等に関する実地調査を公益財団法人日本環境整備教育センターから受託

した。調査の実施状況は次のとおりである。 

  

調査年月日 内容 調査場所

R02.06.12
　　～07.03

平成30年度後期選定分　第2回目実地調査 … 5基
　　㈱ダイキアクシス　XC型 ： 4基
　　大栄産業㈱　FCE型：1基

伊勢崎市内
太田市内
富岡市内

R2.08.28
令和元年度前期選定分　第1回目実地調査 … 1基
　　㈱クボタ　KJ型： １基

みどり市内

R2.12.11
令和元年度前期選定分　第2回目実地調査 … 1基
　　㈱クボタ　KJ型： １基

みどり市内

R03.03.19
　　～03.26

令和元年度後期選定分　第1回目実地調査 … 4基
　　アムズ㈱　CXN2型 ： 3基
　　大栄産業㈱　FCH型：1基

太田市内
前橋市内

前橋市 高崎市
 中部環境

事務所

 西部環境
森林事務

所

 東部環境
事務所

 吾妻環境
森林事務

所

 利根沼田
環境森林
事務所

合計

 浄化槽
仕様書 272     485     814     407     1,240  40      42      3,300    

 浄化槽設置
届出書 57      73      134     442     264     97      86      1,153    

 浄化槽設置
報告書 3        8        8        -        4        -        1        24         

332     566     956     849     1,508  137     129     4,477    

 使用廃止届
設置中止届 577     425     615     467     832     152     61      3,129    

 使用休止届 12      108     65      105     161     43      19      513       

589     533     680     572     993     195     80      3,642    

 浄化槽変更届 1        2        4        1        12      1        2        23         

 管理者
変更報告書 64      407     382     381     492     234     58      2,018    

 工事業者等
変更報告書 83      128     699     274     463     11      31      1,689    

 技術管理者の
変更報告書 1        1          

148     537     1,085  656     968     246     91      3,731    

114     360     407     470     622     31      70      2,074    

1,183  1,996  3,128  2,547  4,091  609     370     13,924   合計

書類種別

設置関係

廃止関係

変更関係

使用開始報告書
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  ４） 各種講習会・研修会への講師派遣 

    令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、関係機関等における講習会、

総会及び研修会等の開催が見送られたため、講師派遣は下表のとおり指定採水員新規講

習会のみであった。 

 

  ５） 関係機関への集計データ等の情報提供 

    浄化槽の設置状況及び検査結果等の集計、解析データを県関係機関及び市町村等の要請

に基づき、随時提供する業務を行った。 

 

  ６） 浄化槽の適正管理に関する普及啓発事業 

 ① パンフレット等の頒布 

「くらしの中の浄化槽」、「浄化槽を正しく維持管理して、きれいな河川環境を守りま

しょう」等のチラシ・パンフレット等を、法定検査実施時に管理者へ手渡すとともに、

関係行政機関、浄化槽関係団体及び保守点検業者等を通じて、一般住民へ随時頒布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開催日 講習会・研修会等 主催 場所
講師

（事業団職員）

R02.11.24 指定採水員新規講習会
（一社）

群馬県浄化槽協会
前橋問屋センター会館 真下・掛川
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 ② 広報紙の発刊 

広報紙「ぐんまの水環境」第１７号及び第１８号を、（一社）群馬県浄化槽協会及び 

（一社）群馬県環境保全協会へ委託し、浄化槽を使用する世帯や事業所に頒布した。 

 

 

 ③ 環境イベントへの参加 

例年、５月から６月にかけて群馬県及び地域機関が主催し実施される環境美化活動に

多数の職員及び職員の家族が参加し、清掃活動や啓蒙活動を行っているが、令和２年度

は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、全て中止となった。 
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  ６） 浄化槽に関する相談業務 

    一般住民、企業及び団体等からの浄化槽に関する相談や問合せ等に対し、専門的知識を

有する職員が、随時電話等で対応を行った。主な相談や問合せ等の内容は下表のとおり

である。 

 

  

相談・問合せ者 内容

一般住民

〇法定検査について
　・検査結果の指摘事項について具体的な改善方法を教えて欲しい。
　・保守点検は業者に頼んでいるが、検査も受けなければいけないのか？
　・検査はどんなことを実施するのか？

〇保守点検・清掃について
　・保守点検はどのようなことを　どのくらいの頻度で　実施する必要があるか？
　・費用はどれくらい掛かるか？
　・人数が少なくても毎年清掃を実施しなければならないか？
　・ブロワーポンプが故障したが、自分で交換してもよいか？
　・浄化槽から臭いが出るが、何が原因か？

企業

〇法定検査について
　・検査結果の指摘事項について具体的な改善方法を教えて欲しい。

〇保守点検・清掃について
　・機能低下している浄化槽の放流水質を改善するになどうしたらようか？
　・自社で使用する浄化槽の保守点検頻度と内容を教えて欲しい。
　
〇その他
　・浄化槽で〇〇の排水は処理可能か？
　・自主的に定期に測定しておくべき水質検査項目は何か？

官公庁

〇法定検査について
　・検査結果の指摘事項について具体的な改善方法を教えて欲しい。

〇浄化槽の設置状況、検査の受検状況について
　・当市（町・村）の浄化槽設置基数、検査の受検率を教えて欲しい。

〇その他
　・自宅で人工透析する装置があるが、透析排水は一般住宅の浄化槽で処理可能か？
　・ディスポーザー排水は、浄化槽で処理可能か？

その他

〇施工業者から
　・７条検査不適浄化槽に対する改善方法について
　・特殊な工事を要する現場における個別事案について、法定検査で指摘されるか否か。

〇保守点検業者から
　・性能評価型の特定の型式における点検回数について
　・機能不良浄化槽の改善対策について
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１－３ 検査員及び職員の専門的知識の習得と技術力を図る人材育成 

１）全国浄化槽技術研究集会への参加 

例年１０月に開催される、公益財団法人日本環境整備教育センター主催の全国浄化槽

技術研究集会に数名の検査員が参加し、浄化槽に関する最新情報の収集及び最新技術

等の習得を行っているが、令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

中止となった。 

 

２）浄化槽指定検査機関関東甲信越ブロック協議会 検査員研修会への参加 

例年１１月に開催される、浄化槽指定機関関東甲信越ブロック協議会検査員研修会は

新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となったが、同協議会（当事業団が会

長・事務局を担当）により、「新型コロナウイルス感染防止対策」及び「改正浄化槽法

に係る対応状況・動向等」に関し、各機関の状況について情報収集を行い、とりまと

め結果を各機関で共有した。 

  

３）職員研修の実施 

令和元年度から研修企画運営委員会を設置し、定期的に実施してきた研修会は、新型

コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和２年度は開催を自粛した。 

 

 

１－４ 効率化１１条検査の精度管理に関する事項 

    効率化１１条検査の精度向上及び検査の信頼性確保に資するため、例年１１月に「効率

化１１条検査審査会」を開催しているが、令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、報告事項を中心とした書面開催とした。 

    日時：令和２年１２月１７日（書面開催） 

        （令和２年度効率化１１条検査審査会委員） 

堀尾 明宏  独立行政法人国立高等専門学校機構群馬工業高等専門学校環境都市工学科教授 

水澤 俊也  群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課 課長 

倉林 薫   前橋市環境部ごみ減量課 課長 

塚越 直樹  高崎市環境部一般廃棄物対策課 課長 

小倉 喜八郎 一般社団法人群馬県浄化槽協会 会長 

林  整   一般社団法人群馬県環境保全協会 理事長 

青山 守   一般社団法人群馬県計量協会環境分科会 会長 

小川 清   公益財団法人群馬県環境検査事業団 理事長 

事務局（検査事業団）：青木 勝、小林 幸夫、真下 英次、柳岡 幹雄 

      報告事項 

（１）効率化 11 条検査の実施状況 

（２）群馬県優良浄化槽認定制度の実施状況 

（３）クロスチェックの実施状況 
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１－５ 理事会等に関する事項 

    理事会、評議員会の開催は、次のとおりである。新型コロナウイルス感染拡大により、

書面決議が中心となった。 

 

  １）令和２年度第１回 理事会（書面決議） 令和２年５月２９日  

審議事項 

第１号議案 令和元年度事業報告について 

第２号議案 令和元年度決算報告について 

第３号議案 監査報告 

第４号議案 理事の利益相反取引承認について 

第５号議案 業務執行理事の職務執行状況について 

第６号議案 令和２年度第１回評議員会招集の決定について 

 

  ２）令和２年度第１回 評議員会（書面決議） 令和２年６月２０日 

 審議事項   

第１号議案 令和元年度事業報告 

第２号議案 令和元年度決算報告 

第３号議案 任期満了に伴う評議員の選任 

        これにより、下記のとおり評議員が選任された。 

大森 隆博、芝崎 勝治、本多 正平、遠藤 和昭、本嶋 茂雄、島田   宏、 

山田   匡、佐藤 弘之、島倉 俊夫 

      藤沼芳雄 氏（平成２４年度から２期８年間）が退任し、島倉俊夫 氏(平成１９年度

から平成２７年度まで当事業団の常勤理事《平成２１～２３、平成２６～２７は副理

事長》）が新たに就任した。 

     

  ３）令和２年度第２回 理事会（書面決議） 令和２年１１月２５日 

審議事項 

第１号議案 令和２年度上半期事業報告について 

第２号議案 令和２年度上半期収支概要報告について 

第３号議案 令和２年度収支補正予算案について 

第４号議案 業務執行理事の職務執行状況について 

第５号議案 令和２年度第２回評議員会招集の決定について 

第６号議案 県による立入検査結果と改善報告事項について（報告） 

 

４）令和２年度第２回評議員会（書面決議） 令和２年１２月１７日 

 報告事項   

第１号議案 令和２年度上半期事業報告について 

第２号議案 令和２年度上半期収支概要報告について 

第３号議案 県による立入検査結果と改善報告事項について（報告） 

 審議事項   

第４号議案 令和２年度収支補正予算案について 
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  ５）令和２年度第３回 理事会 令和３年３月９日 事業団２階会議室 

審議事項 

第１号議案 令和３年度事業計画案について 

第２号議案 令和３年度収支予算案について 

第３号議案 理事の利益相反取引承認について 

第４号議案 業務執行理事の職務執行状況について 

第５号議案 令和２年度第３回評議員会招集の決定について 

第６号議案 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ５）令和２年度第３回 評議員会 令和３年３月２６日 事業団２階会議室 

審議事項 

第１号議案 令和３年度事業計画案について 

第２号議案 令和３年度収支予算案について 

第３号議案 「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」の一部改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

挨拶をする小川理事長 

議長に選任された本嶋評議員 
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１－６ 会議関係等 

  

 

 

 

  

年月日 会議名・催事名 内容 場所 事業団出席者

R02.04.10 4月度部長会議 会議 事業団会議室
青木・小林・栁岡、他１２

名

R02.04.16
浄化槽関係四団体「浄化槽転換促進

会議」
会議 群馬県設備会館 青木・小林

R02.04.21 役員会議 会議 事業団会議室 小川・青木・小林

R02.05.08 5月度部長会議 会議 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡、

他１３名

R02.05.22 監査 監査 事業団会議室 青木・小林

R02.05.29 令和２年度第1回理事会 理事会 （書面決議）

R02.05.29 （一社）群馬県浄化槽協会との懇談 懇談 事業団会議室 小川・青木

R02.05.29 全浄協登録審査専門委員会 会議 （オンライン会議） 小林

R02.06.05 6月度部長会議 会議 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡、

他１１名

R02.06.09
高崎市一般廃棄物対策課長との打ち

合わせ
打合せ

高崎市役所2Fミーティング

室
青木・小林

R02.06.09
前橋市西部清掃事務所長との打ち合

わせ
打合せ 前橋市西部清掃事務所 青木・小林

R02.06.15 県岩瀬環境森林部長と面談 懇談 県庁 青木

R02.06.16 前橋市ゴミ減量課長との打ち合わせ 打合せ 前橋市役所２F 青木・小林

R02.06.20 令和２年度第1回評議員会 評議員会 （書面決議）

R02.06.23 第９回優良浄化槽認定委員会 会議 事業団会議室 青木・小林・唐澤

R02.06.25
高崎市優良認定促進会議事前打ち合

わせ会議
会議 高崎市役所第141会議室 青木・小林

R02.06.30 全浄協登録審査専門委員会 会議 （オンライン会議） 小林

R02.07.08 7月度部長会議 会議 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡、

他１２名

R02.07.14 高崎市優良浄化槽認定促進会議 会議 高崎市市役所第51会議室 青木・小林

R02.07.14 計量協会環境分科会 浄化槽委員会 会議 群馬県計量検定所 真下

R02.07.30 新型コロナBCP対策所属長会議 会議 事業団会議室
青木・小林・栁岡・石田・

真下・唐澤・田代

R02.08.06 新型コロナBCP対策所属長会議 会議 事業団会議室
青木・小林・栁岡・石田・

真下・唐澤・田代

R02.08.07 8月度部長会議 会議 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡、

他１２名

R02.08.27 新型コロナBCP対策所属長会議 会議 事業団会議室
青木・小林・栁岡・石田・

真下・唐澤・田代

R02.09.03 新型コロナBCP対策所属長会議 会議 事業団会議室
青木・小林・栁岡・石田・

真下・唐澤・田代

R02.09.04 全浄連検査委員会 会議 （オンライン会議） 小林
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年月日 会議名・催事名 内容 場所 事業団出席者

R02.09.08 9月度部長会議 会議 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡、

他１２名

R02.09.08 計量協会環境分科会 浄化槽委員会 会議 群馬県計量検定所 真下

R02.09.17 県公益法人係による定期立入検査 検査 事業団会議室 青木・小林

R02.09.23
浄化槽長寿命化対策ガイドライン作成

検討委員会
会議 （オンライン会議） 小林

R02.10.02
高崎市優良浄化槽認定促進会議意見

交換会
会議

高崎市役所2Fミーティング

室
青木・小林

R02.10.07 10月度部長会議 会議 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡、

他１２名

R02.10.16 上野村との優良認定促進打合せ 打合せ 上野村役場 青木・小林

R02.10.21
特定既存単独処理浄化槽の指定と合

併転換の手法策定委員会
会議

日本環境整備教育センター

大会議室
小林

R02.11.06 11月度部長会議 会議 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡、

他１１名

R02.11.09
浄化槽指定検査機関関東甲信越ブ

ロック協議会表彰式
表彰式 事業団会議室 小林・唐澤・青木、他９名

R02.11.10
高崎市優良浄化槽認定促進会議

実務者研修会
研修会

高崎市役所2Fミーティング

室
青木・小林

R02.11.10 計量協会環境分科会 浄化槽委員会 会議 （オンライン会議） 真下

R02.11.12
高崎市優良浄化槽認定促進会議

実務者研修会
研修会

高崎市役所2Fミーティング

室
青木・小林・栁岡

R02.11.18
高崎市優良浄化槽認定促進会議

実務者研修会
研修会

高崎市役所2Fミーティング

室
青木・小林

R02.11.20
高崎市優良浄化槽認定促進会議

実務者研修会
研修会

高崎市役所2Fミーティング

室
青木・小林

R02.11.24 指定採水員指定講習会 指定採水員養成 前橋問屋町会館 真下・掛川・小林

R02.11.25 令和２年度第２回理事会 理事会 （書面決議）

R02.12.02 浄化槽関係四団体拡大会議 会議 設備会館 小川・青木・小林

R02.12.07 12月度部長会議 会議 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡、

他１１名

R02.12.07 クロスチェック委員会 会議 事業団会議室
青木・小林・栁岡・真下・

石田・唐澤

R02.12.15
浄化槽長寿命化対策ガイドライン作成

検討委員会
会議 （オンライン会議） 小林

R02.12.17 令和２年度第２回評議員会 評議員会 （書面決議）

R02.12.18 全浄協登録審査専門委員会 会議
日本環境整備教育センター

大会議室
小林

R02.12.23 第１０回優良浄化槽認定委員会 会議 （書面決議）

R02.12.24
特定既存単独処理浄化槽の指定と合

併転換の手法策定委員会
会議 （オンライン会議） 小林

R03.01.08 1月度部長会議 会議 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡、

他１２名

R03.02.05 2月度部長会議 会議 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡、

他１２名
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年月日 会議名・催事名 内容 場所 事業団出席者

R03.02.03 玉村町重点地区対策事業について 打合せ 中部環境事務所 青木・小林

R03.02.04
保守点検業者訪問

（㈱東部浄化槽管理センター）
懇談 ㈱東部浄化槽管理センター 青木・小林・田代

R03.02.09 計量協会環境分科会 浄化槽委員会 会議 （オンライン会議） 真下

R03.02.12
特定既存単独処理浄化槽の指定と合

併転換の手法策定委員会
会議 （オンライン会議） 小林

R03.02.26 全浄協登録審査専門委員会 会議 （オンライン会議） 小林

R03.03.01 高崎市重点地区対策事業総括報告 報告
高崎市役所2Fミーティング

室
青木・小林・栁岡

R03.03.05 3月度部長会議 会議 事業団会議室
青木・小林・栁岡、他１１

名

R03.03.09 令和２年度第３回理事会 理事会 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡・

唐澤

R03.03.09 計量協会環境分科会 浄化槽委員会 会議 （オンライン会議） 真下

R03.03.26 令和２年度第３回評議員会 評議員会 事業団会議室
小川・青木・小林・栁岡・

唐澤
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１－７ 関係団体等 

 

浄化槽指定検査機関関東甲信越ブロック協議会 

浄化槽関係四団体事業推進連絡協議会 

群馬県浄化槽普及促進市町村協議会 

一般社団法人 全国浄化槽団体連合会 

一般社団法人 群馬県環境保全協会 

一般社団法人 群馬県浄化槽協会 

一般社団法人 群馬県計量協会 

公益財団法人 日本環境整備教育センター 浄化槽技術研究会 

 

 

１－８ 正味財産増減の状況及び財産の状況 

   正味財産増減及び財産の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

科目 H29年3月期 H30年3月期 H31年3月期 R2年3月期 R3年3月期

経常収益合計 1,228,990 1,249,389 1,267,509 1,269,235 1,325,478

経常費用合計 1,202,087 1,238,595 1,252,892 1,264,293 1,304,178

経常外増減額 0 0 0 △ 1,680 △ 1,194

当期一般正味
財産増減額

26,904 10,794 14,617 3,262 20,106

資産合計 332,595 365,920 400,235 411,637 413,785

負債合計 284,206 315,738 335,436 343,576 325,618

正味財産合計 39,388 50,182 64,799 68,062 88,167
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