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平成２６年度 事 業 実 施 状 況 

(福島県環境整備協同組合連合) 

実施月日 行    事    名 場        所 内             容 

４．１１ 第１回三役会議 コラッセふくしま 

３Ｆ 和室 

（福島市） 

１．平成２５年度決算見込みについて 

２．平成２５年度会計監査について 

３．平成２６年度通常総会の開催について 

４．その他        （岡会長他３名） 

４．２４ 平成２５年度会計監査 コラッセふくしま 

４０３会議室 

１．平成２５年度会計監査 

（齋藤監事他２名） 

４．２４ 第２回三役会議 コラッセふくしま 

４０３会議室 

１．平成２５年度会計監査の結果について 

２．平成２６年度通常総会の開催について 

３．平成２６年度第１回理事会の運営について

４．全国環整連･全清連･各地区の報告について 

５．その他 

（岡会長他３名） 

４．２４ 第１回理事会 コラッセふくしま 

４０３会議室 

１．平成２６年度通常総会提出議案について 

２．役員の補充について 

３．平成２６年度通常総会の運営等について 

（岡会長他１９名） 

５．２０ 第３回三役会議 うまか粋亭 

（福島市） 

１．平成２６年度通常総会の運営について  

２．その他 

（岡会長他３名） 

５．２６ 福島県環整連 

平成２６年度通常総会 

サンルート白河 

（白河市） 

【通常総会】 

１．平成２５年度事業報告承認の件 

２．平成２５年度収支決算並びに剰余金処分 

案の件 

３．定款変更の件 

４．平成２６年度事業計画(案)決定の件 

５．平成２６年度収支予算(案)決定の件 

６．経費の賦課徴収方法決定の件 

７．取引先金融機関決定の件 

８．役員報酬決定の件 

９．役員補充の件 

報告 

青年部活動報告 

【講演】 

 講師 一般社団法人 全国清掃事業連合会 

      専務理事 山田 久 氏 

 演題：「廃棄物の区分の考え方について」 
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          総会出席者総数  ８１名 

            本人  ７２名 

            来賓   ６名 

            顧問   １名 

            講師   １名 

           事務局   １名   

５．２６ 福島県環整連 

平成２６年度青年部 

総会 

サンルート白河 

（白河市） 

【総会】 

１．平成２５年度事業報告承認の件 

２．平成２５年度収支決算承認の件 

３．役員改選の件 

４．平成２６年度事業報告案承認の件 

５．平成２６年度収支決算案承認の件 

（松宮青年部長他１５名） 

７．２８ 第４回三役会議 安積総合学習 

センター    

（郡山市） 

１．事務所移転の件 

２．全国環整連第４０回全国大会参加の件 

３．全国環整連 北海道・東日本地区協議会 

  の件 

４．報告事項 

５．その他 

             （岡会長他６名） 

７．２８ 第３回理事会 安積総合学習 

センター    

（郡山市） 

１．事務所移転の件 

２．全国環整連第４０回全国大会参加の件 

３．全国環整連 北海道・東日本地区協議会 

  の件 

４．報告事項 

５．その他 

 （岡会長他１６名） 

８． ４ 

 

第１回総務委員会 コラッセふくしま 

７階県連事務所 

（福島市） 

１．「広報福島環整連」編集会議 

２．その他 

（鴫原総務委員会他２名） 

  １０． ３ 第５回三役会議 郡山ビューホテル 

アネックス 

（郡山市） 

１．第４回理事会の運営について 

２．その他 

（岡会長他４名） 

  １０． ３ 第４回理事会 郡山ビューホテル 

アネックス 

３Ｆ 麓山 

（郡山市） 

１．全国環整連の報告について 

２．全清連の報告について 

３．福島県浄化槽協会第２回理事会の報告に 

  ついて 

４．各地区からの報告について 

５．青年部および各委員会からの報告について 

６．その他 

（岡会長他１７名） 
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  １０．１４ 県庁要望活動 県庁 

（福島市） 

（要望） 

１．浄化槽関連予算の充実について 

（岡会長） 

１２．１０ 第６回三役会議 安積総合学習 

センター 

（郡山市） 

１．第５回理事会の運営について 

２．その他 

（岡会長他３名） 

１２．１０ 第５回理事会 

 

安積総合学習 

センター 

（郡山市） 

１．全国環整連の報告について 

２．全清連の報告について 

３．各地区からの報告について 

４．各委員会及び青年部からの報告について 

５．平成２６年度１０月次支出予算執行状況 

  について 

６．浄化槽清掃に関する研修会開催（案）に 

  ついて 

７．平成２７度通常総会の開催地について 

８．その他 

（岡会長他１５名） 

１．１４ 総務委員会・浄化槽委員

会合同委員会会議 

郡山商工会議所 

駅前大通会館２階 

（郡山市） 

１．新春の集い・講演会の開催について 
  企画・開催内容について 
  委員会の役割分担について 
２．北海道・東日本地区協議会 東日本ﾌﾞﾛｯｸ 
  青年部長研修会の開催について 

３．浄化槽保守点検作業の標準化 DVD作成に 

  ついて   

（総務委員・浄化槽委員・事務局１６名） 

２． ６ 第７回三役会議 郡山ビューホテル 

アネックス 

（郡山市） 

１．新春の集い・講演会について 

２．平成２７年度通常総会開催日程について 

３・浄化槽清掃実務者講習会開催(案)について 

４．その他 

（岡会長他３名） 

 ２．２７ 第８回三役会義 いわき 

ティーワンビル 

（いわき市） 

１．第７回理事会の運営について 

２．福島県環整連新春の集い・講演会について 

（岡会長他３名） 

２．２７ 第７回理事会 いわきワシントン

ホテル椿山荘 

（いわき市） 

１．全国環整連の報告について 

２．全清連の報告について 

３．各地区からの報告について 

４．各委員会及び青年部からの報告について 

５．新春の集い講演会・懇親会実行予算に 

  ついて 

６．平成２７度通常総会の開催日程について 
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     ７．浄化槽清掃に関する研修会開催(案)に 

  ついて 

８．その他 

（岡会長他１３名） 

２．２７ 福島県環整連 

新春の集い・講演会 

いわきワシントン

ホテル椿山荘 

（いわき市） 

【講演】 

 演題：「社会情勢からみた浄化槽への期待」 

 講師 常葉大学 社会環境学部社会環境学科 

          教授 小川 浩 氏 

（岡会長他６１名） 

２．２８ 福島県環整連 

新春ゴルフコンペ 

常磐ｸﾚｽﾄﾋﾙｽﾞ 

（いわき市） 

福島県環整連ゴルフコンペ 

（岡会長他１１名） 

３．１３ 第１回廃棄物関連 

委員会 

福島県南環境衛生 

センター 

（塙町） 

【概要説明】 

 浄化槽維持管理・し尿汲取り管理システム 

 ドライブレコーダー 

し尿収集容量表示計 

【実機見学】 

 事務所・車両（管理車両、バキューム車両） 

（本多委員長他２２人） 

 


