
平成２７年度 主な事業等経過報告 
福島県環境整備協同組合連合会  
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実施月日 行    事    名 場        所 内             容 

４．１５ 第１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・講演会収支決算について 

２．平成２７年度通常総会について 

３．賛助会員の資格の承認について 

４．その他 

（岡会長他４名） 

４．２２ 第１回浄化槽委員会 郡山商工会議所 

５－２会議室 

（郡山市） 

１．平成２７年度 浄化槽委員会活動内容につ 

  いて 

２．その他 

（松宮委員長他１５名） 

４．２８ 平成２６年度 会計監査 いわき市環整会館 

会議室 

（いわき市） 

１．平成２６年度会計監査 

 

（齋藤監事、上石監事他４名） 

４．２８ 第１回理事会 いわき市環整会館 

会議室 

（いわき市） 

１．全国環整連報告 

２．全清連報告 

３．各地区からの報告 

４．各委員会及び青年部からの報告 

５．新春の集い講演会･懇親会収支決算報告 

６．平成２６年度監査結果報告 

７．平成２７年度通常総会提出議案について 

８．総会の運営について 

９．新規加入会員の承認について 

10. その他 

（岡会長他１３名） 

５．２３ 福島県環整連 

平成２７年度通常総会 

陽日の郷あづま館 

（二本松市） 

【通常総会】 

１．平成２６年度事業報告承認の件 

２．平成２６年度収支決算並びに剰余金処分 

  案の件 

３．平成２７年度事業計画(案)決定の件 

４．平成２７年度収支予算(案)決定の件 

５．経費の賦課徴収方法決定の件 

６．取引先金融機関決定の件 

７．役員報酬決定の件 

８．役員改選の件 

[報告] 

青年部活動報告 

新規加入会員の報告 

【講演】 

  講師 日本大学工学部 上席研究員 
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     長林 久夫 氏 

演題：｢福島県の水環境の放射能からの 

    回復に向けて」 

       総会出席者総数 ７１名 

       （＊委任状出席32名を除く） 

本人 ４８名 

来賓  ６名 

          青年部ほか １６名 

            事務局  １名 

５．２３ 第２回理事会 陽日の郷あづま館 

（二本松市） 

１．役員選任の件 
（理事１４名） 

５．２３ 福島県環整連 

平成２７年度青年部総会 

陽日の郷あづま館 

（二本松市） 

【総会】 

１．平成２６年度事業報告承認の件 

２．平成２６年度収支決算承認の件 

３．平成２７年度事業報告(案)承認の件 

４．平成２７年度収支決算(案)承認の件 

（鴫原青年部長他１７名） 

６． ９ 第２回浄化槽委員会 ユラックス熱海 

（郡山市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD作成について 

（松宮委員長他１９名） 

６．１２ 浄化槽DVD作成編集 

小委員会 

松宮(株) 

（須賀川市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD構成編集に 

  ついて 

（松宮委員長他３名） 

６．１７ 第３回浄化槽委員会 郡山商工会議所 

駅前大通2F会議室 

（郡山市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD作成について 

 

（松宮委員長他１７名） 

６．２６ 浄化槽DVD作成編集 

小委員会 

松宮(株) 

（須賀川市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD構成編集に 

  ついて 

（松宮委員長他１名） 

７．１７ 第２回福島会場 コンパ

クト型浄化槽の清掃の実 

務に関する講習会 

南東北総合卸 

センター 

（郡山市） 

１．清掃実務（各型式の概要及び清掃の手順 

  と留意事項） 

２．技術的な動向と小容量型浄化槽の概要 

３．情報の共有と維持管理 

（受講者１０９名） 

７．２７ 第３回福島会場 コンパ

クト型浄化槽の清掃の実 

務に関する講習会 

いわき市環整会館 

会議室 

（いわき市） 

１．清掃実務（各型式の概要及び清掃の手順 

  と留意事項） 

２．技術的な動向と小容量型浄化槽の概要 

３．情報の共有と維持管理 

（受講者５７名） 

８． ３ 第２回三役会議 南東北総合卸 

センター 

１．理事会の運営について 

２．その他 
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（郡山市） （岡会長他４名） 

８． ３ 第３回理事会 南東北総合卸 

センター 

（郡山市） 

１．全国環整連報告 

２．全清連報告 

３．各地区からの報告 

４．各委員会及び青年部からの報告 

５．(公社)福島県浄化槽協会報告  

６．福島県環整連報告 

７．平成２７年収支状況報告 

８．その他 

（岡会長他１６名） 

８．１１ 第１回総務委員会 いわき市環整会館 

応接室 

（いわき市） 

１．広報｢福島県環整連｣の発行について 

２．その他 

（鴫原委員長・事務局） 

８．２０ 

～ ２１ 

静岡県青年部・福島県 

青年部視察研修会及び 

意見交換会 

いわき市内及び 

清掃管理事務所 

（いわき市） 

１．東日本大震災における清掃施設(ごみ・し 

尿等)の対応について 

   場所：いわき市清掃管理事務所 

職員 担当者 

２．復興公営住宅の浄化槽の維持管理状況に 

ついて 

 場所：県営住宅下神白団地 

    たけや商事㈱ 野口 孝郎 氏 

３．薄磯・豊間地区視察 

４．意見交換会 

（鴫原青年部長他１０名） 

静岡県青年部・福島県 

青年部研修会 

 

いわき市環整会館 

会議室 

（いわき市） 

１．福島県浄化槽維持管理システムについて 

    (公社)福島県浄化槽協会 

      専務理事 鴫原 己八 氏 

２．いわき市環境整備事業協同組合での浄化槽 

  維持管理業務について 

    いわき市環境整備事業協同組合 

      参与 安藤  正  氏 

（鴫原青年部長他１０名） 

９． ３ 平成２８年度浄化槽関

連予算の充実について 

県庁 

（福島市） 

福島県平成２８年度予算の編成にあたって 

（岡会長） 

 １０． ５ 第３回三役会議 南東北総合卸 

センター 

（郡山市） 

１．理事会の運営について 

２．その他 

（岡会長他４名） 

  １０． ５ 第４回理事会 南東北総合卸 

センター 

（郡山市） 

１．全国環整連報告 

２．全清連報告 

３．各委員会及び青年部からの報告 
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   ４．各地区からの報告 

５．(公社)福島県浄化槽協会報告 

６．福島県環整連報告及び協議事項 

７．その他 

（岡会長他１４名） 

  １０．２１ 双葉地方８市町村し尿等

収集運搬許可についての

打合せ 

双葉地方広域市町

村圏組合 

（広野町） 

１．新規許可業者についての経緯と今後の方針 

について 

（岡会長他１名） 

  １０．２６ 双葉地方８市町村し尿等

収集運搬許可についての

打合せ 

双葉地方広域市町

村圏組合 

（広野町） 

１．新規許可業者についての経緯と今後の方針 

について 

（岡会長他１名） 

  １１． ５ 浄化槽DVD作成編集 

小委員会 

松宮事務所 

（須賀川市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD構成について 

（松宮委員長他５名） 

  １１． ６ 県庁要望活動 県庁 

（福島市） 

[要望] 

浄化槽関連予算の充実について 

（岡会長他１名） 

  １１．１８ 第４回浄化槽委員会 郡山商工会議所 

駅前大通2F会議室 

（郡山市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD作成について 

 

（松宮委員長他１３名） 

  １２． ８ 第５回浄化槽委員会 東風の台運動公園 

（白河市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化ＤＶＤ作成(撮影) 

（松宮委員長他１２名） 

  １２．１０ 第４回三役会議 南東北総合卸 

センター 

（郡山市） 

１．理事会の運営について 

２．その他 

（岡会長他４名） 

  １２．１０ 第５回理事会 南東北総合卸 

センター 

（郡山市） 

１．全国環整連報告 

２．全清連報告 

３．各委員会及び青年部からの報告 

４．各地区からの報告 

５．(公社)福島県浄化槽協会報告 

６．福島県環整連報告及び協議事項 

７．その他 

（岡会長他１６名） 

２８．１． ６ 大熊町農業集落排水・ 

大川原処理施設視察 

大川原処理施設 

（大熊町） 

１．大熊町農業集落排水事業の維持管理の協議 

  （岡会長他３名） 

   １．１６ 浄化槽DVD作成編集 

小委員会 

松宮(株) 

（須賀川市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD編集について 

（松宮委員長他１名） 

   １．２３ 浄化槽DVD作成編集 

小委員会 

松宮(株) 

（須賀川市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD編集について 

（松宮委員長他１名） 

   ２． ６ 浄化槽DVD作成編集 

小委員会 

松宮(株) 

（須賀川市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD編集について 

（松宮委員長他１名） 
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   ２． ７ 浄化槽DVD作成編集 

小委員会 

松宮(株) 

（須賀川市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD編集について 

（松宮委員長他１名） 

   ２．１２ 第６回浄化槽委員会 魯山 

（郡山市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化ＤＶＤ試写会 

（岡会長他１７名） 

   ２．１３ 浄化槽DVD作成編集 

小委員会 

松宮(株) 

（須賀川市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD編集について 

（松宮委員長他１名） 

   ２．１４ 浄化槽DVD作成編集 

小委員会 

松宮(株) 

（須賀川市） 

１．浄化槽清掃作業の標準化DVD編集について 

（松宮委員長他３名） 

   ２．１９ 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６回理事会の運営について 

２．福島県環整連2016新春の集い事前協議に 

  ついて 

３．その他 

（岡会長他４名） 

   ２．１９ 第６回理事会 郡山ビューホテル 

アネックス 

（郡山市） 

１．全国環整連報告 

２．全清連報告 

３．各委員会及び青年部からの報告 

４．各地区からの報告 

５．福島県環整連協議事項 

６．その他 

（岡会長他１７名） 

   ２．１９ 福島県環整連２０１６ 

新春の集い 

郡山ビューホテル 

アネックス 

（郡山市） 

【研修会】 

＜テーマ＞「廃棄物処理業の基礎 

～法令・通知・判例 集～」 

   講師：福島県環整連廃棄物関連委員長 

        本多 幸雄 氏 

 浄化槽清掃作業の標準化ＤＶＤについて 

   担当：福島県環整連浄化槽委員長 

        松宮 秀泰 氏 

【新春寄席】 

落語家 真打 三遊亭兼好 氏 

（岡会長他５６名） 

   ２．２３ 双葉地方８市町村し尿等

収集運搬許可についての

打合せ 

双葉地方広域市町

村圏組合 

（広野町） 

１．新規許可業者についての経緯と今後の方針 

について 

（岡会長他１名） 

   ３． ４ 双葉地方８市町村し尿等

収集運搬許可についての

打合せ 

いわき市環整会館 

応接室 

（いわき市） 

１．富岡町を含むし尿等収集運搬許可について 

の打合せ 

２．協和エムザー担当者との打合せ 

（岡会長他３名） 

   ３． ９ 双葉地方８市町村し尿等

収集運搬許可についての

双葉地方広域市町

村圏組合南部衛生

１．相双地区の業務の現況と今後の予定に 

ついて 
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打合せ センター  
（楢葉町） 

 

（岡会長他１名） 

   ３．１６ 双葉地方８市町村し尿等

収集運搬許可についての

打合せ 

双葉地方広域市町

村圏組合 

（広野町） 

１．浪江町における環境省仕様の汲取り及び 

浄化槽清掃作業について 

（岡会長他２名） 

   ３．２９ 双葉地方８市町村し尿等

収集運搬許可についての

打合せ 

双葉地方広域市町

村圏組合 

（広野町） 

１．浪江町における環境省仕様の汲取り及び 

浄化槽清掃作業について 

（岡会長他１名） 

 


