
平成２９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 

   ４．２１ 第１回三役会議 郡山ビューホテル

アネックス 

（郡山市） 

１．平成２８年度 会計監査  

監事への提出書類について 

２．平成２９年度 通常総会について 

（岡会長他４名） 

   ４．２１ 平成２８年度会計監査 郡山ビューホテル

アネックス 

（郡山市） 

平成２８年度 会計監査 

 

(齋藤監事・上石監事他３名) 

   ４．２４ 第１回総務委員会 福島県青少年会館 

（福島市） 

１．平成２９年度活動内容について 

２．平成２９年度通常総会議案の総務委員会 

事業について 

（鴫原委員長他７名） 

   ４．２５ 第１回理事会 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

報告事項 

１．全国環整連 

２．全清連 

３．各委員会及び青年部 

４．各地区 

５．その他 

協議事項 

１．平成２９年度通常総会提出議案について 

２．総会の運営について 

３．その他 

（岡会長他１５名） 

５．２６ 平成２９年度通常総会 いわきワシントン

ホテル椿山荘 

（いわき市） 

【通常総会】 

１．平成２８年度事業報告承認の件 

２．平成２８年度収支決算並びに剰余金処分 

  案承認の件 

３．平成２９年度事業計画(案)決定の件 

４．平成２９年度収支予算(案)決定の件 

５．経費の賦課及び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 

【講演】 

 講師：一般財団法人 日本環境衛生センター 

    理事長 南川 秀樹 氏 
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 演題：「身近な廃棄物対策から地球温暖化 

     への取り組みまで」 

         総会出席者総数 ６８名 

（＊委任状出席１４名を除く） 

本人      ５８名 

来賓       １名 

青年部ほか    ８名 

事務局      １名 

５．２６ 第２回理事会 いわきワシントン

ホテル椿山荘 

（いわき市） 

１．役員改選の件 

 

（岡会長他９名） 

５．２６ 青年部第３７回定時総会 いわきワシントン

ホテル椿山荘 

（いわき市） 

１．平成２８年度事業報告承認の件 

２．平成２８年度収支決算承認の件 

３．平成２９年度事業計画(案)承認の件 

４．平成２９年度収支予算(案)承認の件 

（齋藤青年部長他２０名） 

６．２２ 第２回三役会議 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

１．一般廃棄物適正処理と現状についての研修 

会の開催について  

２．研修事業等について 

 ァ 特任講師派遣事業 

 ィ ポリテクセンターを活用した電気設備の 

講習会 

３．全国環整連各委員会の所属員について 

４．その他 

（岡会長他６名） 

６．２９ 第１回浄化槽委員会 松宮酒店会議室 

（須賀川市） 

１．環境教育フェスティバル出展について 

２．その他 

（松宮委員長他１２名） 

７．２７ 第１回廃棄物関連委員会 

 

「一般廃棄物フォーラム 

2017inふくしま」第１回

実行委員会 

南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

「一般廃棄物フォーラム2017inふくしま」の開 

催について 

１．開催要綱（案）について 

２．実行予算（案）について 

（本多実行委員長他３名） 

７．２８ 第２回総務委員会 いわき市環整会館 

（いわき市） 

１．広報｢福島環整連｣の編集・校正について 

（鴫原委員長他３名） 

８． ５ 環境教育フェスティバル 福島県環境創造セン

ター交流棟 

コミュタン福島 

（三春町） 

福島県環境整備協同組合連合会展示ブース 

‐昔は肥料今はごみ？？‐ 

 ～し尿の未来～ 業界のあゆみ ほか 

（松宮浄化槽委員長他６名） 

８． ８ 第３回三役会議 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ １．第３回理事会の運営について 
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（郡山市） ２．平成２９年度視察研修について 

３．その他 

（岡会長他４名） 

   ８． ８ 第３回理事会 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

報告事項 

１．全国環整連 

２．全清連 

３．各委員会及び青年部 

４．各地区 

５．その他 

協議事項 

１．｢一般廃棄物フォーラム2017inふくしま」 

  について 

２．福島県環整連研修事業について 

 ァ 特任講師派遣事業 

 ィ ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰを活用した電気設備講習会 

ｱﾝｹｰﾄ調査 

３．その他 

（岡会長他１８名） 

   ８．１８ 第２回廃棄物関連委員会 

 

いわき市環整会館 

（いわき市） 

｢一般廃棄物フォーラム2017inふくしま」の 

開催要綱・名義後援依頼等について 

（岡会長他４名） 

   ８．２４ 「一般廃棄物フォーラム 

2017inふくしま」講演依

頼及び名義後援依頼 

県庁、自治会館 

（福島市） 

フォーラム開催にあたり､県庁､市長会事務局 

及び町村会事務局訪問 

（岡会長他３名） 

   ８．２７ 青年部家族交流会 郡山石筵ふれあい

牧場 

（郡山市） 

家族交流会 

 

（齋藤青年部長他１２名） 

   ９． ６ 環境省東北地方環境事務

所名義後援、講師派遣、

講演依頼 

環境省東北地方環境 

事務所 

（仙台市） 

フォーラム開催にあたり東北地方環境事務所長

へ名義後援、講師派遣、講演依頼 

（山川副会長、本多実行委員長） 

   ９． ８ 平成３０年度浄化槽関連

予算の充実について 

県庁 

（福島市） 

平成２９年度福島県予算編成に対する各種団体

要望聴取会 

（岡会長他３名） 

   ９． ８ 「一般廃棄物フォーラム 

2017inふくしま」開催案

内持参 

県庁 

（福島市） 

福島県議会議員へ開催案内持参 

 

（岡会長他３名） 

  １０． ４ 第４回三役会議 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（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． ４ 第４回理事会 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 報告事項 
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（郡山市） １．全国環整連 

２．全清連 

３．各委員会及び青年部 

４．各地区 

５．その他 

報告・協議事項 

１．｢一般廃棄物フォーラム2017inふくしま」

について 

２．福島県環整連研修事業について 

３．平成２９年度視察研修について 

４．全国環整連第４３回全国大会in徳島参加者

について 

５．その他 

（岡会長他１４名） 

  １０． ４ 第３回廃棄物関連委員会 

 

「一般廃棄物フォーラム 

2017inふくしま」第２回

実行委員会 

南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

「一般廃棄物フォーラム2017inふくしま」の開 

催について 

１．役割分担について 

２．会場レイアウト等について 

３．その他 

（本多実行委員長他１７名） 

  １０．１３ 浄化槽整備事業関連予算

の充実について 

県庁 

（福島市） 

福島県予算編成への各種団体要望聴取会 

（岡会長他１名） 

  １１． ２ 第４回廃棄物関連委員会 

 

「一般廃棄物フォーラム 

2017inふくしま」第３回

実行委員会 

南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

「一般廃棄物フォーラム2017inふくしま」講演 

資料の確認 

１．資料の確認 

２．役割分担確認 

３．講師送迎等の確認 

４．会場確認 

５．その他 

（本多実行委員長他２０名） 

  １１．１０ 一般廃棄物フォーラム 

2017inふくしま 

南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

イベントホール 

（郡山市） 

【講演Ⅰ】 

 演題：｢一般廃棄物の適正処理の推進と今後

の災害廃棄物対策について｣ 

 講師：環境省東北地方環境事務所 廃棄物・ 

    リサイクル対策課 

    課長 保科 俊弘 氏 

【講演Ⅱ】 

演題：｢福島県の一般廃棄物の現状について｣ 

講師：福島県生活環境部 一般廃棄物課 

   主任主査 嶋 孝明 氏 
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【講演Ⅲ】 

演題：｢一般廃棄物処理の継続性の確保に 

ついて」 

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 

（岡会長他１５１名） 

  １１．１７ 

  ～  １８ 

ポリテクセンターを活用

した電気設備講習会 

ポリテクセンター 

福島 

（福島市） 

１．制御盤の見方 

２．電気の安全 

３．保護機器(漏電確認方法) 

４．測定器(テスタ・検電器) 

５．制御機器(リレー、サーマルリレー、保護

機器)の仕組みと目的 

６．リレーの故障診断 

７．制御と回路図 

８．原水ポンプの交互運転回路 

９．水中ポンプの故障診断 

 (1)絶縁抵抗の測定、センサの故障診断 

 (2)水中ポンプ制御回路のしくみ 

 (3)水中ポンプの損傷状態とその原因 

（受講者２０名） 

  １１．２２ 平成２９年度視察研修会 東北大学大学院農学

研究科付属複合ﾌｨｰﾙ 

ﾄﾞ内川渡ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ 

（宮城県大崎市） 

１．座学 

２．浄化施設視察 

 

（岡会長他１０名） 

  １２． ２ 青年部意見交換会 金柚 

（福島市） 

意見交換会 

（齋藤青年部長他１０名） 

  １２．１２ 第５回三役会議 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

１．東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い 

  損害を受けた会員の会費の取扱いについて 

２．賛助会員の拡大について 

３．第５回理事会の運営について 

４．その他 

（岡会長他４名） 

  １２．１２ 第５回理事会 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

報告事項 

１．全国環整連 

２．全清連 

３．各委員会及び青年部 

４．各地区 

５．その他 

報告・協議事項 

１．｢一般廃棄物フォーラム2017inふくしま」 
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  について 

２．福島県環整連研修事業 

３．平成２９年度視察研修事業について 

４．平成３０年度通常総会開催地決定について 

５．その他 

（岡会長他１２名） 

  １２．１３ 特任講師派遣事業 

 

いわき市環整会館 

（いわき市） 

第５回浄化槽管理技術研究会 

・最近の中･大型浄化槽の特長と維持管理の留

意点 

（組合員４０名） 

２． ８ 

  ～９ 

ポリテクセンターを活用

した電気設備講習会 

郡山テクノアカデ

ミー 

（郡山市） 

１．制御盤の見方 

２．電気の安全 

３．保護機器(漏電確認方法) 

４．測定器(テスタ・検電器) 

５．制御機器(リレー、サーマルリレー、保護

機器)の仕組みと目的 

６．リレーの故障診断 

７．制御と回路図 

８．原水ポンプの交互運転回路 

９．水中ポンプの故障診断 

 (1)絶縁抵抗の測定、センサの故障診断 

 (2)水中ポンプ制御回路のしくみ 

 (3)水中ポンプの損傷状態とその原因 

（受講者１４名） 

２． ９ 特任講師派遣事業 

 

南相馬市民情報交

流ｾﾝﾀｰ大会議室 
（南相馬市） 

ﾓｱｺﾝﾊﾟｸﾄ型浄化槽(HY・KZ・FCE(XE)・浄化王

NEXT・CA・MPC ６型式)の構造と特長について 

ﾓｱｺﾝﾊﾟｸﾄ型浄化槽 6 型式の管理上・清掃上の

問題点との解決方法についての意見交換 

（受講者２３名） 

２．１６ 

 ～１７ 

ポリテクセンターを活用

した電気設備講習会 

ポリテクセンター 

会津 

（会津若松市） 

郡山会場開催内容と同 

 

（受講者２０名） 

２．２３ 

 ～２４ 

ポリテクセンターを活用

した電気設備講習会 

ポリテクセンター 

いわき 

（いわき市） 

会津会場開催内容と同 

 

（受講者２１名） 

３． ２ 環境連 栃木県環境整備

事業協同組合青年部との 

意見交換会 

源天 

（宇都宮市） 

意見交換会 

 

（齋藤青年部長他６名） 

３． ９ 第６回三役会議 郡山ビューホテル

アネックス 

１．収支予算執行状況について 

２．賛助会員の拡大について 
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（郡山市） ３．第６回理事会の運営について 

４．その他 

（岡会長他４名） 

３． ９ 第６回理事会 郡山ビューホテル

アネックス 

（郡山市） 

報告事項 

１．全国環整連 

２．全清連 

３．各委員会及び青年部 

４．各地区 

５．その他 

報告・協議事項 

１．福島県環整連研修事業報告 

２．東京電力福島第一原子力発電所事故に伴 

い損害を受けた会員の会費の取り扱いに

ついて  

３．賛助会員の募集について 

４．平成３０年度通常総会について 

５．その他 

（岡会長他１８名） 


