
令和 1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 

- 1 - 
 

実施月日 行    事    名 場        所 内             容 

  4.10 第1回総務委員会 福島市青少年会館 

（福島市） 

１．平成31年度通常総会議案 総務委員会事業計画に 

  ついて 

（鴫原委員長他6名） 

4.16 第1回三役会議 ホテルハマツ 

「松林」 

（郡山市） 

１．平成30年度会計監査 

監査への提出書類について 

２．令和1年度通常総会について 

（岡会長他4名） 

4.16 平成30年度会計監査 ホテルハマツ 

「松林」 

（郡山市） 

平成30年度会計監査について 

 

（齋藤監事・上石監事他3名） 

4.23 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 

協議事項 

１．令和元年度通常総会提出議案について 

２．福島県環整連研修事業について 

３．各委員会委員長の選出について 

（岡会長他16名） 

4.25 青年部役員会 壱献 

（郡山市） 

１．総会資料について 

２．会計監査 

・意見交換会 

（齋藤青年部長他6名） 

  5.24 令和元年度通常総会 大江戸温泉物語東

山グランドホテル 

（会津若松市） 

１．平成30年度事業報告承認の件 

２．平成30年度収支決算並びに剰余金処分案承認の件 

３．令和元年度事業計画(案)決定の件 

４．令和元年度収支予算(案)決定の件 

５．賦課金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 

（岡会長他64名） 

  5.24 令和元年度第2回理事会 大江戸温泉物語東

山グランドホテル 

（会津若松市） 

１．会長、副会長、専務理事の選任について 

２．監事、顧問、相談役の選任について 

（理事他19名） 

  5.24 青年部第39回定時総会 大江戸温泉物語東 １．平成30年度事業報告承認の件 
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山グランドホテル 

（会津若松市） 

２．平成30年度収支決算承認の件 

３．令和元年度事業計画(案)決定の件 

４．令和元年度収支予算(案)決定の件 

（齋藤青年部長他23名） 

 6.19 

～ 20 

浄化槽清掃実務者講習会

第6回福島会場 

南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

中会議室 

（郡山市） 

＜開校式・オリエンテーション＞ 

 (公財)日本環境整備教育センター 久川 和彦 氏 

 福島県生活環境部一般廃棄物課主幹 

 濱津 ひろみ 氏 

 福島県環境整備協同組合連合会  岡 光義 会長 

【講習】 

・浄化槽法のしくみ 

 講師：福島県生活環境部一般廃棄物課 

    主事 武田 也実 氏 

・浄化槽のしくみ 

・浄化槽の種類（新構造基準の浄化槽、旧構造基準 

  の浄化槽） 

 講師：(公財)日本環境整備教育センター調査・ 

    研究グループ調査役 久川 和彦 氏 

・清掃(目的)(器具機材)(清掃作業の基本的手順） 

   (衛生・安全対策)(収集・運搬・処分) 

 講師：(公財)日本環境整備教育センター調査・ 

    研究グループリーダー 仁木 圭三 氏 

＜修了式＞ 

（受講者60名） 

 7.13 青年部家族交流会 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ 

（千葉県） 

家族交流会 

（齋藤青年部長他11名） 

 7.23 

～ 24 

浄化槽清掃実務者講習会

第7回福島会場 

南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

＜開校式・オリエンテーション＞ 

 (公財)日本環境整備教育センター 久川 和彦 氏 

 福島県生活環境部一般廃棄物課長 三浦 健生 氏 

 福島県環境整備協同組合連合会  岡 光義 会長 

【講習】 

第6回会場と同 

（受講者70名） 

 8. 6 第2回三役会議 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

１．第3回理事会の運営について 

２．石川地方所属会員について 

（岡会長他5名） 

 8. 6 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 
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４．各地区 

協議・報告事項 

１．賛助会員の退会について 

２．石川郡新規許可について 

３．福島県環整連研修事業について 

 ァ浄化槽清掃実務者講習会報告(6/19･20、7/23･24)  

 ィ ポリテクセンターを活用した電気設備講習会  

４．各委員会委員長の選出について 

５．全国環整連委員会出向者について 

６．鹿児島県環境整備事業協同組合の来県について 

（岡会長他17名） 

  8.10 浄化槽委員会 福島県環境創造 

センター 

（三春町） 

環境教育フェスティバル出展 

～昔は肥料、今はゴミ～ 

（松宮委員長他2名） 

8.23 石川町役場訪問 石川町役場 

（石川町） 

１．新規許可について 

（岡会長他2名） 

9. 2 令和2年度浄化槽関連予

算の充実について 

県庁 

（福島市） 

令和2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） 

9. 4 鹿児島県環境整備事業協

同組合、福島県環整連研

修会 

郡山ビューホテル

アネックス 

（郡山市） 

【研修会】 

１．地元事例発表 

 (1) 浄化槽法第11条検査(BOD測定)について 

【意見交換会】 

（鹿環境8名、岡会長他18名） 

9.27 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」の掲載記事について 

２．校正について 

（瀬戸総務委員長他2名） 

  10.10 組合監査指導 福島県中

小企業団体中央会 

いわき市環境整備 

（いわき市） 

組合監査指導 

・定款、諸規約･規定、総会及び理事会議事録、組合 

員台帳･名簿、事業報告書、財務諸表、直近の試算表 

証憑書類、総勘定元帳ほか会計帳簿、預金通帳･同証 

書、税務申告書その他組合の運営･事務に関連するもの 

（岡会長、事務局） 

  10.18 

   ～19 

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．保護器具(漏電確認方法) 

４．測定器(テスタ・検電器)の使い方 

５．制御機器(リレー、サーマルリレー、保護器具) 

  の仕組みと目的 

６．リレーの故障診断 
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７．制御と回路図 

８．総合演習(予定) 

 (1)模擬回路診断実習 

 (2)モータ・ポンプのメンテナンス方法 

（受講数19名） 

  10.30 郡山市役所訪問 郡山市役所 

（郡山市） 

郡山市の台風19号による富久山クリーンセンター衛 

生処理センター被災の件について 

（岡会長他2名） 

  11. 5 福島県自民党本部訪問 福島県自民党本部 

（福島市） 

福島県自民党本部訪問 

太田三秋県議、小林昭一県議に郡山市の災害状況と 

現状を説明 

（岡会長、山川副会長、猪俣副会長） 

  11. 5 福島県自民党本部訪問 福島県自民党本部 

（福島市） 

郡山市の支援について 

福島県県議会議員への説明とお願い 

（岡会長、山川、猪俣副会長） 

  11.12 第3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） 

  11.12 第4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．台風19号の各地区に被害状況及び支援について 

２．創立60周年記念式典について 

３．各委員会委員長の承認について 

４．福島県環整連研修事業について 

５．代車の確保について 

６．その他 

（岡会長他18名） 

  11.20 熊本県環境整備事業協同

組合来組 

いわき市環整会館 

（いわき市） 

熊本県環境整備事業協同組合理事長、事務局来組 

義援金目録の贈呈 

（岡会長、櫛田専務） 

  11.21 郡山市役所訪問 郡山市役所 

（郡山市） 

郡山市の支援、県中浄化センターへの投入時間等、 

福島県と郡山市及び県連の協議会開催について 

（岡会長他2名） 

  11.25 台風19号災害による郡山

市のし尿等移送、県連支

 富久山クリーンセンター衛生処理センターから県内

各処理施設へし尿等の移送 
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援開始 

  12. 6 福島県環整連県庁要望 県庁 

（福島市） 

大規模災害時における生活排水対策の広域連携につ 

いて 

福島県知事、生活環境部長、土木部長、農林水産部 

長と面会 

（岡会長、山川副会長、猪俣副会長、青木稔県議） 

  12.12 第1回設立60周年記念式

典実行委員会 

いわき市環整会館 

（いわき市） 

１．設立60周年記念式典開催について 

２．その他 

（山川実行委員長他4名） 

  12.13 郡山市役所訪問 郡山市役所 

（郡山市） 

郡山市の支援、県中浄化センターへの投入時間等、 

福島県と郡山市及び県連の協議会開催について 

（岡会長他1名） 

  12.20 第1回冊子作製委員会 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

冊子作成について 

（齋藤青年部長他8名） 

  12.20 青年部意見交換会 風虎 

（郡山市） 

意見交換会 

（齋藤青年部長他10名） 

  12.25 郡山市役所訪問 郡山市役所 

（郡山市） 

郡山市の支援、県中浄化センターへの投入時間等、 

福島県と郡山市及び県連の協議会開催について 

（岡会長他2名） 

   1.17 台風19号災害による郡山

市のし尿等移送支援終了 

 令和元年11月25日から開始された郡山市のし尿等移 

送支援の終了 

   1.17 青年部第2回冊子作成委

員会 

南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

冊子編集作業 

（齋藤青年部長他10名） 

   1.24 青年部第3回冊子作成委

員会 

南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

冊子編集作業 

（齋藤青年部長他7名） 

  1.29 第4回三役会 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

１．第5回理事会の運営について 

（岡会長他4名） 

  1.29 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 

協議・報告事項  

１．台風19号による郡山市の支援について 

２．創立60周年記念式典について  

３．収支予算実施状況について  

４．熊本県環境整備事業協同組合からの義援金につ 

いて 

５．全清連の会員登録について 
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６．福島県環整連研修事業について 

 ・ポリテクセンターを活用した電気設備講習会  

 ・特任講師派遣事業   

７．視察研修について 

（岡会長他18名） 

  2. 4 青年部第4回冊子作成委

員会 

南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

冊子編集作業 

（齋藤青年部長他8名） 

  2. 7 

～  8 

ポリテクセンターを活用

した電気設備講習会 

テクノアカデミー

郡山 

（郡山市） 

１．制御盤の見方 

２．電気の安全 

３．保護器具(漏電確認方法) 

４．測定器(テスタ・検電器)の使い方 

５．制御機器(リレー、サーマルリレー、保護器具) 

  の仕組みと目的 

６．リレーの故障診断 

７．制御と回路図 

８．総合演習(予定) 

 (1)模擬回路診断実習 

 (2)モータ・ポンプのメンテナンス方法 

（受講者8名） 

  2.20 第3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」の掲載記事について 

２．校正について 

（瀬戸総務委員長他3名） 

   3. 1 

～  5 

視察研修会 

 

ベトナム 

ハノイ 

ＪＩＣＡ委託事業「ベトナム国における浄化槽 

普及実証事業」視察 

（田原理事・本多理事他5名） 

  3.13 第2回設立60周年記念式

典実行委員会 

いわき市環整会館 

（いわき市） 

１．設立60周年記念式典について 

２．その他 

（山川実行委員長他5名） 

  3.18 第5回三役会議 南東北総合卸ｾﾝﾀｰ 

（郡山市） 

１．第6回理事会の運営について 

２．収支執行状況について 

３．その他 

（岡会長他4名） 

  3.18 第6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・報告事項 

１．創立60周年記念式典について  
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２．所属員の脱退について 

３．令和2年度通常総会議案 事業計画について 

４．全清連の会員登録について 

５．郡山市の支援について 

６．視察研修について 

（岡会長他17名） 


