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水 環 境 を守ろう

高松市で環境教室開催
まちかわさとし

協会とフジクリーン工業㈱は協力し、平成27年₇月10日㈮、高松市立下笠居小学校（町川 哲 校長）で₄年生43
名を対象に、総合学習の一環として環境教育を行いました。
同小学校の₄年生は、地元を流れる住吉川をきれいにすることを目標としており、どうしたら住吉川がきれい
になるのか？生徒たちの疑問に答えるため、フジクリーン工業㈱と協会の「水の専門家」が、同小学校を訪れ、環
境教室を開催しました。
生徒達は、「水の循環と使った水の行方」「水の自浄作用及び水をきれいにする仕組み」についてスライドを視
聴した後、浄化槽ミニモデルを用い、汚れた水をきれいにする装置（浄化槽）のしくみを学び、その後CODパッ
クテストと透視度計を用いて水質測定実習を行いました。
水質測定実習では、香東川上流（ほたるの里）の水、住吉川の上流・中流・下流の水、人口汚水を用い、汚れ
の度合いを真剣に測定しました。
生徒達は、「身近な飲み物や食べ物をそのまま流すと川や海が汚れる原因になること」「川をきれいにするに
は、使った水は浄化してから流すことが必要であること」「川の汚れを調べる方法としてCODパックテストや透視
度という方法があること」「汚れた水をきれいにする装置があること」を学びました。
協会では、次世代を担う子供たちに水の大切さを知ってもらい、限りある水を守るためには何が必要かを学ん
でもらう趣旨で、平成20年度より環境教室を開催しています。
小・中学校、PTA、自治会などの団体で、開催のご希望があれば、当協会までお気軽にお問い合わせください。

観音寺市にて浄化槽出前講座を開催
協会は、平成27年₈月₉日㈰観音寺市下水浄化センターにて、浄化槽
出前講座を開催しました。
観音寺市下水道課では、毎年下水浄化センターの見学会を開催してお
り、今回、身近な生活排水処理方法の中には下水道以外に浄化槽もある
ことを知ってもらおうということで、同センターの見学者を対象に当協
会の浄化槽出前講座をご活用頂きました。
受講者は、
「水の循環と使った水の行方」「水をきれいにする浄化槽の仕組み」についてパワーポイント
を用いたスライドを視聴し、「使った水は浄化してから川や海に流すことが必要であること」
「汚れた水をき
れいにする方法として浄化槽もあること」を学びました。
今回の浄化槽出前講座で得た知識は、必ず役立てて頂けるものと期待しております。
なお、浄化槽出前講座は、随時開催となっております。開催のご希望が御座いましたらお伺いいたしま
すので、詳しくは協会までお問い合わせください。

平成27年度市町職員研修会（現地研修）開催される
香川県合併処理浄化槽推進協議会は、平成27年₇月30日㈭、浄化槽設
置整備事業における各市町の担当職員が実施する完了検査業務が円滑に行
われることを目的として、小豆島町で市町職員研修会（現地研修）を実施
しました。
当協会からは、検査第一課の山下課長と完了検査担当職員の十河GLが
講師として出席しました。
各市町の担当職員、特に新しく設置整備事業担当となった職員の方々
には、今後の業務に役立てて頂けたらと思っております。

協会のうごき
₇月₆日 不適正浄化槽立入指導（香川県中讃保健福祉事務所）
機能保証制度審査委員会
₇月₇日 不適正浄化槽立入指導（香川県西讃保健福祉事務所）
₇月₈日 不適正浄化槽立入指導（香川県西讃保健福祉事務所）
₇月10日 環境教室（下笠居小学校）
₇月14日 不適正浄化槽立入指導（高松市上下水道局）
₇月15日 不適正浄化槽立入指導（高松市上下水道局）
₇月22日 浄化槽教室（三木町）
₇月29日 浄化槽教室（まんのう町、琴平町）
₇月30日 平成27年度市町職員研修会（小豆島町）
₈月₄日 業務視察（一般財団法人長崎県浄化槽協会）
～₅日
₈月₉日 浄化槽出前講座（観音寺市下水浄化センター）
₈月11日 不適正浄化槽立入指導（香川県西讃保健福祉事務所）
₈月12日 不適正浄化槽立入指導（香川県西讃保健福祉事務所）
₈月13日 不適正浄化槽立入指導（香川県西讃保健福祉事務所）
₈月18日 不適正浄化槽立入指導（高松市上下水道局）
₈月19日 不適正浄化槽立入指導（高松市上下水道局）

よみがえる

7月〜9月
₈月25日
₈月27日
₉月₇日
₉月₈日
₉月₉日
₉月10日
〜11日
₉月13日
₉月14日
₉月15日
₉月16日
₉月17日
₉月29日
₉月30日

浄化槽教室（丸亀市）
浄化槽教室（三豊市）
不適正浄化槽立入指導（香川県中讃保健福祉事務所）
KJK会幹事会
不適正浄化槽立入指導（香川県西讃保健福祉事務所）
不適正浄化槽立入指導（香川県西讃保健福祉事務所）
平成27年度浄化槽法指定検査機関四国地区協議会
浄化槽検査員研修会（高知県）
浄化槽教室（高松市）
不適正浄化槽立入指導（香川県中讃保健福祉事務所）
不適正浄化槽立入指導（高松市上下水道局）
不適正浄化槽立入指導（高松市上下水道局）
不適正浄化槽立入指導（高松市上下水道局）
不適正浄化槽立入指導（香川県中讃保健福祉事務所）
KJK会幹事会
全浄連四国地区協議会・指定検査機関四国地区協議会
合同事務局長会

平成27年度浄化槽法指定検査機関四国地区協議会検査員研修会を高知県高知市で開催

₉月10日㈭・11日㈮の両日、高知サンライズホテルにて平成27年度浄化槽法指定検査機関四国地区協議
会検査員研修会が開催され、四国各県からは64名が出席しました。また九州地区からは20名、東北地区から
は₅名が情報交換の為に参加しました。
一日目はまず、分科会に分かれ意見交換等を行い、続いての全体研修では分科会の結果報告、懇親会で
は情報交換を行いました。
二日目の全体研修では、最初に公益財団法人日本環境整備教育センター仁木圭三氏の「性能評価型小型
浄化槽の水質管理と維持管理の考え方」の講演を聴講、そのあと四国の各検査機関が研究発表を行いまし
た。当協会からは『香川県における推進方法の現状と受検率の推移』という標題で検査第３課の白川GLと
山下採水員が研究発表を行いました。今後の検査業務に大いに勉強になる二日間となりました。来年は徳島
県で開催予定です。

香川県・高松市からのお知らせ  −平成27年度浄化槽管理士研修会の開催について−
毎年実施しております浄化槽管理士研修会を下記の要領で開催いたします。
詳細につきましては、香川県または高松市からの案内状（郵送）をご覧下さい。
ご多忙とは存じますが、保守点検技術向上の為、ぜひ参加の程よろしくお願いいたします。
記
日
場
講

時：平成27年10月28日㈬ 14：00～16：30
所：高松テルサ 高松市屋島西町2366-1
師：（公財）日本環境整備教育センター
調査・研究グループ グループリーダー
持参物：各人の浄化槽管理士証、筆記用具

仁木 圭三

氏

浄化槽保守点検業登録更新のお知らせ
浄化槽保守点検業登録更新は₃年に₁回必要です。平成28年₃月～₄月にかけて、更新時期を迎える事
業所が多くおられます。
県登録の事業所には、更新月の₃ヶ月前に協会からハガキでご案内をしております。なお、更新手続き
は、有効期限日の₃ヶ月前から受付しておりますので、お早目にお願い致します。

平成27年度浄化槽保守点検業者技術向上現場研修会の開催について

協会では、平成27年度浄化槽保守点検業者技術向上現場研修会を、11月に開催いたします。この

研修会は、香川県からの委託事業として毎年実施しております。今年度の対象者は、西讃地区及び
琴平町に営業所を開設している保守点検業者の浄化槽管理士を予定しております。

10月中旬、協会から案内状を発送いたしますので、届きましたらご確認の上お申し込み頂きます
ようお願いいたします。

お 知 ら せ

時
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時
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協 会 で は、 浄 化 槽 の 維 持 管 理（ 保 守 点 検・ 清 掃・ 法 定
検査）の広報活動として各市町等開催のイベントに参加
しています。
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未曽有の大雨で堤防が決壊した
鬼怒川。グーグルがその周辺の衛
星写真を公開していますが、興味
深いのは水害前と水害後の写真を
組み合わせて比較できるようにし
ていることです。鬼が怒る川とい
う名のとおり、鬼怒川は古来より
暴れ川として知られていたようで
すが、この写真を見ると、過去の
氾濫あとそのままに水が流れ込ん
でいるのが解ります。
香川県は面積が狭く河川距離が
短いうえ、少雨であるために水害
の危機感はあまり実感として持て
ませんが、航空写真を見てみると
中讃であれば綾川町羽床近辺の綾
川、まんのう町吉野近辺の土器川
にも過去の河川氾濫あとが見てと
れます。跡地は田畑になっており
住宅がほとんど建っていないのは
古来よりの言い伝えがあるのでは
ないかとも思われます。
近年、災害意識の高まりととも
に各市町が詳細なハザードマップ
を作成していますが、そのうえで

こういった航空写真や地域の伝承

E メ ー ル kjc@shirt.ocn.ne.jp

◆みとよ健康・福祉まつり
月

三豊市総合体育館及びその周辺
善通寺市
日（土）～

◆善通寺市農商工夢フェスタ２０１５
月

善通寺五岳の里市民集いの丘公園
まんのう町
日（土）

◆琴南地区文化祭（パネル展示）
月

琴南公民館

お詫びと訂正
機関紙よみがえる水№ （７月発行）Ｐ３の、おめでと
うございます（表彰者紹介のページ）につきまして記事の
一部記載に誤りがありました。深くお詫びするとともに、

等にも意識を向けていくことも大
事だと思われます。

㈲森清掃社 堀家 真大

忠文

山条

30

訂正いたします。
【訂正箇所】
Ｐ３下段（一社）全国浄化槽団体連合会会長表彰、左側
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