
　　　　　　　　　　　　平　成　２８　年　度　会　議　等 日　程　表

区分 実施日 名　　称 摘　　　要

 　４月１４日 第１回理事会 　　　　　　　　　　　　　　 　　　  
27年度総括・決算、役員改選
28年度事業計画・予算、他

監査会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  連合会事務局 平成２７年度収支決算

 　５月２４日 第２回理事会
総会運営・講習会、加盟団体、
青年部事業、他

会 第４０回通常総会　　　　　　　　　　　　　　　　浦和ワシントンホテル
27年度総括・決算、役員改選
28年度事業計画・予算、他

　 ７月１７日 第１回合同委員会  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委員会編成、活動の具体化

第３回理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連合会事務局　　
委員会編成、活動の具体化
事故防止コンク－ル他

議 　 ９月２３日 第２回合同委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市町村訪問、清掃活動、モアコ
ンパクト講習、事故防止協定他

第４回理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連合会事務局
災害廃棄物処理、関東地区協
議会研修会他

１１月　１日 第５回理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連合会事務局
機関紙発行、事故防止協定、四
半期決算、忘年会他

１２月１６日 第６回理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機関紙発行、表彰推薦、仮設ト
イレ共同購入、地域問題

平成２８年度忘年会　　　　　　 　　　　　　　　浦和ワシントンホテル 災害図上訓練・他

　２月２４日 第３回合同委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２９年度事業計画案

第５回理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連合会事務局
２９年事業計画案・関東地区総
会・車両調査・他

　４月１６日 青年部合同研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 千葉市内

(一社) 　５月１６日 第７回　理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ホテルグランドパレス
日 　６月　９日 平成２８年度定時総会

本 第８回　理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ホテルグランドパレス

環 　６月１６日 関東地区協議会平成２８年度通常総会　　　　 浦和ワシントンホテル

境 　７月　８日 浄化槽中央連絡協議会平成２８年度理事会・定時総会　  グランドヒル市ヶ谷

保 １０月　４日 青年部長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栃木県

全 １０月２１日 関東地区協議会秋季研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊香保

協 １１月１７日 第９回　理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 名古屋東急ホテル

会 平成２８年度一般廃棄物適正処理推進大会in愛知　

・ １２月　１日 第３回浄化槽事業委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日新ビル

関 １２月　６日 一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習会実施アンケ－ト

東 浄化槽清掃関係講習会実施アンケ－ト

地 　１月１９日 平成２９年新春特別講演会・新年賀詞交歓会 ホテルグランドパレス

区 　２月１６日 第４回委託許可問題対策委員会　　　　　　　　　　　　　　　 日新ビル

協 　２月２８日 第３回総務委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日新ビル

議 　３月１３日 青年部事業推進委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 日新ビル

会 　３月２３日 第１０回　理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ホテルグランドパレス



区分 実施日 名　　称 摘　　　要

　４月　１日 環境保全タイムズ10～1２月号

教 　４月１５日 環境保全タイムズ1・２月号

　４月１９日 埼玉県一般廃棄物連合会第４０回通常総会案内

育 　４月２７日 (一社)日本環境保全協会平成２８年度定時総会案内

　４月２８日 平成２７年度第８回理事会議事録

広 　５月　６日 セ－フティネット保証５号に基づく売上高調査

　５月１１日 平成２８年度第１回理事会議事録

報 交通死亡事故防止に対するご協力について 埼玉県警察本部交通部

　６月　２日 浄化槽関係講習会日程表

　６月２４日 今井絵里子参議院議員候補講演会案内

　７月　1日 第２回交通事故防止コンク－ル案内

　７月　４日 第４０回通常総会議事録

　７月２８日 第２回理事会議事録

　８月１２日 セ－フティネット保証５号に基づく売上高調査

　８月２９日 (一社)日本環境保全協会会長表彰推薦書

　９月２９日 日本環境保全協会関東地区協議会秋季研修会案内

　９月３０日 会員所轄警察署調査

１０月　４日 第３回理事会議事録

１０月１８日 埼玉県エコドライブ講習会開催案内 埼玉県・大気環境課

１１月　２日 交通事故防止に関する協定に伴う車両用マグネットステッカ－頒布案内

清掃活動参加者募集のお知らせ

１１月　４日 モアコンパクト型浄化槽に関する講習会Ⅰ　案内

１１月１０日 平成２８年度忘年会案内

１２月１５日 ＪＴカレンダ－

１２月２９日 第５回理事会議事録

　１月　６日 仮設トイレ共同購入に関する案内・天然ガススタンドマップ

　１月１８日 投資詐欺への警戒について

　１月２６日 一廃連ニュ－ス５４号・環境保全タイムズ10月～12月合併号

(一社)日本環境保全協会「賠責保険制度」加入案内

　２月　６日 事業用貨物自動車が関係する交通事故の防止について・発生状況 埼玉県警察本部交通部

　２月２４日 環境保全タイムズ１・２月号　　　　

　２月２７日 道路交通法改正のお知らせ・保有車両調査

　３月１４日 書籍案内「生活排水処理改革　持続可能なインフラ整備のために」



区分 実施日 名　　称 摘　　　要

教 　３月１６日 交通死亡事故連続発生に伴う交通事故防止について 埼玉県警察本部交通部

育 　３月１７日 第６回理事会議事録

広 　３月２２日 第７回理事会議事録

報 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正法律案

九都県市一斉自転車マナ－アップ強化月間チラシ・ポスター

埼玉県交通事故ハザ－ドマップ2017

春の全国交通安全運動チラシ

　４月１３日 平成２８年度「ひろえば街が好きになる運動」上半期活動打合せ 連合会　事務局

ご 　５月１８日 一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習会 さいたま共済会館

み 　７月２１日

対 　７月２２日

策 １０月１６日 清掃活動　　鴻巣おおとりまつり

１１月　３日 清掃活動　　草加商工会議所まつり

１１月２５日 清掃活動　　埼玉県庁→ＪＲ浦和駅

　４月２０日 埼玉県警察本部交通部交通企画課表彰打合せ

　５月　６日 一般社団法人　群馬県環境保全協会　市町村訪問活動打合せ 連合会事務局

組 　５月２７日 青年部総会 浦和ワシントンホテル

　７月　7日 交通安全会議 埼玉県庁

織 　７月２０日 事故防止車両用ステッカ－作成打合せ 埼玉県警察本部

　９月　１日

対 　２月２８日

　９月１４日 公明党意見交換会 埼玉県議会議事堂

策 １０月２８日 交通安全講習 鴻巣

１１月　１日 交通事故の防止に関する協定　調印式 埼玉県警察本部

１１月　５日 女性部会合 浦和市内

１１月　７日 保険取扱い者講習 連合会事務局

１１月　９日 仮設トイレ共同購入打合せ 連合会事務局

１１月３０日 埼玉県災害廃棄物処理図上訓練 東松山市

１２月　１日 平成２８年冬の交通事故防止運動出発式 埼玉県庁

　１月　６日 埼玉県警察本部交通部訪問

埼玉県資源循環推進課訪問　

　１月１２日 平成２９年埼玉県警察年頭視閲式 埼玉スタジアム

第２回交通事故防止コンク－ル　実施期間

清掃活動　　熊谷うちわ祭り



区分 実施日 名　　称 摘　　　要

組 　１月１８日 埼玉県災害廃棄物処理図上訓練 熊谷市

織 　１月２７日 埼玉県災害廃棄物処理図上訓練 松伏町

対 　２月　２日 埼玉県災害廃棄物処理図上訓練 朝霞市

策 　２月２７日 保有車両調査

　３月　３日 埼玉県資源循環推進課訪問

補 １０月２７日 市町村訪問　　坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・鳩山町

償 　３月２８日 春日部環境衛生事業協同組合　訪問

対

策

　７月２５日 浄化槽維持管理適正化対策会議 中央環境管理事務所

　７月２８日 浄化槽維持管理適正化対策会議 東部環境管理事務所

生 　７月２９日 浄化槽維持管理適正化対策会議 越谷環境管理事務所

　８月　３日 第１回浄化槽維持管理適正化対策会議 協会会議室

活 　８月　４日 浄化槽維持管理適正化対策会議 西部環境管理事務所

　９月　６日 第２回浄化槽維持管理適正化対策会議 協会会議室

排 　９月１５日

　９月１６日 日光市

水 　９月１５日 浄化槽維持管理適正化対策会議 北部環境管理事務所

１０月　３日 第３０回全国浄化槽大会 ホテルグランドパレス

対 １０月1３日 浄化槽１１条効率化検査精度管理委員会 さいたま市内

１０月17日 第３０回全国浄化槽技術研究集会　　　 東京ビックサイト

策 １０月２０日 第３回浄化槽維持管理適正化対策会議 連合会事務局

１０月２４日 浄化槽セミナー ウェスタ川越

１１月　９日 浄化槽維持管理適正化対策会議 東松山環境管理事務所

１１月２５日 浄化槽維持管理適正化対策会議 秩父環境管理事務所

１１月２７日 浄化槽総合講習会 熊谷市内

１２月１６日 浄化槽適正管理講習会 秩父市内

１２月２１日 第４回浄化槽維持管理適正化対策会議 協会会議室

　１月1４日 モアコンパクト型浄化槽に関する講習会Ⅰ 県民活動総合センター

　１月1７日 第５回浄化槽維持管理適正化対策会議 協会会議室

全浄連関東地区協議会生活排水対策特別研修会



区分 実施日 名　　称 摘　　　要

　１月２４日 埼玉県浄化槽保守点検業者登録手続き等講習会 県民活動総合センター

　２月　７日 埼玉県浄化槽保守点検業者登録手続き等講習会 ウェスタ川越

　５月１８日 加須市環境サ－ビス業組合　総会 加須市内

　５月２４日 埼玉県生活環境保全協同組合　総会 浦和ワシントンホテル

交 　５月３１日 一般社団法人埼玉県浄化槽協会　総会 浦和ワシントンホテル

１０月１８日 公益財団法人日本環境整備教育センター創立５０周年祝賀会
東京ベイ有明
ワシントンホテル

　１月　６日 豊かな埼玉を作る県民の集い パインズホテル

　１月２４日 加須市環境サ－ビス業組合　新年会 加須市内

流 　１月２３日 公明党埼玉県本部新春賀詞交換会 パインズホテル

　５月　８日 故大澤譲司氏　葬儀 (㈱フィールドプロテクト)

慶 　６月２３日 故神原遑終身名誉会長　葬儀　　　　

　７月　５日 秋山家　葬儀　　　　　茨城県

弔 　９月１２日 故石原武男氏　葬儀　　　(㈲石原)

１１月　２日 曽根川家　葬儀　　　(一社　日本環境保全協会)

そ １２月１３日 細野家　葬儀　　 　　(一社　埼玉県浄化槽協会)

　２月１９日 中根正治郎氏旭日双光章受章記念祝賀会 ホテルガ―デンパレス

の 　２月２５日 神保照男氏 環境大臣表彰受賞祝賀会　　　　　　　　   坂戸市内

　３月１２日 武井家　葬儀　　　(埼玉県生活環境保全協同組合)　　　

他

　１月　６日 中根正治郎氏叙勲祝賀会発起人会 連合会事務局

　１月　８日 中根正治郎氏叙勲祝賀会発起人会 熊谷市内

　１月１３日 中根正治郎氏叙勲祝賀会発起人会 連合会事務局

　１月３１日 中根正治郎氏叙勲祝賀会発起人会 熊谷市内



実施日 名　　称 摘　　　要

　４月１９日 監査会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 協会会議室

平成２８年度第１回理事会　　　　　　　　　　　　　　 埼佛会館

　５月３１日 平成２８年度第２回理事会　　　　　　　　

第２回通常総会　　　　　　　　　　　　　 浦和ワシントンホテル

　７月１４日 平成２８年度第３回理事会　　　　　　　　　　 さいたま共済会館

(一社) 役員懇親会（暑気払い）　　　　　　　　　　　　 さいたま市内

埼 　８月　３日 平成２８年度第１回浄化槽維持管理適正化対策委員会 協会会議室

玉 　９月　６日 平成２８年度第２回浄化槽維持管理適正化対策委員会 協会会議室

県 　９月２９日 平成２８年度第１回法定検査部移転検討特別委員会 衛生研究所旧深谷支所

浄 　９月３０日 平成２８年度第４回理事会　　　　　　　　　　　 あけぼの会館

化 １０月２０日 平成２８年度第２回法定検査部移転検討特別委員会 協会会議室

槽 平成２８年度第３回浄化槽維持管理適正化対策委員会 連合会事務局

協 １１月　８日 平成２８年度第１回教育広報会委員会　　　　　　

会 平成２８年度第５回理事会　　　　　　　　　　　　 あけぼの会館

１２月　６日 平成２８年度法定検査部移転特別委員会（臨時）　　　　　　 都内

１２月１３日 平成２８年度第２回教育広報会委員会　　　　 協会会議室

１２月２１日 平成２８年度第４回浄化槽維持管理適正化対策委員会 協会会議室

　１月１７日 平成２８年度第５回浄化槽維持管理適正化対策委員会 あけぼの会館

　１月１８日 平成２８年度第３回法定検査部移転特別検討委員会　　　 熊谷市内

　３月２７日 平成２８年度第７回理事会　　　　　　　　　　　　　　 埼佛会館

講習会・研修会

１１月２７日 浄化槽総合講習会　　　　　　　　　 　熊谷市内

部会関係

　５月２４日 埼玉県生活環境保全協同組合総会　　　　　 浦和ワシントンホテル

　５月２７日 埼玉県一般廃棄物連合会総会　　　　　　　 浦和ワシントンホテル

　７月２１日 埼玉県水処理工業会清算総会　　　　　　 さいたま市民会館うらわ

１０月　５日 製造部会事務引継ぎ連絡会　　　　　　　　　 協会会議室

１１月１１日 埼玉県水処理工業会解散総会　　　　　　　　　　　 あけぼの会館



実施日 名　　称 摘　　　要

県・市町村関係

　４月１２日 埼玉県環境部長表敬訪問

　６月２９日 公益目的支出計画実施報告書を県に提出

(一社) 　６月３０日 浄化槽技術講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行田市内

埼 　７月２５日 浄化槽維持管理適正化対策会議　　　　 中央環境管理事務所

玉 　７月２８日 浄化槽維持管理適正化対策会議　　　　 東部環境管理事務所

県 　７月２９日 浄化槽維持管理適正化対策会議　　　　 越谷環境管理事務所

浄 　８月　４日 浄化槽維持管理適正化対策会議　　　　 西部環境管理事務所

化 　９月１５日 浄化槽維持管理適正化対策会議　　　　 北部環境管理事務所

槽 　９月２７日 蓮田市浄化槽維持管理等推進会議　　　　　　　　　　　 蓮田市内

協 １０月１１日 埼玉県水質分析精度管理調査結果報告会
埼玉県環境科学
国際センター

会 １０月１６日 まつぶし町民祭り　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松伏町内

１０月２４日 浄化槽セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　 ウェスタ川越

１１月２３日 ぎょうだ夢まつり　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行田市内

１１月２５日 浄化槽維持管理適正化対策会議　　　　 秩父環境管理事務所

１２月１６日 浄化槽適正管理講習会　　　　　　　　　　　　　　　　 秩父市内

　１月２４日 平成２８年度埼玉県浄化槽保守点検業者登録更新手続等講習会県民活動総合センター

　１月３０日 広域的浄化槽行政移行推進計画に関するヒアリング調査　　　 県庁

　２月　３日 埼玉県環境科学国際センター講演会　　　 さいたま市民会館うらわ

　２月　４日 川の再生交流会　　　　　　　　　　　　 さいたま市民会館うらわ

　２月　７日 平成２８年度埼玉県浄化槽保守点検業者登録更新手続等講習会ウェスタ川越

　３月２３日 環境ビジネス海外展開支援セミナー　　 新都心

全浄連関係

　４月２２日 全浄連関東地区協議会　役員会　　　　　　　 大宮ソニックシティ

第1回常任理事会、事業・組織広報委員会等合同会議

功労者顕彰委員会、全国浄化槽推進政治連盟常任幹事会 ホテルグランドヒル市ヶ谷

　５月２０日 全浄連理事会　　　　　　　　　　　　　　　 ホテルグランドヒル市ヶ谷

　６月１７日 全浄連理事会・総会・懇親会　　　　　　　 ホテルグランドパレス

　９月１５日 全浄連関東地区協議会生活排水対策特別研修会　　　　　 日光市内

１０月　３日 全国浄化槽大会　　　　　　　　　　　　　 ホテルグランドパレス

　２月２７日 ホテルグランドヒル市ヶ谷

　２月２８日

　３月３０日 全浄連理事会　　　　　　　　　　　　 ホテルグランドヒル市ヶ谷

全浄連会員団体事務局長等会議　　　　



区分 実施日 名　　称 摘　　　要

政党関係

　７月１５日 埼玉県に対する予算等に関する要望書の提出（自民党、民進党）

　９月　７日 埼玉県に対する予算等に関する意見交換（民進党）

　９月１４日 埼玉県に対する予算等に関する意見交換（公明党）

(一社) 　９月２７日 埼玉県に対する予算等に関する意見交換（自民党）

埼 　１月２３日 公明党埼玉本部賀詞交換会　　　　　　　　　　　　 さいたま市内

玉

県 公益財団法人日本環境整備教育センター関係

浄 １０月１７日 第３０回全国浄化槽技術研究集会及び浄化槽検査員研究会 東京ビックサイト

化 １０月１８日 公益財団法人日本環境整備教育センター創立５０周年記念行事 東京ビックサイト

槽

協 広域関係

会 　６月２３日 指定検査機関関東甲信越ブロック協議会総会　　 東京八重洲ホール

１１月１７日 指定検査機関関東甲信越ブロック協議会

１１月１８日 検査員研修会及び臨時総会　　 　  千葉県一宮町

法定検査　新制度関係（埼玉県指定検査機関）

　２月２７日 指定採水委員新規・指定更新講習会　　　　　　　　　　 加須市内

１０月１３日 浄化槽第11条効率化検査精度管理委員会　　　　　  さいたま市内

その他

　５月１２日 栃木県浄化槽協会創立５０周年記念式典　　　　　　　 宇都宮市内

　５月１８日 加須市環境サービス業組合総会　　　　　　　　　 　  加須市内

　５月２３日 東京都水環境システム協会総会・懇親会　　　　　　 四谷主婦会館

　８月　４日 埼玉県北部浄化槽適正管理協議会総会  　　　　　 　　 熊谷市内

　８月２６日 熊谷市環境衛生組合青年部研修会　　　　　　　　   　 熊谷市内

１０月２７日 加須市環境サービス業組合研修会　　　　   　　　　　 加須市内


