
特定既存単独処理浄化槽の措置
及び合併転換事例

令和５年２月２２日

（公財）日本環境整備教育センター
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浄化槽の法定検査に関する全国会議

資料４
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（１）立入検査の実施に伴う情報の収集
◇ 11条検査に基づいた指定検査機関からの報告 ◇保守点検／清掃会社等からの報告
◇ 11条検査の受検助言・指導・勧告・命令

（２）行政による立入検査
◇特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指針
☛ 特定既存単独処理浄化槽の判定（特定既存単独処理浄化槽の手引き参照）

（３）助言又は指導【附則第11条第１項】
◇助言または指導の実施 ⇒ ◇助言または指導の実施後の対応

（４）勧告【附則第11条第２項】
◇勧告の実施 ⇒ ◇勧告実施後の対応

（５）命令【附則第11条第３項】
◇命令の実施 ⇒ ◇命令実施後の ⇒ ◇命令に違反した場合の対応

１.特定既存単独処理浄化槽に対する措置（例）



（１）立入検査の実施に伴う情報の収集
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➢旧構造基準の方式（全ばっ気型、腐敗タンク型等）
➢放流水質、内部の様態、著しい劣化
➢既存単独処理浄化槽の放流先の状況、既存単独処理浄化槽の放流水に関する条例
（水質規制）、近隣住民からの苦情等

※都道府県知事は、情報収集に当たっては、市町村と連携する
※11条検査の実施に併せて定期的に特定既存単独処理浄化槽の対象となり得る
浄化槽を把握する

11条検査
受検勧奨

受検結果を精査 立入検査

無

有
◇ 11条検査に基づいた指定検査機関からの報告
◇ 11条検査の受検助言・指導・勧告・命令

◇保守点検／清掃会社等からの報告
周辺住民からの苦情、クレーム等など
浄化槽台帳に集積された情報

①立入検査対象のスクリーニング
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立入検査実施へ

【11条検査 受検浄化槽】
11条検査結果
浄化槽台帳の情報：設置年、処理方式等
周辺住民からの苦情、クレーム等

【11条検査未受検浄化槽】
浄化槽台帳の情報：設置年、処理方式等
管理情報：保守点検、清掃
周辺住民からの苦情、クレーム等
協議会や報告徴収制度を通じた保守点検
業者や清掃業者から得た情報

特定既存単独処理浄化槽の
対象となり得る

該当 非該当

情報源情報源

既存単独処理浄化槽

経過観察
自主的な合併転換

②立入検査実施の検討
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■11条検査（チェック項目）

外観検査
チェック項目

水質検査
チェック項目

書類検査
チェック項目

■立入検査（特定既存単独処理浄化槽の参考事項）

重要項目 その他の項目 周辺環境 参考となる情報

関連性
を明確化

11条検査と、特定既存単独処理浄化槽の判定のための立入検査は、その
目的や実施主体が異なるが、検査内容としては重なる部分も多い

立入検査実施判断 及び、立入検査の判定にも有用

③法定検査項目と立入検査項目との関連



【抽出手法】
指定検査機関がコード化している所見と特定既存単独処理浄
化槽判定の参考事項を関連付けし、特定既存単独処理浄化槽
判定の参考事項と関係のある所見が使用された浄化槽を立入
検査の対象とする

検査台帳システムで、コード化し
ている所見と特定既存単独処理浄
化槽判定時の参考事項を関連付け

参考事項と関係のある所見
が使用された浄化槽の抽出

立入検査対象施設

抽出の精度向上と立入検査の省力化
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④法定検査結果を活用した立入検査対象の抽出
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 必要に応じ立入検査が可能
 立入検査において、住居に立ち入る場合はその居住者の承諾が必要
 立入検査を行わせる場合は、環境衛生指導員に行わせることが通例

【環境衛生指導員の資格】
◆医師、薬剤師又は獣医師
◆医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の
課程を修めて卒業した者

◆実務経験と知識経験を有するもの

➢条例等において環境衛生指導員以外の職員も含めて立入検査の権限を定
めている場合には、環境衛生指導員以外の職員に立入検査を行わせるこ
とができる。

➢指定検査機関検査員の立ち合いが可能

①立入検査の実施

（２）行政による立入検査



②指定検査機関との連携
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判定には専門的知識が必要であることから、指定検査機関と同行して
立入検査を実施することが望ましい。

１１条検査

検査結果から判定
または不十分な情
報の確認

受検勧奨

受検

未受検

立入検査の実施

立入検査は行政による実施から、指定検査機関との連携による実施
へ移行していくと推測される。



１．重要項目

２．その他の項目

３．周辺環境

４．参考となる情報

ケース２

３．周辺環境

該当 非該当

ケース１

特定既存単独
処理浄化槽

既存単独処理
浄化槽

３．周辺環境

特定既存単独
処理浄化槽

既存単独処理
浄化槽

特定既存単独
処理浄化槽

特定既存単独
処理浄化槽

経過観察
自主的な合併転換

補修や付帯設備の交換
自主的な合併転換除 却

特定既存単独
処理浄化槽

特定既存単独
処理浄化槽

該当 非該当

非該当 該当 非該当

１つ該当 非該当

該当 非該当

複数該当

該当

③特定既存単独処理浄化槽の判定
立入検査

立
入
検
査

判
定

措
置
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【結果判定】

■指定検査機関がコード化している所見
の活用

■独自の立入検査結果の入力
立入検査結果

立入検査の精度向上と省力化

特定既存単独処理浄化槽の判定
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④立入検査判定
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書籍名 特定既存単独処理浄化槽の判定と合併転換の手法に関する手引き

目 次 第１章 汚水処理施設の整備計画の見直しと単独処理浄化槽の取扱い
第２章 特定既存単独処理浄化槽に関する定義と対応
第３章 浄化槽の法定検査と特定既存単独処理浄化槽の立入検査
第４章 指針における特定既存単独処理浄化槽の判定と措置の考え方
第５章 特定既存単独処理浄化槽に対する措置の実施
第６章 特定既存単独処理浄化槽の判定から対応までの事例

発行 公益財団法人日本環境整備教育センター

講習会への講師派遣
講習時間は４時間程度
窓口 事業企画グループ 加藤、迫田
TEL:03-3635-4882 FAX:03-3635-4886 メールアドレス:kyohmu@jeces.or.jp

詳細はホームページを参照ください https://www.jeces.or.jp/pages/88/

以下、本手引きに即した、特定既存単独処理浄化槽の判定と合併転換の手法の概要について
説明させて頂きます。

手引販売



No. 事 例
1 槽割れ
２ 槽割れ、補助金が出るので、＆その他（スラブ陥没）
３ 槽割れ及び補助金が出るので
４ 補助金が出るので及び既設配管勾配不良
５ 水質不良（悪化）
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２.保守点検業者による転換事例ー１

どのようなことが「きっかけ」で合併転換を提案したのか？
何が「決め手」で合併転換に至ったのか？



④管理者の要望

③転換の決め手
修理しても再発の恐れがあること、立会点検で老朽化が進んでいることを説明したこと。ボルトの欠
落を直ぐに修理するのではなく、管理者に確認してもらってから直していたことが、老朽化に対する
管理者への理解につながった。

事例１ 槽割れ

短期間で工事を要望。

⑤特に注意･苦労
した点

修理と入替の２通りの方法の提案から転換の意志を決定させたこと。

浄化槽管理者が、使用している浄化槽がどの様な状態になっているかを理解して頂くために、保守点検の立会を求め
ています。浄化槽に興味を持ってもらう事が、維持管理への理解と解約防止になる。特に、単独処理浄化槽において
は、立会点検が　お客様の興味や理解を頂く近道であります。

①キッカケ

点検時、浄化槽のばっ気室が水位低下しており漏水と判断して、管理者に立会って頂きました。
浄化槽のカットモデルにより浄化槽の仕組みや漏水の可能性があることを説明しました。
水位低下を再確認するため、ばっ気室に正常な位置まで水張りしたことを管理者に確認して頂き、
翌日、水位の確認にお伺いすることを約束して帰りました。

②導入経過

次の日、水位低下の確認に伺いし、お客様立会のもと点検を実施。
やはり、水位低下が見られましたので、水位低下の原因となる箇所を確認することを目的に清掃の
手配をしました。
清掃時に立会い原因を探りましたが、目視では確認出来無かったため、浄化槽に入り亀裂個所を
写真撮影して、お客様に確認頂きました。
亀裂を修理した場合と入替した場合の費用を提示しました。その時に亀裂箇所の修理を行なっても
再発の恐れがあることや他の箇所も老朽化により亀裂が入ることを説明。その結果、合併処理浄化
槽へ入替することになりました。
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保守点検
の立会

参考文献：大川耕平，単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換事例１，月刊浄化槽2022-6
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①キッカケ

③転換の決め手

④管理者の要望

槽割れの補修は不可能な状態であったため合併処理浄化槽への入替をお勧めし、補助金を活用すれば自
己資金が少なくて工事が出来ますと説明。
同時に申請手続きの説明もさせていただき、現場調査等にも対応。
その結果、転換実施につながった。

自己負担金が低く抑えられたこと（補助金活用）。

落雪する場所に浄化槽が設置されていたため槽が破損したので、別の場所への設置するよう依頼されまし
た。

特に無し。

管理者より槽割れの相談があり、現場調査を実施。

槽割れ、補助金が出るので、＆その他（スラブ陥没）

⑤特に注意･苦労
した点

事例２

②導入経過

補助金
活用



②導入経過

③転換の決め手

④管理者の要望

⑤特に注意･苦労
した点

補助金が２年前よりも出るようになったことを説明したところ、管理者も回覧板で見たことがあり、打ち合わせ
を実施して入替となった。

補助金の交付が受けれたこと。

設置場所が裏口の近くであり、階段等の現状復帰をしっかり行うこと。

設置場所の横にブロック５段の塀があったこと。

事例３

①キッカケ
浄化槽内の水位が低下していたため、単独処理浄化槽の内部に入り確認。その結果、補修で対応できない
ことが判明したことから入替を提案。

槽割れ及び補助金が出るので

15

啓発活動



①キッカケ

④管理者の要望

⑤特に注意･苦労
した点

②導入経過

③転換の決め手

⑥今後の改善点

保守点検時に、既設排水管（生活雑排水と雨水用の配管）が地盤沈下が原因と想定される勾配不良を、管
理者立会いのもと確認していただき、今後も不具合が発生する可能性があることを説明。
費用について懸念されていたため、単独処理浄化槽からの入替工事に補助金制度があることを説明した。

排水管の不具合発見と管理者に対して問題の改善策を提案したこと。
ならびに、申請～施工～管理までの業務を一貫して行うことを説明して、管理者から信頼を得たこと。

仮設トイレは使用したくない（夜遅くに使うこともあるため）。

設置場所や配管経路を検討し、短時間でトイレ含む配管工事を実施したこと。

排水不良がキッカケで管理者にご理解していただいたが、管理者との会話が重要となるため、今後はさらに
コミュニケーション力をつけていきたい。

保守点検時に、生活雑排水用排水管の勾配不良を報告し、配管修理を提案。

補助金が出るので及び既設配管勾配不良事例４

16

コミュニ
ケーション



１）管理者がみた広報誌に環境問題が掲載され、合併処理浄化槽が載っていた。

２）単独処理浄化槽の位置づけについて、管理者が知っていたこと。

３）管理者がご近所のお付き合いを気にされる方で、浄化槽の放流水質が気になっていたこと。

４）次回点検時に浄化槽のカタログを要求された。

５）保守点検時にカタログで合併処理浄化槽を説明。転換工事の見積を希望される。

６）見積書持参時に、工事内容及び補助金の説明を行ったところ、転換工事を決心して頂いた。

③転換の決め手

④管理者の要望

⑤特に注意･苦労
した点

⑥今後の改善点 近隣の管理者の方々へ、転換事例の提案を継続して行うこと。

浄化槽の駆動部の軸受けが破損し異臭が発生した。修理部品が廃盤で正規の修理はできないが、ブロワー
を使用した応急処置を行った。
この浄化槽は、浄化槽法上、単独処理浄化槽であることを説明したことがキッカケとなった。

保守点検契約している業者が、補助金の説明や工事内容を含めて、わかりやすく管理者に説明できたこと。

工事の時にご近所に迷惑が掛からないようにしてほしい。

見積内容の説明。

水質不良（悪化）

①キッカケ

②導入経過

事例５
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環境保全



No. 事 例
1 設置場所が狭小の場合
２ 単独処理浄化槽の撤去
３ 掘削に制約がある場合
４ 合併処理浄化槽設置状況
５ 汚水発生源から浄化槽への配管工事
６ 入替完了（転換完了）
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２.保守点検業者による転換事例ー２

どのような場所に設置したのか？
どんな手法で工事を行ったか？
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写真 コメント

・住宅脇の狭い場所に設置
・単独処理浄化槽撤去、合併
処理浄化槽設置を考慮し、
道路側のブロック塀を撤去

・建屋と植木の近傍に設置
・植木の植え替えを実施

事例１ 設置場所が狭小の場合



20

写真 コメント

・ブロック塀を撤去して
道路側から機械掘り

・撤去された単独処理浄化槽
（100kg～150kg）

・消毒後、産業廃棄物として
廃棄

事例２ 単独処理浄化槽の撤去
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写真 コメント

・排水管を活用
・手掘りによる掘り出し

・道路側からの機械掘り
・必要に応じ道路使用許可
などを申請

・地盤の高さが異なる現場
・必要に応じ擁壁を設置

事例３ 掘削等に制約がある場合
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写真 コメント

・道路側からの吊り降ろし

・人力による吊り降ろし

事例４ 合併処理浄化槽設置状況
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写真 コメント
左写真
・既設配管の撤去

右写真
・合併処理浄化槽への配管
・狭小スペースでの配管設置
・汚水マス設置

・別系統であったトイレ配管
と生活排水用の配管を統合

・浄化槽設置位置、放流先を
考慮した配管の配置

事例５ 汚水発生源から浄化槽への配管工事
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写真 コメント

・建築物と建築物の間に設置
した例

・建築物と塀の間に設置した例

事例６ 入替完了（転換完了）



ご清聴ありがとう
ございました
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