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新型コロナウイルスによる肺炎は、

その勢いがとどまることなく、この記

事を書いている時点でも世界中で猛

威を振るっております。 

茨城県内においても、3 月 17 日の

ひたちなか市における１例目をはじ

めとして、最近までに 100 例以上の感

染が報告されております。 

先日東京都をはじめとする 7 都府県

に対して、国から緊急事態宣言が出さ

れました。茨城県はその中には含まれ

ておりませんが、対象の地域である千

葉県、埼玉県とは県境を接しており人

の交流もあり、また主に県南地域では

東京へ通勤通学をされている住民も

多く、そのことにより発症者も県南地

域に多く見られるようです。 

その他にも神栖市における障害者

施設のクラスター化など、その感染拡

大は今までの私たちの生活を根底か

ら変えてしまうほどの威力を感じま

す。 

これからは県内においても東京都

などのような、経路が不明な感染者多

数発生してくることでしょう。 

当協会の会員の中からは、現在まで

に感染等の事例は報告されておらず、

各事業所における感染防止策が功を

奏していると思われます。私たちは地

域において環境衛生維持の重大な一

端を担っており、流行が拡大したから

と言って簡単に事業の中断をするこ

とは許されない性格の業務を行って

おります。 

これからも地域において、住民の信

頼の基に業務を行っていけるよう、感

染症対策を十分に行い、健やかなる企

業経営を行っていけるようお願い申

し上げます。 

しかし、どのような対策を行ってい

ても、今回の新型コロナウイルスの感

染力はすさまじく、一般的な社会生活

を送っている以上、感染リスクは伴っ

てしまいます。 

不幸にして事業所内において感染

者が発生してしまった場合の対策は、

早めに策定しておくことが肝要であ

ると考えられます。各市町村から委託

や許可でし尿等を含む一般廃棄物の

収集運搬業務を行っている事業所に

おいて、事業の継続が不可能になって

しまった場合の対策等を、地元市町村

と事前に協議を行うことも必要でし

ょう。 

感染防止策については、各種報道等

で充分ご存じでしょうが、今回のウイ

ルスが感染者の糞便からも発見され

ており、当業界の人間としてはこの事

実についても真剣に考えなくてはな

らないと思います。 

各事業所において従業員への感染

症対策はお済でしょうか。是非とも早

めの対策策定をお願いします。 

新型コロナウイルス対策についての

アンケート 

 協会では、先日理事及び監事の事業

所に対し、新型コロナウイルス対策に

ついてのアンケートを実施いたしま

した。本来であれば会員事業所すべて

にアンケートを実施すべきですが、今

回の協会だよりの発行に間に合わせ

るために急ぐ必要があったため、役員

の事業所に限ってのアンケート調査

となりましたことをご了承ください。 

 アンケートの質問項目は①「社内で

の新型コロナウイルスに対する対策

について」②「各市町村との対策協議

について」の 2 点です。 

 

①社内での対策についての回答 

・社内への出入口にアルコールまたは

次亜塩素消毒薬の設置 

・マスク着用の推進・徹底 

・社員へ一人当たり 100 枚以上のマス

クを配布 

・衛生ゴム手袋の配布 

・車両の消毒 

・現場への直行・直帰をさせている 

・社内の換気 

・出勤時に全社員に検温を行う 

・会議等でも 5 名以上は小さい部屋へ

集まらない 

・必要以外の外出を控える 

・うがいの推進 

・朝礼を部署別に屋外で実施 

・従業員にゴーグルタイプのフェイス

ガードを支給 

・業務終了後は速やかに帰宅 

・私生活でも密閉された人数が集まる

場所を自粛 

・家庭用にもアルコール消毒液を配布 

・事務所内テーブルの消毒 

・点呼時の健康状態チェック 

・従業員の 30 分時差出勤実施 

・咳エチケット等の徹底 

 

②各市町村との対策協議について 

・従業員の安全・衛生面での対策協議 

・マスク等の入手を要望 

・自社に発症者が出た場合のし尿委託
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茨城県からのお願い（県HPより） 
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業務の他社協力について、市内に委託

業者が 3 業者あるので、相互の協力が

可能か打診を受けた 

・社内に感染者が発生し、委託業務の

遂行が不可能になった場合、ごみにつ

いては最終的には市にて回収も検討 

・自社で感染者が発生しても、業務が

滞らないよう要望を受けた 

・緊急事態宣言が発令されてもごみは

通常通りの回収 

・処理場が完全に封鎖された場合は、

近隣市町村への搬入を検討 

・感染者が出た場合の対策を役所へ求

めたが、まだ回答はない 

 

以上のような回答が寄せられました。 

 新型コロナウイルスの関する情報

は、各種 HP や市町村役場等にも備え

付けてありますので、情報収集にお役

立てください。 

 

令和 2年度行事予定 

 5 月の定時総会の決議にて決定する

令和 2 年度の行事予定ですが、概略が

まとまりましたのでご報告いたしま

す。 

 

4 月度行事予定 

定例役員会 

5 月度行事予定 

定例役員会 

令和 2 年度定時総会 

6 月度行事予定 

定例役員会 

関東地区協議会総会（17・18 日） 

(一社)日本環境保全協会 総会 

7 月度行事予定 

定例役員会 

不法投棄パトロール 

8 月度役員会 

定例役員会 

霞ケ浦 ECO フェスティバル 

9 月度行事予定 

定例役員会 

浄化槽清掃講習会 

10 月度行事予定 

定例役員会 

関東地区協議会秋季研修会（14・15） 

11 月度行事予定 

役員会 

不法投棄防止パトロール 

一般廃棄物適正処理推進大会 in 千葉 

（19） 

12 月度行事予定 

定例役員会 

1 月度行事予定 

定例役員会 

新年会 

(一社)日本環境保全協会新年賀詞交歓

会 

2 月度行事予定 

定例役員会 

3 月度行事予定 

定例役員会 

霞ケ浦清掃大作戦 

 

 以上の通りですが、今後の新型コロ

ナウイルス感染症の状況により、中止

及び延期の可能性があり

ます。その際にはその都

度ご報告させていただき

ますので、会員の皆さま

のご協力をお願いいたし

ます。 

 

３月度定例役員会の開催 

３月１８日（水）午前１

０時より水戸市平須町の

協会事務局において３月

度の定例役員会を開催い

たしましたので、当日の

議事内容等についてご報

告いたします。 

当日は新型コロナウイ

ルス感染症対策として、

出席者はすべてマスクを

着用し、部屋の換気をし

ながらの役員会となりました。 

 

出席理事 

 秋山理事長・池田・岡島副理事長 

小林・早川・佐野・石井・犬塚・繁藤・

小沼・山村・樋口理事（理事１５名中

１２名出席）佐藤監事 

 

協議事項 

①事業報告及び事業計画について 

 5 月の定時総会へ提出する２０１９

年度事業報告及び２０２０年度事業

計画について協議しました。 

②関東地区協議会について 

 ６月１７日に予定しいる関東地区

協議会の総会について、新型コロナウ

イルスの影響を考えて、開催の是非を

他県連とも協議することに決定しま

した。 

③協会だよりについて 

協会だより 3 月号の内容について広報

委員会より提案があり承認されまし

た。県内全ての市町村、県の関係機関

に無料配布しています。もし、ご希望

の関係者の方がありましたら当協会

までご連絡下さい。 

④代議員選出について 

 （一社）日本環境保全協会の代議員

について令和２年３月３１日までの

任期となっているため、新代議員につ

いて検討したところ、秋山勝広理事長

と池田勤副理事長の２名が続投する

ことに決定しました。 

 

報告事項 

①大子町災害汚泥支援業務について 

 ４月１日よりはじまる大子町の災

害汚泥運搬支援業務について、４月の

配車予定表・作業員名簿（１０２名）・

作業車両（４８台）等について事務局

より報告がありました。 

 

以上の内容で定例役員会を開催し、正

午近くに終了いたしました。 

 

大子町からの汚泥搬出作業が始まっ

ております 

お伝えの通り、4 月 1 日より大子町

衛生センターからの汚泥搬出業務が

始まっております。 

各日約 7 トンの汚泥を大子町から東海

村衛生センターへ運ぶこの業務は、茨

城県との災害時の協定を交わして初

めての業務となります。 

 ご参加いただく会員事業所におい

ては、ご多忙の折とは思いますが、安

全正確に業務を進めていただきます

ようお願いいたします。 

緊急告知！ 

会員事業所の皆さん！ 
新型コロナウイルス肺炎に打ち勝って、 
地域の環境衛生を死守しましょう！ 

大子町を出発する会員事業所車両 


