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5 月 23 日（土）午後 3 時より、水戸

市の水戸京成ホテルにおいて、2020年

度の通常総会を開催いたしました。 

例年、通常総会時には、会員の皆様

をはじめ、茨城県及び友好団体の方を

来賓として迎え、総会終了後には協会

の活動に造詣の深い国会及び県会議

員の皆様及び水戸市長等の皆様をお

招きし、盛大に懇親会を開催しており

ましたが、今回は新型コロナウイルス

感染症の影響もあり、通常総会には、

役員は出席をしましたが、会員の皆様

からは委任状をいただいての開催と

なりました。 

通常総会に先立ち、2020 年度の表

彰式が執り行われましたが、今年は受

賞者の出席は無く、総会終了後にお届

けをすることになりました。 

受賞者の皆様は以下の通りです。 

優良従事者表彰 

有限会社丸越産業 

小室 孝広 様 

富士企業株式会社 

谷川 洋光 様 

有限会社ニヤマクリーンサービス 

星野 研司 様 

鹿島信販株式会社 

根本 善郎 様 

株式会社博相社 

川崎 幸久 様 

誠におめでとうございます。 

その後、通常総会は長塚副理事長の

開会の言葉に始まり、秋山理事長挨拶

の後に山村理事が議長に選出され、会

員 63 事業所中委任状 30 事業所を含

む 44 事業所の参加のもと、議案の審

議が始まりました。 

今回の総会にご出席が出来なかっ

た会員の皆様に当日の議事について

ご報告申し上げます。 

決議事項 

第 1 号議案 2019 年度事業報告につ

いて 

第 2 号議案 2019 年度収支決算報告

について 

 上記の 2 点については関連事項であ

るため一括審議となり、事務局よりお

手元にお届けしてある資料の内容に

ついて報告があり、その後審議に移り

第 1 号及び第 2 号議案については承認

をいただきました。 

第 3 号議案 役員改選 

 今回の総会は、2 年に 1 度の役員改

選の年にあたっており、新しい役員候

補について審議を行い、別表の通り提

案され承認をいただきました。 

 今回は理事及び監事が継続して役

目にあたることとなりましたが、その

中で、昭和 57 年から 38 年間の永きに

わたり理事として協会の発展にご尽

力をいただき、平成 17 年には環境保

全功労者として茨城県知事表彰を受

賞し、また平成 20 年には環境大臣表

彰も受賞された岡本理事及び、理事と

しては２期４年ではありますが、それ

以前は監事及び青年部発足当時から

のメンバーとして活躍された星山理

事のお二人については、本人からの要

望もあり、今回の総会をもって理事を

退任されることになりました。 

 本来であれば総会の際に感謝状を

贈呈するところでありますが、今回は

事情により見送りをさせていただき、

来年度の総会の席上で感謝状を贈呈

させていただきたいと考えておりま

す。 

 尚、お二人が退任されたことにより、

当協会の理事は 15 名から 13 名にな

りましたが、定款第 21 条では理事の

定数は 10 名以上 20 名以内となって

おりますので、充足数を満たしている

ことをご報告申し上げます。 

 また、総会後に開催された役員会に

おいて、理事長及び副理事長 3 名につ

いても継続が承認されました。 

報告事項 

報告事項につきましては、事務局より

2020 年度の事業計画及び収支予算に
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2020 年度定時総会を開催 
役職名 氏名 所属事業所名 地区

理 事 長 秋山　勝広 石岡興業 (株) 県 南

副理事長 長塚　俊宏 (株)学園関東サービス 県 南

副理事長 池田　勤 (有)水戸環整センター 県 央

副理事長 岡島　正明 (有)マカベクリーン 県 西

理　事 小林　仙壽 (有)クロサワクリーンサービス 県 央

理　事 佐野　弘明 鹿島信販(株) 鹿 行

理　事 早川　與勝 北茨城市企業衛生(株) 県 北

理　事 繁藤　洋一 (有)玉里クリーン 県 央

理　事 山村　秀政 (有)ニヤマクリーンサービス 県 西

理　事 小沼　信義 (株) 千代川衛生 県 西

理　事 石井　春雄 (有)竹村清掃社 鹿 行

理　事 犬塚　行治 (株) 和城産業 鹿 行

理　事 樋口　哲一 (株)千代田衛生 県 南

13名

監　事 露崎　剛 (株)博相社 県 央

監　事 佐藤　芳子 富士企業(株) 県 央

2名

理事人数

監事人数

2020年度改選　役員名簿
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ついて報告がありました。 

 事業計画は、例年通り「廃棄物の適

正処理に係る普及啓蒙及び実践活動

を行い、もって生活環境の保全及び公

衆衛生の向上に寄与する」という理念

のもとに、各種事業を行うとされてお

りますが、今年度は新型コロナウイル

ス感染症の影響もあり、例年通りの活

動は難しいと考えられます。 

 既に毎年 8 月に開催されており、当

協会においても公的事業として茨城

県に届けてある霞ケ浦環境科学セン

ターでの夏まつりに関しても中止が

決定されております。 

 協会独自の企画につきましても、今

後の感染症の状況によっては、中止も

しくは延期等の変更がありうること

は否めません。協会ではその都度定例

役員会等で協議の上、会員の皆様へご

報告いたしますのでよろしくお願い

いたします。 

 当年度に計画されている事業は以

下の通りです。 

 

1.環境衛生意識の高揚と普及に関する

事業 

(1)浄化槽清掃記録票(カード)・清掃済

みの証(シール)の普及 

(2)浄化槽一括契約システムの推進に

係る取り組み 

(3)霞ケ浦環境科学センター「霞ケ浦

ECO フェスティバル 2020」への参加 

※既に中止が決定しております 

(4)事故未然防止ステッカーの推進 

2.廃棄物の不法投棄防止監視パトロー

ルに関する事業 

3.霞ケ浦・北浦地域清掃大作戦拠点地

区事業への参加 

4.清掃等に関する各種講習会等開催 

(1)浄化槽の清掃作業等に関し必要な

知識や技術を習得するための講習会

や、その他必要な講習会の開催 

(2)浄化槽一括契約システムの普及・啓

発 

(3)清掃に関する研修会等の案内・斡旋 

5.関係機関及び関係団体との連絡及び

提携等に関する事業 

(1)関係市町村との連携 

(2)一般社団法人日本環境保全協会及

び関東地区協議会との連携 

6.次世代育成委員会の運営推進 

7.大子町災害支援運搬業務 

8.広報活動・情報化社会への取組み 

9.理事会等会議の開催 

以上となります。 

 報告の終了後、一部の理事より、現

在の新型コロナウイルス感染症の恐

怖の中で各会員事業所においては作

業を行っているのだけれど、もし感染

者が会員事業所内に発生した場合に、

協会としての見舞金を緊急災害活動

費の中から捻出することは出来ない

かとの意見が出され、出席者にて協議

の結果、各会員事業所内において新型

コロナウイルス感染症の罹患者が発

生した場合に、見舞金を贈呈すること

となりました。 

 もちろん感染者が発生しないこと

が一番であり、各事業所において防止

の対策が取られていることと思いま

すが、もし感染者が発生した場合には

協会事務局までご報告ください。 

 以上の内容にて通常総会を開催し、

約 1 時間 30 分程度で終了いたしまし

た。 

 この記事を作成している時点（6 月

10 日）時点では、新型コロナウイルス

感染症に茨城県内で感染した方は累

計で 168 名となっております。そのう

ち不幸にもお亡くなりになった方が

10 名、感染後県外に出られた方が 5 名、

治療後、治癒されて退院された方が

150 名、そして現在も入院治療を受け

ておられる方はわずかに 3 名というと

ころまで来ております。 

この協会だよりが皆様のお手元に

届くころには入院者がゼロとなって

いることを願っておりますが、まだま

だ油断は禁物です。各事業所において

は今後さらなる感染防止対策を推し

進めることをお願い申し上げ、1 月の

新年会及び来年度の総会には、盛大に

懇親会を開催できることを祈念申し

上げております。 

 

５月度定例役員会の開催 

５月２３日（土）通常総会終了後の

午後 4 時３０分より水戸京成ホテルお

いて５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。 

 

出席理事 

 秋山理事長 長塚・池田・岡島副理

事長 佐野 石井 犬塚 山村 樋

口理事（理事１3 名中１0 名出席）露

崎 佐藤監事 

 

協議事項 

①新役員人事について 

 通常総会で選出された理事の中か

ら理事長及び副理事長の選出を行う

必要があるため、全員で協議の結果、

前期に引き続き、理事長に秋山氏、副

理事長に長塚・池田・岡島の 3 氏が選

出され、それぞれ就任を承諾いたしま

した。 

②県政要望書について 

 いばらき自民党に対する

要望書の提出について池田

副理事長が担当し、前年まで

の要望に添った形で提出す

ることにしました。 

③（一社）日本環境保全協会

の評議員選出について 

 令和２年度から令和４年

度定時総会終結時までを任

期とする（一社）日本環境保

全協会評議員について、池田

勤副理事長 岡島正明副理

事長 早川與勝理事 山村

秀政理事の４名を推薦する

ことにしました。 

④協会だよりについて 

協会だより 5 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。 

⑤不法投棄監視パトロール

について 

 7 月に不法投棄防止監視

パトロールが計画されてお

りますが、今回は新型コロナ

ウイルスの感染防止のため

延期することにし、次の開催

時期についてはこれからの

理事会で話し合うこととし

ました。 

 

報告事項 

①大子町災害汚泥支援業務

について 

 大子町の災害汚泥運搬支

援業務の４月の実績につい

て事務局より報告がありま

した。 

②日本環境保全協会へ関東地区協議

会から要望書を提出 

 今年度から 2 年間、当協会が幹事団

体となっている、日本環境保全協会関

東地区協議会 秋山勝広会長より（一

社）日本環境保全協会へ「在宅療養者

等により排出される新型コロナウイ

ルス感染廃棄物の収集対応について」

の要望書を５月１２日付で提出しま

したので、要望書の文面をご紹介しま

す。 

【要望書】 

 （前略）新型コロナウイルス感染が

猛威を振るっている中、現行の一般廃

棄物収集においては、軽症者で在宅療

養者より排出される廃棄物は、医療系

廃棄物（感染性一般廃棄物）とはみな

されず一般廃棄物としての処理を余

儀なくされています。こうした状況に

おいて、神戸市ではごみの収集作業員

に在宅療養者由来と思われる新型コ

ロナウイルスの感染者が複数確認さ

れ、業務を停止せざるを得ない状況が

発生しております。（中略） 

 つきましては、新型コロナウイルス

感染軽症者（在宅療養者宅）より排出

されます廃棄物を感染性一般廃棄物

または、感染性産業廃棄物同様、厳重

な管理の下に収集する体制を構築さ

れますよう、国・都道府県に対して速

やかに要望書を提出して頂きたくお

願いいたします。 

 

 以上の内容で役員会を開催し、午後

5 時に終了いたしました。 

曜日 会社名 積載重量

8,600

4（月） みどりの日

5（火） こどもの日

6（水） 振替休日

磯原清掃サービス 2,700

石岡興業 5,000

15,200

八郷衛生 3,700

ニヤマクリーンサービス 3,700

3,700

3,700

3,700

3,600

37,500

マカベクリーン 3,700

八郷衛生 3,700

久松商事管理サービス 3,600

磯原清掃サービス 2,700

久松商事管理サービス 3,600

玉里クリーン 3,000

4,500

3,000

3,700

3,600

35,100

石岡興業 5,200

八郷衛生 3,700

久松商事管理サービス 3,600

磯原清掃サービス 2,700

3,600

3,700

37,500

133,900

29（金） 富士企業 7,500

週間計

月間計

27（水） 山本環境開発 7,500

28（木） マカベクリーン

22（金） セイコー

25（月）

26（火）

週間計

18（月）

19（火）

20（水）

21（木） 博相社　

1（金） 8,600クロサワクリーンサービス

週間計

14（木）

7,500

7,700

7（木）

セイコー

アミックス　

北茨城市企業衛生

11（月）

12（火）

週間計

富士企業

山本環境開発

週間計

7,700

15（金）

13（水）

8（金）

(参考)5 月度大子町支援業務輸送実績 


