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今年 4 月より実施している茨城県と

の災害協定に基づく大子町への支援

業務ですが、おかげさまをもちまして、

6 月で 3 か月間を終了することが出来

ました。協会として深く御礼を申し上

げるとともに、改めて作業についての

お願いを申し上げます。 

作業時には、東海村クリーンセンタ

ーへ投入の際に作業者の皆様に写真

の撮影をお願いしておりますが、写真

には必ず看板が確実に入るように横

方向での撮影をお願いします。 

また、作業時に

は必ずヘルメット

の着用もお願いし

てありますが、一

部に未着用の事例

も報告されており

ます。ヘルメット

は皆様の体を事故

から守る大切な役

目を持っておりま

すので、必ず着用

するようにしてく

ださい。 

さらには、車両

の安全運行管理の

徹底も重ねてお願

いします。 

安全運転に配慮

をいただくのはも

ちろん、他に実際

に運搬の際に積載

した汚泥の一部が

漏出してしまった

事例も報告されて

おります。 

作業の際にはい

ま一度、安全や手

順の確認を行い、事故の無いようにお

願いします。 

 

６月度定例役員会の開催 

６月１７日（水）午前１０時より役

員のソーシャルディスタンスを確保

するために協会事務所ではなく、水戸

京成ホテルおいて６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。 

 

出席役員 

秋山理事長、長塚・池田・岡島副理事

長、小林・早川・犬塚・山村・樋口理

事（理事１３名中９名出席） 

露崎・佐藤監事 

 

協議事項 

①関東地区協議会資料について  

令和２年度関東地区協議会通常総

会の資料について協議し、今回は新型

コロナウイルスの影響により総会は

書面決議にて行います。 

②県政要望書について 

いばらき自民党に対する県政要望

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。 

【要点】 

短期的事項 浄化槽管理者に対する

法令等に則った義務の履行（浄化槽の

年一回以上の清掃等）を促すべく、広

報活動及び指導の徹底を要望しまし

た。 

中長期的事項 下水道の整備に伴う

一般廃棄物処理業者の合理化に関す

る特別措置法の趣旨に即った形での

代替業務の斡旋等を推進していただ

けるよう要望しました。 

 

③不法投棄監視パトロール及び清掃

活動について 

当初予定の 7 月には行わず、新型コ

ロナウイルスの感染状況を注視しな

がら不法投棄監視パトロールの実施

を検討していくことにします。 

④協会だよりについて 

協会だより 6 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。 

⑤７月の役員会について 

ソーシャルディスタンス確保のた

め７月の役員会も水戸京成ホテルに

て行う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 

大子町の災害汚泥運搬支援業務の

５月の実績について事務局より報告

がありました。役員会の開催後の決定

になりますが、７月と８月も大子町災

害汚泥支援業務に伴う高速道路の使

用が無料になりました。会員の皆様の

引続きの協力をお願いします。 
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大子町支援業務についてのお願い 

↑（正しい例）日付が入った看板が入るように撮影されている 

↓（間違った例）看板の一部が切れてしまっている 
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新型コロナウイルス感染症について 

 先月の協会だより発行時点では、長

期にわたって県内感染発症者が抑え

込まれておりましたが、6 月 20 日以

降、少数ではありますが再び感染者が

確認されるようになっております。 

 現在東京での感染拡大が広がって

おり、この記事を書いている時点（7 月

9 日）でも 1 日の感染者数が 200 名を

超える事態になっています。 

 これから県内においても、改善の方

向に進むことを祈念しておりますが、

東京近郊に位置し、都内への通勤・通

学者が多いことを考えると、今

後感染者が増加する事も十分

考えられ、さらなる感染防止対

策が講じられなければならな

い状況になるでしょう。 

 茨城県では県の HP で各種

情報提供を行っており、図のよ

うなグラフ等を使って分かり

やすくコロナウイルス感染の

現状や対応策を掲示してあり

ます。 

 私たちも正確な情報を取得

して、正確な感染予防策を講

じ、感染者が発生した場合には

正確な対応をとることが必要

と考えます。 

 

県内における新型コロナウイルス発生状況（図はいずれも県 HPより） 

茨城県内の新型コロナウイルス感染症の陽性者の状況 

(参考)6 月度大子町支援業務輸送実績 

本県の対策 Stage は現在「Stage2」です 

曜日 会社名 輸送実績

八郷衛生 3,700

ニヤマクリーンサービス 3,700

3,600

3,700

磯原清掃サービス 2,700

石岡興業 5,200

北茨城市企業衛生 5,800

石岡興業 1,800

37,700

久松商事管理サービス 3,600

磯原清掃サービス 2,700

3,700

3,700

3,700

3,600

38,000

八郷衛生 3,700

マカベクリーン 3,700

磯原清掃サービス 2,700

ニヤマクリーンサービス 3,700

久松商事管理サービス 3,600

玉里クリーン 3,000

4,500

3,000

36,500

八郷衛生 3,700

マカベクリーン 3,700

石岡興業 5,200

久松商事管理サービス 3,600

丸越産業 3,000

玉里クリーン 3,000

千代田衛生 3,500

磯原清掃サービス 2,700

3,700

3,600

35,700

久松商事管理サービス 3,600

八郷衛生 3,700

15,900

163,800

1　(月）

16（火）

17（水）

2（火）

3（水） 山本環境開発

4（木）

5（金）

8,600北茨城市企業衛生

クロサワクリーンサービス

富士企業

アミックス

山本環境開発

博相社

セイコー

8,600

マカベクリーン

セイコー

8,500

8,500

7,500

1日～5日までの合計

11（木）

12（金）

9（火）

8（月）

10（水）

月度計

22日～26日までの合計

15日～19日までの合計

8日～12日までの合計

29日～30日までの合計

15（月）

29（月）

18（木）

19（金）

30（火）

26（金）

25（木）

22（月）

23（火）

24（水）


