
協会だより  令和 2 年 8 月１日発行（令和 2 年度 第 5 号） 

 

 

一般社団法人茨城県環境保全協会ホームページ http://www.kankyo-ibaraki.com/ 又は協会名で検索してください 

現在県内において、新型コロナ感染

症の陽性者が連日発生しており、8 月

12 日現在、累計の陽性者は 416 名で

あり、水戸市内などではクラスターの

発生も現実のものとなってしまいま

した。 

そのような中、環境省においてごみ

の収集運搬業者向けのリーフレット

が作成されましたのでご紹介します。 

内容を見ますと、ゴミばかりでなく

し尿の収集などにも参考と出来ると

思われますので、各社においてご活用

ください。 

尚、このリーフレットは協会より会

員の皆様へは FAX でもご案内済であ

り、環境省の HP からもダウンロード

が可能です。 

また、環境省では廃棄物収集運搬時

の留意点についても動画で分かりや

すく解説をしております。Youtube で

「廃棄物の収集運搬作業時における

留意点」と検索して、作業員の皆さん

とご覧ください。 

 

浄化槽維持管理の適正化に関する意

見交換会 

 7 月 9 日(木)に水戸市の(公社)茨城

県水質保全協会 会議室 において

開催された標記交換会に秋山理事長

が出席いたしました。 

 この意見交換会は、茨城県県民生活

環境部 環境対策課 水環境室、茨城

県鹿行県民センター、茨城県県西県民

センター、水戸市生活環境部 衛生事

業課、笠間市上下水道部 下水道課、

及び(公社)茨城県水質保全協会、(一

社)茨城県環境保全協会より関係者が

出席し、(1)浄化槽保守点検未実施の解

消について (2)浄化槽台帳の整備に

ついて (3)法定検査の受検率向上に

ついて (4)その他 について意見が

交換されました。 

 浄化槽維持管理の適正化には、法律

に定められた回数の浄化槽清掃も含

まれており、当協会としても清掃基数

の増加の為、積極的に協力をしてまい

ります。 

 また、その中で浄化槽台帳の整備に

ついての問題点として、いまだに未登

録の浄化槽が見受けられ、その対策と

して、清掃業者が提出する清掃実績表

を各市町村から提出を受け、それを

県・水戸市において浄化槽台帳と突合

するといった案も出されました。 

 現在、11 条検査の際にも清掃記録票

の確認が必須となっており、また、今
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回の台帳においても我々清掃業者が

提出する清掃実績表が大きな役目を

担っておりますので、各会員企業にお

かれましたは、より一層の正確な作業

及び報告をお願いします。 

 

７月度定例役員会の開催 

７月１５日（水）午前１０時よりソ

ーシャルディスタンスを確保する為

に、会場を協会事務室ではなく水戸京

成ホテルおいて７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 佐野 石井 繁

藤 犬塚 小沼 山村 樋口理事（理

事１３名中１３名出席）露崎 佐藤監

事 

 

協議事項 

①関東地区協議会秋季研修会につい

て  

 １０月１４日大洗シーサイドホテ

ルにて予定していました関東地区協

議会秋季研修会について、新型コロナ

ウイルスの感染拡大のため中止にす

ることにしました。 

②協会だよりについて 

協会だより７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。 

 

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

６月の実績について事務局より報告

がありました。８月より新たに「車両

点検表」が必要になります。作業前に

は必ず作業前点検をお願いします。会

員の皆様の引続きの協力をお願いし

ます。 

②令和２年度一般廃棄物処理推進会

議 in 千葉について 

 （一社）日本環境保全協会より令和

２年度一般廃棄物処理推進会議 in 千

葉について、７月２日付で中止が決定

したとの報告がありました。 

③令和２年度関東地区協議会通常総

会書面決議の結果について 

 第１号議案 令和元年度会務報告

について 賛７ 否０ 

 第２号議案 令和元年度会計報告

について 賛７ 否０ 

 第３号議案 令和２年度会務計画

（案）について 賛７ 否０ 

 第４号議案 令和２年度会計予算

書（案）について 賛７ 否０ 

④浄化槽維持管理の適正化に関する

意見交換会について 

 別欄でもご紹介しましたが、７月９

日（木）に（公社）茨城県水質保全協

会 3 階会議室において、浄化槽の維持

管理の適正化に関する意見交換会が

開かれました。当協会から秋山勝広理

事長が出席され茨城県の県民生活環

境部 環境対策課 水環境室 室長

補佐 齋藤美子様他多数の行政関係

者の皆様と（１）保守点検未実施の解

消について（２）浄化槽台帳の整備に

ついて（３）法定検査の受検率向上に

ついて意見交換を行ったことが報告

されました。 

 

 以上の内容で役員会を開催し、正午

に終了いたしました。 

 

浄化槽清掃済シールを活用しましょ

う 

 協会では茨城県第５号様式の浄化

槽清掃記録カード（記録票）の斡旋と

共に、浄化槽清掃記録シールを販売し

ております。 

 清掃済シールに関しては、現状法的

には貼付の義務はありませんが、清掃

をしたのちに浄化槽ブロアー等に貼

付することによって、①清掃をしたこ

とが一目でわかる②１１条検査の検

査員や管理会社に対しても清掃済で

あることがアピールできる（１１条検

査の際にはシールのみでは指摘され

ますので、きちんと清掃記録票を発行

しましょう）③次回清掃予定を記入で

きるタイプもありますので、意識づけ

を図れる④清掃会社名を明記するこ

とによりお客様に安心感を与えるこ

とができる、等のメリットが考えられ

ます。 

 シールのお値段は、会社名等を印刷

して１２円／枚で、２，０００枚から

の注文を受け付けますので、よろしく

ご検討ください。 

 

曜日 会社名 運搬重量(kg)

磯原清掃サービス 2,700

石岡興業 5,200

3,600

3,700

久松商事管理サービス 3,600

玉里クリーン 3,000

3,700

3,600

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

久松商事管理サービス 3,600

磯原清掃サービス 2,700

石岡興業 5,200

3,700

3,600

八郷衛生 3,700

マカベクリーン 3,700

久松商事管理サービス 3,600

ニヤマクリーンサービス 3,700

4,500

3,000

八郷衛生 3,700

ニヤマクリーンサービス 3,700

磯原清掃サービス 2,700

久松商事管理サービス 3,600

千代田衛生 3,500

玉里クリーン 3,000

157,600期間合計

8,600

31（金） 新生環境整備 8,600

28（火）

29（水）

30（木） 富士企業

27（月）

21（火）

22（水） 博相社

17（金） セイコー

20（月）

13（月）

9（木）

10（金）

7（火）

8（水）

マカベクリーン

セイコー

8,200

3（金） 富士企業 7,500

16（木）

14（火）

15（水） 山本環境開発 8,600

1(水）

2（木）

山本環境開発 7,500

6（月）

クロサワクリーンサービス

クロサワクリーンサービス 8,200

(参考)7 月度大子町支援業務輸送実績 

(参考) 茨城県内の新型コロナウイルス感染症の陽性者の状況（県HPより） 


