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先月号の協会だよりでお知らせの

通り、当協会では役員会において、昨

年の台風被害により町内各地で被害

が発生し、し尿及び浄化槽汚泥の処理

場も稼働ができない状態にある大子

町に対し、30 万円の寄付を行い、9 月

15 日に大子町役場を訪れ、町長へ目録

を手渡してまいりました。 

大子町からは、高梨町長、飯岡財政

課長、菊池生活環境課長、猿田財政課

契約管財担当課長補佐にご出席いた

だき、当協会からは秋山理事長及び東

ヶ崎事務局長が出席しました。 

席上、大子町の高梨町長より、「昨年

10 月の台風 19 号により、久慈川の堤

防が決壊し、大子町にも大きな被害が

発生しました。ボランティアの方々な

ど多くのお力をお借りして、だいぶ復

興も進んではおり

ますが、まだまだ

現状といたしまし

ては、厳しい状況

です。 

茨城県環境保全

協会様には、稼働

停 止 し て い ま す

「衛生センター」

の浄化槽汚泥の運

搬業務にご協力を

頂き、本当ありが

とうございます。 

本日の大子町へ

の寄付金は、避難

所の防災備品の拡

充などに使わせ頂

きます。」とのご挨

拶をいただき、秋山理事長も「当協会

は、今年 1 月に茨城県と災害時におけ

るし尿等の収集運搬の協力協定を締

結致しました。 

この協定に基づき、今年４月から大

子町の衛生センターから東海村衛生

センターの処理場へ浄化槽汚泥の運

搬業務を行っております。会員一同出

来る限り、ご協力を致したいと考えて

おります。 

大子町様の一日も

早い復興を心より願

っております。」と挨

拶を返しました。 

現在、当協会では

各会員企業のご協力

をいただいて大子町

環境センターから東

海村環境センターへ

の汚泥搬送を行って

おり、また、10 月に

は一部汚泥を那珂市

の那珂ポンプ場へ無

償ボランティア活動

として搬送すること

となっております。 

現状では大子町のし尿処理について

は復旧の道半ばであり、まだまだ支援

が必要と考えており、出来る限りの協

力を協会として、会員の皆様と共に行

っていく所存でございますので、一層

のご協力をお願い申し上げます。 

また、当日の贈呈式の模様が茨城新

聞紙面にて報道されましたので、併せ

てご報告いたします。 

 

浄化槽の日関連の展示を実施 

 10 月 1 日の浄化槽の日に関連して、

県庁本庁舎 2 階において浄化槽維持管

理及び清掃に関する展示を行いまし

た。 

 この展示は毎年この時期に(公社)茨

城県水質保全協会と共に行っており、

今年はミニチュアのスケルトン浄化

槽モデル及びパネル・チラシを使用し

ての展示となりました。 

 現在各市町村においての環境関連

事業の際に同様の展示をいくつかの

場所で行っておりますが、展示を希望

される市町村及び関連団体の方は、協

会事務局までご連絡ください。 
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災害復興へ大子町に 30 万円を寄付 

茨城新聞 

9 月２２日紙面より 
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清掃記録票を発行しましょう 

 当協会では以前より「清掃記録票」

の記載についてお願いをしてまいり

ましたが、皆様の努力もあり、茨城県

の指定検査機関である(公社)茨城県水

質保全協会による 11 条検査の際の清

掃記録票確認率も上昇しつつあるよ

うに聞き及んでおります。 

 しかしながら、それでもなお清掃記

録票が確認できなかった浄化槽があ

るのもまた事実のようです。 

 会員企業においては法令順守の観

点からも１００％記載をいただいて

いることと思いますが、今一度清掃作

業従事者の皆さんへの正しい記載徹

底をお願いいたします。 

 また、協会においても今後の課題と

して、各市町村と連絡を取り、協会未

加入清掃業者への記載指導等を考え

てまいります。 

【根拠法令等】 

環境省関係浄化槽法施行規則 第５

条２項 

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の

規定による保守点検又は清掃の記録

を作成しなければならない。ただし、

法第十条第三項 の規定により保守点

検又は清掃を委託した場合には、当該

委託を受けた者（以下この条において

「受託者」という。）は、保守点検又は

清掃の記録を作成し、浄化槽管理者に

交付しなければならない。 

 

浄化槽法第７条及び第１１条に基づ

く浄化槽の水質に関する検査の項目、

方法その他必要な事項について（平成

７年６月２０日厚生省生活衛生局水

道環境部長通知） 

法第１１条に基づく浄化槽の水質に

関する検査の項目 

(中略) 

(三) 書類検査 

保存されている保守点検及び清掃の

記録、前回の検査の記録等を参考とし、

保守点検及び清掃が適正に実施され

ているか否かについて検査を実施す

ること。 

 

茨城県浄化槽指導要綱 

第 5 清掃 3 清掃の記録 

浄化槽の清掃を実施した者は，浄化槽

清掃カード(様式第 5 号)を参考に記録

簿を作成し，その結果を記録するもの

とする。 

 

尚、協会では茨城県浄化槽指導要綱に

記載されております様式第 5 号の「清

掃記録票」の販売を行っております。 

 社名や投入先処理場の印刷も可能

ですので、ご希望の会員は協会事務局

までお問い合わせください。 

 

９月度定例役員会の開催 

９月１６日（水）午前１０時より水

戸市の茨城県市町村会館において９

月度の定例役員会を開催いたしまし

たので、当日の協議内容についてご報

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・犬塚・樋口

理事（理事１３名中９名出席） 

露崎・佐藤監事 

 

協議事項 

①今後の役員会について  

 当協会の平須の事務所での全役員

出席の役員会の開催は、ソーシャルデ

ィスタンスの確保が難しいため、今後

の役員会の開催の仕方について協議

しました。その結果、なるべく安価に

借りられる会議室を手配し、ソーシャ

ルディスタンスの確保をしながらマ

スク着用での毎月の役員会を開催す

ることに決定しました。 

②協会だよりについて 

協会だより９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。 

③11 月予定の不法投棄監視パトロー

ルについて 

 新型コロナウイルスの感染拡大を

懸念し、11 月の不法投棄監視パトロー

ルを中止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 

 大子町の災害汚泥運搬支援業務の

８月の実績について事務局より報告

がありました。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大子町への寄付

について 

 昨年の台風１９

号により大子町の

衛生センターが被

災し、当協会で毎

日約 7.5 トンの汚

泥の運搬支援業務

を し て い る こ と

は、既に会員の皆

様にご報告させて

頂 い て お り ま す

が、大子町の復興

にはまだまだ時間

が か か る 状 況 で

す。当協会では、少

しでも復興の助け

になればと思い大

子町へ３０万円の

寄付をいたしまし

た。 

 以上の内容で役

員会を行い、午前

11 時過ぎに終了い

たしました。 

 

(参考)9 月度大子町支援業務輸送実績 

(参考)茨城県内における新型コロナウイルス陽性者数（10 月 14 日現在） 

日付 会社名 運搬重量(kg)

磯原清掃サービス 2,700

マカベクリーン 3,700

石岡興業 5,200

八郷衛生 3,700

マカベクリーン 3,700

八郷衛生 3,700

磯原清掃サービス 2,700

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

玉里クリーン 3,000

3,700

3,700

3,700

3,600

丸越産業 3,000

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

3,700

3,600

久松商事管理サービス 3,600

玉里クリーン 3,000

4,500

3,000

マカベクリーン 3,700

八郷衛生 3,700

千代田衛生 3,500

ニヤマクリーンサービス 3,700

石岡興業 5,200

玉里クリーン 3,000

150,000

30（水）

期間合計

28（月）

29（火） 富士企業 8,500

23（水）

24（木） 博相社

25（金）

山本環境開発 8,500

18（金） セイコー

14（月）

15（火）

富士企業 8,40016（水）

17（木）

11（金） セイコー

9（水）

10（木） アミックス　

7（月）

8（火）

3（木）

4（金） クロサワクリーンサービス 8,500

2（水） 山本環境開発

1(火）

8,500


