
協会だより  令和 2 年 11 月１日発行（令和 2 年度 第 8 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 

当協会では昨年 11 月に台風被害に

対しての寄付を茨城県に実施しまし

たが、この度その功績に対し茨城県か

らの感謝状が贈られましたのでご報

告申し上げます。 

通常ですと感謝状授与式が執り行

われ、その場で知事より感謝状を受取

るのが通例でありますが、昨今の新型

コロナウイルス感染症の状況に鑑み、

今回は送達という形での授与になり

ました。 

 

大子町広報誌への掲載 

 協会では 10 月に大子町に対し、災

害の復興の一助としていただくため

に寄付を行いましたが、この度その時

の模様が大子町の広報誌に掲載され

ました。 

 記事は、同日に同じく寄付を行った

東海村環境整備事業協会と共に贈呈

式の写真が掲載されました。 

 

大子町に対するボランティア活動 

 現在協会では大子町と契約を締結

し、現在稼働を停止している衛生セン

ターから東海村の衛生センターへ汚

泥を搬送しておりますが、東海村の衛

生センターの定期的なメンテナンス

作業に伴い、一時的に投入が出来なく

なるため、大子町において汚泥の仮置

きスペースを確保するために大子町

衛生センターの貯留槽内に溜まって

いる汚水を、那珂市にある茨城県の下

水道処理施設までボランティアで運

搬を行いました。 

 この業務はボランティアであり、通

常の支援事業に参加していただいて

いる会員企業に無償での参加を呼び

かけましたが、多数のご参加をいただ

き無事に業務を終了することが出来
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茨城県より感謝状をいただきました 

作業日 曜日 会社名 運搬量① 運搬量② 計

東海共同企業 7,500

クロサワクリーンサービス 7,500

計 2台 15,000

石岡興業 5,200

磯原清掃サービス 2,700

マカベクリーン 3,600 3,700

計 4台 15,200

東海環境サービス 3,700

博相社 4,500 3,000

石岡興業 5,200

計 4台 16,400

セイコー 3,700 3,600

水戸環整センター 3,700

計 3台 11,000

10月20日 火 石岡興業 5,200

計 1台 5,200

東海環境サービス 3,700

八郷衛生 3,700

山本環境開発 3,700

計 3台 11,100

石岡興業 3,000

八郷衛生 3,700

富士企業 3,700

計 3台 10,400

84,300

10月12日 月

10月15日 木

10月16日 金

合計

10月19日 月

10月21日 水

10月22日 木

大子町広報誌より 那珂市の県下水道施設への投入作業 

(参考)大子町ボランティア作業実績 
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ました。 

 参加いただいた会員企業には厚く

御礼を申し上げます。 

 

10 月度定例役員会の開催 

10 月 21 日（水）午前 10 時より水戸

市の茨城県開発公社ビルにおいて定

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 池田・岡島副理事長 

小林 早川 繁藤 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災害協定締結特集について（茨城新

聞社） 

 茨城新聞社より茨城県との災害協

定を結んだことをより多くの自治体

の方や一般読者に周知し、当協会の活

動を PR する全面広告をしてはどうか

という提案がありました。 

紙面の内容等について幅広く役員

で協議し、協会会員企業の知名度向上

のためにも有効であると思われるこ

とから、実施する方向で秋山理事長が

茨城新聞社と細かい打合せをするこ

とにしました。 

②協会だよりについて 

協会だより 10 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 9

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大子町ボランティア運搬事業につ

いて 

 10 月 12 日より延７日間の作業工程

で会員企業 12 社の協力により約

84,300 リットルの汚泥を、大子町衛生

センターから那珂市の下水道の中継

ポンプ場に無償にて運搬しました。 

③フルハーネス型墜落制止用器具特

別教育について 

 2022 年よりフルハーネスが義務化

されるのに伴い、法令上必要な「安全

衛生特別教育」を 10 月 10 日参加者

29 名、10 月 31 日 16 名で行いました。

県内でも 10 月に下水道のマンホール

の汚泥を取り除く作業中に、有毒ガス

が原因とは思われますが、マンホール

内に転落しての死亡事故がおきてい

ます。作業上、必要な会員企業の方で

受講がまだな方は事務局にご相談下

さい。 

 

以上の内容で役員会を行い、正午近く

に終了しました。 

 

大子町支援業務について 

 今年 4 月より始まった大子町支援業

務ですが、10 月を終了した時点で、近

隣の会員企業 18 社により、延べ 248

台、約 1,061 キロリットルの運搬が終

了いたしました。 

 現在の契約は来年 3 月まで続きます

ので、引き続きよろしくお願いします。 

 

新型コロナウイルス予防について 

 一時ある程度流行の抑え込みに成

功していたかに思えた新型コロナウ

イルス感染症ですが、気温が低下して

きた最近になって、再び流行の兆しを

見せており、東京や大阪、札幌などの

大都市圏ばかりでなく、茨城県内にお

いても過去最高の 1 日当たり陽性検出

者が出てしまっている状況です。 

 これから冬を迎えるにあたり、より

一層の感染防止策を講じなければな

らなく、また、年末に際し家庭以外で

の飲食の機会も増える中で、新型コロ

ナウイルス感染症対策分科会から政

府に対し、感染リスクが高まる「５つ

の場面」と「感染リスクを下げながら

会食を楽しむ工夫」という提言がなさ

れておりますのでご紹介いたします。 

(これ以下は、下のイラストも含めて、

新型コロナウイルス感染症対策分科

会 HP からの引用で

す) 

 

 緊急事態宣言を解除

後、ほぼ半年が経過し

ようとしている。今冬

を 

しっかり乗り越えるた

めには、これまでの対

策について評価するこ

とが必要である。 

(中略) 

 飲酒を伴う会食にお

いてクラスターの発生

が多く見られている 

ことから、「感染リスク

を下げながら会食を楽

しむ工夫」を取りまと

めた。 

政府においては、「感染

リスクが高まる 5 つの

場面」及び「感染リスク

を下げながら会食を楽

しむ工夫」を、国民・社

会に幅広く伝わるよう

発信して頂きたい。（引

用以上） 

 

 下の「5 つの場面」を

参考に、各自で感染を

防 ぎ な が ら 年 末 を 迎

え、来年こそ明るい1 年

になるように頑張りま

しょう！ 

(参考)10 月度大子町支援業務輸送実績 

曜日 会社名 運搬重量(ℓ)

3,700

3,600

3,600

3,700

3,700

3,700

石岡興業 5,200

磯原清掃サービス 2,700

マカベクリーン 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

玉里クリーン 3,000

水戸環整センター 3,700

玉里クリーン 3,000

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

4,500

3,000

3,700

3,600

石岡興業 5,200

八郷衛生 3,700

丸越産業 3,000

久松商事管理サービス 3,600

八郷衛生 3,700

千代田衛生 3,500

石岡興業 5,200

玉里クリーン 3,000

165,000期間合計

8,500

30（金）

26（月）

27（火）

28（水）

29（木） 富士企業

8,600

22（木） 博相社

23（金） セイコー

19（月）

20（火）

21（水） 富士企業

6（火）

13（火）

16（金） クロサワクリーンサービス 8,200

9（金）

12（月）

15（木）

14（水）

5（月） セイコー

マカベクリーン

7（水）

8（木） アミックス　

2（金） クロサワクリーンサービス 7,500

山本環境開発 8,0001(木）

山本環境開発 7,800

新型コロナウイルス感染症対策分科会HPより 


