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日本環境保全協会表彰
います。これからも協会発展の為、お

月度の定例役員会を開催いたしまし

力をお貸しいただくことをお願い申

たので、当日の協議内容についてご報

し上げます。

告いたします。

大子町から御礼状をいただきました

出席役員

当協会では 10 月に昨年の台風によ

秋山理事長 長塚・池田・岡島副理

り甚大な被害を被った大子町に対し、

事長

小林

早川

30 万円の寄付を行いましたが、この度、

村

大子町町長の高梨哲彦様より、丁寧な

席）露崎 佐藤監事

繁藤

犬塚

山

樋口理事（理事 13 名中 10 名出

る礼状を頂戴いたしましたので、会員
の皆様にもご披露申し上げます。
当協会といたしましては、現在行っ
ている被災処理場の汚泥搬出作業等

協議事項
①

新聞社）

を通じて、大子町の復旧のお手伝いを

当協会の会員が（一社）日本環境保
全協会より表彰を受賞いたしました
のでご連絡いたします。
例年であれば、この表彰は 11 月度

㈱下妻衛生

篠崎正美様

に行われる全国一般廃棄物適正処理
推進大会の席上で表彰を受けるので

茨城新聞社に掲載予定の紙面（案）

させていただきながら、一日も早い大

について、事務局より提案があり検討

子町の復興を祈念申し上げておりま

しました。役員会終了後、場所を協会

す。

事務所に移動し理事長・副理事長・事

星山東洙様
㈲マカベクリーン

災害協定締結特集について（茨城

務局で紙面について再度協議し決定
11 月度定例役員会の開催

しました。12 月 7 日（月）の茨城新聞

11 月 18 日（水）午前 10 時より水戸

に掲載されています。

市の茨城県開発公社ビルにおいて 11

②

協会だよりについて

受賞された皆様、誠におめでとうござ

すが、本年は新型コロナウイルスの影
響により大会が中止となり、日本環境
保全協会より郵送されたものを、秋山
理事長が 11 月 25 日に各受賞者へお
届けしました。
受賞者
◆第 2 種特別顕彰（1 名）
受賞要件
1.協会役員歴を有する
2.事業歴が 30 年以上である
3.年齢が 70 歳以上 79 歳以下
上記の事項すべてに該当するもの
県西環境衛生㈲
岡本紀一様
◆功労会員表彰（2 名）
受賞要件
1.協会（日環協）役員歴 4 年以上
2.団体会員役員歴が 8 年以上の正会員
3.正会員歴 20 年以上
上記のうちいずれかに該当するもの
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協会だより 11 月号の内容について広

の協力をお願いします。

規感染者が増加しているため、理事

ことから、作業車両のスタッドレスタ

報委員会より提案があり承認されま

②

長・副理事長及び事務局長の 3 役によ

イヤ装着が必須条件となります。

した。県内全ての市町村、県の関係機

各表彰について
令和 2 年度茨城県不法投棄防止功労

る協議とすることにいたしましたの

ご協力いただいている会員の皆様

関に無料配布しています。

者表彰に北茨城市企業衛生の細田欽

で、ご理解の程よろしくお願いします。 については、スタッドレスタイヤを装

③

一さんが受賞されました。また、日本

着していても、日陰や橋の上などでは

新年会について
1 月 23 日に水戸京成ホテルにて予

環境保全協会の特別顕彰 2 種に（有）

1 月以降の大子町支援業務について

路面が凍結している可能性がありま

定していた新年会ですが、県内の新型

県西環境衛生の岡本紀一さん、功労会

役員会の報告で記載いたしました

コロナウイルスの感染が拡大してい

員表彰に(株)下妻衛生の星山東侏さん

が、1 月から 3 月までの大子町支援業

ることから中止することにしました。

（有）マカベクリーンの篠崎正美さん

務については、路面凍結の恐れがある

報告事項

が受賞されました。皆様、当協会の活

①

動に長年にわたり協力頂きました。受

大子町災害汚泥支援業務につい

て

すので、速度を落とし事故防止を最優
先に安全運転を心がけてください。

本県の新型コロナウイルス感染状況（以下、茨城県 HP より引用）

賞まことにおめでとうございます。
大子町の災害汚泥運搬支援業務の

10 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。1 月から 3 月の

③

県政要望事項に関する県対応状

況の中間報告について
いばらき自民党より県政要望事項
に対する中間報告がありました。

業務はスタッドレスタイヤの装着が
必要になります。会員の皆様の引続き

以上の内容で役員会を行い、
午前 11
時過ぎに終了

(参考)11 月度大子町支援業務輸送実績
11 月度は、東海村処理施設のメンテナンスがあり、作業量
は減少いたしました。

いたしました。
また、
12 月度
の役員会につ
いては、県内に

曜日

会社名

2（月）

富士企業

4（水）

マカベクリーン

5（木）

博相社

6（金）

セイコー

24（火）

25（水）
26（木）
27（金）
30（月）

運搬重量(ℓ)

8,400

おいてもコロ
ナウイルス新

3,600
3,700
4,500
3,000
3,700
3,600

磯原清掃サービス

2,700

久松商事管理サービス

3,600

山本環境開発

8,400

玉里クリーン

3,000

千代田衛生

3,500

新生環境整備

8,400

水戸環整センター

3,700

八郷衛生

3,700

期間合計

67,500

茨城県内では新型コロナウイルス
の感染拡大が進み、現在は
「Stage3」
【感染が拡大している状
態】となっています。
これからの年末年始に向けて会食
などの機会が増えると思われます
ので、従業員やご家族の皆様へも、
一層注意を呼びかけ、感染拡大防止
をお願いします！
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