協会だより

令和 3 年 1 月１日発行（令和 2 年度 第 10 号）

一般社団法人茨城県環境保全協会

令和 2 年度
第 10 号（通巻第 79 号）
令和 3 年 1 月 1 日発行
一般社団法人茨城県環境保全協会
発行担当 広報委員会
水戸市平須町 1825-192 平須ビル 202
TEL 029-303-6007
FAX 029-303-6008
URL http://www.kankyo-ibaraki.com/
Mail info@kankyo-ibaraki.com

協会だより

(参考)12 月度大子町支援業務輸送実績

新年あけましておめでとうございます
新年あけましておめでとうござい

どうか皆様、そのような環境の中で

ます。

ます。会員の皆様におかれましては、

も決してコロナに負けず、地域への貢

晴れやかな新年をお迎えのこととお

献をお願いします。協会としても皆様

12 月度定例役員会につい

慶びを申し上げます。

と協力をしながら今年 1 年をコロナに

て

通常であれば上のようなご挨拶を

負けない、新しい時代へ踏み出す 1 年

12 月 16 日（水）午前 10 時

申し上げるところでございますが、昨

として行動を行ってまいりたいと考

より水戸市平須町の協会

今の状況を踏まえますと、昨年 1 月来

えております。

事務所において 12 月度の

最後になりますが、今年 1 年が会員

定例役員会を開催する予

急速な拡大を進め、あまり晴れやかな

の皆さまにとって、年末に振り返った

定でしたが、現在の新型コ

気持ちにもなれず、会員企業の皆様も

時に良い 1 年であったと思えるような

ロナウイルスの状況を鑑

企業内の感染防止を必死に取り組ん

1 年になることをご祈念申し上げて、

み、今回の役員会は中止

でいる最中であると存じます。

ご挨拶とさせていただきます。

企画または参加を予定しておりまし

水戸市と災害協定を締結しました

会社名

博相社

4（金）

山本環境開発

8,400

マカベクリーン
石岡興業
磯原清掃サービス
久松商事管理サービス

3,700
5,200
2,700
3,600

山本環境開発

8,400

7（月）
8（火）
9（水）

マカベクリーン
八郷衛生
磯原清掃サービス
久松商事管理サービス

3,700
3,700
3,700
3,600
3,700
3,700
2,700
3,600

16（水）

富士企業

8,400

17（木）

新生環境整備

8,500

18（金）

富士企業

8,400

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

玉里クリーン

3,000

千代田衛生

3,500

24（木）

クロサワクリーンサービス

8,500

25（金）

セイコー

し、秋山理事長、池田・岡

11（金）

セイコー

島副理事長及び東ヶ崎事

14（月）

務局長の 3 役と佐藤監事に

送りとなり、役員会も感染防止のため

いました。当日の内容につ

緊急性の低い月は理事長・副理事長及

いてご報告いたします。

び事務局長の協議に変更しながら、何

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

3（木）

アミックス

ご出席いただき協議を行

運搬重量(㎏)

丸越産業
八郷衛生
玉里クリーン
ニヤマクリーンサービス

10（木）

たが、ことごとく開催規模の縮小・見

とか新年を迎えることが出来ました。

1（火）
2（水）

の新型コロナウイルス感染症が再び

協会としても、昨年は様々な行事を

曜日

15（火）

協議事項

そのような中で、昨年 1 月には茨城

①

県と災害協定を締結し、その協定に基

不法投棄監視パトロ

ール活動について

づき 4 月からは大子町において台風被

1 月 21 日(月)に水戸市役所におい

新型コロナウイルスの

害を受けたし尿処理場からの汚泥搬

て、水戸市長 高橋 靖様ご出席のも

感染拡大に伴い実施を見

出作業を請け負っており、会員の皆様

と、水戸市と当協会との間で災害協定

合わせてきた不法投棄監

には大変ご協力をいただきありがと

の締結式が行われました。

視パトロールですが、今年

21（月）
22（火）
23（水）

この協定は、昨年の茨城県との協定

度の期間も残り僅かとな

に引き続いての防災協定となります。

りましたので、参加人数を

県庁所在地である水戸市との災害協

通常市町村におけるし尿等の一般

少なくし、パトロール時の

定も締結を目指し、水戸市とも協議を

廃棄物収集運搬については、市町村に

車両に乗る人数を半分に

重ねてまいりましたが、コロナウイル

その処分の最終責任があり、委託もし

するなど、感染防止措置を

スの影響で協議が途中中断してしま

くは許可を受けた事業者が担ってお

取りながら実施する方向

いましたが、ようやく 12 月に締結の

りますが、甚大な災害が発生し、市町

で準備することにしまし

運びとなりました。

村内の委託・許可業者にも被害が生じ、 た。

報告事項

今年は 2 月下旬からのワクチン接種

市民の健康で衛生的な生活に支障が

②

①

に期待が寄せられているところでは

生じる恐れがあるときに、当協会との

協会だより 12 月号の内容について広

12 月 7 日の茨城新聞に茨城県と災

ありますが、政府から東京都ならびに

間の協定に基づいて、そのお手伝いを

報委員会より提案があり承認されま

害協定を結び大子町の災害支援業務

神奈川・千葉・埼玉県の 1 都 3 県他に

するという趣旨のもので、あくまで市

した。県内全ての市町村、県の関係機

をしている協会の活動を紙面に掲載

対し緊急事態宣言が発せられ、茨城県

町村内における一般廃棄物収集運搬

関に無料配布しています。

しました。

においても新規感染者数が急増して

については各市町村の委託・許可事業

③

②

おり県独自の緊急事態宣言が発せら

者が主体となるものです。

うございます。
また、茨城県との締結に引き続き、

28（月）

協会だよりについて

1 月 20 日の役員会について

3,700
3,600

マカベクリーン

3,700

八郷衛生

3,700

期間合計

150,000

茨城新聞広告掲載について

令和 2 年度環境保全功労者表彰

ソーシャルディスタンスの確保及

茨城県の令和 2 年度環境保全功労者

れており、非常に緊張感が高まった状

当協会においては、今後も県内各市

び常時換気できる会場での 1 月の役員

表彰を当協会副理事長の岡島正明（有

態の中で、当面の間は地域の衛生環境

町村と同様の協定締結を目指し、より

会の開催を検討した結果、水戸京成ホ

限会社マカベクリーン）が授賞しまし

確保のために業務を行っていかなけ

茨城県内各市町村の健康で衛生的な

テルにて行うことにしました。

た。

ればならない状況が続きます。

生活の向上のお手伝いをしてまいり
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