協会だより

2022 年 6 月１日発行（2022 年度 第 3 号）

一般社団法人茨城県環境保全協会

2022 年(令和 4 年)度
第 3 号（通巻第 96 号）
2022 年 6 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
岡島新理事長就任あいさつ
この度、5 月

協定を締結しております。そして令和

21 日の通常総

元年に発生した台風 19 号豪雨災害に

会及びその後

より、使用不能となった大子町の衛生

の役員会にお

センターから、東海村の衛生センター

いて新理事長

まで令和 2 年度から毎日 7.5ｔの汚泥

に選出いただ

を会員企業の協力をいただいて運搬

きました岡島

しております。

正明です。

大子町の新しい衛生センターは来

これまで理

年度に竣工の予定ですが、それまでの

事として 2 年、副理事長として 4 年努

間、大子町の皆様の衛生的な生活を守

めてまいりましたが、秋山前理事長の

るためにもこの事業を完遂させてい

退任に伴いまして、その後任として就

く所存であります。

任いたしましたので、よろしくお願い
申し上げます。

受賞者の皆さん（代理受賞者を含みます）

また、現在の締結市町村は、5 月末
現在、水戸市・大子町・鹿嶋市・石岡

さて、秋山前理事長の就任期間は 10

市・小美玉市・大洗町・ひたちなか市・

年でございましたが、その間、社団法

桜川市・筑西市・かすみがうら市・神

すが、まだまだ安心という

人の改正に伴う一般社団法人化や、清

栖市・つくば市の 12 市町村（土浦市

状 況 には 至っ てお りま せ

掃記録票の茨城県浄化槽指導要綱に

と 7 月に締結予定）でありますが、今

ん。

よる県の標準書式化、茨城県及び県内

後、さらに各市町村との締結交渉を進

そのような中ではござい

各市町村との災害時協定の締結など、

め、何かと災害が増えつつある茨城県

ますが、理事長として会員

様々な形として残る功績を残してい

内の衛生的で安心な生活の一助を務

企 業 の皆 様や 他の 理事 の

ただきました。

めていきたいと考えております。

方々、更には茨城県や県内

これから私も、まだまだ若輩者で諸

毎年定期的に行っている不法投棄

各市町村及び関連団体の皆

先輩方の教えをいただきながらも、理

監視パトロールや、新しい浄化槽清掃

様に教えをいただきながら

事長として恥ずかしくない活動を行

に対応する講習会など、ここ 2 年は新

一歩ずつ歩んでいきたいと

ってまいる所存ですので、会員の皆様

型コロナウイルス感染症の影響で、思

思いますので、繰り返しにはなります

におかれましても、何卒ご指導ご鞭撻

うように活動できない日々が続いて

が何卒よろしくお願い申し上げます。

のほどをお願い申し上げます。

おります。

前述したとおり、当協会は茨城県を

最近になって、ようやく明るい兆し

はじめとして県内 12 の市町村と災害

が見え始めているところではありま

を申し上げます。
その後、来賓に茨城県県民生活環境
部

2022 年度通常総会の開催
5 月 21 日(土)水戸市の水戸京成ホ

環境対策課長 市村雄一様、一般

社団法人日本環境保全協会
事

専務理

曽根川紀子様、公益社団法人茨城

テルにおいて 2022 年度の通常総会を

県水質保全協会理事長

成田浩明様

開催いたしました。2020・2021 年度

を迎え、秋山理事長の挨拶に引き続き

の総会は新型コロナウイルス感染症

ご挨拶を頂戴し、議長に石井理事が選

の影響により、多くの会員の皆様から

出され、議事が進行されました。

は委任状をいただいての開催となり

協議事項に関しましては、お手元に

ましたが、今年度はある程度感染症も

お送りしてある総会資料のとおり、

落ち着きを見せつつあるため、会場の

2021 年度事業報告、2021 年度収支決

ホテルとも協議し、感染対策をとりな

算報告が事務局より説明され、いずれ

がら、総会及びその後の懇親会を開催

も協会案のとおり可決承認いただき

いたしました。

ました。

総会の開会に先立っては、先月号で

その後、今年度は役員改選の年にあ

ご報告させていただいたとおり、今年

たるため、理事会で作成した案につい

度表彰者の表彰式が執り行われまし

て審議をお願いしたところ、別表のと

た。受賞された皆様には改めてお祝い

おり可決承認いただきました。
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その後、長塚副理事長
の乾杯で宴席が始まり、
マスクをしながらの懇
談となりましたが、秋山
前理事長の中締めまで、
会場の各所で情報の交
換が行われました。
つくば市と災害協定を
締結しました

(参考)4 月度大子町支援業務輸送実績

運搬日

行っておりますが、5 月
下旬につくば市と協定
を締結しましたのでご
報告いたします。

引き続き報告事項となり、事務局か
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理事会を開催し、新役員人事が採択さ

23（月）

れ、岡島新理事長体制がスタートいた
しました。

24（火）

今回の締結にあたっ

総会終了後には、こちらもやはり 3
年ぶりの懇親会を開催いたしました。
これまでは立食パーティで、会員企
業の皆様にもご参加いただきながら
懇親会を開催いたしましたが、今回は
やはり新型コロナウイルス対策とし
水戸市長 高橋靖様

って実施いたしました。
懇親会の開会にあたっては、池田副
理事長が開会の言葉を述べましたが、
そこで懇親会に先立って行われた役
員会で岡島新理事長が選任された旨
の報告がありました。

めとした先達の功績に対する謝辞と
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ては、新型コロナウイル
ス感染症の影響もあり、 27（金） 八郷衛生
セイコー
締結式は行わず、あらか
30（月） クロサワクリーンサービス
じめつくば市で作成い
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ただいた協定書に、当協

31（火） 新生環境整備

7,500

期間合計

137,200

26（木）

つくば市において同じ

7,500

く署名捺印をいただい

ド 7.4 の規模で発生しており予断を許

たものをご送付いただきました。

さない状況です。

これで協定締結は茨城県及び県内

我々の業界は何か災害が起きた時

12 の市町村となりました。また、7 月

に、真っ先に必要とされる業務のひと

には土浦市と締結の予定となってお

つを担っておりますので、くれぐれも

ります。

その準備と対策をお願いします。

これから夏を迎え、ゲリラ豪雨や台
(公社)茨城県水質保全協会理事長

風の季節を迎えます。また、地震につ

成田浩明様

いても福島県沖で 3 月にマグニチュー

これからの協会運営に対する展望な
どが述べられ、懇親会がスタートしま
した。
懇親会の開催にあたっては、多くの
ご来賓の皆様にもご出席を賜りまし
たのでご紹介申し上げます。
尚、当日ご公務多忙との事でご出席
参議院議員 岡田広様

7,500

会で署名捺印し、その後

て、着席でそれぞれの間にパーテーシ

あり、これまでの秋山前理事長をはじ
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その後岡島新理事長からの挨拶が
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セイコー
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度の通常総会は終了し、その後別室で
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ついて説明があり、16 時頃に 2022 年

総会後懇親会の開催

北茨城市企業衛生
ニヤマクリーンサービス
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衆議院議員 田所嘉徳様

運搬重量(kg)

2（月） 八郷衛生

協会では県内各市町
村と災害協定の締結を

会社名

が叶わなかった、参議院議員（議長）
山東昭子様、参議院議員 上月良佑様、
そして先日県会議員を辞任され、7 月
に行われる参議院議員選挙立候補予
定の加藤明良様におかれましては、そ
れぞれ代理として秘書の方々にご出
席いただきました。
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