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4 月は協会にとって新しい年度の事

業開始月となります。 

昨年、2020 年度は新型コロナウイ

ルス感染症に日本国中はおろか、世界

中が振り回された 1 年となってしまい

ました。感染症はいまだ収束の気配は

ありませんが、唯一の明るい兆しとし

てはワクチンの接種があり、最新の情

報(4 月 19 日)によれば、9 月末までに

は 16 歳以上の日本国民全員にいきわ

たるワクチンの確保ができる見込み

という大臣報告がなされました。 

本日現在、協会で把握している状況

としては、会員企業において感染者の

発生や、清掃業界でのクラスター発生

などの情報は入ってきておりません。 

これも会員企業の皆様が感染症対

策を綿密に行い、緊張感をもって昨年

1 年間を過ごされた結果だと思います。 

会員企業の従業員の皆様も、これま

での対策で、いわゆる「コロナ疲れ」

も状況に陥っていることとは思いま

すが、今しばらくその緊張と感染対策

を持続してかなければならないと感

じています。 

変異型感染症の流行も始まってお

り、県内においても今後は主流になる

ともいわれています。変異型ウイルス

は感染力も強く、若年層であっても重

症化するリスクが高い傾向にあるよ

うです。 

どうか、今しばらくの辛抱と努力を

続け、新型コロナウイルス感染症に打

ち勝ち、今年度後半に向けて明るい未

来を獲得するべく、全会員が一致団結

して取り組むべき時期であると思い

ますので、各事業所においても一層の

感染症対策の推進をお願い申し上げ

ます。 

 

2021 年度行事計画について 

 正確には 5 月に開催する定時総会の

決議を経て成立するものではありま

すが、令和 3 年度の事業予定について

ご報告いたします。 

 しかしながら、昨年同様に新型コロ

ナウイルス感染症の状況により変更・

中止となる可能性があることをご了

承ください。 

 

３月度定例役員会の開催 

３月１７日（水）午前１０時より

水戸市のトラック協会の会議室

（７０人収容可能）において３月

度の定例役員会を開催いたしま

したので、当日の内容についてご

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 

山村・樋口理事（理事１３名中１

０名出席） 露崎・佐藤監事 

 

協議事項 

① ２０２１年度行事予定につ

いて 

 会員へのアンケート調査の結

果を踏まえて、２０２１年度の協

会の活動予定について話し合い

ました。詳しくは、総会資料にて

紹介させて頂きます。 

② 協会だよりについて 

協会だより３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。もし、ご希望の関係

者の方がありましたら当協会まで

ご連絡下さい。 

③ ４月の役員会について 

 新型コロナウイルスの感染が収

束していませんが、５月の総会に向

けて協議事項があるため、４月の役

員会はトラック協会の会議室（７０

人収容可能）にてマスクの着用等感

染対策をして通常通り開催するこ

とにします。 

④ リーフレットの作成について 

 次世代委員会より、単独浄化槽か

ら合併浄化槽への転換を PR するリ

ーフレットを作成してはどうかと

提案があり、デザインや予算等を引き

続き協議していくことにしました。 

 

報告事項 

① 鹿嶋市との災害協定について 

 ３月９日、秋山理事長・犬塚理事・

東ヶ崎事務局長が鹿嶋市役所を訪問

し災害協定についての話し合いを行

いました。 

② 大子町の運搬業務について 

 ２０２１年度も引き続き、大子町の

災害支援業務を行うことになりまし

たので、会員の皆様のご協力宜しくお

願いします。 
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コロナに打ち勝つ 1 年に！ 日付 会社名 運搬重量(kg)

磯原清掃サービス 2,700

セイコー 3,700

久松商事管理サービス 3,600

マカベクリーン 3,700

丸越産業 3,000

磯原清掃サービス 2,700

八郷衛生 3,700

玉里クリーン 3,600

北茨城市企業衛生 3,700

4,500

3,000

八郷衛生 3,700

セイコー 3,700

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

磯原清掃サービス 2,700

マカベクリーン 3,700

玉里クリーン 3,600

北茨城市企業衛生 3,700

磯原清掃サービス 2,700

水戸環整センター 3,700

丸越産業 3,000

セイコー 3,700

久松商事管理サービス 3,600

八郷衛生 3,700

石岡興業 3,000

石岡興業 5,000

八郷衛生 3,700

セイコー 3,700

八郷衛生 3,700

久松商事管理サービス 3,600

マカベクリーン 3,700

千代田衛生 3,500

玉里クリーン 3,600

北茨城市企業衛生 3,700

157,500期間合計

27（火）

22（木） 山本環境開発 8,400

30（金） 新生環境整備 8,400

23（金）

26（月）

28（水）

8,400

19（月）

20（火）

21（水） 富士企業

(参考)3月度大子町支援業務輸送実績

1（木）

2（金） クロサワクリーンサービス 8,400

6（火）

9（金）

8（木） 博相社

15（木）

14（水）

16（金）

12（月）

13（火）

7（水）

5（月）

2021年度行事予定表

月 日 当協会行事予定 外部行事予定

4 21 理事会

22 理事会

22 定時総会(水戸京成ホテル)

3 (一社)日本環境保全協会　総会

9 日本環境保全協会　関東地区協議会　総会

16 理事会

21 理事会

未 不法投棄監視パトロール(大子町)

18 理事会

未 霞ケ浦環境科学センターECOフェスティバル

15 理事会

未 浄化槽清掃講習会(ダイキアクシス)

20 理事会

未 日本環境保全協会　関東地区協議会　研修会

17 理事会

未 不法投棄防止監視パトロール

未 (一社)日本環境保全協会　全国大会

12 15 理事会

19 理事会

未 新年会

未 (一社)日本環境保全協会　賀詞交歓会

2 16 理事会

16 理事会

未 霞ケ浦・北浦清掃大作戦

10

11

1

3

5

6

7

8

9


