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4 月 7 日（水）鹿嶋市役所において、

鹿嶋市と当協会との間で、災害協定の

締結式が執り行われました。 

 当日鹿嶋市からは、錦織鹿嶋市長を

はじめ、久保市民生活部長、田村市民

生活部次長、市原市民生活部交通防災

課長、宮本市民生活部廃棄物対策課長

の皆様がご出席され、当協会からは、

秋山理事長、犬塚理事、東ヶ崎事務局

長が出席いたしました。 

席上、錦織鹿嶋市長からは、「鹿嶋市内

には 6 社の協会加盟業者があるが、災

害時、その被害程度によっては対応が

出来なくなる可能性もあり、その際に

は今回の協定により近隣自治体の加

盟各社が素早く対応することが可能

となった。大型の台風や大地震も予測

される中、災害ごみと違って、素人に

は出来ない搬出支援をお願いしたい」

とご挨拶をいただき、今後、災害時に

おける協会の活躍に期待を込めたお

言葉を頂戴いたしました。 

 当協会として災害協定を締結した

のは、茨城県、水戸市、大子町に続い

て 4 自治体目となり、今後も県内各市

町村との同様の協定締結を目指しま

す。 

 

2021 年度表彰受賞者について 

 5 月 22 日に予定されております通

常総会の席上で表彰を受ける事業所

及び個人が決まりましたのでご報告

いたします。 

 尚、今年度においても、新型コロナ

ウイルス感染症の影響があり、総会席

上での表彰式は執り行わず、後日各受

賞者の皆様へ表彰状をお送りいたし

ますのでご了承ください。 

 受章された皆様へは心よりお祝い

と御礼を申し上げます。また、来年度

はコロナに打ち勝ち、総会の席上で表

彰式が執り行われることを祈念申し

上げます。 

 

功労者表彰 

石井春雄 様 

優良事業所表彰 

(有)ニヤマクリーンサービス 

(株)山本清掃社 

優良従事者表彰 

(株)博相社 山内敬司 様 

富士企業(株) 大野 圭 様 

富士企業(株) 小林 準 様 

 尚、昨年度まで長きにわたり当協会

の理事としてご尽力いただき、前総会

をもって退任された 2 名の方に感謝状

の贈呈が行われます。 

岡本紀一 様 

星山東洙 様 

 

4 月度定例役員会の

開催 

4 月 21 日（水）午前

10 時より水戸市のト

ラック協会の会議室

において 4 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 早川 小林 佐

野 犬塚 石井 繁

藤 樋口 理事（理

事13名中11名出席） 

露崎 佐藤監事 

 

協議事項 

① 総会資料につい

て 

 2020 年度実施事

項・2021 年度事業計

画等について協議し

ました。 

② 表彰について 

 事務局より、功労

者表彰・優良事業所・

優良従事者等の候補

者について説明があ

り、表彰者を決定し

ました。受賞者は前

項 を ご 参 照 く だ さ

い。 

③ 次世代委員会（リーフレットにつ

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」のリーフレット

作成の見積書の提出があり、協議した

結果 1000 部作成することにしました。 

④ 協会だよりについて 

協会だより 4 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
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鹿嶋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

曜日 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

27（火） 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

1(木）

2（金）

19（月）

クロサワクリーンサービス 8,400

6（火）

22（木）

21（水）

山本環境開発 8,400

8,400

9（金）

8（木） 博相社

15（木）

14（水）

新生環境整備 8,40030（金）

16（金）

23（金）

12（月）

13（火）

28（水）

26（月）

7（水）

富士企業

20（火）

5（月）

期間合計
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の関係者の方がありましたら当協会

までご連絡下さい。 

⑤ 関東地区協議会の開催について 

 6 月 9 日に水戸京成ホテルにて開催

予定していました関東地区協議会総

会について新型コロナウイルスの感

染が収まらないため中止とし、書面決

議等にて行うことを関東地区協議会

会員県連と調整することとしました。 

 

報告事項 

① 鹿嶋市との災害協定締結につい

て 

 ４月７日、鹿嶋市役所にて災害協定

の調印式が行われました。茨城県・水

戸市・大子町に続いて４カ所目の締結

です。 

② 石岡市の災害協定について 

 ５月６日に石岡市と災害協定を結

ぶ予定です。 

③ 災害協定について 

 桜川市・ひたちなか市と災害協定の

打合せを行っています。 

 

浄化槽清掃記録票の記載事項につい

て 

かねてより浄化槽清掃記録票（清掃

記録カード）の発行につきましては、

その法的な必要性等についてご説明

させていただいておりますが、実際の

現場において記入の際に混乱を生じ

てしまっていることがあるようです

ので、一般的な記載例をご紹介します。 

①清掃実施日時 

浄化槽の清掃作業を行った日時を記

入します。 

②立会者 

清掃の際に管理者（所有者・使用者）

の方に立ち会っていただいた際には、

サインをいただくことが理想です。ま

た、管理会社立会いの下に清掃を行っ

た場合には、管理会社の方にサインを

いただいてください。 

③使用者名 

一般的に家庭用浄化槽の場合にはお

住まいの方になります。事業所や公共

施設の場合には、例えば○○工業株式

会社 水戸支店や水戸市立○○小学

校など、作業をした場所を特定できる

名称を記入してください。 

④設置場所 

浄化槽が設置されている場所の住所

を記入します。 

⑤管理者名 

市町村へ浄化槽の届け出をした際の

管理者名を記入してください。個人宅

の場合には、通常使用者と同一のこと

が多いと思いますが、もしわからない

ときには記入しなくて

も結構です。 

⑥メーカー名および型

式 

浄化槽の銘板等で確認

してください。もし古

い浄化槽で詳細が不明

な場合には、メーカー

等わかる範囲で記入し

てください。 

⑦処理方式 

浄化槽の処理方式を記

入します。 

まず単独か合併を選択

しチェックマークを記

入。そのあと処理方式

をチェックしますが、

例えば嫌気ろ床担体流

動方式など担体とその

ほかの方式を組み合わ

せているものの場合に

は担体流動方式にチェ

ックをしてください。

当てはまらない方式の

場合にはその他欄へ記

入します。 

⑧一次処理装置 

一般的に沈殿分離槽、

固液分離槽、嫌気ろ床

槽等を指します。 

⑨二次処理装置 

生物処理装置で、担体

流 動 槽 や 接 触 ば っ 気

槽、好気ろ床槽、生物ろ

過槽等を指します。 

⑩その他 

浄化槽で処理した排水を更にきれい

にするための装置で、窒素リンの除去、

有機物質や浮遊物質の除去を目的と

する装置。 

単位装置は、水処理、生物処理以外の

装置を指します。流量調整槽、汚泥濃

縮貯留槽等などがあります。 

付属機器にはスクリーン装置や撹拌

装置等があります。 

⑪共通 

浄化槽以外の装置であり、管渠や溜桝

などが含まれます。 

⑫張り水 

清掃後浄化槽内に張り水として使用

した水の種類にチェックしてくださ

い。その際に河川・湖沼等の水は巻貝

の発生が懸念されますので使用しな

いようにお願いします。 

⑬浄化槽の異常 

清掃をした際に発見した槽の異常に

ついてチェックしてください。異常を

発見した際には特記事項に内容を記

入して管理者への報告もお願いしま

す。 

⑭搬出浄化槽汚泥の処分先 

汚泥を投入した市町村等の処理場名

称を記入します。 

⑮汚泥引抜量 

引き抜いた汚泥の量を㎥か ℓ で記入。

量については重要事項ですので正確

に記入してください。 

⑯特記事項 

清掃をしていて気が付いた事項など

について記入。 

仮に槽内の破損等を発見した際には、

記入をして管理者へ報告をしてくだ

さい。記入することにより、後からの

保守点検時に発見された損傷につい

て清掃中の破損を疑われお客様との

トラブルを回避することもできます。 

⑰保守点検業者 

浄化槽の保守点検業者がわかる場合

には記入します。 

⑱清掃業者名 

清掃を行った業者の住所名称電話番

号を記入。 

ゴム印でも可。 

⑲前回清掃実施日 

前回清掃を行った時期がわかるとき

には記入します。 

⑳次回清掃予定 

一般的な浄化槽については年１回以

上の清掃が法律により定められてお

りますので、１年後の同じ月を記入。

全ばっ気式などの場合には６ヶ月に

一度なので半年後を記入。記入するこ

とにより、お客様へ次回清掃予定につ

いての意識づけが図れます。 

㉑許可番号 

清掃業者が市町村の許可業者を取得

した際に交付される番号を記入しま

す。 

㉒担当者名 

清掃作業を行った担当者名を記入し

ます。 

記入例 


