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平成３１年度が始まりました。 

会員各位におかれましては、ますます

ご繁栄のこととお慶び申し上げます。 

 今年度は平成として最後の年度で

あるとともに、１か月後の５月１日か

らは「令和元年」として新たな元号が

スタートします。 

 私たちの業界を取り巻く環境につ

いては、特に平成以降は県内において

も下水道の普及が進み、益々厳しい局

面に入りつつありますが、浄化槽の法

律に則った形での清掃を含む適正な

維持管理を推進することによって、仕

事の掘り起しを図っているところで

あります。 

 一方平成時代は、業界にとってもコ

ンプライアンス（法令順守）の重要性

がますます高まってきた時代でもあ

り、令和に入るとともにさらに社会に

認められる企業集団として、各種法令

等を遵守して業務を適正に推進する

ことがより厳密に求められるものと

考えます。 

 そのひとつとして清掃記録票の作

成及び管理者への交付があります。清

掃を行った際には必ず記録票を作成

し、内容を説明の上管理者であるお客

様へお渡しください。 

 昨年度の当協会の活動並びに今年

度の協会の活動及び方針等に関しま

しては、５月２５日（土）に開催予定

の定時総会の席上でご審議または報

告をさせていただくことになります

が、取り急ぎ概略をご報告させていた

だきます。 

 

平成３０年度活動実績 

4 月 

役員会 

５月 

役員会 

通常総会(水戸京成ホテル) 

６月 

役員会 

(一社)日本環境保全協会 通常総会 

日本環境保全協会関東地区協議会 

通常総会 

不法投棄監視パトロール(つくば市) 

７月 

役員会 

８月 

役員会 

霞ケ浦環境科学センター夏まつり 

９月 

役員会 

１０月 

役員会 

日本環境保全協会関東地区協議会 

秋季研修会 

浄化槽清掃に関する講習会 

グリーンフェスティバル 2018 

龍ヶ崎市環境フェア 

１１月 

役員会 

一般廃棄物適正処理推進大会 in 熊本 

不法投棄監視パトロール（北茨城市） 

１２月 

役員会 

１月 

役員会 

（一社）日本環境保全協会賀詞交換会 

協会新年会（水戸京成ホテル） 

２月 

役員会 

３月 

役員会 

霞ケ浦・北浦地域清掃大作戦 

 

平成３１年度（令和元年度）活動計画 

４月 

役員会 

５月 

役員会 

通常総会(25 日水戸京成ホテル) 

６月 

役員会 

不法投棄パトロール(15 日神栖市) 

(一社)日本環境保全協会 通常総会 

日本環境保全協会関東地区協議会 

通常総会 

７月 

役員会 

８月 

役員会 

霞ケ浦環境科学センター夏まつり 

９月 

役員会 

コンパクト型浄化槽講習会(7 日) 

１０月 

役員会 

グリーンフェスティバル(土浦市) 

日本環境保全協会関東地区協議会 

秋季研修会 

１１月 

役員会 

不法投棄パトロール(場所未定)  

一般廃棄物適正処理推進大会 in 徳島 

１２月 

役員会 

１月 

役員会 

（一社）日本環境保全協会賀詞交換会 

協会新年会（水戸京成ホテル） 

２月 

役員会 

３月 

役員会 

霞ケ浦・北浦地域清掃大作戦 
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新しい時代がスタートします！ 

雨引山から筑波山を望む 
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今年度も昨年度までの活動を踏襲

しつつ、より茨城県内の環境保全を推

進しながら会員企業の一層の発展を

目指して活動を行ってまいりますの

でご理解ご協力のほどをお願い申し

上げます。 

 

新年度に際しての秋山理事長挨拶 

 

日頃より当協会の活動にご理解と

ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。  

本年は従来からの活動を継続すると

ともに、業界発展のためにも浄化槽の

法定清掃の完全実施をめざし関係各

機関との協議を行い、また、「下水道の

整備に伴う一般廃棄物処理業等の合

理化に関する特別業務（合特法）」の代

替業務の斡旋を県内市町村に対して

働きかけを行いたいと考えておりま

す。 

茨城県及び県内各市町村の一般廃

棄物所管部署に対しては、協会だより

を通じて、当協会の活動内容等をお伝

えしており、浄化槽清掃記録票につい

ても理解が深まりつつある中で、今後

よりいっそう浄化槽の法律に則った

維持管理（定期検査・清掃・保守点検）

の必要性を訴えてまいると共に、今年

度 9 月に実施予定の日本環境整備教育

センター主催の「コンパクト型浄化槽

の清掃に関する講習会」等を通じて、

清掃技術者のスキルアップを図り、地

域の水環境の保全ならびに会員企業

の仕事の確保に向けて皆様と共に発

展していく所存でおりますので、ご協

力をよろしくお願い致します。 

 

霞ケ浦・北浦地域清掃大作戦 

3 月 3 日（日）午前 8 時から稲敷市

「江戸崎総合運動公園」で開催された

「第 91 回霞ケ浦・北浦清掃大作戦」

に、当協会から岡島副理事長・星山理

事・小沼理事・山村理事・東ヶ崎事務

局長の計 5 名が参加いたしました。 

この事業は、県内各地からの参加者が

地域住民とともに清掃を実施するこ

とにより、霞ケ浦・北浦の環境保全に

対する意識高揚を図ることを目的と

し、今年は冷たい小雨の降る中ではあ

りましたが、635 名（主催者発表）の

方が参加されました。 

清掃活動は、開会式の後二手に分か

れ、運動公園周辺及び小野川沿いを１

時間程度かけて清掃し、回収したごみ

の量は約 200ｋｇ（主催者発表）とな

りました。 

当協会では、過去永きにわたりこの

活動に参加をしております。今後も県

内の環境美化活動に積極的に参加し

てまいりますので、会員の皆さまのご

協力をお願いします。 

 

3 月度定例役員会の開催 

 

3 月２０日（水）午前１０時より水

戸市平須町の協会事務所において 3 月

度の定例役員会を開催いたしました

ので、当日の議事内容等についてご報

告いたします。 

 

出席理事 

秋山理事長・池田・岡島副理事長・  

小林・早川・石井・犬塚・小沼理事（理

事１５名中 8 名出席）露崎・佐藤監事 

 

協議事項 

①事業報告及び事業計画について 

５月に行われる総会に提出する２０

１８年度事業報告及び２０１９年度

事業計画について検討しました。詳し

くは総会にて報告させて頂きます。 

②優良従事者表彰について 

優良従事者表彰候補者について事務

局より報告があり検討しました。 

③ホームページについて 

当協会では現在、ホームページのリニ

ューアルに向けて準備中です。リニュ

ーアル後のホームページについて事

務局より報告がありました。間もなく

リニューアルされる予定です。 

④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。 

報告事項 

①霞ヶ浦・北浦清掃大作戦について 

詳しくは別に記載しております。 

②３月２３日（青年部解散式及び次世

代育成委員会移行式）の出席状況につ

いて 

事務局より出席状況について説明が

ありました。 

 

以上の内容で定例役員会を開催し、

正午に終了いたしました。 

 

青年部について 

 

 発足以来約 17 年を経過

した当協会の青年部です

が、一定の役割を終えたと

考えられることと、より会

員企業の後継者が参加し

やすい体制を作るために、

5 月に開催される定時総

会をもって会費を徴収し

ながらの青年部を解散し、

協会内に設置済の「次世代

育成委員会」に統合するこ

ととなりました。 

 そのような理由から、3 月 23 日に

水戸京成ホテルにおいて、次世代育成

委員会への移行式を行い、その席上で

講演会を開催いたしましたので報告

いたします。 

 当日のプログラムとしては、最初に

東京海上日動あんしん生命保険株式

会社 ライフパートナーの千田武弘

講師により「目指そう♪これから 100

年企業」というテーマで講演をいただ

き、企業の基本的な財務管理、中小企

業を取り巻く現状、事業発展のための

技術とマインドを身に着ける方法、事

業継承などについて、短い時間ではあ

りましたがお話をいただきました。 

 その後は会場を変えて「次世代育成

委員会」への移行式を執り行い、歴代

の青年部長及び親会である（一社）茨

城県環境保全協会の役員の皆様にご

出席をいただきました。 

 歴代部長のお話では、過去の活動で

得た貴重な体験談やこれからの心構

え等をお聞かせいただき、次世代を担

っていく出席者にとって、有意義な時

間を過ごすことができました。 

 その中で現在の山村青年部長（協会

理事）から、これからの次世代育成委

員会の活動の方向性や次世代育成委

員会のなかで「（仮称）茨城県環境青年

部会」として活動していくこと、茨城

県環境青年部会の部会長として北茨

城市企業衛生（株）の細田

欽一氏が就任するとの説

明がありました。 

 以上のようなことから、

4 月より「茨城県環境青年

部会」が発足しておりま

す。この会は当協会の会

員企業の方であれば会費

等の負担もなく入会する

ことが可能です。 

 これから協会だよりや

ホームページ等を通じて活動内容を

報告してまいりますので、是非とも企

業後継者の皆様の入会をお願いしま

す。詳細は事務局までお問い合わせく

ださい。 

 

協会だよりをリニューアルしました 

 

 皆様のご協力をいただきながら協

会だよりを発行して約５

年になりましたことを契

機に、今月号から紙面を

リニューアルいたしまし

た。 

 これからも当協会の活

動を広く知っていただく

ために、より見やすい紙

面づくりを行ってまいり

ますのでよろしくお願い

いたします（広報委員会）。 


