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協会だより

筑西市、かすみがうら市と災害協定を締結しました

8 月は筑西市およびかすみがうら市
と災害時の協定を締結いたしました
のでご報告いたします。
3 日(火)に筑西市役所において締結
式が執り行われました。
締結式には筑西市より、須藤茂筑西
市長をはじめ、副市長

菊池雅裕様、

口理事、東ヶ崎事務局長が出席しまし
た。

8 月度の理事長・副理事長・事務局

締結式の席上、ご挨拶として、坪井

から台風のシーズンを迎えることも

長による協議の際にも検討した定例

市長より「災害時における災害し尿等

あり、自治体からの協力要請があった

役員会の開催方法についてですが、9

の運搬に関する協定を締結できたこ

場合の初動等について話し合いまし

月度に関しましても、感染者が減少傾

とは、市民の為にも大変ありがたいこ

た。内容については、さらに役員会等

向にはあるものの、いまだに高い医療

とです」とのお言葉を頂戴しました。

で協議を重ねたうえで改めてご報告

のひっ迫具合や、各理事の感染防止の

をいたします。

観点からも見送りとし、8 月同様理事

②協会だよりについて

長・副理事長・事務局長の協議とし、

今回の協定締結で、締結済みの自治
体は茨城県をはじめ 11 の自治体とな

長

りました。これからも多くの市町村と

課係長 渡辺様、環境課主任 上野様

の協定締結を目指してまいります。

にご出席いただき、協会からは秋山理
事長、山村理事、東ヶ崎事務局長が出
席しました、

8 月度役員会について
18 日(水)午前 10 時より協会事務所

締結式の席上、ご挨拶として、須藤

において、秋山理事長、長塚副理事長、

事前に各理事に送付済みである 8 月

他の理事及び監事には書面での了承

号の協会だよりの内容について協議

をとることといたしましたのでご了

を行い、一部の訂正を経て承認いたし

解の程よろしくお願いします。

ました。
③災害協定の締結について
既出ですが、筑西市およびかすみが

市長より「災害発生時において、公衆

池田副理事長、東ヶ崎事務局長により、 うら市との協定締結について、秋山理

衛生の確保・生活環境の保全は、大変

会議を開催いたしました。

事長より報告がありました。

重要なこととなります。災害時におけ

本来であれば当日は定例役員会の

るし尿等の収集運搬の協力に関する

予定でしたが、新型コロナウイルス感

協定を締結できたことは大変ありが

染症の第 5 波が猛威を振るっており、

たいことです」とのお言葉をいただき

茨城県内においても政府により緊急

でのパトロール及びボランティア清

ました。

事態宣言の発出が検討されている状

掃活動ですが、新型コロナ感染症の状

態でしたので、理事及び監事出席の下

況を確認しながら大子町と協議を引

引き続き、5 日(木)にはかすみがう

での定例役員会は中止し、理事長・副

き続き続けることといたしました。

ら市役所において、締結式が行われ、

理事長及び事務局長による会議とし、

⑤来月以降の役員会について

かすみがうら市より、坪井透かすみが

各理事及び監事には書面による確認

うら市長、総務部長 大久保様、市民

をお願いしました。

部長 山内様、危機管理課長 大和田

9 月度の定例役員会について

進めている災害時の協定ですが、これ

市民環境部長 熊坂様、市民環境部次
西秋様、環境課長 大木様、環境

茨城県及び県内各市町村と締結を

当日の内容についてご報告いたし

様、環境保全課長 廣原様にご出席を

ます。

いただき、協会からは秋山理事長、樋

①協定の締結について

④大子町における不法投棄監視パト
ロールについて
10 月に予定されております大子町

(参考)災害時協定締結一覧表
締結時期
令和2年1月

茨城県

令和2年12月

水戸市

令和3年2月

大子町

令和3年4月

鹿嶋市

令和3年5月

石岡市

令和3年6月

小美玉市
大洗町

こちらも同様に、新型コロナウイル
ス感染症の状況を確認しながら、開催

令和3年7月

ひたちなか市
桜川市

の可否及び場所等を検討することと
いたしました。

自治体名

令和3年8月
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用いただくようご配慮ください。

10 月 2 日（土）に予定しております

以上のことを踏まえ、安全な不法投

痛薬を使用することに

大子町における不法投棄監視パトロ

棄監視パトロール及びボランティア

よって改善するようで

ール及びボランティア清掃活動です

清掃活動を行いたいと思いますので、

すし、各種アレルギーを

が、大子町とも協議を重ねた結果、新

ご協力のほどをお願い申し上げます。

お持ちの方も予診票を

型コロナ感染症対策を講じた上で実
施することといたしました。
既に参加者の募集も始まっており、

新型コロナウイルス感染症対策にワ

ぐことにより接種が可

クチン接種を推進しましょう

能であるとも聞いてお

現在コロナウイルス対策として県

いている事と思いますが、今回の参加

内各地でワクチンの接種が行われて

会員企業の皆様やそ

は新型コロナワクチンを最低 1 回以上

いますが、9 月 5 日までのワクチン接

のご家族の生命を守る

接種された方に限定させていただい

種状況は、65 歳以上の高齢者は 2 回

ためにも、今はワクチン

ており、当日のパトロールも同一企業

接種済みの方が全体の 87.3%に達し、

接種が必要だと思いま

の方 2 名乗車でお願いすることになり

全年齢でも 1 回接種が 52.4%、2 回接

すので、市町村や茨城県

ます。

種が 41.9%（茨城県 HP より）となっ

の大規模接種センター

ております。

や各種職域接種などの

ります。

ても、なるべく間隔を開け、決して密

製薬会社等において新型コロナウ

機会を利用して、ワクチ

な状態にならないようにお願いしま

イルス治療薬の開発も進んではいる

ン接種を推進するよう

す。

ようですが、現在においての有効的な

お願いいたします。

当日はご参加いただいた方に昼食
代をお渡しいたしますが、終了後昼食
をとる際にも少人数で飲食店をご利

曜日
2（月）

会社名

運搬重量(kg)

久松商事管理サービス

3,600

マカベクリーン

3,700
3,700

3（火） アミックス

3,700

通じて医師の判断を仰

会員の皆さまのお手元に申込書も届

また、ボランティア清掃活動におい

(参考)8 月度大子町支援業務輸送実績

りますが、適切に解熱鎮

4,500

4（水） 博相社

3,000

玉里クリーン

3,600

磯原清掃サービス

2,700

6（金） クロサワクリーンサービス

7,500

5（木）

10（火）

11（水）

12（木）

16（月）

セイコー

3,700

磯原清掃サービス

2,700

玉里クリーン

3,600

北茨城市企業衛生

3,700

八郷衛生

3,700

マカベクリーン

3,700

丸越産業

3,000

八郷衛生

3,700

対策としてはワクチンの接種に限定
されているようです。

3,700

17（火） アミックス

3,700

接種後の副反応等、不安な要素もあ
18（水） 富士企業

茨城県内の新型コロナウイルス感染症の状況及び緊急事態宣言の延長について
（茨城県ホームページより）

19（木）

20（金）

23（月）

24（火）

25（水）

7,500

マカベクリーン

3,700

セイコー

3,700

北茨城市企業衛生

3,700

八郷衛生

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

水戸環整センター

3,700

磯原清掃サービス

2,700

玉里クリーン

3,600

千代田衛生

3,500

26（木） 山本環境開発

27（金）

30（月）

7,500

セイコー

3,700

北茨城市企業衛生

3,700

石岡興業

2,500

石岡興業

5,000

31（火） 新生環境整備

7,500

期間合計

144,200

感染者数は 8 月 14 日の 391 名をピークに減少傾
向にありますが、依然として多い状況です。
油断せず感染防止に努めましょう！

一般社団法人茨城県環境保全協会ホームページ http://www.kankyo-ibaraki.com/ 又は協会名で検索してください

