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６月１５日（土曜日）に、神栖市に

おいて令和元年度第１回不法投棄監

視パトロールを実施しました。 

今回は折からの雨にもかかわらず、

UD ボランティア会員及び会員企業の

皆様約５３名の方々、神栖市石田市長

をはじめとした神栖市生活環境部廃

棄物対策課の方々にもご参加いただ

き、事故もなく無事に不法投棄監視パ

トロール及び神栖市役所周辺のボラ

ンティア清掃を行ってまいりました。 

当日は、午前９時３０分より神栖市

役所前において開会式を行い、秋山理

事長の挨拶にはじまり、神栖市長石田

進様からお言葉を頂戴し、山村理事よ

り当日の活動についての留意点の説

明がありました。 

１０時より①居切から奥野谷方面

周辺②ジャニーロード方面周辺の 2 コ

ース分かれ、車両 6 台に分乗し、車両

には「不法投棄監

視パトロール」の

ステッカーを貼り、

メンバーも黄色い

指定のジャンバーと腕章を着用し、安

全に配慮してパトロールを開始しま

した。 

パトロールの結果、家電製品や廃タ

イヤ等の不法投棄を多数発見するこ

とができました。また不法投棄監視パ

トロールと同時に約３２名で神栖市

役所周辺のボランティア清掃を行い

ました。 

当日は参加頂きました UD ボランテ

ィア会員の皆様及び会員の皆様には

大変お世話になりました。次回もご協

力宜しくお願いいたします。 

 

日本環境保全協会総会へ出席 

 

 ６月６日（木）東京のホテルグラン

ドパレスにて、日本環境保全協会の総

会が開催され、当協会からも秋山理事

長、岡島副理事長、小林理事、早川理

事、北茨城市企業衛生株式会社より他

２名の６名で出席いたしました。 

 当日は「一般廃棄物処理業に係る運

行上の注意点」と題して、弁護士 林 

誠吾氏より講演がありました。先生よ

り事故がおきた場合の責任について

と車両の定期点検の重要性などにつ

いて詳しい説明がありました。また環
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境保全機器展が同時に開催され、当協

会の賛助会員であるモリタエコノス

様や日環商事様も出展され、その他に

も我々業界でお世話になっている企

業様が多数出展していました。総会終

了後は、懇親会が盛大に開催され自由

民主党環境議員連盟（６６名所属）の

会長 山東昭子参議院議員をはじめ

多数の国会議員の先生方が出席され、

当県選出の国会議員の方では、岡田広

参議院議員及び田所嘉徳衆議院議員

のお二方が参加されておりました。 

関東地区協議会総会へ出席 

 

 ６月１８日（火）草津温泉 ホテル

一井にて、日本環境保全協会 関東地

区協議会の総会が開催され、当協会か

らも秋山理事長、岡島副理事長、小林

理事の３名で出席いたしました。 

 当日は、「群馬県における効率化１

１条検査について」講師 公益財団法

人群馬県環境検査事業団 専務理事 

小林幸夫 氏の研修も開催され、群馬

県の法定検査受験率が１０．５％（平

成１６年度）から７４．６％（平成３

０年度）にまでなった経緯などの説明

がありました。また各県連から取り組

み等の紹介もあり、当協会では不法投

棄監視パトロールや講習会の開催な

どの報告をいたしました。 

6 月度定例役員会の開催 

 

6 月１2 日（水）午前１０時より水戸

市平須町の協会事務局において 6 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・長塚・岡島副理事長・

小林・佐野・犬塚・小沼・山村・樋口

理事（理事１５名中９名出席）露崎・

佐藤監事 

 

協議事項 

① コンパクト型浄化槽の清掃実務

に関する講習会について 

 ９月７日（土）に水戸京成ホテルに

て公益財団法人 日本環境整備教育

センター主催のコンパクト型浄化槽

の清掃実務に関する講習会を開催す

ることにしました。会費は１０，８０

０円になりますが、会員には後日、当

協会より５，０００円補助いたします。

（実質負担５，８００円）普段、東京

までいかないと受講できない講習会

を水戸で受講できますので是非この

機会をご利用下さい。 

② ２０１９夏祭りについて 

 ８月２４日（土）霞ヶ浦環境科学セ

ンターにて行われる「霞ヶ浦 ECO フ

ェスティバル２０１９」への出展内容

について検討し、おおむね前年度通り

とし、事務局と次世代育成委員会のメ

ンバーを中心に当日の配布物等を準

備していくことにしました。 

③ 県政要望書について 

 いばらき自民党政務調査会に提出

する県政要望書書の内容の確認を行

いました。今年は年一回以上の法令に

基づいた浄化槽の清掃を強く求める

文面になっています。 

④ 協会だよりについて 

協会だより 6 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。 

⑤ 災害協定について 

 茨城県との災害協定を結ぶのに、会

員各社の現在の所有車両を把握する

ためアンケートをとることにしまし

た。会員の皆様にはアンケートの回答

の協力お願いします。また事務局より

問合せがあることもありますので宜

しくお願いします。 

⑥ ２０２０年６月の関東地区協議

会通常総会について 

 ２０２０年度の日本環境保全協会 

関東地区協議会の当番県に当協会が

なります。任期は２年間です。２０２

０年６月の関東地区協議会通常総会

を２０２０年６月１７日（水）水戸京

成ホテルにて行うことを決定しまし

た。 

 以上の内容で役員会を実施し、正午

近くに閉会となりました。 

 

浄化槽法の一部が改正されました 

 

 浄化槽の一部を改正する法律案が

自民党より議員立法の形で提出され、

6 月 6 日に衆議院を、6 月 12 日に参議

院において可決され成立いたしまし

たので、その概略についてお知らせい

たします。 

 まず、今回の改正案提出に至った背

景ですが、現在我が国いおいては単独

処理浄化槽が浄化槽全体の 53％とな

る約 400 万基が残存しており、環境保

全の見地からも環境負荷の低い合併

処理浄化槽への転換を促すことが必

要とされております。 

 また、浄化槽管理者の義務として受

検が求められている水質に関する定

期検査の受検率も約４０％にとどま

り、浄化槽管理の強化が必要であるこ

とから、「単独浄化槽の転換」と「浄化

槽の管理の向上」を同時に実現するこ

とが必要であることから、今回の改正

案の提出に至ったものであります。 

 内容として清掃業の皆様にも関わ

ってくるであろうと思われる箇所に

ついてご説明いたします。 

 まず単独浄化槽の転換について、老

朽化による破損や漏水等の事例が多

く報告されており、もとより未処理の

生活排水の垂れ流しのみならず、処理

不全のし尿排水が流れ出し、公衆衛生

に支障を生じる可能性があることか

ら、そのまま放置すると支障が生ずる

恐れのある単独処理浄化槽の除却等

の指導助言権限を行政に付与すると

同時に、合併処理浄化槽への転換も補

助金を宅地内配管にまで広め推進す

るというものであります。 

 清掃業界としては、清掃時に発見し

た槽内の破損、浄化槽本体のひび割れ

等による漏水を発見したときには、清

掃記録票にその旨を明記し、浄化槽管

理者に報告することが今後一層求め

られます。 

 また、浄化槽管理の向上としては、

関係者の情報提供を通じた行政によ

る浄化槽台帳整備の義務化及び休止

手続きの明確化が明記されておりま

す。 

 浄化槽の台帳システムのイメージ

としては、都道府県等に提出される設

置・廃止届や検査機関による７条・１

１条の検査実績、保守点検業者の点検

実績、清掃業者による清掃実績をクラ

ウドサーバーを活用した一元管理を

行うもので、実際の運用についてはま

だ不明ではありますが、これらの管理

を一元的に行うことにより、行政とし

ては維持管理や清掃の状況を的確に

把握することが出来、よりきめ細やか

な管理・指導が可能となります。ここ

でも清掃業者からの情報提供が必要

となってきます。 

 最後に現在増加している空き家等

に一定期間使用しない浄化槽につい

て、休止手続きを行うことにより、浄

化槽管理が免除されることが定めら

れました、免除の条件としては、休止

前に清掃を行うことが求められてお

ります。 

 以上、甚だ簡単ではありますが、概

略についてご説明申し上げます。 

左から 小林理事・岡島副理事長・秋山理事長・山条日環協会長・岡田参議院議員・田所衆議院議員 


