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協会だより
いばらき自民党へ県政要望書を提出
当協会では、毎年県内の環境保全に

実施した証となる「清掃記録票」の適

市民感情から批判的な声も上がって

寄与することを目的として、また、会

切な記載と管理者への交付を徹底す

いているようでありますが、２６年１

員企業の業務の確保にもつながるこ

る運動を行い、一定の成果を見ている

０月８日に発せられた環境省大臣官

7 月１7 日（水）午前１０時より水戸

とを期待して、いばらき自民党へ県政

ところであります。

房廃棄物・リサイクル対策部長名の通

市平須町の協会事務局において 7 月度

知文書においても、平成２６年１月２

の定例役員会を開催いたしましたの

要望書を提出しております。

7 度定例役員会の開催

今年度も短期的事項及び中長期的

しかしながら、浄化槽管理者の中に

８日の最高裁判決を受けて「廃棄物処

で、当日の議事内容等についてご報告

事項について要望書を提出いたしま

は上記のような法令上の規定がある

理法において、一般廃棄物処理業は専

いたします。

したのでご報告いたします。

にもかかわらず、年 1 回以上の清掃を

ら自由競争に委ねられるべき性格の

行わず、公共水域に汚濁された浄化槽

事業とは位置づけられていないとい

【短期的事項】

の処理水を放流している方がいるこ

える」とあります。当然現状随意委託

秋山理事長・長塚・池田・岡島副理

浄化槽の法令等に則った適切な清

とも事実であります。

契約で市町村から業務を委託されて

事長・小林・佐野・犬塚・小沼・樋口

いる場合においても、その金額は市町

理事（理事１５名中９名出席）露崎・

つきましては、浄化槽管理者に対す

村での綿密な計算により算出された

佐藤監事

現在茨城県内に 25 万基ほどあると

る法令等に則った義務の履行を促す

適正な金額であり、それが今まで地元

いわれている浄化槽ですが、浄化槽管

べく、広報活動及び指導の徹底を要望

で経験を積み、貢献してきた零細な業

【協議事項】

理者（所有者・使用者）には法令等に

させていただきます。

者の雇用や生活を支えてきました。

①緊急災害アンケートについて

掃の実施について

より様々な義務が課されております。
例としては、浄化槽法で

出席理事

会員の皆様から回答頂いた、緊急災
【中長期的事項】

競争入札制度が導入されますと、経

害時のアンケート結果の集計資料が

第十条 浄化槽管理者は、環境省令

以前よりお願いをしております

験の無い事業者等の新規参入も考え

事務局から報告がありました。アンケ

で定めるところにより、毎年一回（環

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物

られ、請負金額の低下に伴う市民サー

ートへの協力ありがとうございまし

境省令で定める場合にあっては、環境

処理業者の合理化に関する特別措置

ビスや安全管理の低下、はては継続し

た。この資料をもとに茨城県と緊急災

省令で定める回数）、浄化槽の保守点

法（合特法）
」ですが、今現在茨城県内

た業務の保障が見込めなくなるため

害時の協定にむけて話し合いをして

検及び浄化槽の清掃をしなければな

においては市町村で合理化計画案を

に清掃車等の設備投資が出来なくな

いくことにしました。（8 月 7 日に加

らない。

策定し議会で承認を受け、茨城県で認

り、最終的にはその地区において作業

藤明良議員立会いの下、茨城県環境対

可された事案はありません。

できる業者がいなくなってしまうと

策課と 1 回目の打合せを開催いたしま

しかしながら、当該法律の趣旨に

いうことも懸念され、そのような事態

した）

則った形での一般廃棄物処理業者に

は清潔な市民生活維持の観点からも

②第二回不法投棄監視パトロール活

第 5 清掃

対する代替業務（家庭ごみ等の収集運

絶対に阻止しなければなりませんの

動について

1

搬）を提供いただいている市町村も県

で、茨城県から各市町村に対しても一

第二回不法投棄監視パトロール活

内には多くあることも事実です。

般廃棄物収集運搬業務委託への競争

動の日程や場所について協議した結

入札制度の安易な導入を行わないよ

果、１１月に水戸市で開催することで

うご指導をいただきますよう、併せて

水戸市に打診することとしました。詳

と規定されております。
また、茨城県浄化槽指導要綱におい
ても、
清掃の実施

浄化槽管理者は，浄化槽の清掃を法
第 10 条第 1 項の規定により実施する
ほか，浄化槽の使用状態，法第 11 条

つきましては、合特法の基本的な

の規定による定期検査の結果等によ

趣旨は「下水道の普及に伴い、し尿の

り，必要と認めたときは，適宜実施す

収集業者の仕事が減るのだから、各市

るものとする。

町村はその代替業務や金銭補償等を

以上の内容で

検討するように」という事であったと

要望書を提出し、

考え、もちろん法律として各市町村に

8 月 26 日には水

は合理化計画等の策定を望みますが、

戸市内において

各機関のご努力により法定 11 条検査

趣旨に則った形での代替業務の斡旋

開催される県政

の受検率も 40%を超えてきており、県

等を推進していただきたくお願いを

要望懇談会にお

民の浄化槽に対する関心も高まりを

したいと思います。

いて発表をして

と定められております。
昨今の浄化槽の状況を見ると、関係

見せております。

お願いします。

まいります。

当協会としても、会員企業を中心に、
法定 11 条検査の際に必要な、清掃を

また、近年は市町村での一般廃棄
物収集運搬業務の随意契約に対して
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しい日程等について分かりましたら

くこととしました。

お知らせいたします。

③９月７日の講習会について

⑤協会だよりについて

９月７日に水戸京成ホテルにて公

業員が１名、計７名で参加しました。

はじめに鹿島信販様を見学させて

講習はまず日本曹達株式会社が「消

頂き、まず驚かされたのは所有してい

毒剤の種類、作用原理及び取り扱い上

る車両の大きさでした。さすが全国有

協会だより 7 月号の内容について広報

益財団法人

日本環境整備教育セン

の留意点」と題し、特に浄化槽などで

数の工業地帯である鹿島だけあって

委員会より提案があり承認されまし

ター主催のコンパクト型浄化槽の清

用いられる塩素系消毒剤の種類や特

「自分たちの地域では活躍の場がな

た。県内全ての市町村、県の関係機関

掃実務に関する講習会の申込み状況

性、取扱上の留意点について詳しく教

いだろうな。」と思ってしまうような

に無料配布しています。もし、ご希望

について事務局より報告がありまし

えて頂きました。日頃何気なく扱って

大型の強力吸引車や超高圧洗浄車が、

の関係者の方がありましたら当協会

た。当日の昼食については希望者のみ

いる薬剤も使用方法を間違えると非

ほぼ毎日稼働している状況とのこと

までご連絡下さい。

有料にてお弁当の手配をすることと

常に危険であることがわかり、専門知

でした。

⑤協会組織図について

しました。

識をよく理解することがお客様の安

次世代委員会が活動をはじめるの
にあわせて、協会の組織図について検
討しました。理事から様々な意見がで

心につながると思いました。
以上の内容で役員会を行い、正午に
終了いたしました。

ましたが決定にいたらなかったため、
理事長と副理事長の４人で案をまと

次世代委員会より

めて８月の役員会にて案を発表し、再

次に和城産業様を見学させて頂き
ました。目に飛び込んできたのは今年

次にクボタメンブレン株式会社に

の安全スローガン、そして、無災害記

よる「膜型浄化槽 液中膜の構造・ト

録表です。なんと２４年間無災害継続

ラブル事例」についての講習が行われ

中。安全への意識の高さが伝わってき

ました。参加したメンバーの周りでは

ました。また、整理、整頓、清掃が行

設置されている施設も少ないため、講

き届いていることに驚かされました。

度協議することにしました。

千葉県環境保全センター主催の講習

習内容はとても興味深く、これから高

よく見ると、喫煙所や薬品庫、ごみ

⑥協会事務所の賃貸契約について

会に参加

度処理が必要な施設に導入される可

集積所など細かいところまで管理責

当協会が賃借している事務所の賃

能性もあるので

任者が決められていて、社員一人ひと

料について、大家さんから消費税の増

前知識を得るこ

りが自分の持ち場に責任をもって管

税に伴う値上げをしてほしいとの要

とができてよか

理していることがわかりました。

望があり協議した結果、消費税の増税

ったと思いまし

今回、見学させて頂いて「自分たち

に伴うものであり容認せざるを得な

た。また、トラブ

は小型浄化槽の仕事しかできないよ

いとの結論になりました。

ル事例が多く紹

ね。」
「今のままでやっていればなんと

⑦協会の PC について

介されていたた

かなるよね。」みたいな固定観念に囚

ウインドウズ７のサポート終了に

め、質疑応答の

われていないだろうかと考えさせら

伴い、当協会で使用しているパソコン

時間も必然的に

れました。変化を恐れて何もしないの

を入替たいと事務局より提案があり

長くなり、参加

ではなく、いつもアンテナを立ててち

理事会にて了承しました。オフィス機

した方々の熱気

ょっとしたチャンスを見逃さず、チャ

器に関しては今まで通りリコー株式

が伝わってくる

レンジし続けることが大切だと思い

会社様との取引になります。

講習でした。

ました。

⑧霞ヶ浦環境科学センター夏祭りに

今回、講習会に
令和元年６月１日、千葉県千葉市に

参加することで新

８月２４日（土）に行われる霞ヶ浦

あるホテルポートプラザ千葉にて千

しい知識を得るこ

環境科学センター夏祭りについて、こ

葉県環境保全センター青年部会が主

とができたのはも

こ数年の酷暑を考慮し、午前班と午後

催する『消毒剤・液中膜装置実務者講

ちろんですが、講

班の二班体制にて行うことにしまし

習会』が行われました。

習会の準備の仕方

ついて

本来、参加資格は千葉県環境保全セ

や進め方、どのよ

ンター青年部会の会員となっていた

うな講習内容にす

のですが、今回は特別に茨城県からの

れば参加して頂い

【報告事項】

参加を認めて頂き、次世代委員会から

た人たちが満足し

①

は６名、所属する次世代委員の会社従

て頂けるのかなど

た。夏祭りの準備は事務局を中心とし
て行うことにしました。

６月１５日開催の不法投棄監視

パトロールについて

参考になることが

６月１５日に神栖市で実施し

たくさんありまし

ました不法投棄監視パトロール

た。今後、講習会を

について、茨城県と神栖市に報告

実施する時などに

書を提出したと事務局より報告

生かしていきたい

がありました。また、６月２８日

と思います。

付の茨城新聞に当日の様子が掲
載されました。

企業訪問を実施

②次世代育成委員会より
次世代育成委員会よりダイキ

６月１５日に行

アクシスの XH 型（２０１９年７

われた不法投棄パ

月発売）の清掃と維持管理の講習

トロールの後、地

会を開きたいとの意見がでまし

元の企業である鹿

た。講習会については開催するこ

島信販株式会社様

ととし、開催時期については協会

と株式会社和城産業様を見学させて

の行事日程を考えて協議してい

頂きました。
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