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土浦市にある茨城県霞ヶ浦環境科

学センターにおいて 8 月 24 日（土）

に行われた「霞ヶ浦 ECO フェスティ

バル２０１９」に出展いたしました。 

このイベントは、

昨年まで「霞ケ浦環

境科学センター夏

まつり」として開催

されており、協会と

して開催当初より

参加していました

が、今回より名称が

変更となっており

ます。 

当日は快晴で、既

に 30℃を超える中を、8 時 30 分より

出展の準備をし、10 時よりイベント開

始となり、浄化槽の 11 条検査の受検

と浄化槽の年一回の清掃を呼びかけ

るチラシ（120 部）を配布しました。 

また、チラシにはモリタエコノス様よ

り協賛頂いたボールペンやエコバッ

ク、協会で作成したクリアファイル等

を添付しました。 

そして、昨年実施して来場者に大好

評だった缶バッチですが、今年も来場

者の写真を撮影したもので作成し、記

念品として配布しました。 

当初缶バッジは、資料と同じく１２

０個を予定して

おりましたが、希

望者が多く、急遽

材料を追加して

最終的に約 150

個を作成し、中に

は、親子や兄弟で

撮影し、同じバッ

ジを 2 個 3 個作っ

て欲しいとの希

望が多数あり、出

来るだけ希望に

添えるよう同じ

缶バッジを作成

して進呈しまし

た。 

缶バッチはお客様に当協

会や環境保全への関心を

持ってもらうための一手

段として実施し、ミニチ

ュア浄化槽や資料等で来

場者への説明も行い、特

にミニチュア浄化槽には

多くの来場者が興味を持

ち、別ブースで出展の(公

社)水質保全協会のカット

モデルと併せて、浄化槽

の仕組み等についての質

問が多く寄せられました。 

また今回より、暑い時期の実施でも

あるので、当協会参加者の健康にも配

慮し、午前と午後の担当者を分け、ま

めに水分を補給するなど、熱中症対策
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も怠りなく実施し、１５時３０分の終

了時間まで、沢山の方に来場して頂き

無事に終了しました。 

当日は、亀城太鼓や沖宿囃子なども

披露され水質浄化実験や昆虫標本を

つくろうなど様々なイベントが行わ

れていました。ご協力いただいた会員

の皆様ありがとうございました。 

 

茨城県との災害協定締結に向けた活

動について 

 協会では、県内において災害が発生

した際の一般廃棄物処理に関する協

定を茨城県と検討しており、先日には

各会員企業様に保有機材に関するア

ンケートも実施したところです。 

 その集計結果を基に茨城県と第 1 回

目の打合せを 8 月 7 日（水）に県庁に

て行いました。 

 打合せは、通常より協会の活動にご

理解をいただき、何かとご尽力を賜っ

ている茨城県議会議員の加藤明良様

にもご同席いただき、茨城県環境対策

課からは、江幡課長、齋藤室長補佐、

雨谷係長の 3 名が出席され、協会から

は秋山理事長、長塚副理事長、池田副

理事長、岡島副理事長が出席しました。 

 打合せの内容としては、今後協定の

締結に向けて、互いに情報収集に努め、

県庁の他部門とも連携して、どのよう

な内容がふさわしいか検討を引き続

き行うことといたしました。 

 打合せの内容につきましては、引き

続き協会だよりでご報告いたします。 

 

いばらき自民党県政懇談会への出席 

 8 月 26 日（月）ホテルレイクビュー

水戸において、いばらき自民党の県政

懇談会が開催され、池田副理事長と東

ヶ崎事務局長が出席しました。 

 内容は、前月号の協会だよりでもご

紹介した内容に沿って、池田副理事長

が説明して、県会議員からの質問に答

えるという形式で行われ、協会として

法律で定められた浄化槽の清掃（年 1

回以上）の実施推進と市町村における

一般廃棄物処理業務への入札制度導

入の阻止を訴えてまいりました。 

 県議からの各行政機関の取組みに

ついて質問も受け、今後の県政につい

て興味を持って見守りたいと感じま

した。 

 

８月度定例役員会の開催 

８月２１日（水）午前１０時より水戸

市平須町の協会事務局において 8 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・池田・岡島副理

事長・小林・石井・犬塚・樋口理事（理

事１５名中 8 名出席）露崎監事 

 

協議事項 

① 講習会の役割分担について 

 ９月７日（土）に水戸京成ホテルに

て（公社）日本環境整備教育センター

の「コンパクト型浄化槽の清掃実務に

関する講習会」を行うにあたって、当

日の進行や司会や受付担当者等を協

議決定しました。 

② 協会組織図について 

 次世代育成委員会のスタートに伴

う協会組織図について協議決定しま

した。次世代育成委員会の担当副理事

長に岡島正明、委員長に山村秀政理事、

副委員長に細田欽一（北茨城市企業衛

生株式会社）が就任します。協会組織

図については別途記載のとおりです。 

③ 協会だよりについて 

協会だより 8 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。 

④ 浄化槽リノベーション推進検討

会の動向及び論点・検討事項に対すい

る意見について 

 環境省設置の浄化槽リノベーショ

ン推進検討会に対するアンケート依

頼が日本環境保全協会からあり、理事

会にてアンケートへの回答を検討し

回答しました。現在、浄化槽法の改正

に伴い様々なことが話あわれていま

す。浄化槽リノベーション推進検討会

での提言などがまとまりましたら、

「協会だより」でも発信していきたい

と思っています。 

⑤ 日本環境保全協会関東地区協議

会秋季業務研修会について 

 １０月１６日（水）日本環境保全協

会関東地区協議会秋季業務研修会が

行われるため出席者について検討し

ました。 

 

報告事項 

① ８月２４日開催の２０１９夏祭

りについて 

 当日の進行について事務局より報

告がありました。今回から午前班・午

後班のシフト制となり、人員の振り分

け等について報告がありました。 

② 不法投棄監視パトロールについ

て 

 本年度第二回の不法投棄監視パト

ロールについて、１１月１６日（土）

水戸市で開催することになりました。 

 当日は、新しく開庁した水戸市役所

に集合しての不法投棄監視パトロー

ルになります。会員の皆様の参加を宜

しくお願いします。 

③ 県との緊急災害協定について 

 別欄にも掲載しましたが、８月７日、

加藤明良茨城県議会議員 秋山理事

長 長塚・池田・岡島副理事長で茨城

県環境対策課と茨城県における緊急

災害時における一般廃棄物の処理に

ついて有意義な話し合いをしてきま

した。 

近年、日本国内で災害が増えており、

数年前には県内常総地域の水害が発

生しました。災害時における一般廃棄

物の処理に関してのルール作りは重

要であり、茨城県と当協会で引き続き

話し合いをしていくことになりまし

た。 

 

第 35 回不法投棄監視パトロールにつ

いて 

 今年 11 月に開催予定の「第 35 回不

法投棄監視パトロール」ついて開催地

が水戸市と決定いたしました。 

 開催日については 11 月 16 日（土）

午前と決まりましたが、詳細につきま

しては、後日お知らせいたします。 

(一社)茨城県環境保全協会 組織図 


