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県内を猛烈な台風 19 号が襲来、甚大な被害が発生！
至りませんでした。
現在当協会では、茨城県と災
害時の支援協定を結ぶべく調整
をしておりますが、今回の災害
はそのさなかに発生しました。
今後も同様な災害が発生するこ
とは十分に考えられ、その復旧
活動の中でも、目に見えやすい
災害ごみに比べると地中にある
浄化槽や汲み取り便槽について
は、普段目につかないところに
あるため見落とされがちです。
しかしながら当協会の会員企
業が茨城県内で担っている業務
は、し尿や浄化槽汚泥の収集や
各種廃棄物収集運搬等、感染症
被災した水戸市飯富地区（テレビ画面から）

はじめに、今回の台風 19 号により、

予防など衛生面でいち早く対応

よる甚大な被害がもたらされました。

らの汚水引き抜きが行わ

県内において被災された会員企業を

茨城県内においても、水戸市や常陸

れ、屋根近くまで浸水し

含む皆様には心からお見舞いの言葉

大宮市の那珂川沿岸地区、大子町の久

てしまった飯富地区の農

被災した飯富地区農業集落排水処理場

を申し上げます。もとの暮らし、業務

慈川沿岸地区をはじめとした各地で

業集落排水処理場では、

矢印のところまで浸水した

に戻るまで時間はかかるかと思いま

河川の堤防決壊や越水、バックウォー

早急に仮設の地上設置型

すが、お身体を大切に 1 日も早い復旧・

タ現象等が発生して地域の家屋や田

膜処理浄化施設が搬入さ

復興を成し遂げられるようお祈り申

畑が浸水し、水郡線の鉄橋も増水した

れ、会員企業により他の

し上げます。

河川に流されて崩落しました。

農業集落排水処理施設か
ら種汚泥を搬入し、浸水

さて、9 月に日本列島を襲い、千葉

被災各地においては 14 日(月)以降

から 1 週間後には稼働を

県から県内鹿行地方等にも暴風によ

の水が引いたころから復旧活動が始

始めました。しかし農業

る大きな爪痕を残した台風 15 号に引

まり、水戸市内においても飯富、岩根、

集落排水処理場本体の再稼働や、水郡

をしなければならない業務であるこ

き続き、10 月 12 日(土)から 13 日(日)

藤井、下国井地区などにおいて浸水し

線の鉄橋崩落に伴う不通区間などは、

とから、今後はさらに関係各所と連携

にかけて、ふたたび日本列島を猛烈な

た家屋から排出される災害ごみの回

今後も復旧までにかなりの時間を要

を深め、災害時における迅速な対応を

台風 19 号が襲い、各地に主に降水に

収処理が始まり、浄化槽や一般便槽か

するものと思われます。

行うためにも早急な災害協定締結の

茨城県や被災各市町村において災

被災した水戸市飯富地区（茨城新聞 youtube 画面から）

必要性を感じております。

害対策本部が設置される中、当協会に

尚、今回の台風 19 号による災害は

は茨城県廃棄物対策課より、大子町に

日本国政府により激甚災害に指定さ

おいて汚水処理場が浸水し、それに伴

れ、各市町村等において各種復興支援

う処理場内汚泥の搬出作業支援につ

策が発表されております。その中には

いて災害発生当初から打診があり、理

被災浄化槽については合併浄化槽転

事長が現地入りして大子町と対応策

換補助金が適用されるなどの内容(市

を協議し、下水道ポンプ施設の活用を

町村による)も含まれておりますので、

提案した結果、今回は大子町において

一度地元市町村のホームページ等で

の対応が可能となり、実際に会員によ

ご確認いただくことをお勧めいたし

る物理的な支援活動をするまでには

ます。
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秋季研修会へ出席
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増賃金や人員確保に伴うコストの増

らの 2 年間は当協会が担当県となりま

佐用郡佐用町の資料を配布しました。

大に伴う来年度の入札金額の不調の

す。

②令和元年８月から９月の前線に伴

状況について説明がありました。

来年・再来年の総会、研修会は茨城
県内で開催することになりますので、

（一社）東京環境保全協会
東京オリンピックにおいて、１

会員の皆さまのご協力をよろしくお
願いいたします。

２会場に仮設トイレを設置され

理するための特例措置について
環境省から主に 9 月に発生した台風
15 号などによる災害廃棄物のうち、コ
ンクリートがらやがれき等を、産業廃

ることについて説明がありまし

１０度定例役員会の開催

棄物処理場で処分することが特例と

た。東京都は、下水道の普及に伴

１０月１５日（水）午前１０時より水

して可能である旨の通達が発せられ、

いバキュームカーの車両が少な

戸市平須町の協会事務局において１

その件について報告がありました。

いため車両の確保に苦慮してい

０月度の定例役員会を開催いたしま

るとのことです。

したので、当日の議事内容等について

以上の内容で役員会を実施し、正午近

ご報告いたします。

くに終了いたしました。

出席理事

茨城県に対し、義援金を贈呈します

１０月１６日（木）群馬県の磯部ガ
ーデンホテルにおいて標記の研修会

う大雨による災害廃棄物を迅速に処

埼玉県一般廃棄物連合会

が開催され、当協会からは、前の週に

埼玉県警と協力し交通事故防止活

発生した台風 19 号の復旧作業等の影

動を行っていることやモアコンパク

秋山理事長・岡島副理事長・小林・

定例役員会の部分でもご報告いた

響で参加予定だった秋山理事長、池田

ト浄化槽の講習会を開催したこと、県

早川・犬塚・小沼・山村・樋口理事（理

しましたが、
協会として今回の台風 19

副理事長、小林理事が出席できず、岡

の災害図上訓練に参加したことにつ

事１５名中 8 名出席）佐藤監事

号の被害について、災害義援金を拠出

島副理事長、早川理事、北茨城市企業

いて報告がありました。

衛生より２名の合計４名で出席して
まいりました。

し贈呈することといたしました。
協議事項

栃木県環境保全協会

①ホームページについて

役員会の後日、理事長及び副理事長
が協会事務局に集まり協議をした結

研修会では、まず「浄化槽法の改正

台風１９号の被害状況の報告と浄

協会組織図を別ページにて掲載す

果、茨城県庁とも調整を行い 11 月 8

について」と題して、群馬県森林環境

化槽法改正の説明会を県内で行う予

るのに修正に係る経費が５０００円

日(金)に理事長及び副理事長が加藤明

部廃棄物・リサイクル課 課長 木島

定になっている等の話がありました。

かかると事務局より説明があり、協議

良県議と共に県知事を訪問し、直接手

の結果掲載することに決定しました。

渡しをすることとなりましたのでご

②協会だよりについて

報告します。

敏弘氏より講義を受け、今回の浄化槽
法改正のポイントについてお話しい
ただきました。

（一社）茨城県環境保全協会
県内の台風被害状況と会員企業の

協会だより 10 月号の内容について広

さらに「SDGｓの先駆者―“上毛か

被害について説明し、９月に日本環境

報委員会より提案があり承認されま

令和元年度茨城県不法投棄防止功労

るた”に学ぶ―」と題して、高崎商科大

整備教育センターの「コンパクト型浄

した。県内全ての市町村、県の関係機

者表彰

学特任教授

熊倉浩靖氏より講義を

化槽の清掃実務に関する講習会」を開

関に無料配布しています。もし、ご希

受け、その後各県連より取り組み内容

催したこと、６月に神栖市にて不法投

望の関係者の方がありましたら当協

の報告がありましたので発表順にご

棄監視パトロールを行ったこと等を

会までご連絡下さい。

紹介いたします。

報告しました。

③ダイキ浄化槽の講習会について
以前、協会だよりでも案内したダイ

（一社）千葉県環境保全センター

キ浄化槽の講習会の開催について検

台風１５号で被災した館山市

討しましたが、今年度は既に教育セン

や南房総市における災害ゴミの

ターのコンパクトタイプ浄化槽の講

収集の状況や仮置き場の問題点

習を実施していることと、対象となる

などの説明があしました。また停

浄化槽の発売が今年度であることな

電により農業集落排水処理施設

どから、開催は実際に清掃の必要性が

の中継ポンプが止まったことに

発生する来年度にすることにしまし

より、バキュームカーによる中継

た。

において表彰式が行われ、日頃より不

ポンプ槽の汚泥引抜きを１０日

④茨城県への災害義援金の贈呈につ

法投棄の未然防止及び早期解決のた

いて

め監視活動に尽力頂いた方々6 名に対

間千葉市内で行ったそうです。それか

（一社）群馬県環境保全協会

10 月 30 日（水）茨城県庁 9 階講堂

役員会の数日前に発生した台風 19

し、茨城県から感謝状が送られました。

と、優良浄化槽の認定制度が始まった

号による県内被害について話し合い、

当協会からは平成 13 年に始まった

らい毎年提出しており理解してくれ

ことや、上毛三山の清掃活動を行った

協会として、しかるべき時期に状況を

協会主催の不法投棄監視パトロール

る自治体が増えているとの報告があ

こと等の報告がありました。

確認した上で、茨城県に対し義援金を

に初回以降 35 回すべてのパトロール

贈呈することとし、その方法、金額等

に参加いただいておりますつくば市

については理事長及び副理事長の協

（株）スズキ 会長 鈴木房二様が推

議に一任することとしました。

薦され受賞いたしました。

ら千葉県内の全ての自治体へ一般廃

台風１９号の被害状況の説明のあ

棄物の随意契約の要望書を、１０年く

りました。
以上のような研修会を行い、夕方か
神奈川県環境整備事業組合

ら懇親会に参加してさらなる意見交

鈴木様には心からお祝いを申し上

台風１９号での県西部地区での被

換等を行ってまいりました。他県でも

害状況の報告がありました。会員企業

台風１９号の災害対応のため急遽欠

報告事項

で被災した企業はないとのことです。

席した会員が目立つ研修会となりま

①第３３回 全国浄化槽大会

した。
三多摩清掃事業協同組合

池田副理長が出席した第３３回全

関東地区協議会は各県連が 2 年単位

国浄化槽大会の記念講演「中山間地で

台風１９号の被害報告の後、働き方

の持ち回りで開催しており、今年度で

の生活排水処理の取り組み～合併処

改革に伴う土曜日のゴミの収集の割

群馬県の担当期間が終了し、来年度か

理浄化槽の活用と公的管理～」兵庫県

げます。
会員各位におかれましても、これか
らも不法投棄防止のためにご協力い
ただきますようお願い申し上げます。
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