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今後協定については、茨城県におい

茨城県に災害義援金を贈呈

て作成した素案を基に、今年度内の締
結を目指しております。
一般廃棄物適正処理推進大会 in 徳島
11 月 21 日（木）徳島市の徳島グラ
ンヴィリオホテルにおいて「令和元年
度一般廃棄物適正処理推進大会 in 徳
島」が全国から約 250 名を集めて開催
され、当協会からは秋山理事長、池田
副理事長、岡島副理事長、小林理事、
犬塚理事、山村理事および北茨城市企
業衛生（株）の柏山氏、塙氏の 8 名で
参加しました。
全国大会に先立ち（一社）日本環境
保全協会による各種表彰式が行われ、
当協会からは特別顕彰・第一種に元理
事の丹山静子氏、功労者表彰に池田副
理事長が選出され、それぞれ受賞され
ました。おめでとうございます。
丹山氏の代理で表彰状を受取る山村理事

11 月 8 日（金）に秋山理事長、長
塚・池田・岡島副理事長及び加藤明良
県議会議員が茨城県庁を訪問し、茨城

また、当日の受賞者 25 事業所 38 名

県県民生活環境部 江幡課長、齋藤室

を代表しての謝辞は、昨年度の秋山理

長補佐同席の下、大井川和彦茨城県知

事長に引き続き、今年も当協会の池田

事に、台風 19 号関連の災害義援金と

副理事長が務めました。

して 100 万円の目録を贈呈しました。
今回の義援金は 10 月に発生した台

謝辞を述べる池田副理事長

風被害に対して、役員会及び理事長・

城県との間で協議が進んでいる災害

副理事長の協議により贈呈が決定し、

時の活動に対する協定に話がおよび、

協会予算の緊急災害活動費の中より

大井川知事からも協定の必要性につ

拠出させていただきました。

いて肯定的な意見が述べられました。

当日は大井川知事と今回の災害に

知事との面談の後、県民生活環境部

ついての茨城県としての対応及び当

長の矢口様を訪ね、その際にも再び協

協会会員企業の活動などの内容で会

定の話におよび、やはり締結の必要性

談が行われ、その中で現在当協会と茨

についてお言葉をいただきました。
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小林・佐野・犬塚・繁藤・小沼・山村・

修理担当業者は当協会会員の(有)八

樋口理事（理事 15 名中 10 名出席）露

郷衛生。修理に伴う浄化槽清掃を担当

崎・佐藤監事

して頂きましたのは同じく当協会会
員の(有)マカベクリーンでした。

協議事項
①災害協定について

作業を始めるにあたって八郷衛生
の作業員は当たり前のようにヘルメ

茨城県との災害協定の進捗状況に

ットを着用、浄化槽のスラブ角に三角

ついて秋山理事長より報告があり、他

コーンを設置。また、電源をとるコン

県の災害協定書をふまえ、災害協定の

セントには漏電ブレーカーを設置す

内容について検討しました。

るなど、お客様が安心できるような安

②協会だよりについて

全管理がしっかり行われていること

協会だより 11 月号の内容について広

に感心しました。そして、駐車場に待

報委員会より提案があり承認されま

機していたマカベクリーンさんの作

した。県内全ての市町村、県の関係機

業車両は一見バキューム車とはわか

引き続き大会が開会され、冒頭にこ

正処理推進大会は、お隣の千葉県にお

関に無料配布しています。もし、ご希

らないようなきれいに管理された車

の度の台風被害により亡くなられた

いて開催されることが決定いたしま

望の関係者の方がありましたら当協

両でお客様が不快に思わないような

方々に対して黙祷が捧られ、山条会長

した。

会までご連絡下さい。

配慮を感じさせるものでした。

の挨拶の後議長に開催地である（一社）
徳島県環境保全協会

岩本会長が選

当協会と開催団体である（一社）千

③関東地区協議会について

清掃清掃が終了すると八郷衛生の

葉県環境保全センターは、隣県という

関東地区の 6 団体において 2 年ごと

作業員が修理箇所の２槽目マンホー

ことばかりではなく、様々な折に情報

の持ち回りで幹事県を担当する関東

ルに体半分を頭から突っ込んで手際

冒頭に（一社）日本環境保全協会に

交換等を行っており、来年度の大会成

地区協議会において、来年度からの 2

よくろ材の取り出し作業を開始。上部

よる環境保全議員連盟に対する浄化

功に協力をしていかなければならな

年間は当協会が担当団体になるので、

のろ材押えを取り外し、内部に入り

槽関係及び一般廃棄物関連の予算確

いと感じております。

6 月の総会及び 10 月の研修会の開催

次々とろ材を外に取り出しますが、こ

出され大会がスタートしました。

保に関する要望書提出などや、現在の

つきましては、会員の皆様におかれ

日・開催場所、研修会の内容、翌日の

の時も丁寧に水洗いをしながら袋詰

一般廃棄物処理業に係る動向と対策

ましてもご協力を深くお願い申し上

ゴルフコンペ等について協議しまし

めするあたりが、お客様への配慮を感

について事務局より報告があり、一般

げます。

た。

じさせるものでした。

廃棄物適正処理に関する今大会の大
会宣言ならびに来年度の開催地が千
葉県千葉市であることが決議をされ
大会は終了いたしました。

そして、地上で組み立てられた補強
龍ヶ崎市環境フェアへ出展
10 月 27 日（日）竜ケ崎市主催の「環
境フェア 2019」が開催されました。

今年度採択された宣言文をご紹介し

リサイクル、地球温暖化など環境問

報告事項

材を一旦ばらし、再度浄化槽内で組み

①茨城県への義援金について

立てます。ろ材が露出しないように下

今月号、別枠にて詳しく掲載してあ

部・上部にしっかり網をかけ、浄化槽

ります。

に水を張り、マンホールのふたをきれ

ます。

題に関心を持って頂くことを目的に、

②10 月 16 日開催の関東地区協議会に

いに洗って午前中に作業終了となり

１．安心・安全・清潔・快適な国民生

市民団体や事業所などによりパネル

ついて

ました。

活の確保と地域活性化に貢献！

の展示を行いました。

岡島副理事長より関東地区協議会

八郷衛生の藤枝専務は、「いろいろ

当協会も、ミニチュアモデルの浄化

の秋季研修会の報告がありました。協

な浄化槽の修理現場に立ち会って経

の復旧支援体制を堅持！

槽と、清掃に関するパネルを竜ケ崎市

会だより 11 月号に詳しく掲載してあ

験と知識を得たいと思い、それこそ千

３．廃棄物の適正処理が緊要！委託・

役所都市整備部

ります。

葉まで足を運んだりしました。その甲

許可制度の適正運用！

ご依頼により、展示させて頂いました。 ③不法投棄監視パトロール延期につ

２．災害時のライフライン確保へ全会

下水道課様からの

４．適正契約・適正料金の確保！一般

いて

廃棄物処理業の経営安定確率！

斐あって、今では単独、合併、小型、
大型など、どのような浄化槽の修理で

11 月 16 日に予定していました水戸

も対応できる技術、品質をお客様に提

５．し尿処理体制確保が重要！合特法

市での不法投棄監視パトロールが、台

供できるようになりました。
」と、自信

の適用は必須！

風被害の影響のため来年 2 月に延期と

をもってお話しされていた様子が印

６．浄化槽の普及促進！適正清掃・保

なりました。開催日等の詳細に関しま

象的で、その言葉通りの作業内容を目

守点検・検査事業の推進！

しては、改めてご案内させていただき

の当たりにでき、大変勉強になった講

７．環境保全事業を総合的に担う企業

ます。

習会でした。

集団へ会員組織の連携強化！

次回開催の際には事前告知をいた

その後、
「廃棄物・リサイクル行政の
最近の動向について」講師

環境省環

境再生・資源循環局 廃棄物適正処理
推進課長

名倉良雄様、「徳島県にお

11 月 13 日（水）午前 10 時より水

島県 県土木部 水・環境課長 三好

戸市平須町の協会事務局において 11

一夫様の特別講演が開催されました。

月度の定例役員会を開催いたしまし

特別講演会終了後は同ホテル内に

たので、当日の議事内容等についてご
報告いたします。

まった会員との情報交換をしてまい
前述の通り、来年度の一般廃棄物適

浄化槽修理講習会を実施

加をお待ちしております。

員会では浄化槽修理の講習
会を桜川市の市町村設置型
浄化槽で市の許可を得て実
施致しました。
設置されている浄化槽は
フジクリーン工業(株)の高度
処理浄化槽ＣＲＸ（リン除去

出席理事

りました。

しますので、次世代経営者の皆様の参

10 月 26 日（土）
、次世代委
11 度定例役員会の開催

ける生活排水処理について」講師 徳

おいて懇親会が開催され、全国から集

【次世代育成委員会】

秋山理事長・池田・岡島副理事長・

型）。修理内容は第 2 室のろ
材落下修理でした。
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