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国際ロータリー第 2620地区  藤枝南ロータリークラブ会報  2022年 9月 30日（金）Ｎo 11 

 

例 会 第１４７４回 通常例会/小杉苑 

ソング 我等の生業、聖者が町にやってくる ：ソングリーダー 村松章典君 

■ 会 長 挨 拶          樽󠄀井勉君 

みなさん、こんにちは。 

先週末は、台風１５号の甚大な被害で大変でした。 

こんな時こそ、元気を出して明るく行きましょう。 

先週の２２日木曜日から２４日土曜日まで、藤枝

商工会議所と北海道恵庭商工会議所の交流事業

で北海道に滞在していました。 

佐野芳正観光振興委員長の号令の下、飯田副会頭

を団長として、内山、渡辺芳隆、鈴木寿幸、樽井

の藤枝南ＲＣ会員６名と事務局２名を含めた１

０名がメンバーです。富士山静岡空港を１０時１

５分に出発し１２時頃北海道丘珠空港へ到着し

ました。サッポロビール北海道工場に直行し力水

を入れて、恵庭市に入りました。交流するための

基本は、やはり”宴会”です。飲んで胸襟を開き、

親睦を図る。藤枝からは、「初亀」「杉錦」「志太泉」

「喜久酔」の４合瓶４本を４つのテーブルに用意

しました。恵庭からは、中泉会頭以下１８名が参

加され、計２８名での宴会です。これがまた、楽

しい。サッポロビール工場の工場長をはじめとす

る、お酒が好きで好きでたまらない人と有意義な

交流が出来ました。 

”大根踊り”の東京農業大学出身”優雅でおもし

ろい”北海道文教大学学長も参加して楽しい宴と

なりました。藤枝には「佐野山」といわれる里山

でタケノコが掘れるところがある事を紹介した

ところ、是非、行きたい、行こう。ということで

盛り上がり「口約束」が成立しました。やっぱり、

お酒はいいですね。 

乾杯のビールは勿論”サッポロビール クラッシ

ック”でした。 

「クラッシック」いい響きです。 

 

■ 出 席 報 告          中村博史君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

35／49 71.42％ 44／49 89.79％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○阿井君○池ヶ谷君○笠原君○川口君○小嶋君 

○杉浦君○内藤君○中山君○早川君○平原君 

○渕脇君○松浦君○森竹君 

鈴木照君 

(２)メークアップ者  

山田壽久君（静岡東）渡邊芳隆君（藤枝） 

  

 

■ スマイル B O X       中村博史君 

・皆出席はちみつ ありがとうございました 

               加藤智之君 

スマイル累計額  ２５８，０００円 
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■ 会 員 卓 話                  

中村博史君 

*合併浄化槽補助

金について 

「今伝えたいこ

と」を改めて考

えてみると、と

らえ方によって

は範囲が広く難

しいかなと感じました。今、伝えるべきものは

何だろうと思って悩んだ結果、自分の商売のと

こで、合併浄化槽の補助金が今期、あとわずか

になってしまっているので、この辺の所を、今

回皆様にお伝えできればどうかなと思いまし

て、お話させていただこうかと思います。 

皆様、浄化槽をご存知でしょうか？ 

浄化槽とは、水洗式トイレと連結してし尿及び

雑排水を処理し、公共下水道以外に放流するた

めの設備、また施設のこと。 

簡単に言うと、汚れた排水を綺麗にして川に返

す装置です。 

また、浄化槽は、日本独自に開発された汚水処

理施設です。 

少し前までは浄化槽といえば、単独浄化槽が主

流でした。 

単独浄化槽とはトイレの汚水だけを処理する浄

化槽で、生活は排水は未処理のまま川等へ放流

されます。 

生活排水の一人一日あたりの汚濁物質量ＢＯＤ

は４０ｇと言われています。そのうち、トイレ

からの汚れが１３ｇ、台所、風呂、洗濯など生

活排水の汚れが２７ｇです。 

トイレの排水より生活排水のほうが、川の水を

よごしてるんですね。 

単独浄化槽の性能は、ＢＯＤ除去率６５パーセン

トなので、トイレの汚れが１３ｇから５ｇに減り

ます。しかし、生活雑排水の汚れはそのままなの

で２７ｇ、合わせると３２ｇにもなってしましま

す。４０ｇが３２ｇにしか減りませんから、実質

的なＢＯＤ除去率はたったの２０パーセントと

いうことになります 

一方、合併浄化槽の性能は、ＢＯＤ除去率９０

パーセント以上なので、トイレと生活雑排水を

合わせた４０ｇがわずか４ｇに減ります。単独

浄化槽比べると、汚れの量がたったの１/8 にな

ります。 

小さなころよく、瀬戸屋の奥の川や、岡部、朝

比奈の奥の川で、川の水が綺麗なところを探し

ては泳いだり魚を取ったりしていました。皆さ

んもお子さんが小さなころとか山のほうへ連れ

てって川遊びをたくさんしていると思います。 

泳いだり、潜ったり、たまには川の水をのんで

しまったり。 

だいたいそこら辺の川の上、のほうには人の住

んでる集落があって、そこで生活されていま

す。生活するからには、トイレもするし飯も食

べお風呂へ入って洗濯もします。 

トイレは汲み取り、または単独浄化槽が多いよ

うです。そうすれば、トイレ以外の生活排水は

当然ですが、そのまま川へ流れていきます。ま

た、古い単独浄化槽が多く、もはや浄化槽が機

能しておらず、うんちやおしっこが処理できず

にほぼそのまま川へながれていってる場合が多

いようです。 

もちろん川にはたくさんの水量がありますか

ら、希釈拡散されて流れていきます。川を見た

だけではとてもきれいに見えているかもしれま

せん。 

そういう川で無邪気に遊んでた頃を思い返すと

なんか微妙な感じになります。 

まあ、そんなこといってたらどこでも遊べませ

んが・・・ 

今、その辺の水路や川を見て思うのは、昔な

ら、はややオイカワ、タナゴ、フナなど、たく

さん見た水路や川なのに、まったくといってい

いほど見ません。 

これから先の将来のことを考え、子供たちに魚

や本来の生物が泳ぐ河川、子供たちが安心して

遊べて泳げるようなきれいな川。町全体がこん

な風になったらすばらしいなと思います。小さ

な子供から大人がその辺の水路や川で釣りをし

てたり、涼んだり。 

せっかく、環境や公衆衛生の改善の事業をさせ

てもらっておりますので、排水環境の改善に一

個人、一事業者として少しでも力になれたらと

頑張ってきたいと思います。 

そして、国もきれいな川の普及の為に、合併浄

化槽設置整備事業の推進として、補助金制度が

あります。 

自治体によって様々な制約がありますが、基本

的には、下水道が未整備、整備される計画がな

い地域、に補助金がもらえます。 

また、自治体によって金額もまちまちです。浄
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化槽の大きさ（５人槽、７人槽、１０槽）、新築

の時の支給額と単独浄化槽からの設置替えの支

給額とも違いがあります。設置替え工事のほう

が、多い金額を支給されます。 

例えば、 

藤枝市 新築 ５人槽 ￥２００，０００、 

設置替え ￥３３２，０００   

       ７人槽 ￥２００，０００、 

設置替え ￥４１４，０００ 

       １０人槽 ￥２００，０００、 

設置替え ￥５４８，０００ 

焼津市 新築 ５人槽 ￥２００，０００、 

設置替え ￥４５０，０００ 

       ７人槽 ￥２００，０００、 

設置替え ￥４５０，０００ 

       １０人槽 ￥２００，０００、 

設置替え ￥４５０，０００ 

島田市 新築 ５人槽 ￥１５０，０００、 

設置替え ￥３３２，０００ 

       ７人槽 ￥１５０，０００、 

設置替え ￥４１４，０００ 

       １０人槽 ￥１５０，０００、

設置替え ￥５４８，０００ 

川根本町 新築 ５人槽 ￥３３２，０００、 

    設置替え ￥４１５，０００ 

        ７人槽 ￥４１４，０００、 

設置替え ￥５１７，０００ 

       １０人槽 ￥５４８，０００、 

設置替え ￥６８５，０００ 

このように、様々です。 

設置替えのところが多く補助金がでるようにな

ってます。 

お宅の状況によっては、すべての工事費が補助

金だけで賄える場合もございます。 

今のところ、毎年度補助金が出ておりますが、

年度によって金額の変更があります。 

今年出たから、来年も出るという保証もありま

せん。 

また、補助金には限度の枠もあります。 

静岡市、浜松市に限り、新築の補助金が廃止に

なりました。 

ちなみに、本年度の９月２７日現在の残基数で

す。 

静岡市  受付終了 

藤枝市  新築 １４０基 設置替え ３０基 

焼津市  新築 受付終了  

設置替え 受付終了 

島田市  新築 １６基  設置替え １３基 

牧之原市 新築 受付終了  

設置替え 受付終了 

吉田町  新築 受付終了  

設置替え 受付終了 

菊川市  新築 残り僅か 設置替え 相談 

年度終了は３月末なので、残り６カ月で終了し

たとこもあれば、残ってるとこもあります。 

ですから、環境問題にも率先してリーダーシッ

プをとっているであろうロータリアンの皆様

も、もしご自宅なりが単独浄化槽の方は、この

機会に合併浄化槽にしたらいかがでしょうか？ 

初夏のころに、皆様のおうちの廻りの水路や川

でホタルが飛び交うのを想像してみてください 

なんと素晴らしいことでしょうか。 

以上、今伝えたいことでした。 

御清聴ありがとうございました。 

 

村松章典君 

私の会社は、主

に県や市の公

共工事の請負

業務を行って

おります。 

日頃、皆様には

公共工事に対

して、ご理解とご協力をいただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

今日は、まず、先週発生した台風１５号と公共工

事についてお話させていただきます。 

９／２３（金）は、日中雨が降り続き、ニュース

等では線状降水帯が発生するおそれがあると報

道されていました。 

私は、夕方、通夜へ行き、会社で待機をしながら

久しぶりにサッカー日本代表の試合を見ようと

思い、早めに食事を済ませました。 

そしていよいよキックオフ、というところで藤枝

市役所の河川課より電話があり、若王子に水中ポ

ンプを設置してほしいとの依頼を受けました。 

現場へ向かうため市役所の前の道路を通ったと

ころ、あたり一帯は川のようになっておりました。 

何とか現場付近まで到着したのですが、車でそれ

以上は進むことができず、その状況を市役所へ報

告し、市役所の指示に従いバリケードと通行止め

の看板を出し、生涯学習センターへ土のう袋を持

って行きました。 

次は旭ヶ丘の状況報告。山の斜面が崩れ、車両が
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数台埋まっていました。 

藤岡３丁目ではすでに志太消防本部の車両が到

着しており、通行止めとなっていました。 

今度は島田土木事務所より電話が入り、元、びく

石牧場付近の県道で土砂の流出のためバリケー

ドの設置、状況報告を行いました。 

県や市からの連絡もひと段落し、会社に戻ったの

は、日付が変わり午前２時頃でした。 

４時間ほど仮眠していると、朝、６時に市役所か

ら連絡があり、災害復旧業務の準備に入りました。 

９／２４（土）は、まず県道藤枝黒俣線の瀬戸谷

地区の土砂撤去をし、片側通行できるようにした

ため、大久保キャンプ場を訪れ、孤立状態となっ

ていた方々が無事、帰路に着くことができました。 

その後、若王子地区の土砂撤去を行いました。 

９／２５（日）県道藤枝黒俣線の大久保地区の土

砂撤去。 

藤枝市河川課と被災地立会、今後の打ち合わせ。 

９／２６（月）舟ケ久保では、孤立しているお宅

があり、土砂撤去。 

その後も復旧作業は続いており、まだ先が見えな

い状況です。 

そのような状況の中、９／２８（水）市役所と藤

枝建設業協同組合との意見交換会が開催され、災

害時の対応についても話し合いました。 

市役所からは９／２８現在、把握している台風１

５号の被害状況の報告がありました。 

市内の総雨量３００ｍｍ～４００ｍｍ 

道路冠水 県道４件、市道３４件、 

崩土箇所６１件、 

床上浸水７０件、床下浸水８１件   

とのことでした。 

台風被害はこれ以上と予想されます。 

昨日も蔵田で土砂崩れがあり、電柱がなぎ倒され

停電している地区があるとの連絡が島田土木事

務所からあり、復旧作業にあたりました。 

なお、藤枝市内の建設業者は、当社同様に台風接

近直後から県や市の指示のもと、災害復旧活動に

あたっております。 

藤枝建設業協同組合に加入している事業所は３

８事業所あります。 

藤枝南ロータリークラブでは、山田組さん、エク

ノスワタナベさん、フルカワクリエイトさんと丸

川組が組合員です。 

藤枝建設業協同組合は、島田土木事務所と藤枝市

役所と災害協定を結んでおり、今回の復旧作業も

その災害協定に基づき行っております。 

公共工事には、上下水道工事、道路工事、河川工

事、治山工事など様々なものがあります。 

上下水道工事は、古くなった管を新しい地震に強

い管に取り替えます。 

道路工事は、道路の拡幅、側溝整備などです。 

河川工事は、護岸工事、堆積土砂の撤去が主な業

務です。 

治山工事では、土砂崩れを防ぐため、堰堤を作っ

たり、谷止工を行います。 

その他に少し変わったと言いますか、こんなこと

もやっているのかと思われる業務では、雪氷対策

や道路維持修繕業務があります。 

雪氷対策は、路面の凍結を防ぐため、塩化カルシ

ウムを散布する業務です。 

また、道路維持修繕業務は、道路上の小動物（犬・

猫・鳥など）の撤去、倒木や土砂の撤去、ガード

レールの修繕などです。 

これらの公共工事は、安心・安全な暮らしを守り、

人々が住みやすくするための工事であります。 

これから来年３月の年度末に向けて、工事箇所が

増え、道路の渋滞等ご不便をおかけするかと思い

ますが、公共工事の趣旨をご理解いただき、ご協

力をよろしくお願いいたします。 

よく耳にする言葉に『備えあれば憂いなし』があ

ります。 

今回の台風ではその言葉をあらゆる場面で痛感

しました。 

当社ではＢＣＰ（災害時事業継続計画）を策定し、

毎年見直し更新しております。 

しかし、今回の台風を経験してみますと、机上の

空論に過ぎない部分も多々あることに気づきま

した。 

この経験を今後に活かし、さらに現実に沿ったＢ

ＣＰを作りこんでいかなければならないと思っ

ております。 

今回の災害は台風でしたが、南海トラフ地震がい

つ起きてもおかしくない状況にあります。 

会員の皆様におかれましても、災害に対しての備

えは万全か、今一度確認し、ご自分の居住してい

る地域または会社がどのような災害の危険性が

あるのか県や市のホームページ等で確認してみ

るのもよろしいかと思います。 

今まで業務の話をしてきましたが、このような業

務を行うのも健康体であってこそです。 

今現在の私の健康状態は、高血圧・尿管結石・左

肩の痛みで、泌尿器科と接骨院に通院しておりま

す。 
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尿管結石は、２０年ほど前に発症し、常に石がで

きてしまう体質となりました。 

いか・たこ・ほうれん草を食べると石ができやす

いと先生から言われております。 

左肩の痛みは、今年の５月頃から痛みを感じてい

たのですが、３ケ月ほど放置してしまったため、

痛みがひどくなり接骨院に通い始めました。 

余談ですが、病院の待ち時間に本棚に目をやると、

井林たつのりさんの本がありましたので、通院の

都度、少しずつ読んでおります。 

本の名前『きせき ４００百万円からの選挙戦』

で、井林たつのりさんの幼少期から衆議院議員当

選までの道のりが書かれております。 

機会がございましたら、一読してみてください。 

病気は、早期発見・早期治療が大切です。 

少しでも調子が悪いときには、無理をせず早めの

治療を心掛けたいと思います。 

だんだん無理がきかない年齢に差し掛かってき

ております…自分では認めたくありませんが… 

現在の病気とうまく付き合いながら、仕事と趣味

であるゴルフを楽しんでいきたいと思っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 今週の一言        植田裕明君 

私の好きなもの 

ずばり、クラシッ

ク音楽です。 

お堅い雰囲気もあ

りますが、映画、

ドラマ、CMなどで

多く用いられてい

ます。 

・ナニコレ珍百景 

 ムソルグスキー作曲 ラヴェル編曲「展覧会の 

絵」から 終曲「キーウ(キエフ)の大きな門」 

・昨年までの「年末ジャンボ宝くじ」の CM 

 ベートーヴェン「交響曲第 7番第 1楽章」 

 ※ のだめカンタービレでも多く用いられて 

います。 

他にも多くの楽曲が用いられていますが、割愛し

ます。 

よく聴くと、どこか似ているクラシック音楽 

ショパン「ピアノ協奏曲第 1番第 1楽章」vs 北 

の宿から 

ショパン「幻想曲ヘ短調」vs 雪の降る街を 

ホルスト「組曲惑星第 6曲天王星」vs 「たんた 

ん狸の……」 

ドボルザーク「交響曲第 9番第 4楽章」vs 映 

画ジョーズのテーマ 

以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

10/7(金) 

第 1475回 
ガバナー訪問 小杉苑 

10/14(金)  

第 1476 回 
会員卓話 小杉苑 

10/21(金) 

第 1477 回 
お月見例会 小杉苑 

10/28（金) 

第 1478回 
早朝例会  



  1474 

END POLIO 募金活動 
 

10 月 2 日に鬼岩寺で開催されました第 3 回藤枝 

沖縄まつり でブースをお借りして END POLIO

募金活動を行いました。幸いなことに晴天に恵ま

れ来場者数も多く大盛況でした。 

関係者の皆様、ご協力いただきましたメンバー、

ご来場いただきました皆様に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／杉山君) 


