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柴山基金の解散に当って 

運営委員会 委員長 北郷勲夫 

 

人の生活に伴って発生する糞尿や台所・浴室・洗濯などの生活排水はできるだけ浄化して自然に戻す必

要があります。その方法としては下水道（集合処理）と浄化槽（個別処理）とがあり、両者はそれぞれの

地域の状況によって選択されます。 

両者とも浄化する技術の基本原理は共通しますが浄化槽は生活する建物に付属して設置されますので、

小型化するとか管理し易くすることが要請されます。 

 

柴山大五郎さんは住宅・工場などの衛生設備工事を実施する企業の経営者ではありましたが、浄化槽に

大変関心をお持ちになり、自らその構造設計を研究されていました。近所に住んでいた娘さんの自宅に浄

化槽を設置し、毎日記録を取らせていたと聞いています。 

 

柴山さんが亡くなられたとき、柴山さんの御遺志を継いでこの基金を設けられました。 

柴山基金は平成 3 年設立以来、運営委員会を設置して浄化槽の技術面を中心として広く公募して研究助

成を行ってまいりました。 

運営委員会の委員の皆さんはいずれも排水処理に幅広い知識・見識をお持ちの方であり、運営委員会で

は世界各地の排水処理の現況、ローマ時代からの歴史的状況、関連分野の最新の技術動向などが紹介され、

水準の高い議論が行われました。 

基金の事業とし日中浄化槽シンポジウムが実施されたのもこうした運営委員会での議論が反映された

ものです。 

 

ところで数年前から運営委員会の議論の中でわが国の生活排水処理事業の現況が経済社会情勢の変化

に全く対応していないのではないかという懸念が表明されるようになりました。人口減少・低成長時代を

迎えて、下水道事業が結果的に過大となっている市町村が増えているという問題であります。 

この問題への対処が効率的な生活排水処理システムの構築に不可避であることが認識され、必要な対応

策を提案しようということで意見の一致をみました。 

このような経過を経て出版されたのが「生活排水処理改革」（中央法規）であります。 

 

以上、柴山基金の事業の流れを簡単に申し述べましたが、運営委員会委員の皆さん、みずほ信託その他

関係者の御協力を得て行ってきた事業は故柴山大五郎さんの浄化槽に対する情熱にある程度、応えること

ができたのではないかと考えています。 
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1. 基金の概要 

(1) 目的：生活排水処理の推進と、これに関連する合併処理浄化槽の技術向上及び普及、啓発のために

試験研究又は普及、啓発を行う研究及び研究団体に対し、助成を行い、我が国の公衆衛生の発展に

寄与することを目的とする。 

注）平成 15 年にアンダーライン部分を追加 

(2) 事業：合併処理浄化槽などによる生活排水処理に関する試験研究又は普及、啓発を行う大学、国公

立研究機関、各種団体等の研究者等に対する研究費の助成金の給付 

(3) 設立年月日：平成 3（1991）年 10 月 31 日 

(4) 委託者：柴山ヒロ 

(5) 受託者：みずほ信託銀行株式会社 

(6) 信託管理人：大内善一（元全国浄化槽団体連合会専務理事） 

(7) 運営委員会：研究助成を行うにあたり、適正な事業運営を図るために運営委員会が設置されており

ます。運営委員は次のメンバーで構成されております。 

運営委員長：北郷勲夫（元社会保険庁長官） 

委員：大森英昭（元財団法人日本環境整備教育センター参与） 

委員：加藤三郎（株式会社環境文明研究所代表取締役・所長、元厚生省生活衛生局環境整備課長） 

委員：喜多村悦史（東京福祉大学副学長、元厚生省浄化槽対策室長） 

委員：黒田正和（株式会社ヤマト大和環境技術研究技術顧問、群馬大学名誉教授） 

委員：佐藤佑（全国浄化槽団体連合会会長） 

委員：竹居照芳（元日本経済新聞社論説委員） 

委員：眞柄泰基（北海道大学公共政策学研究センター研究員、元北海道大学教授） 

(8) 当初信託財産：金銭 1 億円 

(9) 主務官庁：環境省（環境再生・資源循環局） 

 

 

 

  

柴山大五郎氏（1915～1991 年）について 

東北帝国大学助手を振り出しに、大和工業（株）取締役、大和設備工事

株式会社（現（株）ヤマト）の社長、会長などを歴任。一貫して科学技

術をバックに経営者として大をなすとともに、業界や地域の発展にも尽

力。特に、1977 年 5 月より、1991 年 5 月に亡くなるまでの 14 年間、

全国浄化槽団体連合会会長として、浄化槽法の制定（1983 年）をはじ

め、合併処理浄化槽の社会への定着、向上に尽くした功績は極めて大。

その功により、群馬県知事表彰、厚生大臣表彰、建築大臣賞、黄綬褒章、

勲三等瑞宝章（1987 年）など数々の栄誉を受ける。群馬県高崎市出身。 
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2. これまでの研究助成実績 

平成 助成者 所属先 研究テーマ 

4 年 趙哲石 群馬大学工学部 微生物電極による硝化及び脱窒性を有する生活処理施設に関する研究 

長坂實上 茨城大学工学部物質工学科 合併処理浄化槽による写真廃液の適正な処理に関する研究 

河村清史 国立公衆衛生院廃棄物工学

部 

地球環境保全のための海外協力対応型生活廃水処理施設の開発に関す

る基礎的研究 

清水達雄 北海道大学工学部衛生工学

科 

酪農業地域における浄化槽の適正管理に関する研究 

5 年 渡辺智秀 群馬大学工学部 微生物膜電極法による合併処理浄化槽の実排水脱窒処理 

清水達雄 北海道大学工学部衛生工学

科 

酪農業排水処理への合併処理浄化槽の適用に関する研究 

佐藤八郎 浄化槽工業会(生活排水再

利用研究会) 

生活排水の再利用に関する総合的システム処理 

北尾高嶺 豊橋技術化学大学工学部 合併処理浄化槽の整備による水質保全効果の評価に関する研究 

6 年 須藤隆一 東北大学工学部土木工学科 合併処理浄化槽への洗剤に由来する汚濁負荷の研究 

竹田茂 神奈川県衛生研究所 断続ばっ気法による合併処理浄化槽の効率的窒素除去を目的とした運

転管理技術の確立に関する研究 

渡辺智秀 群馬大学工学部建設工学科 バイオエレクトロ法を用いた合併処理浄化槽における硝化，脱窒同時処

理特性に関する研究 

石川宗孝 

笠文彦 

大阪工業大学土木工学教室 

龍谷大学理工学部 

油水分離の高度化に関する研究 

(1)各種方式による効率的油脂分離装置の検討 

(2)特定小規模事業場の油水分離槽からの廃油排出の実態調査 

内田幹夫  農林業の副産物による浄化、浄水効果の状況についての研究 

佐藤八郎 浄化槽工業会(水質改善研

究会) 

合併処理浄化槽の面的整備による地域改善効果の評価に関する研究 
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平成 助成者 所属先 研究テーマ 

7 年 佐藤八郎 浄化槽工業会(水質改善研

究会) 

合併処理浄化槽の面的整備による地域改善効果の評価に関する研究 

青井透 群馬工業高等専門学校土木

工学科 

懸垂サイフォン吸引型膜分離設備の増設による既設合併浄化槽の水質

改善と再利用 

中西準子 横浜国立大学環境科学研究

センター 

合併処理浄化槽の汚泥処理の実態調査と改善策の提案 

山本和夫 東京大学環境安全研究セン

ター 

藁回籾殻を用いた生活雑排水処理システムの開発 

宮崎清 千葉大学工学部教授 確立的手法による合併浄化槽処理水質と管理状況の定量化に関する研

究 

鈴木規之 金沢工業大学工学部 油脂分離装置の効率化に関する研究(そのll) 

石川宗孝 大阪工業大学 合併浄化槽余剰汚泥の迅速堆肥化法の開発 

8 年 田中米實 福岡県立福岡農業高等学校

専攻科 

膜分離装置に回転平膜を用いた高濃度活性汚泥法の合併処理浄化槽へ

の適用 

今井剛 山口大学工学部社会建設工

学科 

小型合併処理浄化槽の処理機能の挙動に関する研究 

掘尾明宏 (財)岐阜県環境管理技術セ

ンター試験検査課 

理容業および美容業と兼用する小型合併処理浄化槽の実態調査 

長坂實上 茨城大学工学部物質工学科 活性炭活性汚泥法におけるフミン酸除去能に関する研究 

坂井正明 福井県勝山保健所 浄化槽管理システムの構築 

富山県環境科学センター 浄化槽汚泥の融合コンポスト化 

森忠洋 緑土水の研究所 下水汚泥中窒素の植物への寄与 

9 年 後藤茂子 東京大学大学院農学生命科

学研究課 

軽量生物活性炭流動床と浸漬膜の組み合せパッケージを追加すること

による単独浄化槽の小型合併浄化槽への転用 

青井透 群馬工業高等専門学校環境

都市工学科(衛生工学担当) 

浄化槽における消毒設備の改善に関する研究 

竹田茂 神奈川県衛生研究所生活環

境部専門 

合併処理浄化槽による生ゴミの完全処理システムの開発に関する実用

的研究－生物処理法による完全処理と有価エネルギ一回収－ 

今井剛 山口大学工学部社会建設工

学科 

スポンジ担体による回分式活性汚泥法の処理能力増強に関する基礎研

究 

高島正信 福井工業大学建設工学科 新しい無機イオン交換体を用いた殺菌・消毒 

風間ふたば 山梨大学機器分析センター

助 

自然の浄化作用に学び、その能力を最大限に活用する 

若泉征三 福井県今立郡今立町 厨芥ゴミの処理を可能にするディスポーザを付加した改良型合併処理

浄化槽の開発に関する実用的研究 
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平成 助成者 所属先 研究テーマ 

10 年 今井剛 山口大学工学部社会建設工

学科 

浮上担体を利用した生物ろ過法の浄化槽への適用に関する基礎研究 

原田浩幸 熊本大学工学部 膜分離装置を導入した既設単独処理浄化槽の合併処理への改善に関す

る研究 

市川昌浩 膜処理型浄化槽維持管理研

究会 

既存単独処理浄化槽の合併処理化に関する基礎的研究 

11 年 岡田誠之 東北文化学園大学科学技術

学部環境計画工学科 

合併処理浄化槽からの余剰汚泥の高効率可溶化システムの開発に関す

る実用的研究 

今井剛  山口大学工学部社会建設工

学科 

合併処理浄化槽の社会的経済的位置付け~霞ヶ浦の水環境回生にむけて

の提言~ 

鷲見博生 三有資源研究所 循環型社会を踏まえたこれからの合併処理浄化槽と社会経済システム 

柳沢剛 (株)槙コンサルタントオフ

ィス 

個別および集合処理施設の経済的比較手法の検討 

久川和彦 (財)日本環境整備教育セン

ター教務部 

維持可能な世界と浄化槽システム 

荒田鉄二 環境文明研究所 合併浄化槽に対する消毒技術の評価に関する研究 

12 年 竹田茂 神奈川県衛生研究所生活環

境部専門 

浄化槽処理水における塩素消毒に関する調査研究「DPD法による疑似発

色の出現状況とその原因及び消毒前後のORP値の変化と消毒効果の検

討 

高柳明美 大阪府茨木保健所 コンパクト型－小型合併処理保守点検技術の研究及び追跡調査 

市川昌浩 神奈川県生活環境事業協同

組合 

浄化槽の維持管理(法定検査を含む)の拡充・強化のための公的助成のあ

り方に関する予備的研究 

環境文明研究所浄化槽研究グループ（主任研究員 荒田鉄二） 

13 年 中島淳 立命館大学理工学部環境シ

ステム工学科 

膜分離活性汚泥法の維持管理指標に関する研究 

伊予亨 北里大学医療衛生学部 浄化槽でのクリプトスポリジウムオーシストの挙動に関する動力学的

解析 

斎藤茂 宮城県生活環境事業協会浄

化槽法定検査センター検査

部検査第一課 

担体流動・生物ろ過方式の容積比率の最適化に関する研究 

高橋豊 (社)岩手県浄化槽協会岩手

県浄化槽検査センター 

嫌気ろ床槽の異常水位(目詰り)の原因をろ材の形状に重点をおいて調べ

る 

14 年 研究助成該当なし 

15 年 柴山大五郎記念国際シンポジウム企画委

員会 

浄化槽を世界に普及するための戦略と課題を探る 
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平成 助成者 所属先 研究テーマ 

16 年 遠藤誠作 三春町企業局長 下水道として整備する公設浄化槽の維持管理システム構築に関する研

究 

柴山大五郎記念合併処理浄化槽研究基金

実行委員会 

柴山大五郎記念日中浄化槽シンポジウム(於北京) 

17 年 山本康次 大阪府立公衆衛生研究所主

任研究員 

PFI 手法による浄化槽整備事業の検証 

柴山大五郎記念合併処理浄化槽研究基金

実行委員会 

柴山大五郎記念日中浄化槽専門家ワークショップ 

18 年 小川浩 

国安克彦 

財団法人日本環境整備セン

ター 

「浄化槽を活用した生活排水処理施設整備手法に関する考察」に社会経

済的考察をつけて出版物となるような成果を得るようにすること 

柴山大五郎記念合併処理浄化槽研究基金

実行委員会 

農村汚水処理セミナーへの大森運営委員、楊氏派遣事業 

中国における国際展開にかかわる意見交換会事業 

19 年 藤原拓 高知大学農学部 嫌気槽を組み込んだ二点 DO 制御高負荷型オキシデーションディッチ

（OD）による家庭排水の超高度より技術の開発 

岩堀恵祐 静岡県立大学環境科学研究

所 

集合処理及び個別処理としての生活排水処理システムに関する政策論

的研究 

20 年 研究助成該当なし 

21 年 船水尚行 北海道大学 SWIF2009 への参加実費 

財団法人日本環境整備センター 排水処理の現状分析と今後の方向性の整理 

22 年 研究助成該当なし 

23 年 財団法人日本環境整備センター 排水処理の現状分析と今後の方向性の整理（継続助成） 

24 年 公益財団法人日本環境整備センター 排水処理の現状分析と今後の方向性の整理（継続助成） 

「浄化槽の法律物語」の出版 

25 年 公益財団法人日本環境整備センター 平成 22 年度から平成 25 年度までの研究成果の整理 

「浄化槽読本～変化する時代の生活排水処理の切り札～」の出版 

26 年 公益財団法人日本環境整備センター 平成 22 年度から平成 25 年度までの研究成果の整理（継続助成） 

27 年 公益財団法人日本環境整備センター 「浄化槽読本」の発行による、浄化槽の啓蒙活動－生活排水処理をめぐ

る問題点とその解決に向けて－ 

「Overview of the Johkasou System in Japan」の出版 

28 年 研究助成該当なし 

29 年 一般社団法人全国浄化槽団体連合会 「生活排水改革」の思想及び内容の広報活動 

「生活排水処理改革－持続可能なインフラ整備のために－」の出版 
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3. 浄化槽の国際展開助成 

(1) 柴山大五郎記念国際浄化槽シンポジウム 

 開催日時：平成 15（2003）年 7 月 7～8 日 

 開催場所：群馬県社会福祉総合センター（前橋市） 

 主要内容： 

当シンポジウムは 7 月 7 日午後 2 時より北郷勲夫実行委員長の主催者挨拶によって開会した。

その後、小渕優子衆議院議員の挨拶があった。そして基調講演が 3 題（①国連地域開発センタ

ー（UNCRD）所長の小野川和延氏による「浄化槽に対する世界の期待」、②米国 MIT 講師のス

ーザン・マーコット氏による「浄化槽－21 世紀の持続可能な水処理技術か」、③ASTEC インタ

ーナショナル所長のラッセル・フェリー氏による「欧米に合併処理浄化槽を売る」）あり、第 1

日目が終了。夜は、（株）ヤマトの講堂をお借りして盛大にレセプションが開催され、弘友和夫

環境副大臣、川北全浄連会長など多数の来賓のご挨拶があった。 

7 月 8 日、午前 9 時半から 2 日目が開始された。環境副大臣、弘友和夫氏による来賓あいさつ

によってスタート、事例発表が 4 題（①中国科学院生態環境研究センター教授の楊敏（ヤンミ

ン）氏による「中国での下水処理と浄化槽」、②埼玉大学環境科学国際センター研究所長の河村

清史氏による「合併処理浄化槽のインドネシアへの技術移転」、③タイ国立チェンマイ大学工学

部環境工学科主任のサポーン・クータテップ氏による「タイにおける浄化槽の発展」、④（株）

NJS コンサルタンツ技術部長の田岡範久氏による「マレイシアにおける生活排水処理の現状と

課題」）午前中にあり、午後 2 時からは、前日の基調講演 3 題と 2 日目午前中の事例発表を受け

て、浄化槽を世界に普及するための課題と戦略を検討するパネルディスカッションが開催され、

閉会は当基金の喜多村悦史運営委員により行われた。 

 

(2) 柴山大五郎記念日中浄化槽シンポジウム 

 開催日時：平成 16（2004）年 9 月 10～11 日 

 開催場所：中国科学院生態研究センター（北京市） 

 主要内容： 

当シンポジウムは 9 月 10、11 日の 2 日間にわたり、1 日目は、基調講演及び専門家による事例

報告、2 日目には午前中にパネルディスカッション「分散型水処理システムについて」、午後に

は北京市近郊の汚水処理施設の視察と生態環境研究センター内の研究施設の見学がなされた。

専門家を中心としたシンポジウムにも関わらず、会場となった中国科学院生態研究センター大

会議室には、中国側から約 90 名、日本側から約 40 名の計 130 人もの参加者があり、参加者に

は、水処理分野の専門家だけでなく行政官、企業関係者、報道関係者、大学院生も含まれ、浄

化槽が中国における生活排水処理にどのような貢献ができるかについて活発な意見交換が行わ

れた。 

北京や上海のような大都市の中心部では下水道等の整備が進展しつつあるが、郊外部や小規模

の都市での整備が不十分であり、生活環境の悪化が懸念されている現状が報告され、その対策

として日本の浄化槽が有効であることが明らかにされた。その一方で、中国での浄化槽の普及
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にあたっては、浄化槽の理念と処理方法を中国に浸透させる必要があることと共に中国のニー

ズを理解することが重要あることも明らかになった。 

本シンポジウムを通じ、日中両国の水処理分野における第一線の研究者が集結し、中国におけ

る浄化槽の役割について議論を交わしたことは非常に有意義であったと言える。また、日本の

浄化槽関係者に中国側の現状及びニーズの理解が進んだことも大きな成果の一つであると考え

られる。 

 

(3) 柴山大五郎記念日中浄化槽専門家ワークショップ 

 開催日時：平成 18（2006）年 3 月 10～11 日 

 開催場所：大崎南部労政会館（東京都） 

 主要内容： 

本ワークショップは、2003 年 7 月の「柴山大五郎記念国際浄化槽シンポジウム」及び 2004 年

9 月の「柴山大五郎記念日中浄化槽シンポジウム」の成果を受けて行ったもの。過去 2 回のシン

ポジウムやその後の中国関係者へのヒアリング等を通して、北京や上海のような大都市の中心

部では下水道等の整備が進展しつつあるが、郊外部や農村部それに小規模の都市での整備が不

十分であり、生活環境の悪化が進行している現状、また特に東北部・内陸部において深刻な水

不足に直面している現状が認識された。そして、日本の浄化槽システムは、生活排水の浄化が

可能になるだけでなく、処理水を再利用する「造水器」としても可能性のある技術システムで

あることが確認された。その一方で、中国において浄化槽システムを普及させるにあたっては、

多くの課題があることも改めて浮き彫りになった。 

本会のワークショップを通じ、日中両国の水処理分野における専門家が一堂に会し、集中的に

中国における浄化槽システムの普及のための戦略と普及させる際の課題を日本における経験に

照らして検討出来たことは、非常に有意義であったと参加者一同は総括した。 

なお、当ワークショップで中国側から参加した演者のお名前とテーマは次の通り。 

孔 海南氏：上海交通大学教授 

「中国における日本浄化槽実証試験の概要及び中国側の面源排水処理技術開発について」 

郭 一令氏：青島理工大学教授 

「中国の分散型水処理分野の現状と課題」 

赵 晖氏：国家建設部農村建設弁公室副主任 

「中国農村地域における汚水処理の現状と課題」 

また、中国での浄化槽関連ビジネスを行う経営者の立場から、次の二氏のご報告もあった。 

初澤 明博氏：株式会社ハマネツ取締役社長 

高岡 慎也氏：大連大気環保設備有限公司総経理 

さらに、日本側から話題提供者として次の三氏からご報告があった。 

喜多村 悦史氏：元厚生省浄化槽推進室長 

大森 英昭氏：財団法人日本環境整備教育センター理事 

河村 清史氏：埼玉県環境科学国際センター研究所長 
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(4) 柴山大五郎記念日中浄化槽専門家検討会 

 開催日時：平成 19（2007）年 2 月 19 日 

 開催場所：レストランキャッスル（東京都） 

 主要内容： 

まず、楊敏中国科学院環境研究センター教授から「中国で浄化槽に係る研究者の立場から」のご

報告と、赵晖国家建設部農村建設弁公室副主任からは「中国で浄化槽を推進する行政官の立場か

ら」のご報告を受けた後、大森、河村、喜多村、眞柄、加藤氏らを交えて意見の交換があった。 

今回会合の大きな目的は、「浄化槽システムが中国で受け入れられるか、活用される可能性がある

のか」であったが、「浄化槽システムが中国で活用される分野はいくつかある」。具体的には①浙

江省、②金持ち用の住宅団地の開発、③国立公園で景観が良く、水質保全の必要がある所などで、

性能のいい浄化槽を設置してモデルにするとのアイデアが出された。 

制度面では、日本には浄化槽法があるが、中国ではそのような法律ができる可能性が当面ない。

日本で浄化槽の促進に役立った補助金制度も、中国では考えにくい、一方で、自治体ごとの条例

で部分的に対応していく方法もある。 

柴山基金が今後、何をすべきかは、①私たちの経験を整理して中国側に伝え、中国側のメニュー

の一つとして、材料を提供する。②関心ある人たちに向けて、浙江省などの現場でセミナーを行

うことが可能かと思う。 

中国は 2008 年に北京オリンピック、2010 年に上海万博があり、今後、農村まで含めて本格的な

汚水処理対策が進むだろう。そうした中、そういう議論に間に合うようなテンポでいろいろな準

備をしていく必要があるとの結論が得られた。 

 

(5) 第 2 回中国都市水開発国際会議での「日本の浄化槽とその応用」報告 

 開催日時：平成 19（2007）年 8 月 29 日 

 開催場所：国際会議センター（北京市） 

 主要内容： 

2007 年 8 月に北京で開催された「第 2 回中国都市水開発国際会議」の分科会の一つとして、「郷

村および小都市水環境処理」について検討する場が設けられ、そこに当運営委員会の参加が、

前年の第 1 回会合の時と同様に求められたので、今回は加藤三郎運営委員が参加し、「日本の浄

化槽とその応用」について、中国の専門家に説明した。なお、この会議には環境省の廣木雅史

浄化槽推進室長も参加していた。 

また、この貴重な機会を利用して、中国の建設関係者（ディベロッパー）にも浄化槽の利点等

を説明し、さらに北京に駐在している JICA や OECC の北京事務所の関係者とも意見を交換する

機会を持った。 

  



10 

 

4. 書籍の出版助成 

(1)「浄化槽の法律物語」 

喜多村悦史著（株式会社オフィス TM） 

平成 24（2012）年 9 月 

 

 
 

(2)「浄化槽読本 

～変化する時代の生活排水処理の切り札～」 

技術ワーキンググループ 

平成 25（2013）年 9 月 

 
 

(3)「Overview of the Johkasou System in Japan」 

技術ワーキンググループ 

平成 27（2015）年 6 月 

 

 
 

(4)「生活排水処理改革 

－持続可能なインフラ整備のために－」 

生活排水処理改革をつくる会（中央法規） 

平成 29（2017）年 3 月 
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5. 基金活動に係わった運営委員等の所感 

信託管理人 大内 善一 

 

全国浄化槽団体連合会（全浄連）の初代会長を務めた柴山大五郎氏と筆者の関係からまず紹介したい。 

かつて厚生省環境衛生部長の楠本正康氏が退官し、参院議員選挙に全国区から立候補した。結果は落

選だったが、筆者はそのお手伝いをした縁がある。その後筆者は戸沢政方衆院議員の秘書として働いて

いたところ、1975（昭和 50）年 5 月、当時日本環境整備教育センターの理事長だった楠本氏から「浄化

槽法を制定すべく、全国の浄化槽関係団体と協同し、その実現を図るためぜひ協力してほしい」と要請

を受け、同センターに勤務した。そこで全国の浄化槽喚起団体を結集し、77 年に全国浄化槽団体連合会

が発足した。その初代会長に就任したのが柴山氏である。筆者はその下で事務局長としてともに浄化槽

法の制定に向けて 3 年がかりの活動を展開、ようやく議員立法により同法が成立、83 年 5 月 18 日に公

布された。 

 

浄化槽法制定に尽力した柴山氏の生涯を振り返ってみることとしたい。 

柴山氏は 15 年、群馬県高崎市の県立女子校長の末子として生まれた。ご両親は高崎藩の名門の出身で、

「士族の血を引いたものは、物を粗末にしない、贅沢をしない、怠けない」ということを幼少のころか

ら厳しくしつけられたそうである。42 年 4 月より長岡高等工業学校の助教授に就任し、終戦に伴う理研

工業前橋製作所の解散により、一部が分離・独立、大和光機製作所を創業、戦災復興の水道工事、電気

行使、農機具修理、機械加工などを行い、46 年に同社が株式会社となった際に取締役に就任した。同社

は 64 年に株式を上場し大和設備工事（現ヤマト）と改称、同氏は社長に就いた。同年群馬県観光設備協

会会長、67 年に群馬県浄化槽協会会長に就任した。 

79 年に全浄連が厚生大臣認可の社団法人となり柴山氏は引き続き会長職を続ける。同年 11 月に黄綬

褒章、88 年 11 月に勲三等端宝章を受章した。91 年に逝去。享年 75。従五位に叙せられた。 

柴山会長は義理人情に厚く、硬骨漢の立派な方であった。また子や孫を連れて川に釣りに行くことが

多かった。そのため河川や湖沼が汚れていくのに心を痛めていた。 

 

長女ひろさんは、河川や湖沼の汚染を何とかしたいという柴山会長の志を引き継ぎ、遺産で「公益信

託柴山大五郎記念合併処理場稼働研究基金」を 91 年に設立した。同基金は浄化道の調査や研究の助成に

充てられ、今年で 26 年となる、斯界では知らぬ人のいない基金となっている。また、同基金を活用した

国際浄化槽シンポジウムも北京とヤマトのある前橋で開催された。 

全浄連で 15 年間お仕えし、筆者も 84 歳となった。柴山会長と浄化槽に対する追憶は無限である。 

合掌。 
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運営委員 加藤 三郎 

 

私が環境庁の地球環境部長の職を最後に公務員生活にピリオドを打ち、今の NGO/NPO 生活に入ると

間もなく柴山大五郎記念合併処理浄化槽研究基金の運営委員会へのお誘いを受けると私は一も二もなく

承諾した。その理由は厚生省の環境整備課長時代に浄化槽行政と全浄連の柴山大五郎会長との豊かで充

実した出会いを瞬時に思い出したからである。 

 

昭和 59 年 10 月、環境庁の大気規制課長の職からこのポストに転じたとき、私が浄化槽に対して抱い

ていたイメージは、下水道に比べて「安かろう悪かろう」の典型的な施設、というものであった。今思

えば恥ずかしい話であるが、無知による偏見としか言いようのない、誤った観念しかもっていなかった

のである。 

その私の蒙を啓らいでくれたのは、浄化槽の開発・普及に長年、真剣に携わってこられた民間の方々

であるが、なかでも劇的とでもいうべき役割を果たしてくださったのが柴山大五郎会長であった。 

柴山さんの私に対する説得術は簡明直截だ。理論を語り、事実によってそれを証明するという最もオ

ーソドックスでかつ効果的な方法で私を「教育」して下さったのである。もう少し具体的に言えば、私

が就任して間もない頃、会長は群馬県下で浄化槽の現地見学に誘ってくださったのである。私は会長の

お車にのせられて、移動中は浄化槽で何故汚水が浄化されるのかの理論や実験結果等について講義をう

け、現地では実際に使用されている各種の浄化槽について詳細な説明を伺い、そして最後には実物大の

モデル浄化槽による研究開発の様子を見せられたのである。この実地見聞により、私はそれまで抱いて

きた浄化槽に対するイメージがいかに間違っていたかを明瞭に悟らされ、浄化槽の重要性と素晴らしさ

を実感したのである。 

以来私は、柴山会長とご一緒する機会にたびたび恵まれたが、お会いすればするほど会長の識見と良

識に裏打ちされたお人柄とに益々深く傾倒することになった。浄化槽の分野で柴山会長がなされたお仕

事は、長いこと学問や行政の谷間に放っておかれた浄化槽に法律という支柱を与え、魂を吹き込み、下

水道と対等の地位に引き上げられただけでなく、区々に分かれていた浄化槽関係業界を一本にまとめ、

その向上に私心を投げうって献身されてきたことであろう。 

 

その柴山大五郎氏が逝去された後、ご遺族により創立された当基金で私がしたことは、まず、一般の

方々に浄化槽の機能やそれを管理する仕組みを知っていただくための「読本」をこの分野の専門家とと

もに刊行したことである（その後、この要約本を英文にして発行）。次いで、本書の第 3 章に記載されて

いる浄化槽の国際展開、特に中国への働きかけである。当時は、あまり関心をひかなかったが、今日で

は中国はもとより、東南アジアの国々で、浄化槽という分散型の生活排水処理システムが評価され、普

及されるようになった一つの契機をつくったのではと秘かに自負しているところである。これらの貴重

な機会を提供してくれた当基金の運営に参加できたことを心より感謝し、柴山大五郎氏へのご恩返しに

なればと思っている。 
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柴山基金と私 

運営委員 喜多村 悦史 

 

「使わせていただいた水はきれいにして戻しましょう」と考える A さん。 

「汚れた排水に用はない。清浄化の処理をするなら行政の費用でやれ」と主張する B さん。 

 あなたはどちらの側ですか。生活排水をめぐる論点は、突き詰めればこういうことだ。 

 水は再生処理できる。混じりこんだ汚物を栄養とする微生物に食べさせればよい。それで清浄な水を

取り戻すことができる。ただしそのための装置の整備、運転、維持管理に半端ではない費用がかかると

いうのが、かつての常識だった。排水の大規模処理施設の建設とその敷地の確保、それ以上に巨額費用

を伴うのが排水をその発生場所から集約させるために地中に張り巡らせる汚水管路の埋め込み工事であ

る。破損して汚水が漏れださないようメンテナンスの手を抜けない。 

 かくして汚水処理システムの運営は公共団体の業務と認識され、公共下水道が生まれることになった。

しかし技術革新はこの常識を変える。微生物に廃汚水中の汚物を食べさせる点に変わりはないが、その

装置の小型化が可能になったのだ。それは排水の発生場所である建物単位での処理を可能とし、清浄水

を河川に放流できることを意味する。そしてこの場合は、公共下水道整備の大半を占めていた地中の管

路が一切不要になるのである。この新システムを合併処理浄化槽という。 

 この新システムでは公共団体が乗り出す必要はない。廃汚水の発生者の費用負担によってシステムが

設置され、その費用負担で適正に運転されていることを監視することで足りる。 

 冒頭に戻る。A さんは新システム、すなわち合併浄化槽を自費で設置するだろう。一方の B さんはど

うか。自分が排出した廃汚水処理費用を公共団体に負担させ続けるために、公共下水道という旧来のシ

ステムに執着させようとする。ところで公共団体とは住民の共同体。公共団体に費用負担させるという

ことは、住民がより高い税金あるいは利用料負担を覚悟するということにほかならない。 

 そう考えれば問題は簡単になる。生活排水処理には費用が掛かる。そうであればより効率的で地域性

に見合った低コストのシステムを住民が選択すべきなのだ。 

 これが四半世紀以上に及ぶ柴山基金との付き合いでの結論である。浄化槽対策室長の職にあった折り、

公共下水道に公的助成があるなら、合併浄化槽も負けずに国家財源を投じるべきだとハッスルして予算

の 5 割増しを獲得した。時代が変わったとは言え、今はひたすら反省するばかりである。 
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「説似一物、 即不中」 

運営委員 黒田 正和 

 

基金設立以来 4 半世紀の間に、合併処理浄化槽は処理水質に関して構造基準を具現化し、また、家電

製品と異なり技術理解が必要な施工、管理も進んだ。かつて単独浄化槽は下水道を補完して水洗化を広

め、快適化に寄与したが水質に問題があった。しかし、「浄化槽法」に基づき一新された合併処理浄化槽

は、名実ともに公共下水道を代替し、さらに人口減少社会に適する社会インフラとなった。それを周知

すべく学術的な実証を具えた「生活排水処理改革‐持続可能なインフラ整備のために‐」が刊行された。

推進した「柴山大五郎記念研究基金」の運営委員会で委員として浄化槽法立法に直接関わられた方々と

議論できたことは大変有意義だった。なお、運営委員会に浄化槽法の仕組みの特別性から「技術特別論」

の雰囲気があり、奇妙に感じ戸惑もした。 

 

群馬は全国 4 位の養豚県であり、畜産排水処理の研究を先輩の教授に勧められ、豚舎排水の嫌気性（メ

タン発酵）処理の研究を始めた。大学に設置された地域共同利用研究センターの産学共同研究として柴

山大五郎社長に大変お世話になった。その関係で柴山社長は度々研究室に寄られ、いろいろお話を伺え

た。また、柴山社長考案の合併処理浄化槽（ヤマト式（ゼロス））に少し関わらせていただき、型式自由

の重要性のお話は忘れられない。脱窒、汚泥低減効果なども期待できる水平棚段方式、槽の現場施工方

式など今でもよいと思っている。槽の FRP 化は構造基準とともに工業化を推進し、水質面の完成度を高

めたが、多様性をなくした（ガラパゴス化した）。大量の水による希釈を前提としない操作など多様な技

術・方式の開発を促進し、柔軟な設計と設置条件を拡げることに至らなかったことは忸怩たるものがあ

る。帰国留学生による 500 戸程度の中国農村の集合住宅の排水処理施設（基本的に合併処理浄化槽）に

少々関わった。コストは日本の 1/2 弱で、処理水は脱窒して畑地潅水への利用もある。ただし、用水不

足でシャワーや厨房の排水は庭先の畑地に散布されることが多く、実際の原単位や設計・操作条件は、

日本の基準とは大きく異なることを経験した。 

 

意を尽くせないが、「説似一物、 即不中」ということもあり、ご容赦いただければと存じます。 
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一般社団法人全国浄化槽団体連合会 専務理事 佐々木 裕信 

 

 この１年の思い出に残る柴山大五郎記念研究基金の活動についてふれてみたいと思います。人口減少

が本格化するなか、漫然と下水道ファーストのまま生活排水処理施策が推し進められれば、引き返すこ

とのできない「亡国への道」に足を踏み入れることになりかねないとの危機意識を切実に記した内容を

世に問い、「浄化槽整備」による持続可能なまちづくりを目指すため、2 月 15 日全浄連 HP に「生活排水

処理改革」発刊のお知らせを掲載したあと、佐藤会長名で 3 月 3 日付けで各市町村浄化槽主管部（局）

長宛、3 月 10 日には全浄連会員及び特別会員宛に下水道＆浄化槽問題解決の決定版！「生活排水処理改

革」を案内、さらには、8 月 8 日には各地での講演会の開催や講師派遣の照会に対応いたしました。 

 特に、全浄連には全国浄化槽政治連盟があり、国会議員により組織された「浄化槽推進議員連盟」と

「浄化槽整備推進議員懇話会」を支援していることから、我が国の現状をしっかりととらえ、次世代に

誇れる国創りのツールとして浄化槽の普及整備を加速していただくために、4 月 7 日と 10 日の両日 177

名の国会議員を議員会館に訪ね、「生活排水処理改革」を本人または秘書の方に内容をお話し、手渡して

きました。後日、伊吹文明先生、高橋克法先生、小渕優子先生、高市早苗先生、遠藤利明先生、竹本直

一先生、輿水恵一先生、新妻秀規先生から御礼状をいただきました。 

 6 月 29 日全浄連の総会において、喜多村悦史委員を講師として記念講演を開催したところ、聴講され

ていた一般社団法人鳥取県浄化槽協会の大川会長から早速、講演開催依頼があり、11 月 21 日開催に至

りました。その間、10 月 19 日に一般社団法人群馬県浄化槽協会が創立 50 周年行事を行うことを聞きま

したので、6 月 23 日に開催されました一般社団法人群馬県浄化槽協会年次総会において、小倉喜八郎会

長と石倉正事務局長に 50 周年記念事業に是非とも柴山さんのご偉功に応えるためにも「柴山大五郎基金

シンポジウム」を提案したところ快く受け入れていただきました。当日のシンポジウムでは、加藤委員

の進行により北郷委員長、眞柄委員、喜多村委員から課題提起していただき、地元を代表して小倉会長

にもパネラーになっていただきました。26 年間にわたる柴山大五郎記念研究基金の活動の締めくくり段

階において、柴山さんの地元高崎でシンポジウムが開催できましたことはこの上なく幸せでした。 
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運営委員 佐藤 佑 

 

昨年、柴山基金の運営委員として参加いたしましたが、柴山さんとの面識は全くありませんでした。

しかし、柴山さんは 1977 年（昭和 52 年）５月から、1991 年（平成３年）５月に亡くなるまでの 14 年

間、社団法人全国浄化槽団体連合会の初代会長として全浄連の礎を築いていただきました。感謝の一言

です。 

柴山さんは、社団法人群馬県浄化そう協会の会長でもあり、全国に先駆けて地元における浄化槽関係

技術者の養成や普及啓発を県行政に強く働きかけるなど、積極的に浄化槽の推進に取り組まれました。

特に、社団法人全国浄化槽団体連合会の初代会長として、全国 47 都道府県の浄化槽協会を先導され、会

員からの絶大な信頼のもと団結力を強固なものとして「浄化槽法」制定にご尽力されました。1982 年(昭

和 57 年)１月「浄化槽法が国民生活の向上と水環境保全に必要不可欠な法律であると認識し、水道法、

下水道法とともに、我が国の三大法律になることを信じて成立に努力して参ります。」と決意を新たにさ

れ、「愛される浄化槽」、「信頼される浄化槽」を目指して、業界の要望達成に全力をもって貢献されまし

た。 

振り返れば、今日の「浄化槽」および「浄化槽法」の存在は、財団法人日本環境整備教育センター初

代理事長の楠本正康先生と柴山さんお二人の見識、情熱、そして献身があったからこそと認識していま

す。私たち後進の者は、一日たりとも忘れてはならないと思います。 

昨年９月 13 日に全浄連の会長に就任いたしました私は、柴山さんが書かれました「私の人生訓」に感

銘いたしました。是非とも、皆様方にもご覧いただきたいと思います。 

 

「私の人生訓」 

 

人間の一生にはいろいろな節目があります。それをどのように乗り切るかが、その後の人生を大きく

発展させます。苦難を克服した人が、精神的な強さを持っているのは、自分の価値を発揮するために、

最大の努力をしたからです。 

人間の価値は、その人の全知全能をどのように発揮したかで決まります。 

無限の可能性を秘めている我々は、一つ一つ試練（大小に関わらず）を全力で乗り越えて、価値ある自

分を創造していくのです。 

これが嫌で、安易な道を求めて過ごす人は年をとって気がついたときは、大きく仲間から遅れています。 

 

 

 

 

  

編集者注：佐藤佑氏におかれましては、本文起草後の平成 30 年 2 月 13 日に逝去されました。 

享年 83 歳。 
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運営委員 竹居 照芳 

 

柴山大五郎氏のご息女、柴山ヒロさんが遺産を投じて設立した柴山基金。その運営委員会のメンバー

にひょんなことで名を連ねてから、なんと２６年も経った。 

柴山氏の名前も知らないし、亡くなられたことも知らない。そんな私に、ある日、廃棄物問題の取材

で知った厚生省の喜多村悦史さんから電話がかかってきた。柴山基金の運営委員になってほしいと。そ

して、しぶる私に「社会貢献になるのに、それを拒否するのか」という趣旨の脅し（？）をかけてきた。

それで、やむをえず引き受けた。（当時、浄化槽行政は厚生省の所管であった。） 

それまで浄化槽の何たるかも知らなかった、いまも技術的なことになるとさっぱりだが、運営委員と

して当初に私が心掛けたのは、基金をできるだけ長く存続させるようにということだった。柴山氏とヒ

ロさんの浄財の使い道にムダがあってはならない、そう思ったからである。 

 

振り返ると、基金の助成先は、当初、大学などの研究開発中心だった。１０年ほど経つと、支援に値

する研究開発への助成の申請が少なくなった。このため、また、浄化槽システムを世界に広めようとの

問題意識から、中国とのシンポジウムなど国際展開にも踏み切ったりした。また、新たな資金供与先と

して、経済・社会システムの観点からの研究などを対象にした。 

さらに、ここ１０年ほどは、基金の助成は、生活排水処理システムという観点で、公共下水道に対する

浄化槽システムの長所を訴える研究や、浄化槽を広く知ってもらうための出版物を出すことに重点を置

いた。柴山大五郎氏が生前、全国浄化槽団体連合会会長として浄化槽業界の発展、地位向上に努力した

経緯を踏まえたものでもあった。 

 

今日、日本の人口減、国の財政悪化、環境重視などの情勢変化を受けて、浄化槽システムの意義はよ

り大きくなっている。海外においても同様だろう。したがって、日本で発達した合併浄化槽システムの

普及に努め、技術的、経済的、そして社会的にレベルアップするための研究開発を強化することが望ま

しい。基金がそうした潮流にいささかなりとも貢献してきたとすれば、望外の喜びである。 

運営委員会のメンバーには、浄化槽の研究や行政などに詳しい方達がそろっていて、委員会は毎度、談

論風発。私個人にはそれがとても勉強になった。だが、発足当時からの委員は皆、年をとった。これで

幕を閉じるのを柴山大五郎氏も柴山ヒロ氏も了とされよう。 
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研究基金運営委員 眞柄 泰基 

 

柴山大五郎氏は川遊びが趣味であられたことを公益信託柴山基金の北郷運営委員長から伺った事があ

る。お住まいが利根川近くであられたので利根川で川遊びをされながら成長され、やがて優雅な川遊び

に親しまれるようになられたのではないかと思っている。利根川は大河川だが、上流部にダム群が整備

されていなかった頃では流量変動も多く、晴れの続く頃の流量はそれほどでもなく川遊びはずいぶん愉

しかったであろう。それでも、経済成長や利根川流域の開発で、川の流れも質・量とも変化して行き、

柴山さんもその変化を川遊びの中で感じ取られ、それが環境衛生分野のお仕事に情熱を注がれるように

なったのではないかと、我田引水的に思っている。 

 

この私も、近所で有名な川ガキで、ラジオ屋の親父さんの腰巾着となってバッテリーを担いで、電流

を流して川魚を電気ショックさせた魚を獲ることから、大きなミミズを釣針に仕掛けてうなぎを獲った

りして、食糧難時代の貴重な蛋白源を得たものであった。しかし、地場の陶器製造が盛んになるにつれ

た陶土が上流から流れてきたり、宅地造成が進み生活排水の影響を受けて川の中に入るのも厭わしくな

るようになってしまった。それでも木曾川の下流や名古屋港まで２時間くらい自転車で遠出したものの、

そこらも汚れてきて目当ての魚が取れなくなってしまった。 

共同井戸や共同便所の暮らしは普通であったが、やがて一軒家に住むようになり水道が先づきたもの

の、汲み取り便所のままであった。名古屋市内の在所に下水道が来て水洗便所になった時は凄いと思っ

た。まさに、水洗便所は憧れであり、水道、ガス、水洗便所完備は夢のような生活であった。学生時代

を過ごした頃の札幌市はまだ下水道が整備されていなくて、汲み取り便所か浄化槽で、わが国で１～２

番目のし尿処理場が整備された頃であった。衛生工学を学んでいたものの、浄水場の見学はあったもの

の下水処理場は本州まで行かないと見ることはできなった。 

 

下水道工学の研究室に配属されたが、そんな事情もあって、コミプラや建物の便所排水を処理する浄

化槽が研究対象や研究費稼ぎであった。教授が、大阪府衛研、関東学院の先生方と一緒に、民間企業と

FRP タンクを使った単独浄化槽を開発、試験設置して性能試験することとなったので、やるようにと言

われたのが浄化槽との付き合いの始まりであった。時あたかも１９６６年「厚生白書」で国民総水洗化

と謳った時代であり、医系の教授も住宅衛生の観点から水洗便所積極推進派であったので、多くのメン

バーで取り組み「全曝気方式の家庭用個別浄化槽」が開発された。当時の腐敗槽方式浄化槽の構造基準

の BOD 除去率５５％より高い、し尿処理場で汎用されていた散水路床方式浄化槽と同じ BOD 除去率６

０％を達成できていた。まさに画期的な開発ともいうべき戸別浄化槽の出現は住宅着工戸数の増加と相

まって単独浄化槽ひいては水洗便所の高普及時代をもたらしたのであった。 

水使用機器の普及は、水使用量・排水量の増加につながり結果的にそれらの行き先である河川、湖や

海の水質汚濁を招いた。まさに川遊び・水遊びもままならなくなり、水を汚す犯人探しの風潮さへ起き

るようになった。全曝気浄化槽から沈殿分離槽が付加された単独浄化槽になり、保守点検・清掃・検査

が強化されたものの、まだ、浄化槽に対する社会の目はきつい、浄化槽関係者は肩身の狭い思いを強い

られていた。水道水源のダム・湖沼から瀬戸内海など内湾の富栄養化による水質問題が頻発するように

なると、生活排水を未処理のままになっていることへの批判は、下水道の整備促進ということばかりで
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なく、それを助長している浄化槽それ自体への誹謗・中傷すら囁かれ始めた。 

 

公衆衛生の向上という憲法に定められた国の責務を担ってきたし尿処理・浄化槽関係者の存在すら問

題視しようというものであった。浄化槽の社会的な存在意義を位置付ける、それに応えるべくより進ん

だ世界にも誇れる浄化槽技術の開発が、浄化槽関係者の悲願となり、その実現に向けての熱い行動が展

開されたのである。その活動の先達となられたのが柴山大五郎氏であった。１９８３年の浄化槽法の制

定であり、１９８８年の合併浄化槽の構造基準、１９９０年の水質汚濁防止法改正での生活排水対策の

位置づけ、そして２０００年の浄化槽法の改正に伴う単独浄化槽の廃止とつながった。柴山大五郎氏は

１９９１年に亡くなられたので、合併浄化槽と公共下水道が両輪となって生活排水処理システムが国民

の生活と暮らしを支えている今日の姿をご覧になられていない。 

 

柴山大五郎氏は、合併浄化槽の技術向上と普及のための調査研究事業を目的とした基金を残してくだ

さった。この基金により国際シンポジュウムなどを開催したり、総計約 60 課題に研究助成を行ってくる

ことができた。その成果は、国連の持続可能な開発目標やアジア諸国のトイレ革命にまで及んでいる。

公益信託柴山大五郎記念合併浄化槽研究基金の運営委員の一人として参画してこられたのも、柴山大五

郎氏を初めとするこの分野の先達者の生活排水処理への情熱の薫陶を受けた者だからと思っている。 
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6. 委託者のお礼 

柴山大五郎記念合併処理浄化槽研究基金を設立して２６年という年月がたちました。 

父、大五郎は高崎市を流れる利根川の支流の烏川のたもとで６人兄弟の末っ子として育ちました。幼い

ころより父親や兄達と川で釣りをし、ウナギを取ることにかけてはプロの川漁師さんより上手だったと

聞いています。 

新潟県の長岡高専で教鞭を執っていて終戦を迎えました。ひどい肺結核を患い、長岡の地を離れ、大

五郎の実家のある高崎に帰ってきましたが仕事もなく母の手内職と友人を頼って精密機械の図面を画い

ていました。幸いなことに父は友人に恵まれ、高崎中学時代の先輩、同級生たちが夜な夜な我が家に集

まり仕事の情報を集め何でもやりだしました。火の見櫓造り、桐生の機織り機、国鉄の仕事、家庭用の

冷蔵庫、魚店肉店の大型冷蔵庫、上下水道工事、その中でも特に簡易水道に力を入れていました。群馬、

栃木、新潟の山間の村々を歩いていました。時々、折りたたみの釣竿をカバンの中に入れていましたが。 

日本が復興していくにしたがい会社も大きくなり上下水道、大型店の冷凍冷蔵設備、ビルの空調設備

の会社へと発展していきました。そして次に目を付けたのが家畜の糞や鶏糞を酵素の働きで無臭の肥料

として作り出す機械と合併処理浄化槽でした。ゼロスと名付けた糞処理機は良いものが出来、世に出て

行きました。 

日本の経済が上向きになるにしたがい環境破壊が問題になってきました。近くの川で雑魚を釣るのが

何よりの楽しみだった父には川の汚れは許せないものでした。日夜、合併処理浄化槽の勉強が始まりま

した。我が家にも、妹の家にも実験用の浄化槽を作り、使った洗剤等の報告も含め家じゅうが緊張の連

続でした。毎朝浄化槽の水を柄杓ですくい検査をしていましたが、ある日その水の中に池の金魚をいれ

ました。金魚は元気よくいつまでも泳ぎ続けました。あの時の父の嬉しそうな顔は忘れられません。 

その父に新たな病が襲ってきました。癌でした。毎年、人間ドックに入り食べ物にも注意を払ってい

ましたが S 字結腸に出来た癌は大きく、すでに肝臓、腹膜、リンパ節に至るまで転移していました。告

知しない方がという意見が多かったのですが父の生き方を思い余命は告げませんでしたが告知をしまし

た。何とか助けられないかと、あちらこちら歩き回りました。そして最後にお目にかかったのが丸山ワ

クチンの丸山先生でした。父は最後まで月に一度の丸山先生のカウンセリングを楽しみにしていました。 

最後の入院の時は湾岸戦争の最中だったと思います。加藤三郎先生が現地から成田へお帰りになり、

スニーカーに作業着のお姿でお見舞いに駆けつけて下さった事、北郷先生は手術の直後にお見舞いくだ

さり「やあ、無事に終わって良かったですね。これで５年は大丈夫。」とおっしゃって下さったことにも

の凄くよろこびました。「彼は厚生省のトップの人だ。きっと病状を確かめたのだろう。」 

「５年は大丈夫。」と会社にも今迄通り通いだしました。そして大内善一様の手助けの下、 

全力を全浄連にそそぎ、ちょうど５年目の初夏、孫や娘達の笑い声の中、大内様が思いがけない理容師

としての特技を父のために発揮して下さり、その翌日静かに旅立ちました。 

父は生前から自分の財産は自分を生かし支えてくれた事に使いたいと聞かされていましたので、通夜

の夜、大内専務理事に相談したところ、厚生省の人で死後ご家族の人がお香典で子供たちに文房具を届

ける基金を作った話をしてくれました。 

私の願いは父を皆様と一緒に働かせてあげたい。それには合併処理浄化槽の研究や発展に尽くす人た

ちに少しでも役に立ってもらえれば、きっと喜んでくれるとおもいました。 
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当時の大和設備工事㈱の社長の小田川眞也氏に相談をし、みずほ信託銀行の前橋支店を紹介していた

だき会社の役員を一人つけてもらい、みずほ信託銀行へ行きました。 

基金を作りたい旨を説明し、合併処理浄化槽についても知っている限りその大切さを説明しました。そ

して運営委員長をはじめ委員の人々のお名前と経歴をお見せしたところ「奥さんにこれだけの立派な人

を集められるのですか。たとえ集まったとしても会議には出席率というのがあり、これだけの人が全員

出席するとは思えません。欠席者が多ければ会議は成り立ちません。」とまるっきり相手にしてくれませ

ん。「私は世間知らずの主婦です。協力してくださる先生方に何も得をするようなことはできません。そ

れでも支店長様がおっしゃる様な立派な方々が入ってくださっているのは合併処理浄化槽が大切だから

だと思います。」 

そして何とか話が進みだしたところで、みずほ信託銀行の本社から一本の電話が入り一瞬にして公益

信託柴山大五郎記念合併処理浄化槽研究基金が発足に向け本格的に動き出しました。 

すべてが整い、初めての会議の日には小田川社長とみずほの前橋支店長も来てくれ、私もオブザーバ

ーとして末席に座ることを許され会議が始まりました。もちろん父の位牌も同席いたしました。会議は

いつも真剣そのもの、北郷議長の適材適所、その問題のプロの意見を万遍なくひきだす技にビックリし

たり感激したり、また運営委員の先生方の一生かけて研究をしている情熱とその知識の深さを知り、会

議を拝聴することはなにより幸せでございました。 

この２６年間、奇跡と思うことがございます。それは運営委員の先生方の欠席が殆どなかったことで

す。このような立派な先生方、そして合併処理浄化槽の研究に参加して下さった研究者の皆様へ父大五

郎と共に家族一同、心より感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

柴山 ひろ
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