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【出席報告】

例会
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51.85

75.86
33.33

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 86.76%
2月9日メークアップ5名・笹川幹事、山本会員
荒木会員、林会員、泉水会員（理事会）

観点から、開催の必要性を検討して欲しいと
発表しました。感染拡大のピークをずらすこ

点

鐘

会長

とで、医療体制を充実させ終息させようと計

増田 繁

画しております。このまま拡大が続くことで、
ソ ン グ

我等の生業

終息時期が遅れますと、オリンピック、パラ
リンピックの開催が危ぶまれてしまいます。
今私たちが出来ることは感染防止につなが

る行動・・・人ごみの多い所はできるだけ避

【会長挨拶】

会長 増田 繁

け、手洗いの励行、アルコール消毒薬の設置、

皆さんこんにちは。新型コロナウイルスの感

マスクの着用等ひとり一人の実施が必要では

染拡大が広がる中、政府内閣官房は昨日２５日
にイベント等の開催について感染拡大防止の
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ないでしょうか。

【幹事報告】

幹事 笹川 英一

【委員会報告】

社会奉仕委員会
委員長 竹村 信彦

３月８日(日)に予定していましたドローン
教育講習会は延期となりました。また決まり
次第ご報告させていただきますのでよろしく
お願いいたします。

【誕生月卓話】

竹村 信彦会員

◎次期規程審議会代表議員の決定について
規程審議会
代表議員 得居仁氏（松戸東RC）
パストガバナー
補欠議員

関口徳雄氏（浦安RC）
パストガバナー

◎訃報
2005-06年度RI第2790地区ガバナー
山中義忠 様（船橋南RC）
令和2年2月22日（享年84歳）にて
逝去いたしました。
ここに哀悼の意を表し慎んでお知らせ
致します。

弊社は電力送電線の工事・保守を行っていま
す。今回は昨年の台風・豪雨災害に関してお話
しさせていただきます。
君津で鉄塔2基の倒壊があり、県内で大規模

停電がありました。台風15号により9月9日未明

◎2021-22年度
ロータリー青少年交換派遣生 について
・黎明高校1年生、女子
・次回の理事会で検討する

に鉄塔が倒壊し、ここに架かる木内線、内房線、
糸魚川線の各2回線、全6回線の送電線が送電不
能となり、県南数カ所の変電所への送電が途絶
えました。翌晩の復旧作業で弊社を含む3社が、

八街RC 3月 例会スケジュール
3月 4日(水）

理事会・通常例会

3月11日(水）

休 会

3月18日(水）

通常例会

3月25日(水）

夜間例会（やまもと）18時点鐘

仮送電ルートへの切り替え工事をおこない、10
日朝には全ての変電所へ送電いたしました。そ

の後も長期に亘り停電が続き、テレビニュース
などでは倒れた鉄塔が長期停電の原因のような
報道がなされていましたが、送電線設備による
停電は翌日には解消されていたことを付け加え
させていただきます。停電が長期化したのは、
電柱で送る配電線が倒木や電柱の倒壊による被
害が甚大で、配電線がいたる所で寸断されてし
まったことと、その現場にいたる道路も倒木や
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飛来物で通行できなかったことが主な原因でし

減少（２）生産性（就業者1人当たりのGDP）

た。これについては東電の配電部門ならびに協

の低迷にある。日本経済の再浮揚には、国が

力会社が故障箇所ごとに周辺への影響も含め、

賃金UPを主導してGDPの半分を占める個人消費

安全確認をしながら復旧を進めていました。君

を引き上げること。この浮揚策を実現するの

津の倒壊鉄塔2基の復旧工事は弊社の仕事では

に壁となるのが中小企業であり、非効率な企

ありませんでしたが、先ず鉄塔周辺の伐採作業、 業の退出を促し、集約して初めて国の生産性

電線の撤去作業から倒壊鉄塔の撤去作業、その

が高まるとしたのが、経済アナリストのデイ

後基礎補強工事、鉄塔を組み上げ電線を張り、

ビット・アトキンソン氏、国宝や古美術の保

突貫工事で今年の1月に建て替えを終えました。 存修復を手掛ける京都の小西美術工芸社社長
仮の応急ルートから通常の送電ルートに戻す作

でもある。GDP世界3位の日本が、生産性にお

業は弊社で行いました。1月24日から順次各回

いて、先進7か国で万年最下位であり、日本の

線が送電され2月1日に完全復旧しました。昨秋

GDPの1/２～1/３であるイタリアやスペインと

からの設備点検により台風の強風や豪雨により

ほぼ同じことは、小規模事業所で働く人が多

県内の送電設備に多くの被害が出ていることが

いことと言える。一般的に中小企業は大企業

判明し、なかには土砂崩壊により早急に鉄塔の

に比べて賃金は低い。女性活躍、有給休暇取

建て替えを進めなければならない箇所もありま

得率等の働き方改革、少子化、年金不足、AI、

す。今後はそういった問題箇所の復旧工事や設

最先端技術取得の低下、社員教育等企業規模

備の増強工事に協力していきます。先ずは安全

が小さいことが引き起こしている。

最優先で進めてまいりたいと思います。

今、日本の中小企業は事業所数３５７.８万
社／３５.９万社（９９．７％）従業員数３２

【誕生月卓話】

２０万人／４６７０万人（６８.８％）GDP１

大畑 喜信会員

３０兆円（２５％）であり、全国１４０万の
調査先から、経営状況・後継者や取引関係の
状況から事業承継の条件に整っているかに照
らして、危機に瀕している中小企業が全国３
１万社にのぼる。休廃業・解散する事業所数
は、この10年間、毎年２３，０００～２７，
０００件で推移している （帝国データバン

ク）。経産省も25年には７０歳を超える経営
“中小企業は要らない？集約され、自然淘
汰・半減してもいい“

者が全体の６０％２４５万人となり、１２７

雑誌の記事に啞然とし

ました。

万人が後継者未定と言う中で、中小企業の1/
３が廃業予備軍となると予想しています。千

失われた20年、いや30年デフレ脱却もままな
らず、日本経済の低成長は（１）人口の急激な
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葉県でも、２０１９年、後継者未定が５４７
５件、休廃業が８２６件で、神奈川県と

共に後継者の4人に1人が７０歳を超えるのが

疾患、咽頭痛、 咳などの感染症状が認められるようになり
ます。発熱や呼吸器症状が 1 週間前後持続す ることが多
現状です。
く、強いだるさ（倦怠感）を訴える人が多いことが特徴とされ
何故、小さな事業所が増えたのか？それは、 ています。いわゆ る風邪、あるいはインフルエンザであれ
ば、通常は 3〜4 日までが症状のピークで、その後 改善
OECD加入（１９６４年）→資本自由化→外貨 傾向がみられますが、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症では症状が長
引くことが特徴です。4 日を過ぎても発熱が続く、特に１週
の脅威→護送船団方式（小さな企業を護もる
間目においても発熱が続く場合、息が苦しい、呼吸器症
ためのシステム）。これを法律面で支えたの 状が悪化する、などを認めた場合には肺炎の合併が疑わ
れます。直に帰国者・接触者相談 ｾﾝﾀｰにご相談下さい。

が、中小企業基本法（１９６３年制定）であ

２．1 週間以内に症状が軽快しそうであれば、自宅での安
静で様子をみます。 新しく出現した感染症の場合には、し
ばしば重症例だけが取り出されて解析されるこ とになりま
す。しかし実際には、感染をうけても無症状～軽症の人が
何倍も多く存在すると 考えられています。新型コロナウイ
ルス感染症においても同様のことが考えられます。おそ ら
く風邪様症状から軽い上気道炎ぐらいの軽症例が多数存
在するものと思われます。この ような症例は１週間で症状
が軽快します。特に治療の必要はなく、自宅で安静にして
おくこ とで十分です。ただし、家族など身近の方への感染
に気を付け、家族と接するときのマスク 着用と、こまめな手
洗いや手指消毒を心がけましょう。

るとし、株の持ち合い（買収防止策）→内向
き経営→改革の遅れ→国の借金・１２００兆
円の流れとなっていると指摘しています。
人口減少（労働年齢人口の減少）→消費減
少→高齢者の増加→デフレ志向→社会福祉費
用の増加→賃金UP→個人消費の増大→国の生
産性向上。国の安定・発展の為に会社の利益
が国益に対するものであってはならない。内
部留保は7年連続最高の４６３兆円（２０１８
年）企業が手元に残す現金・預金は約２２３

兆円となったという。会社・株主だけのもの
なのか？昭和の時代から続く９・６・４問題
（所得捕捉の不平等）。
東京オリンピックの開催（１９６４年）、東

３．１週間以上熱が続く、呼吸苦・呼吸器症状の悪化がみ
られる場合には医療機関へ 一方で、4 日〜１週間ほど経
過しても熱が続いている、呼吸が苦しくなってきた、咳・ 咽
頭痛が悪化している、などが見られた場合には帰国者・接
触者相談センターに相談する必 要があります。１週間未満
であっても高熱がみられるようになった、呼吸困難がみられ
ると いった場合には肺炎の合併を疑います。速やかに帰
国者・接触者相談センターに相談して帰 国者接触者外来
のある医療機関を受診してください。
４．高齢者・基礎疾患を有する人は外出を控える、人込み
の中に入らない。 新型コロナウイルス感染症は高齢者や
基礎疾患がある人で重症化しやすいことが明ら かとなって
います。幸いにも、小児においては重症例が少ないことが
報告されています。重 症化につがなる基礎疾患としては
糖尿病、心不全、腎障害・透析患者や、生物学的製剤、抗
がん剤、免疫抑制剤投与患者などがあります。今回問題と
なったクルーズ船や老人介護 施設・病院などは高齢者や
免疫不全患者が多数集まる場所です。 ５．現在、実施され
ているｳｲﾙｽ検出のための検査（PCR 法）には限界がありま
す。 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽは、主に咽頭や肺で増殖しますが、ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞに比べてｳｲﾙｽ量は少ないと考えられています。
PCR 法という核酸検査で増幅してｳｲﾙｽを検出する 方法
が診断に応用されています。最初の検査で陰性で、2 回
目の検査で陽性となった症例も 報じられました。ｲﾝﾌﾙｴﾝ
ｻﾞに比べて 1/100～1/1,000 といわれるｳｲﾙｽの少なさは、
検査結果の判定を難しくしています。とくに早い段階での
PCR 検査は「決して万能ではな い」ことをご理解ください。

海道新幹線の開業・大阪万国博へとの輝かし
い高度成長も人口増加によるものであったこ
と。中小企業神話の影が薄くなり、中小企業
優遇策を改めてクローズアップさせます。世
の中の厳しい視線が増えてくると思います。

新型コロナウイルスについて
一般市民の方々へ
―共有してほしい情報と行動―
１． 感染症の臨床的特徴が明らかになってきました。
本ウイルスに感染を受けた人の多くは無症状のまま経
過するものと思われます。感染を受けた人の中で潜伏
期間（1～１２．５日）ののち一定の割合で発熱・呼吸器

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋宏一 ・ 西村頼子
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