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「マンタが行く」

　令和２年度の“みやかん”の表紙には、「2019仙台市下水道フェア児童・生徒絵画コン
クール入賞作品」の優秀作品を掲載しています。（学校及び学年は受賞時）
　仙台市下水道フェアは、展示、実演、発表、体験などを通して、楽しみながら下水道と
水環境について広く市民に知ってもらい、また考えてもらうイベントとして、仙台市下水
道フェア実行委員会主催のもとで、平成５年から開催されており、その中で、市内の小・
中学生を対象に「水」をテーマとした絵画コンクールが行われています。

表紙絵画・資料提供
仙台市建設局

今月の表紙

佐藤　日和さん
（仙台市立錦ケ丘中学校２年生）

•••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••

くらしの快適を創造する

宮城県管工業協同組合
〔官公需適格組合〕

理事長　井　上　　　環
URL  http//www.miyakan.or.jp

昭和22年４月18日設立　　組合員104社・準組合員５社
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　11月５日（木）、仙台市太白区の仙台市水道局大野田
庁舎４階の第一応接室において、当組合と仙台市配水
管工事業協会の両団体は、仙台市水道事業管理者に対
して連名で、来年度事業に向けた陳情を行った。
　今回は、配水管整備事業に対する積極的な予算化と
安定的な事業量の確保をはじめ４項目について要望し、
当局より理解あるご回答を頂いた。
  なお、仙台市水道局の出席者、両団体からの陳情者、
及び陳情項目は次のとおり。

−陳情会出席者−［順不同・敬称略］       
仙台市水道局　　
　芳賀水道事業管理者・佐藤次長・髙橋次長・高島総務部長・菊池浄水部長・渡部給水部参事兼計画課長
　阿部総務課長・髙橋財務課長・千葉南配水課長・相澤南管路整備課長・佐藤北管路整備課長
宮城県管工業協同組合
　井上理事長・菅原副理事長・小林副理事長・吉田専務理事・藤井理事
仙台市配水管工事業協会
　渡辺（毅）会長・渡辺（好）副会長・大浦副会長

−陳情項目−
１．工事費の予算について
　　配水管整備事業に対する積極的な予算化をお願い致します。
２．事業量の確保について
　　宮管の組合員企業と水工会会員企業が経営を維持できるよう、継続的且つ安定的な事業量の確保

と地元専門工事業者への優先発注に今後ともご配慮願います。
３．働き方改革への対応について
　　工事のご発注に際しましては、政府策定の『建設工事における適正な工期設定等のためのガイド

ライン』に基づいた次の２事項に更なるご理解をお願い致します。
（１）施工時期の平準化
　　　改正品確法で発注者の責務として位置づけられている施工時期の平準化につきましては、先頃、

国土交通省と総務省の連名により、厚生労働省を含む６省庁に対し、各自治体の関係部局へ債務
負担行為等の活用と推進を改めて要請するよう通知されました。

    　ご当局におかれましては、既に施工時期に対するご理解を頂いておりますが、今後の管路更新
のペースアップに際しましても、引き続き、年度をまたぎ年間を通じた施工時期の平準化をお願
い致します。

（２）適切な工期設定と発注価格への反映
　　　建設業における慢性的な長時間労働を是正し、休日の確保を推進していくことによって若年労

働者の入職を促し、将来の担い手が安心して働ける現場環境を整備していくため、より適切な工
期の設定と、工期が長くなることに伴って増加する労務費や共通仮設費等のコストを発注価格へ
適正に反映していただけるよう一層のご配慮をお願い致します。

４．仙台市水道修繕受付センター業務委託について
　　令和３年度から新たな履行体制が求められている仙台市水道修繕受付センター業務委託につきま

しては、何卒倍旧のご指導と物心両面からのご配慮をお願い致します。

仙台市水道事業管理者へ陳情

井上理事長（左）と芳賀水道事業管理者
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井上理事長

　９月30日（水）、宮城県立仙台高等技術専門校（以下、高技専）設備工事
科実習場において、高技専の設備工事科生徒12名を対象に標記講習会が初
開催された。開催にあたっては、当組合が主体となり、メーカー３社（㈱
クボタ・積水化学工業㈱・前澤給装工業㈱）の協力を得て、井上理事長は
じめ５名が参加した。
　この講習会は、近年、配管施工に関する技術がめざましく進展している
中で、高技専の修了生から「学校のカリキュラムでは最新の水道工事に関
する情報が不足していて、水道業界に就職した当初は戸惑った」との意見
があり、高技専側としても、実際に使われている水道配管に関する学習機

会の必要性を感じていたこと、また、設備工事科の修了生の多くが管工事業界に入職し、組合員の企
業や組合の職員として活躍していることから、当組合へ依頼されて実現した。
　当日は、午前８時50分、はじめに当組合の井上理事長から「われわれは、水と空気を安全に供給す
る重要な責任を担っている。皆さんには教科書には載っていない多くのことを知ってもらい、将来は

宮城県立仙台高等技術専門校配管技能講習会開催

ぜひこの業界で活躍してほしい」と挨拶があり、
早速講習に入った。
　最初の座学では、㈱クボタが「ダクタイル鋳鉄
管耐震継手について」、積水化学工業㈱が「配水
管用ポリエチレン管について」、前澤給装工業㈱
が「サドル付分水栓について」、それぞれ担当者
から説明を行った。
　ダクタイル鋳鉄管耐震継手の講義では、日本の
鋳鉄管製造の変遷について、1890年から普通鋳鉄
管の製造に始まり、高級鋳鉄管を経て、1954年か
らダクタイル鋳鉄管の製造がスタートしたこと、
また、耐食性や耐震性、施工法の改良経緯などを 座学の様子

説明した。
　配水管用ポリエチレン管の講義では、その耐震性について、2011年に発生した東日本大震災でも東
北地方に埋設されていた約700㎞の配水管用ポリエチレンは無事故だったこと、また、他の現場での

ダクタイル鋳鉄管のコース

実績からも優れた耐震性が証明されていることを
説明した。
　サドル付分水栓の講義では、開発経緯・歴史、
施工方法等、常時流れている水道管からどのよう
に分水するのかを説明し、生徒たちはいずれの講
義も興味をもって真剣に聴講していた。
　１時間30分の座学の後、実技講習は３人一組の
班に分かれて、各コースを順番に体験してもらっ
た。
　ダクタイル鋳鉄管継手のコースは、ＧＸ形ダク
タイル鋳鉄管の直管・異形管の接合と離脱体験を
行った。鋳鉄管専用の滑材を使う接合では、難し
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いと感じる生徒もいたようだが、手順を覚えると
徐々にできるようになっていった。
　配水管用ポリエチレン管のコースでは、パイプ
カッターで管を切断し、マジックで標線記入後、
スクレーパーで切削、そして、管と継手に通電さ
せることで融着する作業を体験した。
　サドル付分水栓のコースでは、参加者全員がサ
ドル付分水栓の施工を体験し、水圧検査を行うと
いう、実際の現場を意識した経験を積むことがで
き、配水管工事の難しさを実感してもらえたよう
である。水圧検査後、取り外されたサドル付分水
栓は、再度実習できるように寄贈した。

ポリエチレン管のコース

　今回の講習会は初めての試みであったが、大きなトラブルもなく講師、生徒共に大変有意義なもの
となり、後日、受講した生徒から「いつもは手作
業が多いが、融着作業のコントローラを使用する
際、バーコードを使用すると接合時の達成感が違
うと思った」、「耐震継手のＧＸ継手の接合が思っ
ていたより簡単に感じた。水道本管の大事な部分
はもっと難しい技術が必要なのかと思っていた」
等の感想が寄せられた。
　また、高技専からは来年度以降の継続開催要望
があり、当組合としては引き続き協力したいと考
えている。

サドル付分水栓のコース
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令和2年度給水装置工事主任技術者試験受験準備講習会を開催

　10月２日（金）と３日（土）の２日間にわたり、当組合３階研修室において
給水装置工事主任技術者試験受験準備講習会を開催したところ、組合員の
従業員等16名が受講した。この講習会は主任技術者試験合格の一助となる
よう例年開催しており、講師は当組合の小島資材部次長が務めた。なお、
今回は新型コロナウイルス感染症拡大が懸念される状況下であったため、
マスクの着用や手指消毒を徹底する等、万全の策を講じて行った。
　開講にあたって松岡清一総務・厚生委員長から激励の挨拶があった後、
早速講習に入った。
　冒頭、講師の小島次長より、全ての科目で合格点を取る必要があること

松岡委員長

小島次長

等、試験の合格基準が説明され、また、受講生の皆さんは日々仕事で忙しいことと思うので、この２
日間の勉強時間をしっかりと生かしてほしいと話された。その後、２日間にわたり、「給水装置工事
技術指針」と全国管工事業協同組合連合会発行の「これならわかる問題と解説」から抜粋して作成し
た資料によって過去問題を解きながら解説していく形で講習が行われた。出席者は、２日間一人も欠
席することなく、全員が真剣に問題に取り組んでいた。

【講習内容：試験範囲全般】
　公衆衛生概論、水道行政、給水装置工事法、給水装置の構造及び性能、給水装置計画論、
　給水装置工事事務論、給水装置の概要、給水装置施工管理法

ソーシャルディスタンスを保っての講習
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令和2年度優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）を受ける
～㈱ヨネヤマ設備　大久保正樹氏～

　10月９日（金）、組合員㈱ヨネヤマ設備の大久保正樹氏が令和２年度優秀
施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）を受けた。例年は、顕彰式典が
行われているが、今年は新型コロナウイルスの国内感染状況及び全国的な
移動による感染拡大リスクを考慮し、開催中止となった。
　この顕彰は、建設業の第一線で「ものづくり」に直接従事している建設
技能者の中から、特に優秀な技術・技能を持ち、後進の指導・育成等に多
大な貢献をしている方を国土交通大臣が顕彰することにより、技能者の誇
りと意欲を増進させるとともに、その社会的評価の向上を図ることを目的
として、平成４年度から実施されている名誉な賞である。
　誠におめでとうございます。

㈱ヨネヤマ設備
大久保氏
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令和2年度青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰
（建設ジュニアマスター）を受ける
～㈱大盛設備工業　伊藤貴之氏～

　10月９日（金）、組合員㈱大盛設備工業の伊藤貴之氏が令和２年度青年優
秀施工者不動産・建設経済局長顕彰（建設ジュニアマスター）を受けた。
顕彰式典については、建設マスターと同様、開催中止となった。
　この顕彰は、建設産業の担い手を確保・育成する一環として、建設マス
ターに達するまでの技能向上への動機付けと、建設技能者のキャリアアッ
プステージの強化、若年層の入職促進を目的として、平成27年度より現場
経験10年以上で年齢39歳以下の技能者の中から、更なる活躍が期待される
優秀な技術・技能を持った青年技能者が選ばれ、顕彰されている。
　誠におめでとうございます。㈱大盛設備工業

伊藤氏
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令和２年度文化の日（宮城県知事）表彰を受賞
～本山振興㈱　小野寺宏允氏～

本山振興㈱
小野寺相談役

  11月６日（金）、仙台市青葉区の東京エレクトロンホール宮城において、
宮城県主催の文化の日表彰の式典が行われ、当組合元理事である小野寺宏
允氏（本山振興㈱　取締役相談役）が宮城県知事表彰を受けた。
　この表彰は、県治功労・産業功労等の12分野において貢献した方や団体
の功績を讃えるもので、今年は227名と８団体が表彰された。
　小野寺氏は、永年建設業に精励するとともに業界団体の役員として地方
産業の発展に寄与した功績が認められ、産業功労の部での受賞となった。
　誠におめでとうございます。
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第48回仙台市技能功労者表彰を受賞
～中央管工業㈱　大宮安明氏～

〒984-0015 仙台市若林区卸町2-1-21

　11月９日（月）、仙台市宮城野区の仙台サンプラザにおいて、仙台市主催
による第48回仙台市技能功労者表彰式が行われ、席上、当組合から推薦し
た組合員中央管工業㈱の大宮安明氏が受賞した。
　表彰式は、はじめに仙台市長（代理：藤本章副市長）の式辞があり、続
いて、来賓を代表して仙台市議会鈴木勇治議長と仙台市技能職団体連絡協
議会阿部忠会長から祝辞が述べられた後、26職種41名に対し、表彰状の授
与が行われた。
　仙台市技能功労者は、仙台市内の事業所に勤務している技能者及び自営
業者で、経験30年以上を有し、他の技能者の模範と認められた方が表彰さ
れている。
　誠におめでとうございます。

中央管工業㈱
大宮氏
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青年部コーナー

第21回水源地クリーンキャンペーン・エコクラブ
探検隊において第三位を受賞

令和２年度全体会議を開催して

会長　大泉　雄介（㈱北栄工業所）
　当会は、全国管工事業協同組合連合会青年部協議会（以下、全管連青年部）が主催する第21回水源
地クリーンキャンペーン・エコクラブ探検隊において、保育所の水廻りにかかるメンテナンスのボラ
ンティア活動等が評価され、７月18日、全管連青年部会長より第三位として表彰された。
　この水源地クリーンキャンペーン・エコクラブ探検隊は平成11（1999）年度から実施されており、
今回より、幅広い解釈のもと、水源地のみならず「水」にまつわるすべてのエコ倶楽部探検隊活動が
募集され、13団体が参加した。なお、最優秀賞に東京都管工事工業協同組合青年部長協議会が、優秀
賞に高知市管工事設備業協同組合若葉会が、第三位には当会のほか神奈川県管工事業協同組合青年部
が選ばれた。
　例年は全管連青年部総会終了時に表彰式が行われているが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大
が懸念されている状況を踏まえ、同総会が書面開催となり、表彰状等は全管連青年部からそれぞれの
受賞団体に伝達された。

副会長　本山　泰督（本山振興㈱）
　９月11日（金）、当組合３階研修室において、令和２年度全体会議を開催したところ、20名（全会員
数32名）が参加しました。
　当日は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し、マスク着用、入室前検温、アルコール消毒
を行い、ソーシャルディスタンスを確保し全体会議を行いました。
　この全体会議は、通常においては青年部総会後に本年度の事業内容やスケジュールを会員に周知し、



− 13 −

事業における第１回目の委員会協議の場とすべく毎年開催しています。
　まず、去る４月15日に逝去した佐竹毅彦氏（当会第10代会長・当組合前理事長）に黙祷が捧げられ、
司会を務めた神田代表幹事より開会致しまし
た。
　本年は新型コロナウイルス感染拡大の影響
と令和３年度における青年部50周年事業の準
備の為、会員負担の軽減を考慮し本年度に限
り、式典事業、記念誌事業、卒業式のみと事
業を減らしております。
　事業は減りましたが、創意工夫を凝らし相
互交流を深め、青年部活動50年の表徴となる
周年事業となるように準備・活動していきた
いと思います。

髙
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　仙台には、ほとんどの仙台市民が知っている大きな仏像があります。それは、仙台市泉区にある「仙
台大観音」です。仙台大観音は、茨城県の「牛久大仏（120ｍ）」に次ぐ日本で２番目の大きさを誇り、
市内各所から見えます。天気が良ければ、当組合の３階からも見ることができます。
　
◇仙台大観音
　仙台大観音は、平成３（1991）年に創建されました。仙台市制100周年を記念して高さを100ｍ、21
世紀の繁栄を願い地下の深さを21ｍとしたそうです。仙台の街を見守るように仙台駅の方向を向いて
います。仙台大観音は、白衣観音自在母と称し、諸仏を生ずる観音の母ともいわれ、三十三観音の一
つに数えられます。右手には私たちの願いを叶えてくれる如意宝珠を持ち、左手の水瓶には萬徳の知
恵の水を蓄え、その水を私たちに注ぐことで知恵を授けて下さるそうです。
　このように、仙台を見守る仙台大観音ですが、創建された当初は、一部の地域で電波障害が起きた
そうです。その対策として、「ニューワールド中山中継局」が設置されていましたが、地上アナログ
放送の終了に伴って廃止されました。

◇観音様の胎内
　外観を見るだけではなく、観音様の胎内に入って参拝できます。胎内に入るためには、胎内拝観料

仙台と言えば…　「仙台大観音」

として500円（高校生未満は無料）かかります。
　入り口は、開運を約束するという龍の口の形になっており、
胎内はとても暗く、迷宮を進んで行くようです。

［三十三観音と十二神将］
　胎内に入るとすぐに見えるのは、観音様が衆生の願いに応
じて三十三の姿となって表れると言われている「三十三観音」
と、仏教の守護する神であり、干支十二支にちなむそれぞれ
の生まれ年の守護神である「十二神将（十二薬叉大将ともい
う）」です。自分の生まれ年の神将を見つけてみるのも面白
いと思います。これらはとても大きく、たくさん並んでいる
ので、見ているだけで圧倒されます。
  ２階に進むと、「登竜門」に着きます。そこには、長寿の
双子で有名だった「きんさんぎんさん」の手形が飾られてい
て、それを目的に訪れる人もいるそうです。

㍿ 髙橋セメント工業所
日本産業規格認証取得工場

マンホール側塊・コンクリート排水枡・コンクリート製品一式
本社・工場　仙台市宮城野区高砂１丁目３１－７

URL http://www.takaceme.co.jp

☎仙台（022）258-6101㈹　FAX258-6219
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［百八体仏］
  ３階から11階まで、何層にも連なった長い螺旋階段が見えてきます。各階には12体ずつ「百八体仏」

（108体の仏像）が祀られています。108体の中には、虚心に合掌する「合掌観音」や寿命を延ばすと
伝えられている「薬師如来」等、様々な仏像があります。人間はこの世に生きている限り煩悩が付き
まとうと伝えられ、その数が「108」といわれていますが、この数に因んだ108体の仏像を拝み、108
の煩悩を一つひとつ打ち払いながら下から上っていくのが本来の参拝方法です。上にいくほど、仏の
教えである“悟りの世界”に近づくようになっています。登るのは結構大変ですが、とても綺麗な光
景で心が浄化されたような気持ちになります。
  また、階段には、床が水色に塗られた部分があり、最上階の12階まで続いています。これは水が流
れていることを表し、先述した観音様が左手に持っている水瓶につながっています。

［御心殿］
  最上階は「御心殿」と呼ばれ、金色に輝く神聖な場所です。そこに祀られているお触り布袋さんには、
自分の体で気になる部分と同じ部分を触る（例えば、腰を良くしたければ、布袋さんの腰を触る）と
良くなるというご利益があります。さらに、展望窓からは、仙台市の街並を360度見渡すことができ、
天気が良ければ太平洋まで一望できます。
  
◇大観密寺
　仙台大観音は、大観密寺に鎮座しています。
　大観密寺には、仙台大観音以外にも大黒天に油を掛けて（浴油法と言います）祈願するという、全
国的にも珍しい大黒天が境内にあります。大黒天は、特に縁結びにご利益があり、若い男女の間で良
縁成就の神仏としても有名な縁結びのスポットになっており、願いを込めた縁結びリボンを大黒様に
結んでいく人もいます。

Mr. みやかん

  今回は、実際に「仙台大観音」へ行ってきましたが、親子連れや年配の
方もいて、どなたでも楽しめるところだと思いました。大観密寺と仙台大
観音受付では、参拝の証としてご朱印を頂いたり、仙台大観音の胎内限定
の薬師如来十二神将のお守りを購入することができます。
  仙台大観音の胎内での所要時間は、１時間位でした。仙台大観音の胎内
を階段を使って下から上るのが正しいお参りの仕方ですが、エレベーター
の利用も可能です。
  新型コロナウイルス感染拡大防止のため拝観時間が短縮されているの
で、参拝の際には、仙台大観音公式ホームページ等でご確認頂き、必ずマ
スクをして拝観頂きたいとのことでした。
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Mr. みやかんの「これ知ってる？」

忘年会
　12月に入り、2020年も残すところ１ヵ月を切りました。12月といえば、忘年会のシーズンです。忘
年会の参加に関する調査によれば、約６割の人が毎年１回以上は忘年会に参加しているそうです。
　しかし、今年は、新型コロナウイルスの影響で従来とは違う形になるのではないでしょうか。

◇忘年会のルーツ
　皆さんは、「忘年会」のルーツをご存知でしょうか？
　忘年会の「忘年」という言葉は、中国の故事「忘年の交わり」に由来します。

　これは、年齢の差に関係なく老若が交際すること、年齢差を問題にしないことを指しますが、日本
人は「その年の苦労を忘れる」という意味に解釈し直したそうで、１年の労をねぎらう忘年会は日本
特有の文化です。海外でも、忘年会にあたる類語がないため日本の文化として定着しています。

◇忘年会の移り変わり
  日本での忘年会の始まりは鎌倉時代です。現在のドンチャン騒ぎとはまったく逆で、優雅に厳かに
連歌（和歌などをつなげたもの）を詠う「年忘れ」という行事で、参加できるのは皇族や貴族に限ら
れていました。
  江戸時代になると、庶民も年忘れとして、酒やつまみを楽しんで１年の憂さを晴らすようになりま
した。しかし、一部の武士階級は忘年会を行わずに、“年始に新たな気持ちで忠誠を誓う会”として「新
年会」を行っていたようです。
　明治に入り、忘年会が現在のような年末の恒例行事になりました。夏目漱石の『吾輩は猫である』
で初めて“忘年会”という言葉が登場しています。この頃に、年末に実家へ帰省しない学生たちやボー
ナスを得た官僚たちが、１年の締めくくりにお酒を飲みに行っていたことから忘年会として定着して
いったようです。
　昭和になると、企業等組織の忘年会を中心に規模・予算が拡大し、加えて女性社員の参加も増えて
いきました。現在は、他の会社の人を交えた「接待」としての忘年会も行われ、ビンゴゲームやジェ
スチャーゲームといった余興があることも多いようです。しかし、一方で、ＳＮＳ上では「＃忘年会
スルー」という忘年会に行きたくないことを訴える人が増えています。
　現在、新型コロナウイルスの影響で対面での飲み会を開催することが難しく、Zoom等を使ったリ
モート飲み会が行われるようになりました。飲み会にかける費用も自分で決められ、自宅でできるの
で移動の必要がないというメリットもあります。
　今の日本では新しい生活様式が浸透しつつあり、旧態依然のままでは時代遅れとなっていくのかも
しれません。

Mr. みやかん

私たちは現状維持ではなく、次々と変わっていくこの時代に対応していか
なくてはいけませんね。

忘年の交わり… 中国の漢の時代、禰
でい

衡
こう

という若者がおり、徳義と才知のある逸材であった。す
でに50歳になる孔

こう

融
ゆう

が、20歳にもならない禰衡に敬意を払って親交を結んだ。
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自粛中
全栄興業㈱　代表取締役
宮城県管工業協同組合 
理事　小　野　修　司

　コロナが世間を賑わせ半年以上経ちますが、未だに収束する気配もなく、家にいる時間が増えてい
るかと思われます。私も今年の３月ごろ、さすがに自粛をしようと思い、本屋さんに足を運んだとこ
ろ、店頭の一番目につくところに、知念未希人作の『仮面病棟』と『時限病棟』が、映画化決定の帯
をかけられ並んでいました。２～３年前に『仮面病棟』を読んで、面白いと思い、『時限病棟』を立
て続けに読んだ記憶があり、「映画になるんだ、面白かったもんな」と、一人ほくそ笑みました。
　この日は、岩手県出身で、山形県在住の作家柚木裕子さんのミステリー小説、『最後の証人』を、
東北出身だし、1968年生まれで、私と同じ年齢だという理由で買って帰りました。これがまた面白く、
主人公の佐方貞人は、元検事で今は弁護士をしている設定ですが、この佐方貞人が出てくるシリーズ
が他に３冊あります。『検事の本懐』、『検事の死命』、『検事の信義』、俗に検事シリーズと呼ばれてい
る短編集で、こちらの３冊は、佐方貞人が検事の設定で書かれています。主人公の過去が垣間見れる
短編も含まれており、順番に読み続けました。最近では９月の日曜日のドラマスペシャルで、上川隆
也主演で放送されましたが、半沢直樹のドラマと時間帯がかぶっていたので、ご覧になった方は少な
いと思います。実のところ私も、録画して後日見ました。
　東北ゆかりの作家ですと、伊坂幸太郎さんは千葉県出身ですが、東北大学法学部を卒業しています。

『アヒルと鴨のコインロッカー』は、映画化された時、ロケ地が仙台だったので、話題になっていた
と思います。その４年後には、『ゴールデンスランバー』という作品で、こちらも仙台でロケが行わ
れ上映されました。どちらの小説も舞台が仙台ですので、「ここはあの場所かな」と思いながら読み
進められて、より身近に感じられると思います。ちなみに、映画「ゴールデンスランバー」の主演は、
堺雅人さんで、共演者の中には香川照之さんもいます。実は、本は読みましたが、映画はまだ見てい
ないので、読書に飽きたら映画鑑賞でもしようかと思っています。私が伊坂幸太郎の作品を最初に読
んだのは、『ＡＸ（アックス）』で、仙台とは縁もゆかりもない作品でしたが、こちらの作品も面白かっ
たです。
　本の内容には一切触れずに書きましたが、東北ゆかりの作家の作品、興味を持たれた方は、秋の夜
長、読書でも堪能してみてはいかがですか。

Note役員ノート

東北支社　〒984-0032

宮城県仙台市若林区荒井6丁目1-14

TEL:022-287-3363　FAX:022-287-3365
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組 合 の う ご き

９月３日（木）・令和２年度後期技能検定試験実施計画説明会に千葉調整係長出席
９月４日（金）・㈱宮城県管工事会館役員会に菅原・小林両副理事長外出席
９月８日（火）・広報委員会開催
　　　　　　　①“みやかん”清秋号の発刊について
　　　　　　　②役員ノートの執筆者について
９月10日（木）・９月度理事会開催
　　　　　　　※報告事項
　　　　　　　①庶務報告
　　　　　　　②共同事業実績報告
　　　　　　　③広報委員会報告
　　　　　　　④職員の採用について
　　　　　　　※その他
　　　　　　　①令和２年度中間棚卸しの実施について
　　　　　　　②青下の杜借地への当組合キャラクターマンホール蓋の設置について
９月15日（火）・宮城県中小企業団体中央会業界代表懇談会に井上理事長出席
９月17日（木）・宮城県立高等技術専門校の新たな整備計画に関するヒアリング調査に井上理事長、吉

田専務理事外応対
９月18日（金）・令和２年度中間棚卸しを実施
９月24日（木）・第３回（公財）仙台市水道サービス公社事業経営基本計画検討委員会に井上理事長出席
９月30日（水）・宮城県立仙台高等技術専門校配管技能講習会に井上理事長外出席
　　　　　　・（公財）仙台市水道サービス公社第42回理事会に菅原副理事長、藤井理事出席

10月２日（金）・令和２年度給水装置工事主任技術者試験受験準備講習会を開催、組合員従業員等16名
　～３日（土）　受講
10月８日（木）・10月度理事会開催
　　　　　　　※報告事項
　　　　　　　①庶務報告
　　　　　　　②共同事業実績報告
　　　　　　　③令和２年度中間棚卸し結果報告
　　　　　　　④給水装置工事主任技術者試験受験準備講習会実施報告
　　　　　　　⑤組合員の脱退について
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　　　　　　　※協議事項
　　　　　　　①仙台市水道局（水道事業管理者）への陳情について
　　　　　　　②令和２年度地区連絡会ブロック会議の書面開催について
　　　　　　　③「みやぎ建設産業架け橋サロン」（白石工業高等学校）開催への協力について
　　　　　　　※その他
            　　　①仙台市水道局ＯＢの招聘について
　　　　　　　②役員懇談会と令和３年新年祝賀会の中止について
10月21日（水）・宮城県建設産業団体連合会全体会議並びに佐藤信秋参議院議員に対する要望会に井上

理事長、藤井理事出席
10月28日（水）・令和２年度後期技能検定実技試験実施に係る打合せ会に白戸工事部次長出席
10月29日（木）・令和２年度第２・四半期監査会開催
　　　　　　・宮城県中小企業団体中央会監査会に井上理事長出席

組合員のうごき

○組合員脱退
　株式会社 鷹翔（№115） 【令和２年７月25日付】
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理事（役員）会報告

－９月度理事会－  
１．日　　時　　令和２年９月10日（木）15：00 ～ 15：40
２．場　　所　　宮城県管工業協同組合　３階　研修室
３．出 席 者　　理　事　　井上理事長・菅原副理事長・小林副理事長・吉田専務理事
　　　　　　　　　　　　　藤井理事・赤間理事・松岡理事・小野理事・小川理事
　　　　　　　　　　　　　渡辺理事・郷古理事・相澤理事・大浦理事・服部理事　　　　　計14名
      　　　　　　事務局　　須藤事務長・小島資材部次長・千葉総務課長　　　　　　　　　計３名

４．議題及び議事経過
※報告事項
①庶務報告
　千葉総務課長より、組合の８月の主な会議及び行事等について報告され、一同了承した。

②共同事業実績報告
　小川理事より資材と工事の各共同事業について、それぞれ８月度の実績と予算比、及び前年比等が
報告され、一同了承した。

③広報委員会報告
　赤間広報委員長より、機関誌「みやかん」清秋号の掲載予定記事の内容と、「役員ノート」コーナー
の執筆者を一部変更する旨が報告され、一同了承した。

④職員の採用について
　吉田専務理事より、派遣社員の直接雇用にかかる採用試験を８月26日に実施した結果、正職員とし
て採用することとしたい旨、また、９月28日付け採用とし、資材部営業課配属としたいことが説明さ
れ一同了承した。

※その他
①令和２年度中間棚卸しの実施について
　小島資材部次長より、来る９月18日（金）に通常営業しながら棚卸しを実施する旨が説明され、一同
了承した。

②青下の杜借地への当組合キャラクターマンホール蓋の設置について
　藤井理事より、首題のマンホールの設置が完了した旨が報告され、一同了承した。

－10月度理事会－  
１．日　　時　　令和２年10月８日（木）15：00 ～ 16：00
２．場　　所　　宮城県管工業協同組合　３階　研修室
３．出 席 者　　理　事　　井上理事長・菅原副理事長・小林副理事長・吉田専務理事
　　　　　　　　　　　　　藤井理事・赤間理事・松岡理事・小野理事・小川理事
　　　　　　　　　　　　　渡辺理事・郷古理事・相澤理事・大浦理事・服部理事　　　　　計14名
      　　　　　　事務局　　須藤事務長・小島資材部次長・千葉総務課長　　　　　　　　　計３名
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４．議題及び議事経過
※報告事項
①庶務報告
　千葉総務課長より、組合の９月の主な会議及び行事等について報告され、一同了承した。

②共同事業実績報告
　小川理事より資材と工事の各共同事業について、それぞれ９月度の実績と予算比、及び前年比等が
報告され、一同了承した。

③令和２年度中間棚卸し結果報告
　小川理事より、９月18日に実施した中間棚卸しの結果について、資材・工事の在庫状況が報告され、
一同了承した。

④給水装置工事主任技術者試験受験準備講習会実施報告
　松岡総務・厚生委員長より、10月２日と３日に開催した首題講習会について、受講者数や収支内容
等が報告され、一同了承した。

⑤組合員の脱退について
　須藤事務長より、組合員１社より会社解散に伴う脱退届が令和２年９月17日に提出されたこと、つ
いては、解散日である令和２年７月25日付けで法定脱退とする旨が説明され、一同了承した。

※協議事項
①仙台市水道局（水道事業管理者）への陳情について
　吉田専務理事より、毎年、仙台市水道局の予算編成時期に合わせて水工会と連名で行ってきている
首題の陳情について、陳情書の内容が提案され、一同了承した。

②令和２年度地区連絡会ブロック会議の書面開催について
　千葉総務課長より、首題の会議開催について、予定議題と案内文書の施行案が説明され、一同了承
した。

③「みやぎ建設産業架け橋サロン」（白石工業高等学校）開催への協力について
　吉田専務理事より、首題の件について宮城県から、設備関係の業務に従事している技能者を講師と
して派遣願いたい旨の依頼があり、当局と詳細を打ち合わせた上で協力したいこと、ついては、技能
者の推薦にご協力頂きたい旨が説明され、一同了承した。

※その他
①仙台市水道局ＯＢの招聘について
　井上理事長より、故佐竹前理事長の存命時からの人事案として仙台市水道局ＯＢ１名を藤井理事の
後任として令和３年４月１日から招聘したい旨、あわせて職務内容と職制上の待遇等が説明され、一
同了承した。

②役員懇談会と令和３年新年祝賀会の中止について
　井上理事長より、現下の新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、首題の役員懇談会と新年祝
賀会は中止としたいことが説明され、一同了承した。
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「ネコ」

藤倉設備工業㈱　代表取締役
宮城県管工業協同組合
総務・厚生委員　扇　　　俊　介

　吾輩はネコアレルギーである。
　だが、私はネコそのものが嫌いという訳ではありません。遠くから観る、もしくはブラウン管越し
の観賞であれば、結構ネコは好きな部類に入ります。
　最近ではＮＨＫＢＳの『岩合光昭の世界ネコ歩き』なんかを観てしまったりしていて、他にも『ト
ムとジェリー』の現代版や、河北新報のぴよちゃんなど、様々な媒体でネコに関するものを観てしまっ
ています。
　しかしながら、幼いころからぜんそく・アトピー・花粉症・ネコアレルギーなど多種多様のアレル
ギーに悩まされてきました。大概は大人になるにつれ、年齢とともに解消しましたが、残念ながら未
だ「ネコアレルギー」だけとは決別できないでいます。
　ましてや今まで愛車にネコ爪でひっかき傷をつけられたり、敷地にウ○コを置き土産されたり、サ
カリのついた鳴き声で睡眠を妨害されるなど、様々なネコからの嫌がらせを幾度となく受けながらも、
私は未だネコを嫌いにはなれないのです。
　何故なのか？
　先ずは「ネコ」について調べてみると、「狭義には食肉目ネコ科ネコ属に分類されるリビアヤマネ
コ（ヨーロッパヤマネコ）が家畜化されたイエネコ（家猫、Felis silvestris catus）に対する通称である。
イヌと並ぶ代表的なペットとして日本を含め世界中で広く飼われている」とウィキペディアには書い
てありましたが、今までペットを飼ったことが無い私にとっては、そんなもんかと思うばかりです。
　では、「ネコ」を人間の女性に置き換えて、考えてみる事にしました。
　ネコの一般的な性格や見た目をなんとなく考えてみたら、媚びない性格だったり、こだわりが強かっ
たり、ネコ目だったり、食いしん坊だったり、怒ると手が付けられなくなったりと、よくよく考えた
ら「ネコ」とはなんと、現在の私の嫁そのものでした。
　結論としては永いこと共に歩んできて、もはや嫌いになる事ができない存在が嫁（ネコ）だったと
いう事なのかもしれません。

投　稿
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次

国税だより
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発行／国税庁
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宮城県塩釜保健所発行「けんこうエクスプレス」より転載

健康だより
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下水道編　８

☞仙台の上下水道施設「いろはにほへと」

　戦後間もなくの大雨は、人口や家屋の少ない時代でも、排水能力の不足から全国的にも甚大な被害
を出し、仙台も例外ではありませんでした。

大雨時の浸水対策、雨水幹線

　昭和30年代に入ると、地表が舗装やコンクリートで覆
われ、雨水が浸透できず下水道管に流れ込み、排水能力
を超えてあふれる都市型浸水が多発するようになりまし
た。
　昭和61（1986）年８月５日の大雨（以下「８. ５豪雨」）は、
都市化が進む中で起きたもので、近代都市の抱える問題
が浮き彫りになりました。仙台市中心部や長町周辺、国
道４号バイパスから東側の区域で被害が広がりました。
通勤途中で見た当時の市立病院前の五橋交差点付近は川
のようになり、地盤が低くなっている歩道寄りの車線の

日付と台風名 総降雨量（㎜） 時間最大（㎜） 家屋被害（戸）
昭和22年９月14日 カスリン台風 184 54.8 1,218
昭和23年９月16日 アイオン台風 351 94.3 3,007
昭和25年８月３日 201 67.0 5,384
昭和33年９月26日 186 24.4 903
昭和41年６月28日 137 56.6 2,799
昭和57年９月12日 120 37.0 455
昭和61年８月５日 台風10号 402 43.0 10,084
平成２年９月19・20日 180 71.5 2,628
平成６年９月22日 251 43.5 543
平成14年７月11日 235 42.0 129

　仙台市は、日本の中では比較的降水量の少ない都市ですが、それでも過去にはたびたび大雨による
被害を受けてきました。

8.5豪雨：旧市立病院前（写真提供：仙台市）

8.5豪雨：屋根まで浸水した車（写真提供：仙台市）

車は立ち往生、工事中だった地下鉄南北線の構内にも、
最大深さ３. ７ｍまで雨水が流れ込みました。扇町４丁
目では、車の屋根まで水位が上がったところもありまし
た。水田はすっかり海のようになり、住宅地ではボート
を使っての救援活動が行われました。最近では毎年のよ
うに、梅雨明け前や台風シーズンに国内のニュースで見
るようになってしまった光景ですが、この頃にはまだ比
較的珍しい事態が仙台市内で発生していました。
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8.5豪雨：宮管扇町事業所構内の状況

　当時の宮管扇町事業所では、前面道路が１ｍ、構内で
30㎝冠水し、事業所は15㎝、倉庫も５㎝床上浸水しまし
た。組合員の中でも約１ｍも水が上がったところがあり、
その他にも数社が床上浸水被害を受けています。
　近年、地球温暖化の影響でしょうか、全国的に豪雨が
増加傾向にあり、以前に増して浸水の危険性が高まって
います。宮城県内でも令和元年10月には、台風19号によ
り丸森町やその他で死者19名を伴う大雨被害があったの
は、記憶に新しいところです。
　現代の下水道事業の目的の一つが、水害から街を守る
ことです。以前は４年に１回の確率の降雨を想定して施

街中の雨水をポンプ場に繋げる雨水幹線という下水道
トンネルの整備を進めています。以前に紹介した、映
画『ゴールデンスランバー』のロケに使われた長町の
下水道管もこれでした。また、当組合の前面道路を
100ｍほど東に行ったところに、トンネルを掘る基地
がもう何年も作業していました。平成30年度に完成
した原町東部雨水幹線（最大φ2,800）で、雨水を鶴
巻ポンプ場（φ2,000×４台、φ1,350×２台）へ送り、
そこから七北田川へ放流します。
　雨水幹線の整備は、現在も進められています。

（理事　藤井　秀男）

設を整備してきましたが、８. ５豪雨以降、河川管理者である国や宮城県と連携して総合的な治水対
策を検討し、概ね10年に１回の大雨に対応できるように設計方針を変えています。令和２年４月１日
現在における10年確率降雨に対応した整備区域は6,307ha、計画全体17,683haの34.7％となっています。
　施設としては、大量の雨水を河川に流せる雨水ポンプ場（次回説明します）を建設するとともに、

雨水幹線例：広瀬川第二雨水幹線
（写真提供：仙台市）



− 30 −

「北
き た

山
や ま

時
し ぐ れ

雨」
　北山には時雨がつきものだが、北山がしぐれをとおして透けて見える意から、空く、好くなど
に掛けたことばで、二通りの意味がある。（※「北山」は京都の北にある山の総称）
　① おなかが空いてきたこと。「例：どうやら腹が北山時雨だ」「腹が北山だ」等、「腹」を前に

つけて用いる。
　②相手に好かれていること。

諺・漢字コーナー　❖❖❖❖ ❖❖❖❖

――今月の諺――

――読んでみよう！書いてみよう！――

 一、次の漢字の読みを（　）に書いてみて下さい。
１　遮　光（　　　　　）
２　巧　拙（　　　　　）
３　頻　出（　　　　　）
４　年　少（　　　　　）
５　未　遂（　　　　　）

            
二、次の文中のカタカナを（　）に漢字で書いてみて下さい。

１　相手の考え方をコウテイする。 （　　　　　）
２　通算100㎞に及ぶコウテイ。 （　　　　　）
３　小学校のコウテイに避難する。 （　　　　　）
４　複雑な作業コウテイが必要だ。 （　　　　　）
５　コウテイ差のある土地だ。 （　　　　　）

三、次の（　）に漢字を入れて四字熟語を完成させてみて下さい。
１　（　　）意　即　妙　　　　２　物　情　騒（　　）

※解答は32頁です。
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編集歳時記
（2020年初冬号№494）

　いよいよ師走、今年も早いものであと半月足らずで年末年始の時期が来ると思うと一年が過ぎるの
が早く感じられます。
　松尾芭蕉の『奥の細道』の序文は、「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。」とい
う文章から始まります。
　現代語訳は、「時は永遠の旅人である。月も日もそして年も、始まりと終わりを絶えず繰り返しな
がら歩み続けて止まることはない。」となり、つまり、日々は過ぎ行き、戻る事がない、過去の一切
は過ぎていき今のものではなくなり続ける。したがって、時が歩みを刻む人生自体、旅そのものであ
るといえるということです。
　日々時間がないと嘆いている自分には、とても切ない気分になる一文でありますが、一年前に終わっ
た年末年始がまたやって来ると考えれば、切なさも薄まります。
　特に今年は、（私事で恐縮ですが）人生初の結婚、引越しなど、年末年始から慌ただしい日々を送
りました。また、入籍時期がコロナウイルス蔓延による非常事態宣言の時期とも重なり、予定してい
た計画も変更に次ぐ変更など、目まぐるしく状況が日々変わり、本当にあっという間に季節が過ぎ去っ
ていきました。
　今現在も慌ただしい現状ですが、振り返れば良い一年だったと思えるよう、年末までの日数を頑張っ
ていきたいと思うのと、いつの日か松尾芭蕉のように旅に出て見聞を広めたいと思う今日この頃です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金来　和広（㈱ユーワ技研）
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諺・漢字コーナー【解答】

一．　１．しゃこう　　２．こうせつ　　３．ひんしゅつ　　４．ねんしょう
　　　５．みすい

二．　１．肯定　　２．行程　　３．校庭　　４．工程　　５．高低

三．　当意即妙（とういそくみょう）
　　　　その場にふさわしい対応を即座にする様。

　　　物情騒然（ぶつじょうそうぜん）
　　　　世間の様子がさわがしいこと。　類義語：物議騒然

宮城県管工業協同組合　第45期　広報委員会

委 員 長　赤　間　勇一郎　（㈱ 赤 間 総 業　代表取締役社長）
副委員長　小　野　修　司　（全 栄 興 業 ㈱　代表取締役社長）
委　　員　中　鉢　　　丹　（㈱いづみ衛生施設工業　代表取締役社長）
委　　員　上　野　隆　士　（ウ エ ノ 設 備 ㈱　代表取締役社長）

委　　員　金　来　和　広　（㈱ ユ ー ワ 技 研　代表取締役社長）

委　　員　坪　田　映　二　（坪 田 工 業 ㈱　代表取締役社長）
委　　員　大　友　　　進　（東 水 工 業 ㈱　専 務 取 締 役）

専務理事　吉　田　秀　之
常勤理事　藤　井　秀　男

編集・発行
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