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宮城野萩
　９月から10月にかけて紫紅色の花を咲かせます。宮城県の県花。
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　６月29日（水）、当組合３階研修室において、令和４年度宮城県管工業
協同組合安全大会を開催したところ、組合員従業員等69名が参加した。
この安全大会は、特に専門工事業者として自主的な安全衛生管理の向上
に努め、労働災害防止の一層の推進を図ることを目的に毎年開催してい
る。
　当日は、千葉総務部次長の司会で開会し、業界関係の物故された方々
に対して黙祷を捧げた後、井上理事長から「この安全大会も新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて３年ぶりの開催となったが、一定のモラ
ルを守りながらコロナウイルスと共存して頂きたい。『安全』とは危険

優良事業所表彰　坪田工業㈱

が限りなくゼロに近いことではないかと思う。100％危険がないという訳ではないが、安全のためには、
危険予知や感情コントロールなどのメンタル面だけでなく、災害があるということを前提とした行動
が重要であり、安全に近づける努力を惜しまないことが一番大切ではないかと思う。組合員各社、建

井上理事長

仙台労働基準監督署
千葉署長

設業全体の無事故・無災害を祈念している」と挨拶があった。
　次に、来賓を代表して、千葉信浩仙台労働基準監督署長から「コロナ
禍による自粛ムードが続いていたが、コロナ対策を踏まえての安全大会
の開催ということで、皆様方の労働災害防止対策に対する熱意の表れと、
深く敬意を表する。また、本日安全表彰を受賞される皆様方には心より
お祝い申し上げるとともに、今後ますますのご活躍を期待申し上げる。
労働災害の発生状況は、令和２年度から令和３年度にかけて大幅に増加
し、今年に入ってからも増加傾向で推移し厳しい状況となっている。今
年の３月には死亡災害が発生しており、慣れない作業において死亡事故
が発生しているので、事前のチェックやリスクアセスメント等安全対策

をしっかりお願いしたい。今年も７月１日から全国安全週間が実施される。この安全週間は昭和３年
から現在まで継続して実施されているもので、戦時中も中断されることなく実施された大変歴史ある
取組で、今年度のスローガンは『安全は焦らず急がず怠らず』であるが、このスローガンを踏まえ、
現場の総点検など積極的な取組をお願いしたい。また、働き方改革関連法による残業の上限規制が施
行されて３年目となるが、建設業においては令和６年４月からの適用となる。人員の確保・生産性の

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

令和４年度宮城県管工業協同組合安全大会を開催
～本年度安全スローガンを採択～

向上等、それぞれ対応頂いていることと思うが、
助成制度なども是非ご活用頂きたい。安全は何
よりも優先されるものであり、本日の安全大会
を契機により一層労働災害防止に取り組み頂き
たい」と祝辞を頂いた。
　来賓紹介の後、安全表彰が行われ、井上理事
長から優良事業所１社と優良職長３名に対して
表彰状と記念品が、また、安全標語の入賞者５
名に賞状と記念品が授与された。
　続いて、優良職長表彰を受賞した鈴木長生氏

（㈱三浦組）が参加者を代表して「安全の誓い」
を読み上げた後、安全スローガンの採択に移り、
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令和４年度宮管安全スローガンとして『心を合わせて安全作業　達成し
よう健康とゼロ災害』が採択された。
　次に、仙台労働基準監督署安全衛生課の草刈健地方産業安全専門官か
ら、『建設業における安全対策について』と題した安全講話を頂いた。
草刈氏は、はじめに県内における災害の発生の状況について、「増減を
繰り返しながら長期的には減少傾向であるが、今年は既に１件の死亡災
害が発生しており、これはゼロにしなければならない。休業４日以上の
労働災害も、より一層減らしていくことが課題である」と話された。また、
墜落・転倒災害が全体の３割を占め、特に移動はしごの具体的な安全使

㈱三浦組　鈴木氏

草刈地方産業安全専門官

用のポイントについてイラストが添えられた資料をもとに、上方をしっ
かり固定し足下は滑り止めをすることが定められていること等が説明さ
れ、これらが不可能な場合は必ず２人以上作業することと注意喚起され
た。また、令和４年度の労働災害発生原因として、「設備面の安全対策
等、本質安全化対策が十分に講じられていない。作業員の不安全行動を
防止するための安全の基本ルール遵守の取組が十分でない」ことの２点
を挙げ、再発防止には、不安全行動（ヒューマンエラー）をしても事故
につながらない対策が必要であるとし、「事故は一瞬で起きる、事故で
失った命はもとには戻らない、ケガは一生であるので、十分な安全対策
を取り現場作業に従事してほしい」と述べられた。さらに、「SafeworK

向上宣言」、安全週間、熱中症予防に
ついてパンフレット内容を中心に説明
され、その中で、初期対応を誤って熱
中症で休業することになると、労働災
害となり監督署への報告が必要となる
ので、体調不良者が発生した場合には
迅速に病院に運び、翌日から元気に働
けるよう対応してほしいとまとめられ
た。
　最後に松岡総務・厚生委員長から閉
会の挨拶があり、大会を終了した。

【来　賓】（以下、敬称略）
　　仙台労働基準監督署　　　　　　　　千葉　信浩　署長
　　　　　　同　　　　安全衛生課　　　草刈　　健　地方産業安全専門官
　　仙台市水道局給水部給水装置課　　　植木　義則　課長
　　仙台市建設局下水道経営部業務課　　小甲　孝史　主幹兼排水設備係長

【優良事業所表彰】　　坪田工業㈱

【優良職長表彰】　　　熊谷　克彦氏（㈱馬渕工業所）
　　　　　　　　　　山中　利明氏（三豊工業㈱）
　　　　　　　　　　鈴木　長生氏（㈱三浦組）

安全大会の様子
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【安全標語】
　　最優秀賞『違和感を見逃す疲れとマンネリ化　初心に帰り安全対策』　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀田　昌史（渡辺建設工業㈱）

　　優 秀 賞『気持ちの隙に迫る事故　危険排除はみんなの努め』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　憲一（本山振興㈱）

　　入　　賞『人任せ　独りよがりが　事故を呼ぶ』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内藤　英之（渡辺建設工業㈱）

　　入　　賞『慌てた時こそ　一呼吸　初心に帰れば　事故は無し』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関川　幸児（ウエノ設備㈱）　　　　

　　入　　賞『大事故は　慣れと油断の組み合わせ』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　一男（渡辺建設工業㈱）　

令和４年度宮管安全スローガン

『心を合わせて安全作業　達成しよう　健康とゼロ災害』

安全の誓い
　令和３年度県内建設業における労働災害の発生状況は、休業４日以上の死傷者数が
337名と前年（277名）に比べ増加、死亡者数も前年より３名増の６名となりました。
　この結果を踏まえ、引き続き「人命尊重」という崇高な基本理念の下、いついか
なる状況にあっても安全を優先させ、また全体の安全意識の高揚を図りながら安全
管理活動に取り組んで行かなければならないと考えます。
　私ども建設業界は人手不足の影響から長時間労働による健康被害等が危惧されて
いますので、心身にゆとりのある効率的な業務体制の構築に努め、新型コロナウイ
ルス感染症にも十分留意しながら、働く者の安全と健康づくりを積極的に推進して
参ります。
　私たちは、令和４年度全国安全週間のスローガンである『安全は急がず焦らず怠
らず』のもと、労使双方が一致協力して労働災害防止のための基本ルールを遵守
し、「災害ゼロ」に向けて最善の努力を尽くして参ることを誓います。

〒984-0015 仙台市若林区卸町2-1-21



− 4 −

ポリテック協会
半田事務局長

実際の管を使用した実技講習

令和4年度水道配水用ポリエチレン管・継手施工技術講習会を開催

　６月21日（火）～ 23日（木）の３日間にわたり、当組合３階研修室におい
て、配水用ポリエチレンパイプシステム協会（以下、ポリテック協会）の
協力を頂き、令和４年度当組合の教育・研修事業の一環として、水道配水
用ポリエチレン管・継手施工技術講習会を開催したところ、組合員等151
名が参加した。
　講習会は、午前の部（９時～ 12時）と午後の部（13時30分～ 16時30分）
に分けて、合計６回開催し、最後に確認試験が行われ、合格者に受講証が
交付された。
　配水用ポリエチレン管は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震
において被害が確認されていないことから耐震管に認定され、全国の水道

事業体での採用が増加している。仙台市水道局発注案件においても、平成30年度より試験施工が実施
され、今年度から本格採用（50㎜、75㎜、100㎜）されることになった。
　配管工事に従事する技能者には、ポリテック協会が主催する「水道配水用ポリエチレン管・継手施
工技術講習会」の受講及び受講証の写しの添付を求められているため、本講習会を企画した。
　また、仙台市水道局の本格採用に伴い、県内各水道事業体での採用も予想されることから、宮城県
管工事業協同組合連合会会員企業へも案内した。
　21日（火）９時から行われた第１回目には24名が参加し、はじめに当組合の井上環理事長と、ポリ
テック協会の半田盛久事務局長から挨拶があっ
た後、同協会の八幡諭需要開発グループ担当部
長から講習会の要領が説明され講習に入った。
　東日本大震災時、東北地方に埋設されていた
約700㎞の配水用ポリエチレン管が無事故だっ
たことが高く評価されているが、その性能を遺
憾なく発揮させるには、施工者の技術力が不可
欠であり、受講者は、実際の管を前に時折講師
に質問しながら施工方法を学んでいた。
　講師、講習内容は次のとおり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・講師　　　配水用ポリエチレンパイプシステム協会委員及び講師認定者　
・講習内容　○座学
　　　　　　　①水道配水用ポリエチレン管についてのビデオ、施工マニュアルによる基本技術説明
　　　　　　○実技
　　　　　　　①電気融着接合の説明と実技実習
　　　　　　　②サドル付分水栓（鋳鉄サドル）取付・穿孔の説明と実技実習
　　　　　　　③メカニカル接合の説明と実技実習
　　　　　　○確認試験
　　　　　　○質疑応答
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　７月21日（木）、宮城県立仙台高等技術専門校（以下、高技専）設備工事
科の実習場において職業講話を開催した。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㈱）
の協力を頂いた。
　この講話は、配管技能を習得し資格を取得しながら就職を目指している
設備工事科の生徒の意識高揚を図るために企画されたものであり、高技専
からの依頼を受けて初めて実施した。
　当日は午後１時10分から開講し、はじめに高技専設備工事科の佐藤猛彦
先生から開催の目的が説明された後、井上理事長が講師となって「管工事
業の役割と将来」と題した講話を行った。当組合の概要、管工事業（配水

高技専　佐藤先生

講話する井上理事長

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
宮城県立仙台高等技術専門校職業講話を開催

集合写真（撮影時のみマスクを外しています）

管工事・ビル設備・住宅設備）、東日本大震災への取り組み等について一通り説明した後、生徒一人
ひとりに聞きたいことを求めたところ、「設備工事科を修了してどのぐらい先輩方が業界に進んでい
るのか、一人前になるにはどのぐらいか
かるのか、求められる人材は、必要な資
格は何か、現場は手作業なのか、独立す
る人はいるのか」等、多岐にわたって質
問が出され、理事長が一つひとつの質問
に丁寧に答えた。
　続いて、㈱クボタからダクタイル鉄管
の概要について、積水化学工業㈱から水
道配水用ポリエチレン管の施工につい
て、前澤給装工業㈱から水道管路と給水
装置の役割について、それぞれ担当者か
ら説明され、生徒たちは管工事業につい
て理解を深めた。



− 6 −

㈱宮城県管工事会館第49期定時株主総会開催

　６月22日（水）、仙台市青葉区の宮城県管工事会館９階大会議室において、
㈱宮城県管工事会館第49期定時株主総会が開催され、株主34社8,167株（委
任状出席の23社888株を含む）が出席した。
　午後２時、司会を務めた小野修司取締役（当組合理事）より、総会が適
法に成立していることが報告され、菅原雅美代表取締役社長（当組合副理
事長）から、「49期も引き続き新型コロナウイルス感染症に大きく影響さ
れたが、新規テナントの入居や既存テナントの増床により、当期利益を出
すことが出来た。昨年は、会館の修繕及び会議室利用者の要望等に応えた
設備投資を実施したが、今年度も会館の運営に必要な改修工事を予定して

菅原社長

いる。今後とも健全経営に努めていくので、株主の皆様には何卒ご理解を賜りたい」との挨拶があった。
　続いて、定款に基づき、菅原社長が議長に就任して議事が進められ、第１号議案から第４号議案ま

［新役員（敬称略）］
　代表取締役社長（再任）菅　原　雅　美（㈱同和設備工業所）
　取 締 役 副 社 長（再任）小　林　照　和（㈱興盛工業所）
　取　　締　　役（新任）井　上　　　環（井上設備工業㈱）
　　　　同　　　（再任）小　野　修　司（全栄興業㈱）
　　　　同　　　（再任）松　岡　清　一（㈱松清産業）
　　　　同　　　（再任）郷　古　孝　雄（㈲藤英工業）
　監　　査　　役（再任）吉　田　秀　之（宮城県管工業協同組合）
　　　　同　　　（再任）武　田　正　晃（㈱日幸商會）

株主総会の様子

で全て原案どおり承認可決された。
　なお、代表取締役社長には菅原雅美氏が再任
された。
　総会議案と新役員は次のとおり。

［総会議案］
　第１号議案　事業報告及び計算書類承認の件
　第２号議案　取締役選任の件
　第３号議案　監査役選任の件
　第４号議案　役員報酬決定の件

㍿ 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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仙台市技能職団体連絡協議会令和4年度優秀技能者表彰受賞

　６月27日（月）、仙台市宮城野区の仙台サンプラザで開催された仙台市技
能職団体連絡協議会（以下、仙技連）令和４年度通常総会の前段において、
令和４年度優秀技能者表彰式が挙行され、18職種27名が表彰された。
　この表彰は、仙技連を構成する会員の中から、経験15年以上を有し、他
の模範と認められた方を対象に実施している。なお、新型コロナウイルス
感染症の影響により３年ぶりの対面開催となった。
　今回、配管職部門としては、当組合から推薦した小野寺弘氏（服部産業
㈱）が受賞した。
　誠におめでとうございます。

服部産業㈱　小野寺氏

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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令和４年度産業安全衛生宮城大会開催
～仙台ガス水道工業㈱が宮城労働局長表彰を受賞～

～ミノワ設備工業㈱が建設業労働災害防止協会宮城県支部長賞を受賞～

　７月６日（月）、仙台市青葉区の日立システムズホール仙台において、令
和４年度産業安全衛生宮城大会が行われ、組合員㈱仙台ガス水道工業㈱（代
表取締役社長　大宮健氏）が宮城労働局長表彰優良賞を、また、当組合か
ら推薦したミノワ設備工業㈱（代表取締役社長　氏家利明氏）が安全管理
活動が優良で長期の無災害を持続している事業場として建設業労働災害防
止協会（以下、建災防）宮城県支部長から優良賞を受賞した。
　大会は午後１時45分、（公社）宮城労働基準協会の矢萩保雄会長の開会の
ことばで開会し、主唱者である宮城労働局の小林健局長の挨拶に続き、来
賓を代表して宮城県知事（代理：経済商工観光部　大庭豪樹副部長）より
挨拶があった。

ミノワ設備工業㈱
氏家社長

大会の様子

　次いで、安全衛生表彰が行われ、厚生労働大臣表彰、宮城労働局長表彰、（公社）宮城労働基準協会
長表彰、建災防宮城県支部長賞、陸上貨物運送事業労働災害防止協会長表彰が授与された。
　続いて、大会宣言の採択、ＮＰＯ法人メ
ンタルレスキュー協会の下園壮太理事長に
よる「職場でのストレスコントロール～安
全で健康な職場づくりのために～」と題し
た講演が行われ、大会を終了した。
　昨年度・一昨年度は、新型コロナウイル
スまん延のため「セーフワーク推進大会」
として受賞者等関係者に参加者を限定して
開催されていたが、今年は３年ぶりに本来
の「産業安全衛生宮城大会」として開催さ
れた。
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第48回全管連東北ブロック支部長会議開催

　８月30日（火）、岩手県花巻市のホテル千秋閣において、第48回全国管工事業協同組合連合会（以下、
全管連）東北ブロック支部長会議が開催され、全管連本部から藤川幸造会長、岩野隆一理事・総務部
長、粕谷明博専務理事、渡辺皓相談役（当
組合常任相談役）、鈴木都久生経理課長を
お招きし、会員等38名が出席した。
　会議は、東北ブロック事務局を与

あずか

る当組
合の千葉総務部次長が司会を務め、はじめ
に全管連の東北ブロックを担当する佐々木
英樹副会長（岩手県連会長）から挨拶があ
り、続いて藤川会長から祝辞を頂いた後、
佐々木副会長が議長に就任し、以下の議題
について協議された。

［議題及びその提案趣旨］

１．各県からの提出議題

①スマートメーターの導入状況について（青森県支部）
　青森県内では、八戸圏域水道企業団が昨年からスマートメーターの実証実験を始め、様々なデータ
を取得して採用に向けて準備をしている状況であります。本格的な採用は、まだ先のようですが、各
県の状況についてお教え願います。

②配水管工事における入札資格について（岩手県支部）
　岩手県では、水道施設工事の入札参加資格において、土木施工管理技士等の１級又は２級があれば
参加できる自治体と、配水管技能者の資格が必要な自治体がありますが、各県ではどのような取り扱
いになっているかお教え願います。
　また、安全に施工及び分岐するために全ての自治体で統一する方法はないでしょうか。

③漏水修理業務における待機料について（秋田県支部）
　秋田管工事業協同組合（以下、組合）では、秋田市上下水道局の「お客様センター業務等包括委託」
の中で、漏水修理業務を受託しております。
　この業務につきまして、包括委託水準書では次のように規定されております。

「秋田市上下水道局の指示に基づき、水道施設の漏水修理等を24時間体制で実施する。」
　尚、この委託業務は平成16年度から平成25年度までは単年度契約で組合が受託し、平成26年からは、
お客様センター業務等包括委託としてＳＰＣである秋田市上下水道サービス㈱（当組合と㈱ＰＵＣ（現
東京水道㈱））が受託、現在２期目（平成31年度～）となっております。
　組合では、漏水修理に必要な人員（３名）及び資機材（ダンプトラック、トラック、ワゴン車、バッ
クホウ、発電機、エアコンプレッサー、安全施設等）により構成される２班（組合員２社）を編成し
対応しております。
　当初この業務は、年間修理件数が900件程あり、毎日フル稼働の状況でしたが、老朽配水管の整備

会議の様子
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工事も進み、最近は年間修理件数が350件程度にまで減少し、手空き時間が増加するとともに、受託
金額も減少し、業務運営が厳しくなっている現状です。
　また、業務費の精算は修理業務１件毎に精算されますが、24時間体制に対する待機費用については
計上されておりません。
　働き方改革が叫ばれる中、現在、当局に対し、24時間体制並びに会社運営を維持するため、待機料
の計上をお願いしているところです。
　つきましては、各県支部において、待機料について業務費用へ計上されている事例がございました
らご教示頂きたく、宜しくお願い致します。

④上下水道部局統合による影響について（宮城県支部）
　国が要請する公営企業会計の適用推進を受けて、平成30年頃から各市の下水道部局が市長部局から
離れ、水道部局と組織統合する事例が増えています。
　建設改良事業については、別個のものと考えますが、管工事業界にとって上下水道統合による影響
等（メリット、デメリット）の事例がありましたらご教示下さい。

⑤建設キャリアアップシステムへの取組状況について（宮城県支部）
［各県支部］
　国土交通省では、経営事項審査における加点評価をはじめ、厚生労働省のハローワーク等と連携し
た建設キャリアアップシステムの活用等、様々な角度から同システムの普及に力を入れていますが、
民間工事を含めて各県の利用状況についてお教え願います。

［全管連本部］
　配管技能者のレベル判定は（一社）日本機械土工協会に業務を委託し運用しているようですが、専門
工事企業の施工能力の見える化評価制度の現状と全管連本部の取り組みについてお教え願います。

２．全管連本部への質問・要望事項

①厚生労働省医薬・生活衛生局水道課の業務の見直しについて（宮城県支部）
　令和４年６月20日付の日本水道新聞において、次の感染症危機に備えて厚生労働省の組織の見直し
を行うことが報じられており、その中で、同省医薬・生活衛生局水道課の業務も対象となり他府省庁
に移管される可能性について言及されていましたが、その後の動向等、何か情報がありましたらご教
示願います。
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３．全管連本部からの説明事項

①令和５年７月（第33期）からの新体制について
②組合の事業運営状況アンケートの実施について
③高校生の新卒者向け求人のＩＴの活用について

４．その他の事項

①全管連東北ブロック令和３年度収支決算報告について
②第49回（次年度）全管連東北ブロック支部長会議の開催地について　　
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全国管工事業協同組合連合会　令和４年度スローガン

　７月４日（月）、長野県佐久郡軽井沢町の軽井沢プリンスホテルにおいて全国管工事業協同組合連合
会の第62回通常総会が開催され、令和４年度スローガンが次のとおり決議されました。

１．業界の力で災害時に届けよう「命の水」

１．行政・消費者と連携し悪質業者を排除しよう

１．処遇改善と働き方改革で魅力ある業界を作ろう

一般社団法人日本空調衛生工事業協会　令和４年度スローガン

　５月24日（火）、東京都千代田区の帝国ホテル東京において一般社団法人日本空調衛生工事業協会の
第74回通常総会が開催され、令和４年度スローガンが次のとおり決議されました。

１．省エネルギー及び省ＣＯ２に積極的に取り組み、脱炭素社会（カーボ
ンニュートラル）の実現とＳＤＧｓの達成に貢献しよう

２．法令の遵守と企業の社会的責任を果たす事業運営を徹底しよう

３．生産性の向上と適正な施工体制の確保に努めるとともに、未来を担
う多様な人材の確保・育成を図り、「働き方改革」を推進しよう

４．空調衛生設備の独自性や重要性をアピールし、直接発注（分離発
注）等の適切な発注方式の推進と、許可業種区分「機械設備一式工
事」等の実現を目指そう
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　　10月大改正「育児介護休業法」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北山ＦＰ社会保険労務士事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　北　山　茂　治

社会保険労務士からの目

　令和３年に育児介護休業法が改正されて、令和４年４月から段階的に施行されていますが、令和４
年10月の改正が一番大きな改正です。それは次の３点です。
　①産後パパ育休の新設
　②育児休業の分割取得
　③１歳以降の延長の柔軟化
　今回の改正のテーマは、男性の育休促進です。令和２年度の育児休業取得率は、女性で81．6％、
男性で12．65％と大きな開きがあります。男性の育児休業取得を促進して、取得を望む男性の仕事と
生活の両立の希望をかなえ、男女を問わずワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環
境を実現するためです。
　
＜①産後パパ育休＞
　「出生時育児休業」が新設されました。これは通常の育児休業とは別に出生直後８週間以内に４週
間まで育休が取得できる制度です。この時期は女性は産後休業を取得していますから、男性が取得す
る休業ということになります。「産後パパ育休」と呼ばれています。
　産後パパ育休の申し出は２週間前までと通常の育児休業の１カ月前と比べてだいぶ緩和されていま
す。２回に分けて取得できるため、仕事の都合で長期に休むことが難しい場合に産後パパ育休が取り
やすくなります。ただし２回に分けて申し出する場合は、その２回分をはじめにまとめて申し出する
必要があります。

　更に休業中に就業することが可能となりました。労使協定を締結している場合に限りますが、従業
員が合意した範囲内で休業中に就業することが可能になりました。
　※通常の育児休業でもトラブル対応などの一時的・臨時的なものに限り休業中の一部就業が認めら
れています。

　対象となる従業員は、産後休業をしていない従業員で、産後休業を取得していなくて、産後８週間
の子と同居して養育している従業員です。有期雇用労働者の場合は、子が生まれてから８週間を経過
する日の翌日から、６か月を経過する日までの間に契約が満了することが明らかでない場合に対象と
なります。
　一つ注意点があります。現行の「パパ休暇」は廃止されます。
　※パパ休暇とはこの出生後８週間以内に夫が育児休業を取得した場合に２回目の育児休業を取得で
きる制度

＜②育児休業の分割取得＞
　これまで原則１回だった育児休業を２回まで分割して取得できるようになりました。男性の場合は
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産後パパ育休も合わせると最大４回まで取得が可能になります。
　パパ休暇は廃止になりますが、パパママ育休プラスは、10月以降も利用できますので安心してくだ
さい。
　※パパママ育休プラスとは、夫婦が共に育児休業を主とする場合は子が１歳２か月まで休業を取得
できる制度
　分割取得の申し出期限は、原則１カ月前までです。産後パパ育休の２週間前ではありませんので注
意してください。ただ、いいこともあります。産後パパ育休は２回分まとめて申し出が必要ですが、
分割取得は、取得の際にそれぞれ申出すればいいことになっています。
　
＜③１歳以降の延長の柔軟化＞
　育児休業は、通常１年までですが、保育所に入所できない等の理由で１歳以降も育児休業を延長す
る場合があります。これについても柔軟に取得できるようになりました。
　従来は延長した場合、育児休業開始日が子が１歳の時点と１歳６か月の時点に限定されていました
が、改正後は本人と配偶者の育児休業に切れ目がなければ、それぞれの延長期間の途中でも夫婦が交
代して育児休業を取得できるようになりました。

＜留意点＞
・労使協定
　勤続１年未満の従業員を対象から外したい場合や、休業中に一部働いてもらう可能性がある場合、
産後パパ育休の申し出を１カ月前とする場合は、労使協定を事前に結んでおきましょう。
・就業規則
　まだ就業規則を変更していな会社は、早急に就業規則の変更または育児介護休業規程を整備してく
ださい。また育児介護休業に関する社内帳票も変更する必要があります。

　労使協定についても、就業規則についても、厚生労働省のホームページ「育児・介護休業等に関す
る規則の規定例」に規定例・帳票例がありますので参照してください。ただし、内容をよく確認して
会社に合うように変更して使用しましょう。
　
＜両立支援の助成金＞
　中小企業の支援のため、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのために「両立支援等助
成金」があります。
　「出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）」男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境
整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性従業員が生じた事業主に支給します。
　「育児休業等支援コース」育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って従業員の円滑な育児休業
の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した従業員が生じた中小企業事業主に支給します。

　会社にとっては負担の大きな改正ですが、男性の育児休業取得促進、仕事と生活の両立支援に取り
組むことは、会社のイメージアップ、従業員の意識向上、生産性の向上、優秀な人材確保、人材定着
にもつながりますので、ぜひ積極的に取り組んでください。
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　※ 印をつけた矢印が今回の改正点です。

参考資料：育児・介護休業法令和３年改正内容の解説リーフレット　厚生労働省
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青年部コーナー

令和4年度通常総会および卒業式を開催

幹事　星川　　勇（㈲嘉平工業所）

　６月４日（土）、仙台市青葉区のホテルグラン
テラス仙台国分町において令和４年度通常総会
を開催したところ、会員25名（委任状７名を含
む）が出席しました。
　渡辺啓一郎幹事（渡辺建設工業㈱）の司会で
開会し、はじめに大泉雄介会長（㈱北栄工業所）
から挨拶がありました。
　続いて、議事の第１号議案〔令和３年度事業
報告並びに収支決算承認の件〕、第２号議案〔令
和４年度年会費変更の件〕、第３号議案〔令和
４年度事業計画案並びに予算案審議の件〕が審

総会の様子

議され、原案通り承認されました。第４号議案の〔役員改選の件〕においては選考委員の指名を受け
た佐藤秀一委員長（㈱大盛設備工業）のほか２名により、選考委員会にて８名の役員が選出され、同
日に開催された役員会で新体制が発足しました。
　３年ぶりにホテルを会場とした総会を開催することが出来たものの、本来であればその後の懇親会
で来賓の方や青年部ＯＢの先輩方と懇親を深める場になるはずでしたが、新型コロナの影響により開
催が適わず中止となりました。
　今年度から、卒業される会員に向けた卒業式を総会後に開催する運びとなり、松岡清一氏（㈱松清
産業）、岩渕裕次氏（住設工業㈱）、後藤和弘氏（㈲勇扇工業）の３名がめでたく卒業を迎えることと
なりました。大泉雄介前会長の挨拶後、卒業生へ卒業証書の授与および記念品の贈呈が行われました。

集合写真（撮影時のみマスクを外しています）
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青年部会長就任のご挨拶

会長　本山　泰督（本山振興㈱）

続いて、卒業生のお三方からごあいさつを頂戴し、それぞれの青年部での思い出や我々後輩に対する
アドバイスなどをいただき、先輩方の青年部に対する熱い思いや名残惜しさを感じ、目頭が熱くなり
ました。その後、本山新会長の締めの挨拶の後、拍手で卒業生を見送り、別れを惜しみながら散会と
なりました。

　今年度は今まで見送られていた各事業が再び計画され、それぞれの委員会が動き出しております。
まだまだ不安定な社会情勢ではありますが、その中でも青年部の会員同士が交流を深められる機会が
より多く出来ればと思います。

［新役員］
　会　　長　　本山　泰督（本山振興㈱）
　副 会 長　　大友　　進（東水工業㈱）
　副 会 長　　渡辺啓一郎（渡辺建設工業㈱）
　代表幹事　　高田　浩之（ウォーターワークス仙台㈱）
　幹　　事　　星川　　勇（㈲嘉平工業所）
　幹　　事　　金来　和広（㈱ユーワ技研）
　幹　　事　　万城目兼司（熱研プラント工業㈱）
　監　　査　　神田　和隆（㈲明和設備工業）

　この度、先の宮城県管工業協同組合青年部連絡協議会総会におきまして、大泉会長の後任として会
長職を拝命致しました本山振興株式会社の本山泰督でございます。皆様、どうぞよろしくお願いいた
します。
　さて、私が入会させて頂いたのは平成17年26歳の時でした。当時、本山振興に入社したばかりで右
も左も分からない中でしたが、当時の先輩方にご指導・ご鞭撻を受け成長させて頂きました。
　私が会長職を拝命する際に思ったことは、先輩方からご指導いただいた、この会の価値である『交
流と研鑽』を追求したい。そして、『皆さんと共に成長していきたい』という思いでした。
　この青年部は会則にもある通り「会員相互の親睦を図り業務に緊密なる連携を保ち、会員各位の会
社の健全なる成長発展を図ると共に会員相互の諸研究と教養を高め管工事業の推進を以って目的とす
る」という『交流と研鑽』を本分とする団体です。
　今年度初めての試みとなりますが、青年部活動を行う上での方針や指標となるスローガンを制定さ
せて頂きました。
　私はこの２年以上も続くコロナ禍の現状を鑑み、変化する環境に適応した青年部活動を行って、一
歩でも先へ歩みを進めたいという思いと、青年部50周年記念事業は完全な形で行えませんでしたが、
記念誌編纂や歴代会長のインタビューを通じて知り得た『青年部魂』を継承し、改めてこの半世紀を
契機として『交流と研鑽』を行う団体として再始動したいという思いを込めて、今年度のスローガンは、
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　「温故知新　交流と研鑽を行い　一歩先へ歩みを進めよう」
　とさせて頂きました。
　温故知新「故

ふる

きを温
たず

ねて新しきを知る」は、以前学んだことや昔の事柄を調べ直し、新しい道理や
知識を探り当てることで、まさしく50周年を迎えた団体として相応しい故事成語ではないかと思いま
す。
　本年度は思い出に残るような交流事業や、楽しいだけではなく、研鑽の語源が示す通り、会社・業
界の看板を背負うに相応しい経営者へと自分を磨く研修事業を予定しております。
　また、私は昨年度より、扇先輩から引き継ぎ、全管連青年部という全国28都道府県からの34団体、
会員数1,600名を超える団体に理事として出向しておりますが、宮管青年部は最も歴史ある団体とし
て大変注目されております。
　この半世紀の歴史を持つ青年部の会長のお役目をお与かりすることは大変な重責であり、若輩者で
ある自分には至らぬところもございますが、「温故知新　交流と研鑽を行い　一歩先へ歩みを進めよ
う」このスローガンのもと、皆さんと一緒に成長し、一年間活動して参りますので、何卒よろしくお
願い致します。

青年部新役員ご挨拶

幹事　金来　和広（㈱ユーワ技研） 

幹事　万城目兼司（熱研プラント工業㈱）

　この度、幹事を仰せつかりました㈱ユーワ技研の金来和広です。
　新幹事として、青年部の更なる発展と各事業の充実に向けて尽力していき
たいと思いますので、何卒ご協力の方をよろしくお願いいたします。

　この度、幹事を仰せつかりました熱研プラント工業㈱の万城目です。
　業界に入って８年目、青年部に入会させていただき早くも５年目となりま
した。諸先輩方に教えていただいたことはもちろんですが、他業種で学んで
きた経験・知識も活かして青年部発展のため尽力いたします。青年部員が年々
減少しておりますが、それを感じさせないように青年部活動を楽しく盛り上
げていきたいと思いますので、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろし
くお願い致します。
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Mr. みやかんの「これ知ってる？」

「仙台牛」
　10月に入り、さわやかな秋風が心地よい今日この頃です。
　突然ですが、皆さんは、10月９日が何の日かご存じでしょうか？
　実は、10月９日を1009として「センキュー」と読ませ、「仙台牛」を略した「センギュー（仙牛）」
という語呂合わせにちなみ「仙台牛の日」となっています。「仙台牛」は、霜降りと赤身のバランス
が良く、口当たりが柔らかな風味と豊かな肉汁が特長で、定められた厳しい基準をクリアした牛肉で
す。
　今回は、この「仙台牛」についてご紹介します。

□「仙台牛の日」は、いつから？
　平成28（2016）年10月９日からです。「仙台牛」の美味しさをより多くの人に味わってもらうこと
を目的として、「仙台牛銘柄推進協議会」と「全国農業協同組合連合会宮城県本部」が「仙台牛の日」
を制定し、一般社団法人日本記念日協会により認定・登録されました。

□仙台牛の定義
　仙台で育った牛を「仙台牛」と呼ぶわけではありません。宮城県で育った黒毛和牛の中で、次の４
つの厳しい基準を満たしたものだけが「仙台牛」と呼ばれます。（宮城県から食肉として出荷される
黒毛和牛のうち、「仙台牛」の名で出荷されるものはその約５割だそうです。）
　なお、「仙台牛」の基準に一歩及ばなかったランクのものは「仙台黒毛和牛」と呼ばれます。
　①黒毛和種である。
　②仙台牛生産登録農家が個体に合った適正管理を行い、宮城県内で肥育された肉牛である。
　③仙台牛銘柄推進協議会が認めた市場並びに共進会等に出品されたものである。
　④公益社団法人日本食肉格付協会枝肉取引規格が、ランクＡ５またはＢ５に評価したものである。

□「仙台牛」の歴史
　昭和６（1931）年
　　宮城県畜産試験場が、肉質の向上を図るために兵庫県から種牛を導入。
　昭和49（1974）年
　　兵庫県から導入した、大変優れた種牛「茂

しげ

重
しげ

波
なみ

号
ごう

」の導入によって、最高級品質の牛肉を作るこ
とに成功。現在の「仙台牛」の基礎となる。

　　※「茂重波号」
　　「茂重波号」は、兵庫県の名牛といわれた「茂

しげ

金
かね

波
なみ

号
ごう

」の子。兄弟種雄牛も百数十頭おり、全国で活躍。
現在の「仙台牛」のほとんどが「茂重波号」の血統を引いている。

　霜降りの牛肉づくりには、きれいな水と良質で豊富な稲わらが大切です。米の名
産地である宮城県では良質な稲わらが生産されており、その稲わらをたくさん食べ
て２年半育った牛が、「仙台牛」として生産されています。

Mr. みやかん
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当組合お取引資機材メーカー
各社様が、おすすめする製品
を紹介するコーナーです。

Mr. みやかん

「ヤノ・ストッパー」・「フランジサポート」
大成機工㈱

「ヤノ・ストッパー」
【商品詳細】
　断水することなく、また断水区域を最小限にとどめて短時間で配水管路の移設や布設替などを行う
ために、大成機工が開発したのが、管路断水器「ヤノ・ストッパー」です。ヤノ・ストッパーは、水
の流れを阻害することなく、管路の任意の場所に設置でき、漏水事故対応等の緊急工事にもご使用い
ただいております。

【特長】
・円形のカッターで穿孔しますので、管の強度低下が少なくてすみます。
・穿孔部は、大部分を切片で回収しますので、切粉の発生が少なくてすみます。また、切粉は排出口

より管外に排出します。
・繰り返し開閉が可能です。（加圧状態で500回繰り返し開閉テストをクリア）
・真上からの穿孔のため、掘削寸法が小さくてすみます。
・不要になれば、弁体撤去工事を行うこともできます。

「フランジサポート」
【商品詳細】
　近年、老朽化に伴う既設管路の更新において、市街化地域では道路事情や埋設状況等により管路の
耐震化、老朽管補修が計画通り進んでいない現状があります。　　
　そういった背景から、既設管路のフランジ継手部のみを部分的に補強する金具が有効な手段として

「フランジサポート」が開発されました。
　本体と六角ボルトで構成され、本体の六角ボルトを締め付けることで両フランジ間を挟み込む構造
です。フランジ部に取り付ける際に本体のフックをフランジ部のナットに当てることで本体の回転を
抑制させることが可能です。

【特長】
・フランジ継手に設置して、離脱阻止性能３DkNを有します。
・継手箇所のみの部分的な掘削だけで取り付け可能です。
・既設管を断水することなくフランジ間を挟み込むだけの単純構造で、だれでも容易に取り付け作業

を行うことができます。
・既設の六角ボルト・ナット交換時の一時的な治具として使用可能です。
・フランジ外周面が円形でない仕切弁や突出部が張り出した補修弁等にも取り付け可能です。

〔問合せ先〕
　大成機工㈱東北支店
　〒980-0013　仙台市青葉区花京院２−１−65（いちご花京院ビル）
　電話　022-263-4041　　ＦＡＸ　022-225-0829

我が社のおすすめ品！
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小噺
㈱赤間総業　代表取締役
宮城県管工業協同組合 
理事　赤　間　勇一郎

　50代に突入し若い頃のようには体も動かず、健康や病気についてでも書こうと思いましたが、内容
を考えていると段々と暗くなり気が滅入る話ばかりで…。だからと言ってコロナ禍で出歩く機会もあ
まり無く、「みやかん」紙面上にご報告出来るような話題も特にない為（というより文章を書く才能
自体無いのですが）、ネット上の面白い小噺をご紹介させて下さい！※知っていたら悪しからず…
　
　「メキシコの漁師」メキシコの田舎町。海岸に小さなボートが停泊していた。メキシコ人の漁師が
小さな網に魚をとってきた。その魚は、なんとも生きがいい。それを見たアメリカ人旅行者は「すば
らしい魚だね。どれくらいの時間、漁をしていたの」と尋ねた。すると漁師は 「そんなに長い時間じゃ
ないよ」と答えた。旅行者が「もっと漁をしていたら、もっと魚が獲れたんだろうね。おしいなあ」
と言うと、漁師は「自分と自分の家族が食べるにはこれで十分だ」と言った。「それじゃあ、あまっ
た時間でいったい何をするの」と旅行者が聞くと、漁師は、「日が高くなるまでゆっくり寝て、それ
から漁に出る。戻ってきたら子どもと遊んで、女房とシエスタして。夜になったら友達と一杯やって、
ギターを弾いて、歌をうたって…ああ、これでもう一日終わりだね」すると旅行者はまじめな顔で漁
師に向かってこう言った。「ハーバード・ビジネス・スクールでＭＢＡを取得した人間として、きみ
にアドバイスしよう。いいかい、きみは毎日、もっと長い時間、漁をするべきだ。それであまった魚
は売る。お金が貯まったら大きな漁船を買う。そうすると漁獲高は上がり、儲けも増える。その儲け
で漁船を２隻、３隻と増やしていくんだ。やがて大漁船団ができるまでね。そうしたら仲介人に魚を
売るのはやめだ。自前の水産品加工工場を建てて、そこに魚を入れる。その頃には、きみはこのちっ
ぽけな村を出てメキシコシティに引っ越し、ロサンゼルス、ニューヨークへと進出していくだろう。
きみはマンハッタンのオフィスビルから企業の指揮をとるんだ」漁師は尋ねた。「そうなるまでにど
れくらいかかるのかね」「二〇年、いやおそらく二五年でそこまでいくね」「それからどうなるの」「そ
れから？そのときは本当にすごいことになるよ」と旅行者はにんまりと笑い、「今度は株を売却して、
きみは億万長者になるのさ」「それで？」「そうしたら引退して、海岸近くの小さな村に住んで、日が
高くなるまでゆっくり寝て、日中は釣りをしたり、子どもと遊んだり、奥さんとシエスタして過ごし
て、夜になったら友達と一杯やって、ギターを弾いて、歌をうたって過ごすんだ。どうだい。すばら
しいだろう」

（原文ママ）

　結局同じ事じゃないか～と思いますが、それを経験してからの一生と何もしないで過ごす１日とは
やはり違うのでは？と幸福とは何かを考えさせられる何か頭の片隅に残る面白い小噺でした…。あ～
何れはこういう生活したいなぁ頑張ろう！

Note役員ノート
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組 合 の う ご き

６月２日（木）・㈱宮城県管工事会館役員会に菅原・小林両副理事長外出席
　　　　　　・令和４年度随時実施技能検定（建築配管）実技試験が実施され、相澤十四男会長（㈱

相澤設備）が技能検定委員として運営にあたる
６月６日（月）・建設業労働災害防止協会宮城県支部第57回代議員会に井上理事長出席
６月７日（火）・総務・厚生委員会開催
　　　　　　　①令和４年度宮管安全大会の実施について
６月８日（水）・広報委員会開催
　　　　　　　①“みやかん”盛夏号の発刊について
６月９日（木）・６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総務・厚生委員会報告
　　　　　　　④広報委員会報告
　　　　　　　⑤令和４年度通常総会報告
　　　　　　　⑥令和３年度出資金に対する配当金の払い出しについて
　　　　　　　⑦令和３年度資材並びに工事利用分量割戻金の払い出しについて
　　　　　　　※協議事項
　　　　　　　①令和３年度内脱退組合員の持分清算について
　　　　　　　②令和４年度役員報酬の配分額決定について
　　　　　　　③第46期（令和４・５年度）の常設委員会正副委員長、並びに地区連絡会担当理事の

選任について
　　　　　　　④官公需適格組合委員会委員の選任について
　　　　　　　⑤㈱宮城県管工事会館役員の件
　　　　　　　※その他
　　　　　　　①宮城県立仙台高等技術専門校からの職業講話講師派遣依頼について
　　　　　　　②職員夏季一時金の支給について
６月10日（金）・宮城県中小企業団体中央会令和４年度（第66期）通常総会に井上理事長出席
６月15日（水）・全管連臨時総会及び第350回理事会に井上理事長出席
６月16日（木）・（公財）仙台市水道サービス公社第25回評議員会に井上理事長出席
６月21日（火）・水道配水用ポリエチレン管・継手施工技術講習会を開催、組合員等151名受講
　～23日（木）
６月22日（水）・㈱宮城県管工事会館役員会に菅原・小林両副理事長外出席、同第49期定時株主総会に

井上理事長外出席
　　　　　　・「みやぎ住まいづくり協議会」設立総会に堀理事ＷＥＢ出席
６月24日（金）・（一財）みやぎ建設総合センター令和４年度第１回評議員会に井上理事長出席
６月27日（月）・令和４年度仙台市技能職団体連絡協議会優秀技能者表彰式及び通常総会に井上理事長

外出席、席上、組合員服部産業㈱の小野寺弘氏が優秀技能者として仙技連会長表彰を
受賞
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６月28日（火）・６月度臨時役員会開催
　　　　　　　※報告事項
　　　　　　　①組合員の脱退について
　　　　　　　※協議事項
　　　　　　　①第46期（令和４・５年度）常設委員会委員、並びに地区連絡会正副代表幹事の選任

について
　　　　　　　②退任委員に対する感謝状と記念品の贈呈について
　　　　　　　③役員災害補償（普通傷害保険）への加入について
６月29日（水）・令和４年度宮管安全大会を開催、組合員等69名参加
　　　　　　・宮城県建設産業団体連合会令和４年度通常総会に井上理事長、堀理事出席
６月30日（木）・令和４年度優良公認排水設備工事業者表彰式が行われ、組合員㈱平設備興業（佐藤優

昭社長）が優良公認店として市長表彰受賞

７月４日（月）・全管連令和４年度通常総会・全国大会・懇親会に井上理事長、渡辺常任相談役、菅原
副理事長外出席

７月６日（水）・令和４年度産業安全衛生宮城大会が開催され、席上、組合員仙台ガス水道工業㈱（大
宮健社長）が宮城労働局長表彰優良賞、組合員ミノワ設備工業㈱（氏家利明社長）が
建設業労働災害防止協会宮城県支部長から優良賞をそれぞれ受ける

７月11日（月）・総務・厚生委員会開催
　　　　　　　①宮管安全大会実施報告
　　　　　　　②宮管親善ゴルフコンペの実施について
　　　　　　　③給水装置工事主任技術者試験受験準備講習会の実施について
　　　　　　　④宮管親善ボウリング大会の実施について
７月12日（火）・資材委員会開催
　　　　　　　①令和４年５月迄の資材販売実績報告について
　　　　　　　②第29回宮管・管工事機材展示会について
　　　　　　　③資材の動向について
　　　　　　・（一社）宮城県建設専門工事業団体連合会令和４年度第25回「職長との懇談会」に古川

駿矢氏（㈱興盛工業所）出席
７月13日（水）・「フォーラム：がんばろう！東北」に吉田専務理事、堀理事出席
７月14日（木）・７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総務・厚生委員会報告
　　　　　　　④令和４年度安全大会実施報告
　　　　　　　⑤資材委員会報告
　　　　　　　⑥水道配水用ポリエチレン管・継手施工技術講習会実施報告
　　　　　　　※協議事項
　　　　　　　①令和４年度地区連絡会ブロック会議の開催について
　　　　　　　※その他
　　　　　　　①８月度定例役員会の開催予定について
　　　　　　　②お盆休みについて
　　　　　　　③その他（排水設備工事に関する情報提供）
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７月15日（金）・配水管からの漏水（仙台市青葉区台原５丁目付近）による断水等の発生を受けて、組
合職員６名が応急給水活動に従事（翌16日は職員２名が従事）

７月19日（火）・令和４年度宮城県木造家屋等建築工事安全対策委員会に井上理事長出席
７月20日（水）・（一社）全国建設産業団体連合会令和４年度第１回専門工事業委員会に井上理事長出席
７月21日（木）・組合員㈲明和設備工業 神田和隆社長のご尊父 神田隆明様の一般焼香に井上理事長参列
　　　　　　・宮城県立仙台高等技術専門校職業講話に井上理事長外出席
７月26日（火）・第23回建設産業専門団体東北地区連合会（東北建専連）会員団体長と東北地方整備局

との意見交換会及び東北建専連令和４年度定期総会に井上理事長出席
７月28日（木）・令和４年度第１・四半期監査会開催

８月10日（水）・８月度役員会開催
　　　　　　　※報告事項
　　　　　　　①庶務報告
　　　　　　　②共同事業実績報告
　　　　　　　③第１・四半期決算報告
　　　　　　　④第１・四半期監査報告
　　　　　　　⑤仙台市指定給水装置工事事業者の新規指定並びに排水設備工事業者の新規承認につ

いて
　　　　　　　⑥青下の杜プロジェクトの協定継続について
　　　　　　　⑦嘱託員の継続雇用について
　　　　　　　※協議事項
　　　　　　　①災害復旧応援対策本部員の一部変更について
　　　　　　　②宮城県白石工業高等学校配水管技能講習会への協力について
　　　　　　　※その他
　　　　　　　①宮城県立仙台高等技術専門校職業講話のアンケート結果について
　　　　　　　②同上専門校令和４年度在職者訓練（配管基礎技能科）の実施案内について
　　　　　　　③福島県沖地震被害に対する保険金の給付について
　　　　　　　④排水設備等新設工事の着手に関する運用について
８月23日（火）・㈱宮城県管工事会館監査役会に吉田専務理事、武田監事出席
８月24日（水）・令和４年度地区連絡会各ブロック代表者等による全体打合せ会開催
８月30日（火）・第48回全管連東北ブロック支部長会議（岩手県花巻市）に井上理事長、渡辺常任相談

役外出席

組合員のうごき
○組合員代表者変更

　株式会社 大盛設備工業 （№86） 【令和４年10月１日付】

　　　　　　　　　新　代表取締役　　佐　藤　秀　一 
　　　　　　　　　前　取締役会長　　佐　藤　三　郎
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理事（役員）会報告

－６月度理事会－　

１．日　　時　　令和４年６月９日（木）15：00 ～ 16：10
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
　　　　　　　　　　　　　小川常務理事・赤間理事・松岡理事・小野理事・渡辺理事
　　　　　　　　　　　　　郷古理事・相澤理事・大浦理事・服部理事・堀理事　　　　　　計14名
　　　　　　　　事務局　　須藤事務長・白戸工事部次長・小島資材部次長・千葉総務部次長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計４名
４．議題及び議事経過　　　　　　　
※報告事項
①庶務報告
　千葉総務部次長より、組合の５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
　小川常務理事より、資材と工事の各共同事業について５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総務・厚生委員会報告
　松岡総務・厚生委員長より、６月７日開催の首題委員会で、令和４年度安全大会の開催要領と各表
彰受賞者等について協議した内容が報告されるとともに、安全標語については選定した入賞候補作品
中から、水道局担当課の評価を参考にして入賞作を決定する旨が説明され、一同了承した。

④広報委員会報告
　赤間広報委員長より、６月８日開催の首題委員会で、広報誌「みやかん」盛夏号の掲載予定記事等
の検討を行った旨が報告され、一同了承した。

⑤令和４年度通常総会報告
　千葉総務部次長より、５月25日開催の首題総会における出席者数と議案審議の結果が報告され、一
同了承した。

⑥令和３年度出資金に対する配当金の払い出しについて
⑦令和３年度資材並びに工事利用分量割戻金の払い出しについて
　須藤事務長より、令和４年度通常総会で可決確定した決算剰余金処分に基づく出資配当金及び資材
並びに工事利用分量割戻金について、支払方法等が説明され、一同了承した。

※協議事項
①令和３年度内脱退組合員の持分清算について
　須藤事務長より、令和３年度内脱退組合員（１社）の出資口数に応じた持分の清算について説明さ
れ、一同了承した。
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②令和４年度役員報酬の配分額決定について
　井上理事長より、令和４年度通常総会で可決確定した役員報酬について、その配分及び支給方法等
が提案され、一同了承した。

③第46期（令和４・５年度）の常設委員会正副委員長、並びに地区連絡会担当理事の選任について
　吉田専務理事より、第46期各委員会の正副委員長と地区連絡会各ブロック担当理事の選任案が説明
され、一同了承した。

④官公需適格組合委員会委員の選任について
　吉田専務理事より、首題委員会の委員構成案が諮られ、原案どおり一同了承した。

⑤㈱宮城県管工事会館役員の件
　吉田専務理事より、６月22日に開催予定の首題会館定時株主総会で現役員が任期満了となることに
伴う新たな人事案について説明され、一同了承した。

※その他
①宮城県立仙台高等技術専門校からの職業講話講師派遣依頼について
　堀理事より、首題の件について同校より設備工事科の学生を対象に、管工事業界に対する理解と職
業観の醸成を目的とした講話の依頼があり、依頼を受けた井上理事長自らが講師となって対応を図り
たい旨が提案され、一同了承した。

②職員夏季一時金の支給について
　吉田専務理事より、今春の労使協定に基づく夏季一時金の支給について説明され、一同了承した。

－６月度臨時役員会－　

１．日　　時　　令和４年６月28日（火）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
　　　　　　　　　　　　　小川常務理事・赤間理事・小野理事・渡辺理事・郷古理事
　　　　　　　　　　　　　大浦理事・服部理事・堀理事　　　　　　　　　　　　　　　　計12名
　　　　　　　　監　事　　武田監事・大泉監事・鈴木監事　　　　　　　　　　　　　　　計３名
　　　　　　　　事務局　　須藤事務長・白戸工事部次長・小島資材部次長・千葉総務部次長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計４名
４．議題及び議事経過　　　　　　　
※報告事項
①組合員の脱退について
　須藤事務長より、組合員１社より、組合自由脱退の予告書が提出されたため、令和５年度末（令和
６年３月31日）付け脱退予定である旨が報告され、一同了承した。

※協議事項
①第46期（令和４・５年度）常設委員会委員、並びに地区連絡会正副代表幹事の選任について
　吉田専務理事より、第46期各委員会委員と地区連絡会各ブロック正副代表幹事の構成案が説明され、
一同了承した。
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②退任委員に対する感謝状と記念品の贈呈について
　吉田専務理事より、前期を以て退任することになった委員に対する感謝状と記念品について、規程
及び内規に基づく贈呈案が説明され、一同了承した。

③役員災害補償（普通傷害保険）への加入について
　須藤事務長より、見出しの保険について概要等が説明され、継続加入することで一同了承した。

－７月度理事会－　

１．日　　時　　令和４年７月14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
　　　　　　　　　　　　　小川常務理事・赤間理事・松岡理事・小野理事・渡辺理事
　　　　　　　　　　　　　郷古理事・相澤理事・大浦理事・服部理事・堀理事　　　　　　計14名
　　　　　　　　事務局　　須藤事務長・白戸工事部次長・小島資材部次長・千葉総務部次長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計４名
４．議題及び議事経過
※報告事項
①庶務報告
　千葉総務部次長より、組合の６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
　小川常務理事より、資材と工事の各共同事業について６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総務・厚生委員会報告
④令和４年度安全大会実施報告
　松岡総務・厚生委員長より、令和４年度所管事業の内、安全大会は６月29日に当初の予定どおり実
施して終了したこと、次いで今後の事業について委員会で協議した結果、親善ゴルフコンペは参加者
を組合員に限定し、開会式及び表彰式は今後のコロナ感染症拡大の状況を見て判断することとして９
月７日に利府ゴルフ倶楽部で開催すること、給水装置工事主任技術者試験受験準備講習会はコロナ感
染予防対策を講じた上で９月30日と10月１日に開催すること、親善ボウリング大会は11月11日に昨年
同様のコロナ感染防止対策を行いコロナキャットボウル仙台で開催することとした旨が報告され、一
同了承した。

⑤資材委員会報告
　渡辺資材委員長より７月12日に開催した首題委員会において、令和４年５月迄の資材販売実績報告
を行ったこと、次いで第29回管工事機材展示会について協議し、７月30日午前10時から午後４時迄、
サンフェスタ卸町会館において開催することと、あわせてコロナ感染防止対策等について説明された。
また、資材の動向について、機器類の納期遅延の現状と、ダクタイル鉄管の今後の値上げ見通し等の
情報提供があった旨が報告され、一同了承した。
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⑥水道配水用ポリエチレン管・継手施工技術講習会実施報告
　小島資材部次長より、６月21日～ 23日の午前と午後、計６回に分けて実施した首題講習会について、
受講者数、収支等が報告され、一同了承した。

※協議事項
①令和４年度地区連絡会ブロック会議の開催について
　千葉総務部次長より、今年度地区連絡会ブロック会議の開催案が説明され、協議の結果、開催の是
非については新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら地区連絡会正副代表幹事全体会議で判断す
ることとし、一同了承した。

※その他
①８月度定例役員会の開催予定日について
　吉田専務理事より、首題役員会の定例開催日である第２木曜日が「山の日（祝日）」にあたること
から８月10日に変更して開催し、役員会終了後に懇談会を予定したい旨が提案され、一同了承した。

②お盆休みについて
　吉田専務理事より、今年度のお盆休みについて、４月度役員会で既決のとおり就業規則に定める８
月14日～ 16日の３日間に加え、８月13日を建設業週休二日普及促進ＤＡＹへの取組日として指定有
給休暇制度を活用した休業日としたい旨が提案され、一同了承した。

③その他
　堀理事より、仙台市下水道では７月１日から排水設備等新設等工事にかかる公認業者・責任技術者
制度の適正な運用を図ることとしているが、工程が厳しい案件もあることから、確認申請提出から工
事着手可能までに要する日数の短縮について当局と折衝している旨が情報提供された。

－８月度役員会－　　　　　　　　　　　　　　　 

１．日　　時　　令和４年８月10日（水）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
　　　　　　　　　　　　　小川常務理事・赤間理事・松岡理事・小野理事・渡辺理事
　　　　　　　　　　　　　郷古理事・大浦理事・服部理事・堀理事　　　　　　　　　　　計13名
　　　　　　　　監　事　　大泉監事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計１名
　　　　　　　　事務局　　須藤事務長・白戸工事部次長・小島資材部次長・千葉総務部次長　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計４名
４．議題及び議事経過
※報告事項
①庶務報告
　千葉総務部次長より、組合の７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
　小川常務理事より、資材と工事の各共同事業について７月度の実績と予算比、及び前年比等が報告
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され、一同了承した。

③第１・四半期決算報告
④第１・四半期監査報告
　須藤事務長より、第１・四半期（令和４年４月１日～令和４年６月20日）の決算内容が報告された後、
大泉監事より、７月28日に行った監査の結果について適正に会計処理されている旨が報告され、一同
了承した。

⑤仙台市指定給水装置工事事業者の新規指定並びに排水設備工事業者の新規承認について
　白戸工事部次長より、仙台市指定給水装置工事事業者は令和４年４月から令和４年７月末迄に５社
が新たに指定され、２社が指定廃止となったことから、７月末現在の指定業者数は571社になってい
ること、また、排水設備工事業者は８月１日付けで新たに５社が承認された一方、１社が承認取り消
しとなったため、同日現在で378社になっていることが報告され、一同了承した。

⑥青下の杜プロジェクトの協定継続について
　吉田専務理事より、仙台市長と締結した首題協定の期間が令和５年１月15日で３年満了となること
から、７月25日に仙台市水道局が来組し、協定継続に対する意向確認があったため、現契約と同様向
こう３年間の継続に協力する旨を回答していることが報告され、一同了承した。

⑦嘱託員の継続雇用について
　吉田専務理事より、令和４年９月12日付で現契約期間が満了となる資材部営業課配属の嘱託員１名
について、従前同様の条件で向こう１年間雇用を延長したい旨が説明され、一同了承した。

※協議事項
①災害復旧応援対策本部員の一部変更について
　千葉総務部次長より、仙台市水道事業管理者と締結している「災害時等における水道施設復旧等の
応援に関する協定書」に基づく「災害時における水道施設復旧等応援活動に関する要綱」の災害復旧
応援対策本部員名簿の一部変更について説明され、一同了承した。

②宮城県白石工業高等学校配水管技能講習会への協力について
　白戸工事部次長より、首題の件について昨年度に引き続き宮城県白石工業高等学校から講習会開催
に対する協力依頼があり、昨年同様メーカー３社の協力を得て10月12日～ 13日に実施したい旨が提
案され、一同了承した。

※その他
①宮城県立仙台高等技術専門校職業講話のアンケート結果について
　井上理事長より、７月21日に開催した首題講話に関し、当日の様子と受講生に対するアンケートの
結果が説明され、一同了承した。

②同上専門校令和４年度在職者訓練（配管基礎技能科）の実施案内について
　千葉総務部次長より、宮城県立仙台高等技術専門校から依頼された、令和４年度在職者訓練配管基
礎技能科について組合員企業へ案内する件が説明され、一同了承した。

③福島県沖地震被害に対する保険金の給付について



− 31 −

　井上理事長より、３月16日に発生した福島県沖地震被害に対する組合の保険金の請求額と、保険金
の予定給付額が報告され、一同了承した。

④排水設備等新設工事の着手に関する運用について
　堀理事より、確認申請提出から確認通知連絡までに要する日数を短縮することで当局業務課と折衝
した結果、仙台市公認排水設備工事業者向け通知文書（８月10日付）の通り、８月15日申請受付分か
ら確認事務フローが変更され、工事着手可能時期が早くなることが報告され、一同了承した。
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健康だより
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国税だより

発行／国税庁
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水道編　番外

☞仙台の上下水道施設「いろはにほへと」

　この連載の最後として、施設ではありませんが、水道事業にとって大変重要な水道水の水質につい
て少し触れたいと思います。化学的な事項はとてもハードルが高く、理解の及ばない部分が多いので
この番外編の掲載は諦めようかとも考えましたが、分かりやすい資料に思い当たりました。それは当
組合が令和元（2019）年度に２日間にわたり仙台駅構内で実施した市民向けＰＲイベントに際し、事
前に準備した小学生を対象にした想定質問の回答文です。回答文は仙台市水道局浄水部水質管理課に
お願いしましたが、大変分かりやすく、それでいて水質の根本に及んでいると思われたので、これを
使わせて頂くことに致します。質問に対する回答という形式で説明されています。
　

【きれいな水ときたない水】
１．きれいな水ときたない水の基準は何ですか？
　　⇒　水の用途によりけりですが、言い換えれば、飲んで

大丈夫な水と飲めない水の違いについての質問かと思
いますので、その方向で回答します。

　　　　まず、色・濁り・泡立ち・臭い・味などは人の五
感によって善し悪しが判断できます。（水質基準では、
色度・濁度・陰イオン界面活性剤・非イオン界面活性
剤・フェノール類・かび臭物質［ジェオスミン、２−メチルイソボルネオール］などが該当し
ます。）

　　　　次に、五感で判断できない項目の中に細菌類・重金属類・シアンなどの毒物があり、これら
は水質検査を行わない限り安全性を確認できません。この内、急性毒性のある細菌類で汚染さ
れた水を飲んでしまうことは絶対に避けなければならないので、一見して清浄に見える川の水
や管理されていない湧き水などを飲むことには特に注意が必要です。

　　　　水道水は、水質基準として健康に関わる項目と水道水を利用する上で支障となる項目を合わ
せ51項目が定められており、水道事業者は基準を満たす水道水を給水する責任があります。

　　　　水というものは、それ自体は不変です。変質したり、消えたりすることはありません。水に
起こる事象の全ては、水に溶け込んだ物質の影響です。水は、モノを溶かす能力に優れていま
すので、砂糖や塩だけではなく、金属もガスもあらゆる物を溶かすと言っても過言ではありま
せん。（溶ける濃度や必要な時間は様々です。）

　　　　きれいな水とは、何も溶けていない水であると考えれば、我々はきれいな水に汚れを移すこ
とで利用しているとも言えます。手洗い、洗濯、風呂だけではなく、人もきれいな水を飲んで
喉の渇きを癒やしているように見えますが、汗や尿として汚れを移して排出している訳です。
きたない水では、これらの役目を果たせません。きたない水から汚れを取り除き、きれいな水
を作る操作が浄水処理であり、地球規模では海から蒸発する段階で塩分や汚れが取り去られ、
雲の発生から雨となり我々が活用できる真水となります。

２．山の湧き水は安全に飲めますか？
　　⇒　前述のように、見た目にきれいでも下痢を引き起こすような細菌の汚染までは判断できませ

んので、リスクを受け止めた上の自己責任でお飲み下さい。非常時には、煮沸することで細菌

毎月蛇口から採水して検査しています
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感染のリスクを大幅に下げることはできます。

３．トイレのタンクに溜まった水は飲めますか？　　
　　⇒　溜まり水は消毒のための塩素が消失している可能性が高い上、タンク内は湿気のためにかび

が発生するなど衛生的に問題があると思われますので、直ちにお腹を壊すとは言い切れないも
のの飲用には不向きです。同様に、誰も入浴していないお風呂であっても、飲用には向きませ
ん。しかしながら、災害発生時には有用な生活用水（飲用以外）の貯水槽になりますので、入
浴後すぐに排水しないで取っておくことも立派な災害対策となります。

４．水道水を保存した場合はどのくらい保管できますか？
　　⇒　家庭できれいに洗浄した空のボトルに残留塩素のある水道水を詰めた場合は、冷暗所保管で

３～５日程度、冷蔵庫であれば10日から２週間程度は塩素による消毒効果が持続するため保存
ができます。

【水のおいしさ】
５．人がおいしいと感じる水の基準は何ですか？
　　⇒　おいしさに一番影響を与える要因は、水温です。同じ水でも水温を低くするだけでおいしく

感じます。その理由として、冷たさによって味を感じづらくなること、塩素臭が揮発しにくく
なること、清涼感が増すことなどが考えられます。しかし、残念ながら現在の水道では、水の
浄化はできますが水温を調整することができません。

　　　　このように水温自体が味に影響を与えるのですが、この温度が絶対的という訳でもなく、気
温と水温の差にも少なからず影響を受けます。気温30度を超えるような夏に飲む20度の水道水
は冷たく感じ、冬場に飲む15度の水道水はぬるく感じます。

　　　　水のおいしさについては、昭和59（1984）年に厚生省が設立した「おいしい水研究会」によ
り、「おいしい水の水質要件」が提示されました。「おいしい水研究会」によれば、蒸発残留物、
硬度、遊離炭酸、過マンガン酸カリウム消費量、臭気強度、残留塩素、水温という水質項目の
数値が一定の範囲に収まっていることが、水をおいしいと感じる要素だと示されました。しか
し、水温を始め、浄水場では制御できず原水水質により決まってしまう項目もあり、全てを満
たすことは難しいところです。

　　　
【水道水の安全性】
６．蛇口から出る水道水は、本当に無害ですか？摂取しすぎは体に良くないということはありません

か。
　　⇒　この世の中に完全に無害な物質はありません。毒性の強弱があるだけです。きれいな水でも、

飲みすぎると体内のミネラルバランスを崩すなど体調に影響を及ぼします。しかし、水は飲ま
ねば生きていけません。適切な量を摂取することが体にとって良いと言えます。

　　　　参考までに、消毒用の塩素も、水質基準の対象物質も、一生涯毎日水道水を飲み続けても体
に影響を及ぼさない濃度で管理されていますので、安心してお飲みください。

７．仙台市の水道水の水質検査では、どんな項目を調べていますか？法定以外ではどこまで調べてい
ますか。

　　⇒　水質基準項目の51項目を始め、その他金属類や農薬類の測定なども含め約200項目に上る試
験を行いまして、水道水の安全性を確認しています。

　　　　具体的には、水道法で定められている水質基準項目、実施が望ましい水質管理目標設定項目
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（農薬類が含まれます）、調査を行うことで知見を蓄積していく要検討項目（ダイオキシン類が
含まれます）、耐塩素性病原生物（クリプトスポリジウム等）の他、自主検査としての生物試験、
浄水処理管理指標試験、水源汚濁指標等の試験などを実施しています。

８．水道水とミネラルウォーターは何が違うのですか？
　　⇒　大きな違いは消毒用の塩素が含まれるかどうかで、臭気に大きな差があります。この他、日

本では多くの水道水が軟水であり、お客さまが水質によって水道水を選ぶことはできませんが、
ミネラルウォーターでは硬度の違う水も多数あり選択することができます。ただし、極端に硬
度が高い水は飲みにくい傾向や飲みすぎるとお腹が緩くなる可能性があります。

　　　　ちなみに、価格は比較にならないほど、水道水が安価です。上手にご利用ください。

　以上、前述資料からの抜粋ですが、いかがだったでしょうか。水質管理課の皆様、ありがとうござ
いました。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　３年間にわたり、仙台市の上下水道施設を紹介してきましたが、水道事業も下水道事業も社会の中
で求められることが時代とともに大きく変化していきます。今は、耐震性や水害対策など災害に強い
施設づくりをしながら、人口減少社会に対応した持続可能な経営体制を構築しなければなりません。
そのため、これからも様々な施策が打ち出され、組合や組合員にも少なからず影響があるでしょうが、
考えられる要素を検討しつつ対応していくことが求められます。
　最後になりましたが、快く取材に応じていただいた仙台市建設局と水道局の方々に改めて感謝申し
上げます。

仙台営業所　仙台市太白区中田3-9-16（旭コアビルＡ棟201）
〒981-1104　TEL（022）399-7456（代）　ＦＡＸ（022）399-7457
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「天から横に降る雨はない」
（雨は横に曲がって降ることがないのと同じように）人はもともと素直なよい心を持って生まれ
ているということ。人の本性が善であることのたとえ。 

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　放逐（　　　　　）
２　陥没（　　　　　）
３　旋回（　　　　　）
４　気泡（　　　　　）
５　板塀（　　　　　）

二、次の文中のカタカナを（　）に漢字で書いてみて下さい。
１　会社からカイキン賞を受けた。　　　　　　　　　（　　　　　）
２　漁がカイキンされた。　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）
３　大きな窓からガイコウが入る設計をした。　　　　（　　　　　）
４　彼はガイコウ的な性格だ。　　　　　　　　　　　（　　　　　）
５　保険ガイコウ員の仕事に就いた。　　　　　　　　（　　　　　）

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　縦　横　（　　）尽　　　 　　 ２　朝　令（　　）改

※解答は39頁です。
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編集歳時記
（2022年清秋号№504）

記憶に残るもの

　昨年の盛夏号の編集歳時記でデビューしてから早くも１年が過ぎ、再度の登板となった。通年での
組合業務を経験しているはずだったが、コロナ対応で行事が中止になることも多く、気持ち的には未
だ半人前、諸先輩方のように知見あふれる格調高い文章で広報誌を〆るにはまだ時間がかかりそうだ。
　この１年余りをふり返ってみると様々な出来事はあったものの、やはり記憶に深く残っているのは
今年３月16日の福島県沖地震と７月15日の国見第一配水幹線漏水の対応である。
　東日本大震災以降、少々の揺れは気にもかけない慣れがあったが、今回の福島県沖地震は大震災に
続く規模で、「またか」と思い出させる揺れ方であった。深夜の発生で慌てて自宅から水道局に向かっ
たが、見える限りは平穏な街中の様子からひと安心したことを覚えている。とはいえ、揺れにより市
内では折立団地はじめ各所で断水や漏水が発生し、局の指示により、翌早朝から修繕班や道路誘導員
の出動をお願いすることとなった。緊急時には最優先で復旧活動にあたる組合員の心意気と力強さに
感謝の気持ちでいっぱいである。
　一方、水道局での連絡調整業務が一段落して扇町に戻り事務室に入ると、棚が倒れて書類が散乱、
天井から吊りボルトが突き抜け換気設備が今にも落下しそうな状況が目に飛び込んできた。改めて調
べると建物内外装、エアコン設備、換気設備、什器備品類に数多くの損傷があり、雨漏れも始まって
いた。急遽、修繕範囲や機器仕様を決定し、資機材の搬入を待って順次工事に入ったが、通常業務を
しながらの施工のため各部所と随時調整して、約３か月で完全復旧の運びとなった。私には突然降っ
て湧いたような業務であったが、これまでの経験を生かして従来以上の環境改善にひと役買えたこと
は大変嬉しく思う。
　台原での国見第一配水幹線漏水は、私の現役時代にも経験のないような大口径管の損傷だった。幹
線でのトラブルのため影響範囲は広く、復旧まで時間を要すると覚悟したものの、水道局の配水部隊
はわずか３時間強で濁り水ながらも断水を復旧させてみせた。これは、素早い破損区間の絞り込みと
他水系からの水回し（水運用）が功を奏したということだろう。幹線に増設していたインサートバル
ブの存在も非常に大きかったようだ。
　組合では翌日までトラックに車載型給水タンクを積み込み、濁り水や水圧変動対策用に開設された
応急給水箇所に出動した。
　めったにない大口径の修繕工事の破損部撤去から入れ替えまでの作業を見学する機会をいただき、
満60歳のダク管に直接対面することができた。３ｍ以上の深さに埋設された管は思いのほか錆びは少
なくしっかりしていた。水道業界の先輩方が敷設された遺産に思いをはせ、これから老朽更新を進め
ながらしっかりと引き継いでいかなければならないと感じたしだいである。併せて大口径管施工の難
しさや施工条件の厳しさも実感したところである。
　私の性分なのか災害や突発事故に関心が寄っているが、この文章を書いている今からは台風シーズ
ンである。異常気象によるゲリラ豪雨も頻発し、特に組合のある扇町は平坦地のため浸水被害も心配
である。この「みやかん」が皆様のお手元に届く頃には、「今年は台風の直撃無くてよかったね」と
話していたいものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　堀　政信
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諺・漢字コーナー【解答】

一．　１．ほうちく　　２．かんぼつ　　３．せんかい　　４．きほう　５．いたべい

二．　１．皆勤　　２．解禁　　３．外光　　４．外向　　５．外交

三．　縦横無尽（じゅうおうむじん）
　　　　自由自在に行動する様。類義語：縦横自在、自由自在

　　　朝令暮改（ちょうれいぼかい）
　　　　命令や法令などがすぐに変えられて、定まらない様。類義語：朝改暮変

宮城県管工業協同組合　第46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　佐　藤　　　健　（佐 静 建 設 ㈱　代表取締役会長）
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
理　　事　堀　　　政　信

編集・発行



令和４年盛夏号の裏表紙内側の株式会社ハズ様の広告について、誤って旧データを掲載致しました。
お詫びして訂正させて頂きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城県管工業協同組合




