
編集・発行／宮城県管工業協同組合広報委員会
仙台市宮城野区扇町4丁目3-33　〒983-0034
TEL.022-239-6711FAX.022-239-6601

「みんな大好き　きれいな海」

令和2年8月1日発行　通巻492号

宮城県管工業協同組合広報誌
No492

2020

盛夏号

㈱宮城県管工事会館第47期定時株主総会開催
仙台市技能職団体連絡協議会令和２年度優秀技能者表彰受賞
仙台東地区安全運転管理者事業主会長表彰受賞

主 な 記 事

Mr. みやかん



・㈱宮城県管工事会館第47期定時株主総会開催………………………………………………………Ｐ１
・仙台市技能職団体連絡協議会令和２年度優秀技能者表彰受賞……………………………………Ｐ２
・仙台東地区安全運転管理者事業主会長表彰受賞……………………………………………………Ｐ３
・青年部コーナー…………………………………………………………………………………………Ｐ４
・お知らせ
　①厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ…………………………………………………Ｐ７
　②職場の熱中症予防対策は万全ですか？……………………………………………………………Ｐ８
・全国管工事業協同組合連合会　令和２年度スローガン……………………………………………Ｐ10
・（一社）日本空調衛生工事業協会　令和２年度スローガン……………………………………………Ｐ10
・仙台と言えば…「仙台張

はり

子
こ

・松川だるま」…………………………………………………………Ｐ11
・Ｍｒ．みやかんの「これ知ってる？」………………………………………………………………Ｐ12
・組合のうごき……………………………………………………………………………………………Ｐ13
・組合員のうごき…………………………………………………………………………………………Ｐ15
・理事（役員）会報告……………………………………………………………………………………Ｐ16
・健康だより………………………………………………………………………………………………Ｐ20
・国税だより………………………………………………………………………………………………Ｐ22
・仙台の上下水道施設「いろはにほへと」……………………………………………………………Ｐ24
・諺・漢字コーナー………………………………………………………………………………………Ｐ26
・編集歳時記　　　　　　　宮城県管工業協同組合　吉田　秀之…………………………………Ｐ27

○裏表紙広告「コスモ工機…株式会社…仙台支店」

目　　　次

「みんな大好き　きれいな海」

　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

酒井　理瑳さん
（仙台市立桂小学校３年生）

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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　６月26日（金）、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47期定時株主総会が開催され、株主32社
8,160株（委任状出席、21社821株を含む）が出席した。
　午後２時、去る４月15日に逝去した佐竹毅彦取締役（当組合前理事
長）に黙祷が捧げられた後、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、内海透代表取締役
社長から、「第47期は前期より減益となった。地代と維持管理費の値
上げ、修繕費等が要因であるが、いずれも必要なものであった。第48
期は、コロナによる影響で会議室利用料等の減収が予想されるが、県
の助成金を活用した館内照明器具のＬＥＤ化工事を予定している。厳しい状況が続くと思われるが、
今後も会館の将来に備えて内部留保に努めていくので、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。

内海社長

菅原新社長

㈱宮城県管工事会館第47期定時株主総会開催

　続いて、定款に基づき、内海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３号議案は、原案どおり承認可決された。
　次いで、即日開催された取締役会において、第48・49期代表取締役
社長に菅原雅美氏（当組合副理事長）が選任され、就任した。
　なお、総会議案は次のとおり。
　　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　役員報酬決定の件

第48・49期取締役（敬称略）
　　代表取締役社長（新任）　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（再任）　小　野　修　司（全栄興業㈱）
　　 同 （新任）　松　岡　清　一（㈱松清産業）
　　 同 （ 同 ）　郷　古　孝　雄（㈲藤英工業）
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山木氏

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
仙台市技能職団体連絡協議会令和２年度優秀技能者表彰受賞

　６月25日、仙台市技能職団体連絡協議会（以下、仙技連）令和２年度優
秀技能者として17職種29名が表彰された。この表彰は、仙技連を構成する
団体の中から、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
されている。例年は仙技連総会の前段において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
総会及び表彰式が中止となり、表彰状等は仙技連からそれぞれの受賞者に
伝達された。
　今回、配管職部門としては、当組合から推薦した山木常吉氏（ウエノ設
備㈱）が受賞した。
　誠におめでとうございます。



− 3 −

仙台東地区安全運転管理者事業主会長表彰受賞

　当組合は、日頃の安全運転に係る活動等が評価され、６月24日、仙台東地区安全運転管理者事業主
会（以下、事業主会）会長と宮城県仙台東警察署長の連名で表彰された。この表彰は、事業主会の中から、
交通安全の重要性を深く認識し積極的な交通事故防止に努めている団体等に授与されている。例年は
事業主会総会の席上において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
されている状況から同総会が書面開催となり、表彰状等は事業主会から伝達された。
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青年部コーナー

第22回日本水大賞～厚生労働大臣賞受賞～

令和２年度通常総会を開催

監査　扇　　俊介（藤倉設備工業㈱）
　６月23日（火）、東京都江東区の日本科学未来館において、第22回日本水大賞表彰式・受賞活動発表
会が開催され、全国管工事業協同組合連合会青年部協議会（略称：全管連青年部）の年間事業の一環
である「水源地クリーンキャンペーン・エコ倶楽部探検隊」が厚生労働大臣賞を受賞しました。
　全管連青年部は、以前平成17年にも同賞の審査部会特別賞を受賞していますが、この日本水大賞は、
安全な水、きれいな水、おいしい水にあふれる21世紀の日本と地球を目指し、水循環の健全化に貢献
するさまざまな活動を対象としており、中でも社会的貢献度が高い、水防災・水資源・水環境等の分
野における活動の中から、特に優れたものを表彰し、広く国民に発信することを目的として、平成10

（1998）年に創設されたものです。
　全管連青年部は、平成10年から各単組毎に毎年活動を実施しており、特に近年は水環境が悪化して
いるとの問題意識を持ち、水に関連したボランティア活動を展開しています。今回受賞した活動は、
近年使われなくなった水田で稲作を再開することで、地下水涵養を行い、水源地・河川の清掃、水源
涵養林の整備につなげたこと、公共施設の漏水修理による節水の取り組み等で、水の大切さを支えて
いるという意識を持ち続けていること、また、長年にわたりボランティア活動として全国的な取り組
みを積極的に継続してきた点が評価されました。
　我々宮管青年部も今回の受賞を励みに、ボランティア活動をはじめ、水に関わる活動を会員一同で
展開し、更なる実績を積み重ねて参りたいと思います。

副会長　本山　泰督（本山振興㈱）
　当青年部の令和２年度通常総会は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し、できるだけ文書
において皆様（全会員数33名）にご審議いただくことと致しました。
　６月23日（火）、宮城県管工業協同組合にて通常総会を開催し、会員32名（書面出席31名）の審議の
結果、第１号議案［令和元年度事業報告並びに収支決算承認の件］と第２号議案［令和２年度事業計
画並びに予算案審議の件］、第３号議案［役員改選の件］が原案どおり承認されました。
　第３号議案にて選考委員の指名を受けた赤間勇一郎委員長（㈱赤間総業）外２名により、６月24日

（水）開催された選考委員会にて８名の役員が選出され、翌25日に開催の役員会で別記の通り新体制が
発足しました。　
　本来であれば、懇親会の場にて新役員のお披露目と新入会員５名のご紹介、並びにＯＢになられた
渡辺毅浩さん（中央管工業㈱）の青年部卒業に対する思いをお聞かせいただくはずでしたが、新型コ
ロナウイルスの感染拡大により中止になってしまい、誠に残念でなりません。
　来年度、当青年部は創立50周年の記念の年を迎えます。より良い組織となるべく相互交流を深めて
活動していきたいと思います。引き続き、親組合の皆様、青年部ＯＢの皆様の温かいご支援、ご鞭撻
を賜りますようお願い申し上げます。
　最後に一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
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 ［新役員］
会　　長　　大泉　雄介（㈱北栄工業所）
副 会 長　　本山　泰督（本山振興㈱）
副 会 長　　大友　　進（東水工業㈱）
代表幹事　　神田　和隆（㈲明和設備工業）
幹　　事　　渡辺啓一郎（渡辺建設工業㈱）
幹　　事　　星川　　勇（㈲嘉平工業所）
幹　　事　　髙田　浩之（ウォーターワークス仙台㈱）
監　　査　　扇　　俊介（藤倉設備工業㈱）

□氏　名　　石川　昂由（いしかわ　たかよし）
□会社名　　㈱いづみ衛生施設工業
□趣　味　　スポーツ、スポーツ観戦
□特　技　　コーヒーハンドドリップ
□青年部に望むこと、青年部でやってみたいこと
　 同業他社の諸先輩方から多くのことを学ばせていただき、青年部

の一員として頑張ります。よろしくお願いいたします。

□氏　名　　井上　樹（いのうえ　たつき）
□会社名　　井上設備工業㈱
□役職名　　工事課
□趣　味　　筋トレ、ドライブ（運転）、飲酒、飲食、映画鑑賞
□特　技　　運動、車の運転　
□青年部に望むこと、青年部でやってみたいこと
　 大人も子供も体を動かして楽しめるような活動をしていきたいと

考えております。まだまだ知識不足なので、ご指導の程、宜しく
お願い致します。

□氏　名　　上野　俊幸（うえの　としゆき）
□会社名　　ウエノ設備㈱
□役職名　　取締役統括部長
□趣　味　　映画鑑賞
□特　技　　フットサル（７～８年していませんが…）
□青年部に望むこと、青年部でやってみたいこと
　 先輩諸兄との意見交換等の機会を活かし、自己研鑽を積みたいと

思います。また青年部の一員としても、業界や地域における持続
的発展に寄与できるよう、能動的に行動したいと思っております。

～新入会員の紹介～
（所属会社50音順）
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□氏　名　　長谷川　汐（はせがわ　うしお）
□会社名　　㈲長谷川設備
□役職名　　取締役
□趣　味　　釣り、車、バイク
□青年部に望むこと、青年部でやってみたいこと
　 今まで横の繋がりや交流があまり無かったので、今回の入会を機

に新しいお付き合いや発見に繋げていきたいです。

□氏　名　　後藤　和弘（ごとう　かずひろ）
□会社名　　㈲勇扇工業
□役職名　　専務取締役
□趣　味　　フィッシング
□特　技　　ドライブ
□青年部に望むこと、青年部でやってみたいこと
　 イベント等に参加させていただいて、出会いを大切にしていこう

と思っております。
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お知らせ①
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お知らせ②



− 9 −



− 10 −

全国管工事業協同組合連合会　令和２年度スローガン

　全国管工事業協同組合連合会の全国大会が新型コロナウイルスの影響で中止となったため、今年度
も昨年度と同様のスローガンを掲げることになりましたのでお知らせ致します。

１．災害時に守ろう「命の水」　示そう「全管連の組織力」

１．水道法改正を好機として全管連のさらなる飛躍につなげよう

１．生きがい働きがいのある職場づくりで若者の入職促進に努めよう 

一般社団法人日本空調衛生工事業協会　令和２年度スローガン

　５月20日（水）、東京都において一般社団法人日本空調衛生工事業協会の第72回通常総会が開催され、
令和２年度スローガンとして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．生産性の向上を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と「直接発注（分離発注）」の必要
性を強くアピールし、「機械設備一式工事」又は「空調衛生工事」
の実現を目指そう
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～松川だるまが欲しいという方へ～
　仙台市内で松川だるまを購入できるところがあります。仙台市青葉区川
平にある「本郷だるま屋」では、松川豊之助の弟子となった本郷久三郎が、
独特の技術と構造形成の全てを受け継ぎました。現在、十代目久孝・尚子
夫妻が継承しています。また、本郷だるま屋以外にも、大崎八幡宮や仙台
市博物館のミュージアムショップ等で購入できます。お値段は、1,300円
～です。中々行くことはできないという方は、ネット通販（こけしのしま
ぬき）でも販売されています。新型コロナウイルスの影響で景気が低迷し
ている今、縁起物として購入するのも良いかもしれません。

　仙台には、玉虫塗、仙台箪笥、堤人形といった多くの伝統工芸品があります。その中で、今回、取
り上げるのは「仙台張子」です。仙台張子は和紙と粘土で作られ、松川だるまが代表的ですが、夫婦
福助やお面・すずめ・俵牛・虎・黒馬など様々なものが作られています。
　仙台張子とは何なのか、歴史も合わせてご紹介します。

　仙台張子は、天保年間（1830年～ 1844年）に、伊達藩の藩士・松川豊之助が中心となって作られ
たのが発祥といわれています。日本の歴史でいえば、江戸時代の老中水野忠邦による天保の改革が行
われていた時期にあたり、当時の伊達藩では大雨が続き農作物が全く採れなくなり、武士も困窮して
いました。その武士たちの収入を補うための内職として作り始めたといわれています。
　松川だるまを制作している業者は、最多時には10軒以上ありましたが、現在、仙台市内に３軒ある
のみです。

　松川だるまは、青色で縁取られています。なぜ青いのかというと、七福神は海を渡ってやってくる
と言い伝えられており“青＝海”を表現していることに由来します。こうしたことから、“青いだるま”
とも呼ばれています。

仙台と言えば…　「仙台張
は り

子
こ

・松川だるま」

Mr. みやかん

　初めから大きな目が入っているのは、仙台藩の
伊達政宗公の独眼に配慮したと伝えられていま
す。胴にある宝船には、米俵、大黒様、松竹梅の
梅の枝を模した寿、燭台など、様々な縁起物が描
かれているのが特徴的です。
　また、毎年の縁起物であり、正月になると新し
く買い求め、翌年のどんと祭で燃やす慣習があり
ます。
　最近では、玄関やリビングに工芸品として愛用
する人も増えています。仙台張子は昭和60（1985）
年に「宮城県知事指定伝統的工芸品」に指定され、
未来に受け継がれる工芸品になりました。写真提供：仙台観光国際協会
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Mr. みやかんの「これ知ってる？」
「ナッツ」

　皆さんは、７月22日が「ナッツの日」というのは、ご存知だったでしょうか。これは平成８（1996）
年に日本ナッツ協会が制定し、平成９（1997）年から実施されています。この日が選ばれた大きな理
由は、語呂のナ（７）ッ（２）ツ（２）と、ナッツは栄養価が高く夏バテ対策にも適していることか
ら、この暑い時期にこそ食べてほしいということだそうです。
　ナッツは古くから人類に愛されてきた食材で、クルミは紀元前７千年から食されてきたといわれ、
エジプトの遺跡から発掘されています。アーモンドも４千年以上も前のヨルダンが起源だそうです。
　皆さんは、ナッツを食べる習慣がありますか？お酒を飲んでいる人は、お酒のお供に食べていると
いう人もいると思います。今回は、ナッツがとても体に良いことをご紹介します。

◇ナッツの効果
　ナッツと聞くと、高カロリー、脂肪分が多いといったイメージを持たれると思います。しかし、ナッ
ツに含まれるオメガ３脂肪酸は、体に必要な良質な脂肪分です。加えて、体内では作ることができな
い必須脂肪酸です。その他にも食物繊維を多く含むため、少しの量でも小腹を満たすことができ、腹
持ちがとても良い食品です。しかも、低ＧＩ値（＊）の食品なので、血糖値を緩やかに上昇させます。
そのため、ダイエット、生活習慣病の予防、整腸作用による便秘解消などに効果があると言われてい
ます。
　それだけではありません！ハーバード大学のサンジブ・チョプラ医学大学院教授によれば、ナッツ
を摂取していると寿命を延ばす効果があるそうです。別の研究では、一掴みのナッツを定期的に食べ
る人は、全く食べない人に比べて、30年間の全死因死亡率が20％低かったという結果があるそうです。
また、がん、心臓疾患、呼吸器疾患による死亡率に大幅な低下がみられたそうです。

◇間食にオススメ！！
　皆さんは間食する際、何を食べていますか？お菓子や菓子パン等を食べている人が多いのではない
でしょうか。これらの菓子類はとても甘くて、おいしいですよね。しかし、それとは裏腹に、油や塩
分がとても多く、特に菓子パンは１個で400kcal以上のものもあります。いつまでも病気に罹らずに
健康で過ごしたいという人も多いと思います。そこで、いつも食べている間食をナッツに変えてみて
はいかがでしょうか。仕事やスポーツをする上でも、先述した低ＧＩ値の食品であるナッツは、集中
力を高めることができ、脳も活性化させます。仕事の合間に食べることが、仕事の効率を上げるのに
最適です。

Mr. みやかん

　ここまで読んできて、「食べてみようかな」とほとんどの人は思うはずです。お店
に買いに行く際には、食塩・油不使用、個包装になっているものを選ぶのがおすす
めです。
　スーパーなどに売っているナッツは、アーモンド、クルミ、ミックスナッツ、カ
シューナッツなど品揃えが豊富です。その中でも、特にオススメなのが、ミックスナッ
ツです。様々な種類のナッツが味わえてバランスがとてもいいのです。ちなみに、ナッ
ツの仲間と思われがちなピーナッツは、ナッツの一種ではなく、豆類になります。
　食べる量の目安としては、一掴み25ｇです。「少し、もの足りないな」と感じるか
もしれませんが、何事も適量が大切です。食べすぎには、くれぐれもご注意下さい。

　（＊）　ＧＩ値…その食品を摂取した後、血糖値がどのくらい上がるかという指数
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組 合 の う ご き

５月18日（月）・㈱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
５月21日（木）・広報委員会（書面）開催
　　　　　　　※協議事項
　　　　　　　①“みやかん”初夏号の発刊について
５月25日（月）・令和２年度通常総会開催並びに役員選挙実施
５月26日（火）・５月度理事会開催
　　　　　　　第１号議案　定款第27条に規定する役職理事の選任及び職務（順位）について
　　　　　　　第２号議案　定款第32条に規定する相談役の委嘱について
　　　　　　　※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全管連創立60周年記念式典・祝賀会・記念行事の中止について
　　　　　　　※その他
　　　　　　　① 仙台市水道修繕受付センター業務の受託範囲拡大に伴う交替制夜勤電話受付業務専

従者の選考試験実施について
　　　　　　　②６月度定例理事会と同月臨時役員会の開催について
　　　　　　・宮城県職業能力開発協会令和２年度第42回通常総会に渡辺常任相談役出席
５月27日（水）・（公財）仙台市水道サービス公社理事会に菅原副理事長、藤井理事出席
５月28日（木）・宮管連令和２年度通常総会に井上理事長、菅原副理事長外出席
　　　　　
６月３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
６月11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令和２年度通常総会報告
　　　　　　　④令和元年度出資金に対する配当金の払い出しについて
　　　　　　　⑤令和元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令和元年度内脱退組合員の持分清算について
　　　　　　　②退任役員に対する感謝状と記念品の贈呈について
　　　　　　　③令和２年度役員報酬の配分額決定について
　　　　　　　④ 第45期（令和２・３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
　　　　　　　⑤官公需適格組合委員会委員の選任について
　　　　　　　⑥令和２年度「週休二日制普及促進ＤＡＹ」への対応について
　　　　　　　⑦ 仙台市水道修繕受付センター業務の受託範囲拡大に伴う交替制夜勤電話受付業務専

従者の試験選考結果について
　　　　　　　※その他
　　　　　　　①職員夏季一時金の支給について
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６月12日（金）・宮城県中小企業団体中央会令和２年度（第64期）通常総会に井上理事長出席
６月25日（木）・６月度臨時役員会開催
　　　　　　　※協議事項
　　　　　　　① 第45期（令和２・３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退任委員等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
　　　　　　　④「青下の杜プロジェクト」令和２年度活動計画の見直しについて
６月26日（金）・㈱宮城県管工事会館役員会及び第47期定時株主総会に井上理事長、菅原副理事長外出

席
６月27日（土）・宮城県電気工事工業組合理事長道免清豪様のお別れの会に井上理事長参列

㍿ 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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組合員のうごき

○組合員代表者変更

　山幸綜合設備 株式会社（№183）	 【令和２年６月２日付】

　　　　　　　　　新　専務取締役　古　山　幸　司
　　　　　　　　　前　代表取締役　古　山　幸　孝

　東水工業	株式会社（№10）	 【令和２年６月15日付】

　　　　　　　　　新　専務取締役　大　友　　　進
　　　　　　　　　前　代表取締役　大　友　満　治

○組合員脱退

　東北大進設備	株式会社（№201）	 【令和２年５月31日付】
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理事（役員）会報告

－5月度理事会－　

１．日　　　　　時　　　　令和２年５月26日（火）15：00 ～ 15：30
２．場　　　　　所　　　　宮城県管工業協同組合　３階　研修室
３．出席理事の氏名　　　　菅原　雅美・吉田　秀之・藤井　秀男・小林　照和・井上　　環
　　　　　　　　　　　　　赤間勇一郎・松岡　清一・小野　修司・小川　憲昭・渡辺　毅浩
　　　　　　　　　　　　　郷古　孝雄・相澤　良朋・大浦　　明・服部　達彦　　　　　　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・千葉総務課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計４名
４．議題の経過及びその結果

第１号議案　定款第27条に規定する役職理事の選任及び職務（順位）について
　首題について、次のとおり選任することに出席理事全員が異議なく同意し、それぞれ即時就任を承
諾した。
　　職務順位　第１位　理事長　　　　　井上　　環（代表理事）
　　　　　　　第２位　副理事長（上席）菅原　雅美
　　　　　　　第３位　副理事長（次席）小林　照和
　　　　　　　第４位　専務理事　　　　吉田　秀之
　なお、吉田専務理事、藤井理事、小川理事は常勤とすることを出席理事全員が確認した。

第２号議案　定款第32条に規定する相談役の委嘱について
　井上理事長より、前期に引き続き渡辺皓氏を第45期常任相談役として委嘱することが提案され、出
席理事全員が異議なく賛同した。

※報告事項
①庶務報告
　千葉総務課長より、組合の４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４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、５月21日開催の委員会において機関誌「みやかん」初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。

④全管連創立60周年記念式典・祝賀会・記念行事の中止について
　吉田専務理事より、首題行事の中止が報告され、一同了承した。
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※その他
①仙台市水道修繕受付センター業務の受託範囲拡大に伴う交替制夜勤電話受付業務専従者の選考試験
実施について
　吉田専務理事より、首題の試験を６月４日に予定している旨が説明され、一同了承した。

②６月度定例理事会と同月臨時役員会の開催予定について
　吉田専務理事より、首題の会議予定について説明され、一同了承した。

－6月度理事会－　

１．日　　時　　令和２年６月11日（木）15：00 ～ 16：30
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・白戸工事部次長・小島資材部次長・千葉総務課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計４名
４．議題及び議事経過　　　　　　　
※報告事項
①庶務報告
　千葉総務課長より、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
　小川理事より資材と工事の各共同事業について、それぞれ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令和２年度通常総会報告
　吉田専務理事より、５月25日開催の首題総会の出席者数と議案審議の結果、並びに同日実施した役
員選挙の選挙権行使数等が報告され、一同了承した。

④令和元年度出資金に対する配当金の払い出しについて
⑤令和元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２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について、
支払方法等が説明され、一同了承した。
　次いで、同じく須藤事務長より令和２年度通常総会で可決確定した決算剰余金処分に基づく利用分
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令和元年度内脱退組合員の持分清算について
　須藤事務長より、令和元年度内脱退組合員（７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退任役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となった役員に対する感謝状と記念品について、内規
に基づく説明があり、一同了承した。

③令和２年度役員報酬の配分額決定について
　吉田専務理事より、令和２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。

④第45期（令和２・３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45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。

⑤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、首題の構成案が諮られ、原案どおり一同了承した。

⑥㈱宮城県管工事会館取締役の件
　吉田専務理事より、６月26日に開催される首題会館の定時株主総会において現取締役が任期満了と
なること、宮管組合は同会館の株式の７割以上を有している筆頭株主であることから、会館側から示
された新たな人事案に対して機関決定願いたい旨が説明され、一同了承した。

⑦令和２年度「週休二日制普及促進ＤＡＹ」への対応について
　吉田専務理事より、首題の件について、宮城県建産連より協力要請があったため、設定された日程（３
日間）の内、６月20日と７月18日は指定有給休暇制度を活用して休業とし、８月第３土曜日（８月15
日）は従来どおり盆休とすることが諮られ、一同了承した。

⑧仙台市水道修繕受付センター業務の受託範囲拡大に伴う交替制夜勤電話受付業務専従者の選考試験
結果について
　吉田専務理事より、６月４日に首題の選考試験を実施したこと、面接時に当方の雇用条件等を説明
して本人の了承と確認が得られたことから、首題業務専従者として採用し、今年度から研修を行いた
い旨が諮られ、一同了承した。

※その他
①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２年６月25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
　　　　　　　　監　事　　武田監事・大泉監事・鈴木監事　　　　　　　　　　　　　　　計３名
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　　　　　　　　事務局　　須藤事務長・白戸工事部次長・小島資材部次長・千葉総務課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計４名
４．議題及び議事経過　　　　　　　
※報告事項
①第45期（令和２・３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45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。

②退任委員等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等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。

④「青下の杜プロジェクト」令和２年度活動計画の見直しについて
　藤井理事より、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当初の計画を見直し、組合員の社員
等を対象とした水道に関する勉強会の開催案に変更したい旨が説明され、一同了承した。
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健康だより
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「みやぎの食育通信vol.86」より転載
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国税だより
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下水道編　６

☞仙台の上下水道施設「いろはにほへと」

汚水ポンプ場

　下水道管は、重力を利用して自然に流れるように施工します。自然流下といいますが、当然低い方
に流れ、地表からはどんどん深くなります。深くなりすぎると下水管工事や維持管理も大変ですし、
家庭からの排水管の接続も難しくなります。そこで、一定の深さになったところにポンプを設けて下
水をくみ上げ、再び下流に流します。この施設をポンプ場といいますが、他に雨水を流すポンプ場も

六丁の目ポンプ場、奥は設備管理センター 電動機とディーゼルエンジンが使える

あるので区別するため特に汚水ポンプ場と呼びます。
下水の施設では、浄化センターが下水をきれいにする
腎臓に例えられ、汚水ポンプ場は力強く下水を押し出
すので心臓に当たるといわれています。市内の主な汚
水ポンプ場は33箇所、雨水ポンプ場は20箇所、汚水と
雨水両方を担っている施設もあるので合計49箇所で
す。全てのポンプ場の運転は自動ですが、大部分のポ
ンプ場については若林区六丁の目にある設備管理セン
ターで遠方監視をしており、同所では汚水ポンプ場の
８箇所、雨水ポンプ場の13箇所について遠隔制御も可能です。
　ポンプに求められる機能としては、水道用など清水ポンプでは効率の良さと幅広い運転領域、場合
によってはかなりの高揚程などということになるのですが、汚水ポンプでは、様々なものが流れてく
るので、詰らない、閉塞しないことが先ず第１で、揚程は比較的小さく、揚水量は大きくなることが
多いといえます。清水ポンプでは一般的に渦巻ポンプ（遠心ポンプとも言います）が使われますが、
汚水用には、水に力を伝える羽根の形状をスクリューのようにして流路を広くした斜流ポンプが多く
使われています。
　仙台市で１番揚水量の大きな汚水ポンプ場は、昭和58年運転開始の六丁目ポンプ場です。南蒲生処
理区の約半分の汚水が流集し、ここから南蒲生浄化センターへと送られます。ポンプの口径は、φ
700が４台、φ800が２台と他の汚水ポンプ場と比べかなり大きくなっています。遠方からの汚水もあ
り、流入管は地下13ｍの深さなので、ポンプは地下３階に設置されています。原動機は電動機が主で、
浸水対策や維持管理を考慮して１階に設置、その関係でポンプを回転するシャフト（軸）は、地下１

ポンプ羽根車
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ポンプ場位置図

人来田ポンプ場：奥のポンプ吐出口から手前の
ポンプ吸込口に配管で繋がっている、直列接続

階と２階を貫通するという大変長いものになって
います。自家発電設備もありますが、万一に備え
φ800のポンプ１台とφ700のポンプ１台はディー
ゼルエンジンでも稼動できるようにしてありま
す。東日本大震災の時には、この自家発電が大活
躍をしましたが、当時は、ガソリンスタンドに給
油待ちの車が一晩中並んでいるというくらい燃料
の確保が困難で、発災後６日目、燃料切れの５時
間前にやっと電力が復旧し事なきを得ました。通
電がもう少し遅ければ、市内に下水が溢れるとい
う想像したくもない恐ろしい事態になっていたか
もしれません。
　１番揚程の高い汚水ポンプ施設は昭和58年稼動
の人来田ポンプ場で、口径φ250が３系列、羽黒
台団地の下水管まで95ｍの高さを揚げています。
これくらいの揚程になると、渦巻きポンプでしか
も２台を直列に繋ぐ必要があるので、２台でφ
250ポンプ１台分の揚水量を確保することになる
ことから系列という言葉を使いました。１系列に
２台、３系列で合計６台が設置されています。閉
塞しないように破砕機を使い前処理をしっかり
行っています。高揚程ポンプの運転では、ウォー
ターハンマー（水撃現象）対策が重要で、羽根車
が急に止まらないようはずみ車（フライホイール）
をつけて対応しています。急に水の流れが停止す
ると起こることがあるウォーターハンマーについ
ては、説明を省きますが、発生すると管路を破壊
することがあります。

　１番古い汚水ポンプ場は、昭和41年稼動の五ッ谷（φ550×３台）と澱（φ200×４台）です。両施
設とも当初は有人で24時間市職員が運転管理をしていましたが、その後無人施設となりました。時代
の流れを感じますね。
　汚水ポンプは、ポンプ井

せい

水位に応じた自動運転とはいうものの運転時間は長くなるので、維持管理
が重要です。状態によってはポンプの入替えなども行いながら、下水が滞ることの無いよう、また、
環境を汚染することの無いよう24時間体制で監視しています。

（理事　藤井　秀男）
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「東
ひがし

雷
かみなり

雨
あ め

降
ふ

らず」
　東の方に雷鳴の聞こえるときは、音ばかりで雨が降ってくることはないということ。
　「東雷音ばかり」ともいう。

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　争　覇（　　　　　）
２　疎　密（　　　　　）
３　俊　敏（　　　　　）
４　酪　農（　　　　　）
５　挑　戦（　　　　　）

二、次の文中のカタカナを（　）に漢字で書いてみて下さい。
１　水に関するセンリュウを募集している。　　　　　　（　　　　　）
２　まるでリュウグウジョウのようだ。　　　　　　　　（　　　　　）
３　文化のコウリュウがめざましい。　　　　　　　　　（　　　　　）
４　千代大橋は、広瀬川のカリュウに架かる橋だ。　　　（　　　　　）
５　海底がリュウキしてできた島を調べる。　　　　　　（　　　　　）

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　深　謀（　　）慮　　　　　２　誇（　　）　妄　想

※解答は28頁です。
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編集歳時記
（2020年盛夏号№492）

　夏になると思い出すフレーズがある。
　『キンチョーの夏、日本の夏』
　“金鳥”蚊取り線香のＣＭキャッチコピーであるが、私の中の最初の記憶は恐らく小学生の頃、
1970年代のテレビコマーシャルではなかったかと思う。天秤棒を担いだ金魚売りやら縁日の様子、浴
衣姿に団扇、仕掛け花火によって“金鳥”の文字が燃えながら浮かびあがる映像などが流れていたこ
とを断片的に覚えている。ちなみに、“金鳥”や“ＫＩＮＣＨＯ”は商標（ブランド）名であり、製
造元は大日本除虫菊株式会社。社名よりもブランド名の方が圧倒的に浸透している。

　『日本の夏』の風物詩といえば、夏祭り、花火大会、野外フェス、高校野球などが思い浮かぶとこ
ろだが、今年はいずれも中止や見直し。暑気払いはリモートで宅

たく

飲
の

み！？子供たちの一大イベントで
ある夏休みは期間短縮、家族旅行は“安・近・短”で怖々…。
　すべては新型コロナウイルス感染拡大防止と国内第２波・第３波への警戒から。

　先般６月25日に九州北部を50年に一度という豪雨が、６月30日には昨年の台風19号を彷彿とさせる
記録的大雨が東海地方を襲った。
　近年、毎年のように列島各地で発生している甚大な自然災害。
　やはり今年もか？コロナ禍に更なる災禍が重なったら？との不安が過

よぎ

る。
　今夏、新たな日常を余儀なくされている中で迎える『日本の夏』が『緊張

4 4

の夏』では洒落にもなら
ない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年７月３日　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　秀之
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諺・漢字コーナー【解答】

一．　１．そうは　　２．そみつ　　３．しゅんびん　　４．らくのう　　５．ちょうせん

二．　１．川柳　　２．竜宮城　　３．興隆　　４．下流　　５．隆起

三．　深謀遠慮（しんぼうえんりょ）
　　　　先のことまでよく考えたはかりごと。計画。

　　　誇大妄想（こだいもうそう）
　　　　自分が実際よりずっと優れていると思い込む様。

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


