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時刻 発言者 議題・発言・結果 

14：00 事務局

事務局

委員長

事務局

会長

事務局

会長

会長

事務局

開会及び資料確認 

会議に先立ちまして、ご紹介申し上げます。本日審議会にご同席いただいておりま

す、登米市施設更新計画策定委員会、武内委員長でございます。 

今ご紹介いただきました、委員長を務めさせていただいております、水道技術研究

センターの常務理事をしております武内でございます。よろしくお願いいたします。

委員長には後ほど中間報告につきましてご報告をいただきますが、詳しいことはそ

こで色々とお伺いしていただければと思います。それでは早速天野会長の方から、

ご挨拶をいただきまして、会議の方を進めていただきます。 

皆さんこんにちは。いよいよ第 3 回の登米市上水道事業運営審議会を本日行います

が、ご承知のとおり昨年の 3月 11 日の大震災でいかに水が大切か、毎日のことで何

の気なしに出ている水、これが命につながる大切なものだということが認識された

と思います。本日も施設更新等を含めて中間報告を願うとともに、来年度の水道予

算案が出来ましたので、これの説明をいただくということで、言わば震災後の核と

なるような委員会でございますので、慎重なご審議をお願い申し上げますというこ

とで、私の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

それでは早速でございますが、審議会設置条例第 5条第 1 項の規定によりまして、

会長が議長になることになっていますので、以後は天野会長に議長をお願いいたし

まして、議事の進行をお願いします。なお、本日の審議会、10名のうち 9名の出席

ということで過半数を超えていることをご報告いたします。 

それではこれより議長を務めます。早速ですが、本日の会議の議事録署名人の選任

を行います。私の方から指名させていただいてよろしいでしょうか。 

－異議なしの声多数－ 

迫町の矢場さんと豊里町の只野さん、お願いします。それでは次第に基づき審議を

行います。まず第 1 番目の登米市水道事業施設更新計画策定委員会中間報告につい

て説明願います。 

まず私の方から、なぜ施設更新計画策定委員会が設置されたかという前段ご説明だ

け申し上げます。登米市水道ビジョン改訂についてという資料をご覧ください。登

米市水道ビジョンは平成 20 年度に、平成 28 年度を目標に作成したところでござい

ます。この基本理念、施策目標については前回ご説明したところでございます。こ

の水道ビジョンを策定した後、色々な環境の変化がありました。一つ大きいのが水

需要の減少が加速したということ、それから厚労省で進めるアセットマネジメント

の実施、長期の施設更新計画の策定ということがございましたので、震災前からこ

の平成 24 年度で改定するという予定でございました。しかし今回、昨年に東日本大

震災がございまして、復旧にあたっての課題、それから 5月と 8 月に発生しました

取水ポンプの故障による課題等が発生しました。当初施設更新につきましては、現

在ビジョンにある更新計画の若干の修正ということで考えておりましたが、東日本

大震災の課題が発生したということから、これらも含めて検討が必要になったとい

うことでございました。従って、技術の専門家も交えまして、施設更新計画策定委

員会を設置いたしました。昨年9月から12月まで5回開催をいただいたところです。

その中で中間報告を 1 月に提出いただきましたので、この中間報告を基に予算、あ

るいは水道ビジョンについて反映をさせるということでございます。今回はこの中

間報告について審議会の皆さん方に報告をして、まだ検討事項があるということで

あればそれをお示しいただいて、最終的な報告にまとめ、水道ビジョンに反映させ

たいということでございますので、この施設更新計画策定委員会設置の背景はその

ようなことでございます。そして本年 1 月に中間報告が出ましたということでござ

いますので、よろしくお願いします。中間報告については武内委員長からご説明が
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時刻 発言者 議題・発言・結果 

委員長

 あります。よろしくお願いします。 

先ほど自己紹介させていただいた、今回の策定委員会の委員長を務めさせていただ

いている武内でございます。私の方から若干、概要について説明させていただきた

いと思います。その前に私といいますか、水道技術研究センターの紹介も兼ねなが

ら説明させていただければと思います。私の財団というのは、虎ノ門という所にあ

るのですが、30 名程度のそんなに大きくない組織でございます。名前のとおり水道

の技術について色々と研究している所ですけれども、特徴としては産官学というこ

とで、いわゆる産業界と大学の先生方、それから国あるいは事業体という三者で、

色々な組み合わせを考えながら研究しております。水道の技術というとどういうも

のなのかということがあると思いますが、いわゆる取水から浄水、水を正常なもの

に変えていくためにはどのように浄化していけば良いかというような技術。それか

らそれを配る、管路を含めた配る技術、その途中にはポンプだったり色々な施設が

ありますが、そのような技術。それからもう一つは、事業体の健全な経営といいま

すか、あるいは国際的な基準、国際的な関係を取り持つということ。大きく言うと

三つの種類といいますか技術の研究をしておりまして、私はこのセンターに来て 6

年になりますが、その前は横浜市の水道局におりました。横浜市の水道の中でも専

門は土木ということですので、今回色々と議論になりました様に、例えばポンプの

問題は電気の方ですので専門外のところもありましたが、全体の水道の中で今回、

登米市が 3.11 の中で色々な災害を受けて、その中で、当初断水はあったようですが

それほど大きくはなかったと。しかるに 5月と 8 月に大きな断水があったというこ

とも踏まえながら、どのようなことが原因で、今後どのようにしたら良いのかとい

うことについて、委員会の中で色々な検討をしてきた訳でございます。今日その中

間という形で実はご報告をさせていただくということになっています。今日の審議

会の中で皆さんのご意見を踏まえたり、市長のご意見もあると思いますので、そう

いう中でもう少し検討しなければいけないものがあれば、更に委員会を本年度中に

続けながら検討していくということになろうというふうに思っております。9 月に

断水の事故を受けまして委員会が立ち上がった訳ですが、5 回の審議をさせていた

だきました。その中でどういうことを審議して、そして中間報告をしたかという話

をさせていただきたいのですが、大きく分けて二つあるのではないかと思います。

一つは保呂羽浄水場の取水方式の変更。それからもう一つは、ブロック化の実現に

向けての取り組み、ということではないかと思います。取水方式につきましては先

ほど申し上げましたように、3.11 の震災の影響を受けて 5月と 8月に大きな断水が

生じたということですが、その原因については北上川から取水をしている訳ですが、

その取水する所に水中ポンプが 4 台設置されています。それが 100ｍ揚程がありま

して、揚程というのは水を上げることですが、保呂羽浄水場の高さが海抜 100ｍと

いいますか川から 100ｍありますので、100ｍの揚程を上げているポンプですが、非

常に大きなポンプでそして全国的にみるとあまり汎用型というものではなくて、特

殊なポンプであるということがいえると思います。そのポンプが地震によって軸が

ずれてしまって、3.11 の被災を受けた時は動いていたということですが、その後ず

れが段々大きくなってきて、先ほどいいました 5月と 8 月の断水につながったとい

うことだと思います。その原因を明らかにすると同時に、どうすれば良いかという

ことを考えた訳です。もちろん補修して、それで直ってそれが使えるということが

一番良い訳ですが、色々議論したのですが、残念ながらこのままこのポンプを続け

ていくと同じ様な地震があればまた壊れるかもしれないという状況が分かりまし

た。ということで、取水方式を 2 段にして、そして汎用型のポンプで保呂羽浄水場

に上げるという方式の提案をさせていただいております。それについては後ほど、
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事務局

 事務局から詳しい報告があると思いますが、費用等々、現在の方式も含めて色々と

検討させていただきましたし、また周辺の環境というものについても検討させてい

ただいておりますので、そのような中から一つの案を提案させてもらったというこ

とでございます。もう一つの配水方式等々の検討については、これは正にまだ中間

だといえると思います。先ほど佐藤課長の方から水道ビジョンの改定の話がありま

したけれども、安全で安心な水を届けていくというシステムについては、浄水場の

システムだけではなく配水方式の検討をしないとうまくいきません。災害に強い、

そして信頼の置けるような方法というのは、専門用語になりますけれどもブロック

化というように呼んでいる部分でございます。これを進めていくということについ

てはお金もかかるし、時間もかかるということでございますので、前のビジョンで

もご検討いただいたと思いますけれども、今回の震災を受けて少し見直さなければ

いけないということが分かりましたけれども、その検討についてはまだ少し時間が

かかるということでございます。それについて一番どうしたら良いかという方法論、

見直すべきかどうかも含めてですが、見直してやることが将来の登米の水道の安定

供給に欠かせないのではないかということ、それから 5月と 8 月に断水があった地

域の問題をどう整理したら良いかということを、ケーススタディしました。その中

で新しい配水池を設置した方が安定供給に役立つのではないかということが分かり

ましたので、その辺の内容についても今回の中間報告の中に含めさせていただきま

した。以上、主に二つの内容を含んだものでございますが、審議会への報告書のは

じめにという部分に書いてあると思いますが、そこにあるその他の部分もまだ中間

でございますので、検討が済んでいない部分もありますけれども、今日色々とご審

議いただいて、必要があればそのような部分についてまた詰めていくということを

させていただければと思います。以上でございます。 

 では詳細について、私の方から説明申し上げます。まず水道施設更新計画策定委員

会の資料 1の一番後ろ 17 ページをご覧いただきます。委員会の経過と委員の名前が

入ってあります。委員会は第 1 回 9 月から始まりまして、12 月 20 日まで 5 回開催

したものでございます。その内容についてはここに書いてあるとおりでございます

が、保呂羽浄水場の取水方式については、相当議論を重ねてきたところでございま

す。それから委員ですが、ここにあるとおりでございまして、いわゆる外部委員と

しては水道技術研究センター常務理事の武内さん、それから日本水道協会工務部技

術課副主幹の三浦さん、株式会社日水コンの清野さんという方々に来ていただきま

したし、登米市全体で考えるということから、市民生活部、産業経済部、建設部の

各次長さん方も入られておりました。このような形で検討したのがこの中間報告書

でございます。では中間報告書 1ページから、少し飛ばしてご説明を申し上げます。

まずはじめにというところですが、今回委員会で検討をお願いした事項は中間部分

にあります括弧 1 から括弧 4、東日本大震災による水道施設の被害状況の検証、登

米市地域水道ビジョンに定める施設更新計画の再考、施設更新計画案の策定、その

他施設更新計画に係ること、ということでお願いをしたところですが、まず非常に

急がなければならない課題の保呂羽浄水場の取水方式、配水ブロック化そして保呂

羽浄水場配水系統西部地区の配水について今回、集中して行っていただいたもので

ございます。2 ページ目からは保呂羽浄水場の取水方式についてということで、書

いてございます。括弧 1は現状の様子がかいてありまして、また 3ページ目の括弧

2 では、東日本大震災による被害の概要について記載してあります。そして 5 ペー

ジ目をご覧いただきたいと思います。これらの現状あるいは被災状況について検討

したものが、エの故障の原因でございます。これは基本的には先ほど委員長が申し

上げたとおり、地震動により電動機の主軸が上下方向に激しく動いたことにより、
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 次の事象が発生したということでございます。地震発生で回転体が上下震動して、

推測される部分がありまして、発生した部分があるということでございます。これ

がなかなか書いてあっても良く分からないと思われますが、別添資料 2 をご覧くだ

さい。19 ページに写真があります。この写真をご覧になるとお分かりかと思います

が、これは回転体が接触する部分でございます。これがちゃんとした状態であれば

回り続けるのですが、先ほど言いましたとおり軸がずれた関係で平行にぶつかる部

分が斜めになったということで、スムーズに動かそうとしているスラストパットの

部分の摩耗が発生したということでございます。このような状況が 3月 11 日あるい

は 4 月 7 日に発生したのですが、頑張って回っていたのですが、5 月の時点で 4 号

ポンプ、8 月の時点で 3 号ポンプが止まってしまったということでございます。こ

こで何を一番検証したかというと、なぜ取水ポンプが動かなくなったのかという原

因は、やはり今回の地震動によるものだということで、報告書も入っていますが、

それらの証明といいますか検討したものがここにございます。この故障の原因が地

震動であるということが判明したということを踏まえて、現在の取水方式のメリッ

トとデメリットをここで掲げています。中間報告書の 6 ページに図がございます。

これが現在取水をしている方式です。取水塔に高揚程の水中ポンプを設置して、浄

水場まで一気に送り上げるという形が現在の取水の方式です。この方式ですとメリ

ットいうのは 1 台で上げますので、浄水場で運転管理が出来るということが一つあ

ります。それから水中ポンプが水面下にありますので、騒音や振動が少ないという

特徴があります。デメリットとしては、このポンプが非常に高い所、100ｍも上げる

ものですから、特殊なポンプであるということです。特殊なポンプで正常に動いて

いる時は先ほどいったメリットが最大限発揮されますけれども、今回の地震等によ

って故障した時に代替するポンプがないということがあります。また水中にあると

いうことで、メリットであった振動や騒音が少ないということが、逆には異常や故

障が発見しづらいということがあります。特殊なポンプですので、定期的な保守管

理が必要だということです。そしてもう一点、デメリットの記載のｄですが、今後

も今回と同規模の地震が発生した場合、同様の故障が発生する可能性が高い、現在

のポンプの型式では、耐震性向上のための改良に限度があるという様に報告では挙

がってきております。ｅとｆについては金額の問題でございます。これらのメリッ

ト、デメリットがあるという形の中で、今後安定した取水を確保するためには、そ

れではどのようにしたら良いのかという形の検討が、次に進められました。それが

7 ページでございます。現在、北上川の水を汲んでいる訳ですが、この取水方式に

は取水堰、取水塔、取水門、取水管渠という四つの方式があります。これは 14ペー

ジをご覧いただくと図があります。別表 1 取水施設の選択というのがあります。ま

ず一つは取水堰です。これは川をせき止めて取水する場合の方法です。二番目は取

水塔です。これは現在保呂羽浄水場で行われている取水の方式です。三番目は取水

門方式です。これは主にこの辺ですと農業用水の取水の場合、このような形になっ

ているのが多いです。四番目が取水管渠です。これは河川から管渠、要するに管で

もって水を引っ張ってくるという形で、登米市の水道ですと石越浄水場の取水がこ

のような形になっています。色々と特徴がございますが、取水堰に関しましては、

北上川に堰を設けるということはちょっと難しいということで、ほとんどあり得な

いだろうということでカットしています。残りの三つの方式ですが、見ていただく

と分かるのですが、上から三番目の特徴という所の取水塔です。取水塔は大量取水

の場合経済的であることが特徴であるとなっています。取水門が、河川の状況が安

定していれば取水は可能ですが、渇水時、洪水時、氷結時には取水量の確保措置及

び調整が必要であるということです。そして次の四番目では取水塔は一般に大・中
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 量取水に用いられ、取水門は一般に少量取水、取水管渠は中量以下の取水というこ

とです。九番目ですが河川の大小という所で、取水塔は一般に大河川に用いられ、

取水門は中小河川の上流部に適しているという様な比較を行いまして、全国的にも

基本的に大河川の下流部については取水塔方式が主だということと、現在の取水塔

を活用できるということから、取水塔方式の継続ということで検討をしたところで

す。なお取水門方式ですが、昭和 52年の広域水道の取水塔方式の前はこの方式でし

た。しかしこの取水門方式ですと、取水門まで水が渇水時は来ないという現象が度々

あったということから、現在の取水塔方式を採用したという経緯もあったことから、

取水塔方式という形で検討をすることとしました。まず第一点の 7 ページのア、取

水施設の検討についてはこのような内容です。また、イ、取水塔方式の検討の①の

関係です。これは取水塔に水中ポンプではなく吸い上げ方式のポンプを付けたらど

うかという検討ですが、どういうことかといいますと、6 ページの図を見ていただ

いて、取水ポンプが今水中にありますが、これをそのまま直接取水塔の上まで持っ

てきて、そこで水中ポンプではなくて汲み上げるという方式です。これは特殊なポ

ンプではないという特徴があるのですが、この吸い上げる高さが 5ｍぐらいである

のに対して、ポンプの設置から水中まで 17.5ｍあるということから不可能であると

いうことで、これも難しいということになり、現在の取水塔に水中ポンプを設置す

る方式で検討したところです。その検討ですが、別添資料 1 をご覧いただきたいと

思います。別添資料 1の 1ページで左からケース 1、ケース 2、ケース 3という形で

ありますが、これは現在の取水塔から直接浄水場へ水を汲むのではなくて、途中に

中継ポンプ場を設置する案です。これによって基本的には汎用型のポンプと作ろう

と。ケース 1、2と 3の違いは、中継ポンプ場の高さが違います。文言として非常に

細かい形で申し訳ありませんが、色々と検討をしました。次のページの図を開いて

いただきたいと思います。これがケース 1でございます。ケース 1は取水塔のほぼ

正面にあります土地を購入して、ここに中間ポンプ場を設置するという案です。こ

れで赤い路線が新しい導水管、要するに浄水場に行く管です。既設の今あります導

水管も活用して複線化という形にしたものです。写真の一番左に建物がありますが、

これは弱電工場の跡でして、今は使用されておりません。ですからここに設置をす

るという案でございます。これですと取水塔から中間ポンプ場までの高さがそれほ

どありませんので、汎用のポンプが付けられるということです。そして中間ポンプ

場にはうず巻型ポンプというものを設置して、これも汎用ですので、浄水場へ上げ

られるということなので、特殊なポンプではなく出来るであろうということです。

続きまして次のページ、ケース 2でございます。ケース 2はやや上流部に中間ポン

プ場を設置します。このやや上流部に中間ポンプ場を設置するというのは、この図

面の中でちょっと緑色が濃い部分があります。ここが登米市水道事業の土地です。

我々の持っている土地です。ですから、この案は若干高い土地にありますが、土地

は買わなくとも良いであろうという案です。ただし少し狭いというデメリットがあ

りますので、土地の整備をしなければならないだろうということがあります。そし

て道路から遠いので維持管理上もちょっと、というのがありました。続いて次のペ

ージのケース 3です。ケース 3はずっと上の方に持っていきます。今、天日乾燥床

という施設がありますが、その下の部分に中間ポンプ場を設置するという案です。

これですと、非常に維持管理上は浄水場と一体化した形で良いのですが、導水管が

1 本しか使えないであろうというのがあります。それからここは高いので、取水塔

に取り付けるポンプはやはり特殊に成らざるを得ないという案です。もう一つは下

流部に取水ポンプを動かす自家発電室を新たに作らなければならないというのが、

ケース 3です。そして一番最後が現状の案です。現状のままやって、なおかつ導水
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 管を二つにするというかたちです。現状のポンプを使っていくというかたちです。

この場合ですと現在浄水場にある自家発電機から、いざという場合取水塔のポンプ

を動かしていたのですが、これを造った時から電気事業法が変わりまして、現在や

り直しするとなれば、自家発電機室を下に造らなければならないというのが現在の

条件となっています。最初のページに戻っていただいて、もう一つ全体に共通して

言えるのは、今から造ろうとしている土地全体が埋蔵文化財指定地域だということ

で、これの協議が必要だということです。それから河川の協議が必要だということ

が、ケース 1、2ではあります。これらについて検討して、金額がこの表の下から 4

段目に合計の金額が出ています。ケース1が39億8,900万円、ケース2が47億3,300

万円、ケース 3が 41 億 1,300 万円、現況の案でも 40 億 1,200 万円が今後掛かるで

あろうということです。イニシャルコスト、建設コストとランニングコスト、維持

管理をしていくコストというのがありますので、これらが掛かるという算定があり

まして、色々と検討した結果、ケース 1 の案ということが中間報告では推奨されて

いるということです。中間報告書 8 ページの検討の結果をご覧いただいて、ポンプ

の汎用性、維持管理の容易さ、施工性そしてコストに優れたケース 1 を採用するこ

とが最良であるとの結論を出したということです。なおケース 1 についても課題が

あります。まず第一点は周辺民家に囲まれた土地に構造物が出現しますので、圧迫

感を与えたり、あるいは工事中、運転開始後に騒音や振動が発生する可能性がある

ということですので、周辺住民の理解を得ることと、騒音・振動被害が発生しない

よう、もしくは発生した場合の対応を準備することが必要であるということです。

それから先ほど申し上げましたが、文化財保護のための協議や河川との協議が必要

であるという課題がありますが、それでもケース 1 ということです。中間ポンプ式

の案というのは、取水塔には汎用、低揚程の水中ポンプを入れ、中間施設で一旦水

を受けて、それを汎用うず巻ポンプで浄水場へ運ぶというかたちの案です。これが

取水ポンプに関する検討のかたちです。なおここまで至るに先ほど申し上げました

とおり、3 回程、精密な検討をしていただきましたので、それに関する資料が別添

資料 2 の報告書であったりする訳ですが、これにつきましては説明については省か

せていただきます。続きまして 9ページから配水ブロック化ということです。今回、

5月、8月の取水ポンプの故障の際に、米山町中津山地区、南方町全域、迫町北方、

新田地区という所の断水が長引いたり、減水が非常に多かったということです。こ

れらの反省とこれまでの現状を分析して、配水ブロック化の検討をしたところです。

現状のブロックというのは浄水場の系統でして、別添資料 3の 8 ページをご覧くだ

さい。別添資料 3 に図が載っていますが、水道事業所のパンフレットから取ったも

のです。登米市の水道のブロックは、大きく言いますとこの色ごとにブロック化に

なっている、大きなブロックで管理しているということです。このような現状のブ

ロックがあるということですが、今後の対策をしなければならないということで、

このブロックをもっと小さくしていこうというのが、配水ブロック化です。このブ

ロックによって水圧と水量を管理しまして、流している水が料金となって返ってく

る率、有収水量と言いますが、これを上げていこうというのがあります。もう一つ

が、このように大きいブロックですので、どうしても末端まで水質を管理するため

には塩素を多く出さなければいけないということから、おいしい水という条件でも

合わないということがあります。そしてもう一つは、今回の震災における断水が非

常に多かったということの解決策としてのブロック化ということで検討していま

す。今回中間報告でいただきましたのは、このようなブロックを詳細にすることに

よって、水圧や水量を管理して、安定的な配水を行うということです。第一点とし

ては取水を安定させ、次は配水も安定させていこうということです。これに関しま
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時刻 発言者 議題・発言・結果 

会長

委員

事務局

 して、配水ブロック化の検討方針ということで、別添資料 3の 9ページにあります。

ブロック化の検討方針としては、平成 24 年度に基本構想、基本計画を策定して、25

年度以降からブロック化整備を始めるべきという案です。ただブロック化は相当長

い年月と金額がかかっていきますので、今回この基本構想、基本計画でそれらにつ

いて検討するという方針が出ております。ブロック化についてはこのようなかたち

でございます。もう一つですが西部地域の断水あるいは減水等の解除ということで

すが、これは中間報告書 13 ページにあります。括弧 1に現状の問題点が 4点ほど掲

げられています。配水池容量が小さい、別系統の配水管線の送水能力が脆弱である、

高水圧である、それから米山町から南方町の水圧変動の問題があるという、こうい

うかたちがありまして、括弧 2 でその改善方針として、ここに掲げてあります。配

水池容量が小さいのであれば配水池の新設、配水管の送水能力が脆弱ということで

あれば、現在 12 号線という管路がありますが、その管路の整備と増圧ポンプの整備、

高水圧には水圧コントロール施設の整備と配水ブロック化、米山町から南方町にか

けての水圧変動については 12 号線の管路整備があります。これらについては特に今

回の震災がありましたので、優先して整備する必要があるということです。これら

についても、括弧 2 のイに、改善策を進めるにあたっては次の課題について管網計

算を行いとあります。管網計算というのは、どれくらい水が流れるのかという計算

です。これらを行って検証して進めるべきということです。これら全体としての中

間報告をいただきましたので、後ほどご説明申し上げますが、予算としては取水ポ

ンプ整備の基本計画、配水ブロック化の基本計画、管路耐震化の基本計画、そして

西部地域に関しましては、増圧ポンプの設置等を、申し訳ありませんがビジョンに

反映させる前に 24 年度予算に盛り込んでいるということでございます。以上で説明

を終了させていただきます。 

 ありがとうございました。ただいまの説明について質問、あるいは施設更新計画策

定委員会に対する要望がありましたらお願いします。 

 比較案、別添資料 1 という表がありますが、コスト面で安いから良いというのでは

なくて、安くても例えば災害に強いとか、災害が起こっても費用負担も安くなると

いう解釈は取れますかということと、水道の施設、浄水場の位置を別な場所にとい

うことはあり得ないのか。要するに今回 40 億円で計算されているけれども、今の位

置を使ってという前提ですけども、全然別な発想から言うと、場所を変えてもっと

安くならないのかと。低い所には出来ないのは分かるけども、もっと低い場所で配

管というか配送管をもっと短く出来ないのかと。その様なことを色々考えると、も

っと別な方法が見えないのかなとちょっと私思ったんですけど。素人的な発想で大

変申し訳ないけれども。今の場所を前提での計画ですよね。場所を変えるという発

想は、最初から考えること自体がナンセンスなのかどうか、その辺も含めてちょっ

と教えていただきたいです。 

 まず浄水場の位置を変えるとか浄水場を移すということに関しては、今回の委員会

では議題としては掲げておりません。一つの話としては、前回の水道ビジョンを作

成する段階で、やはり現在の浄水場を使っていくんだという前提がありますので、

その辺で議題として挙げなかったということがあります。もう一つは現在の浄水場

を建設する段階で、約 90 億円掛かっております。同様の施設を他に建てるとなれば、

相当の費用がかかるということもありますし、現在の浄水場施設に関しますと、そ

れほど今回の震災で大きな被害がなかったということから、現在の浄水場でという

ことが前提と言えば前提となっていたというのがあります。それから災害が起きた

時に、費用負担もケース 1 が安いのかという話ですが、これについてもその辺の検

討をしてはおりません。ただし、現在の直接上げる取水ポンプ方式よりは、相当に
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時刻 発言者 議題・発言・結果 

委員長

会長

委員

復旧までの時間が短期間で済むということと、汎用ポンプであるということから、

ポンプの価格的にも安くなるというかたちで、全体として中間ポンプ方式の方が災

害には強いだろうと考えたということです。 

私の方からちょっと一般論でお話した方が良いと思いますが、浄水場の位置という

か、水道のシステム全体を考える時に一番大事なことなんですけれども、皆さんご

存じだと思うんですけれども、いつも使っているんですが水が重いということがあ

まりご理解いただけないかもしれません。今回の様に震災があって断水して、自分

で水を運ぶということになると、バケツに 1 リットル、2 リットルの水を運ぶとな

るとえらい重いわけですよね。ということで、実はその水道自身の一番の問題点は、

要するに水は高い所から低い所へ流れる訳で、各家庭に水を配るためには高い所に

まず水を持っていって、そこから配らなければいけないということになるわけです

が、いずれにしても汲み上げるためのポンプ施設がいると。そのポンプ施設は重い

水を上げますので、電力を使うということで、そこに非常に今の省エネの考え方の

中でもう少し良い方法はないのかということは色々議論されております。しかしで

すね、今の登米市の状況から言いますと、いずれにしても北上川の水源を取ること

になろうと思うんですね。後は井戸を掘って井戸の水源ということになる訳ですが、

高い所にダムがあってそこから取る場合ですと、自然流化ということで水の位置エ

ネルギーを使いながら浄水場をその中間に造って、全部自然流下で家庭まで行くと、

あまりポンプを使わない様な省エネのシステムが作れるのですけれども、川から当

然各家庭までを考えると、高さがある訳ですので、どこかで汲みあげなければなら

ないということになります。今回やはり問題になったのは、一気に汲み上げている

ということで経済的に良いかもしれないですが、そのポンプが非常に大型になって

いって、それで汎用性がないということでして、そのためにもし、同じ様な地震が

あった時には、やはり大きな断水になってしまう。もちろん災害があった時に断水

にならないかと言うと、今回我々が提案した二段階の方式についても、もしかする

それなりに被害があるかもしれないんですけれども、汎用性があるということは、

いち早く小さなポンプであれば持って来られますし、また修理も簡単だということ

で、なるべく早く復旧が出来る方式が良いのではないかというとこで、考えさせて

いただいたということがあります。質問の答えになっているかどうか分かりません

が、浄水場の位置を変えるということはそれなりに今後、考えられないことではな

いと思います。出来れば今の保呂羽浄水場が古くなって、更新しなければいけない

という時には、考えなければならない課題なのかもしれません。しかしそうした場

合でも、浄水場が低い位置にあり、今度は配水値が高い位置にありますと、そこに

どうしてもポンプがいるということになりますので、そうしたシステム全体をいか

に効率良くやっていったらよいかということを考えなくてはいけないということに

なります。我々としてはなるべくビジョンに含まれている内容も踏まえて、将来的

な登米市の安定供給を考えながらどうしたら良いのかということと、それから当面

の課題をどうするかということと、それからもう一つ災害にあった時に、なるべく

安全であるというか、断水が少なくなる方式ということを考えたつもりです。です

から、絶対にベストであるという様にはなっていないかもしれませんが、ベターだ

というところまではいっているのではないかなと思っています。以上です。 

他にございますか。 

今のベストとベターの話ではないですが、上流から取水して下流に流すのが一番自

然流下で経費のかからない、維持管理も当然楽な方法だと思います。ただしこの地

域は、北上川から約 100ｍほどポンプアップして今使っているということですけれ

ども、それは相手は自然で水なんで渇水という問題は当然出てくるので、一番水量
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時刻 発言者 議 題 ・ 発 言 ・ 結 果 

事務局

会長

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

 の大きい、一番断面の大きい所で取水していると思いますけれども、例えば将来展

望から言っても今の位置がやっぱりベターなのか、やはり堰を造ってある程度水を

かさ上げして、北上川は国土交通省の管理している所なので許可とか色々な問題が

あると思うけれども、それを別にして考えた場合、一番経済的な方法というのはど

のような方法がありますか。それは出来る、出来ないではなくて、経済的に考えた

場合、なるべく自然流下をメインに考えて、そうすると上流から取らないと。上流

から取ろうとすると、当然断面積が小さくなるので、流量が少なくなるとか色々問

題があるにしても、どのような方法があるのかちょっと教えてください。 

まず現在の取水塔の位置のこれまでの経験なんですが、昭和 48 にまだ取水塔が無い

時には、渇水期にはどのように水を確保するかというと、沖まで管を出してそこか

ら何回か汲み上げて取水口に入れたというかたちです。昭和 48 年と同様の渇水が昭

和 53 年と 59 年にありましたが、この時には現在の取水塔では、取水について問題

は無かったです。この時には北上川全体の渇水でしたので、北上川の渇水協議会で

取水制限という話まで出たところですが、我々としてはそこは大丈夫ですので、あ

る程度の渇水には耐えられる今の位置だという様な、これまでの経験上の話はあり

ますし、渇水で非常に困っていたために、あのような取水塔を造りましたので、十

分計算された上での位置だということです。それから一般論としての一番経済的な

方法ということですが、全国の水道のあり方もあるのですが、うちの方が水道料金

が高いというのは、このように全体の水道を一箇所から上げて、管路でやっている

ということです。安い水道の所はどうなのかと言えば、それぞれの地域にそれぞれ

の地域の需要を満たす水源があると。特に井戸であればいいのですが、そのような

所が水道料金が非常に安く設定出来ているという状況です。しかし、このようなか

たちで各地域地域に水量を賄える、なおかつ水質の良い水源というのがこの地域に

ありませんので、今のようなかたちになったということが、一つあると思います。

ですから、今のやり方が絶対的あるいは比較的に効率的だとなかなか申し上げずら

いのですが、この地域の水源の状況から見ると、やはり北上川に頼らざるを得ない

状況なのだと思います。 

よろしいですか。他にありますか。 

ケース 1 の場合だと、例えば予算の中に用地買収費とか住民対策費というのは入っ

ているのか。やはりこの辺は地元の人間に言わせると、場所的に分からない訳では

ないが、非常に整備されていなくて込み合っている所なので、用地買収に関する予

算とか全て入っているのかなと。 

この工事費の中には用地費と補償費が入っていますが、それで若干高めに設定して

いるのは確かです。ケース 1 は工場跡地になっていますが、これはそれ以前、うち

の土地だったんです。広域水道の前の時のポンプ場の場所です。 

それと、文化財は関係ないのか。 

全部関係しております。文化財と若干、小さい協議ですがしましたが、現在の土地

を掘削しないでものを上に建てる場合は、それほど大きな問題はないだろうと。た

だし地形を壊したり、掘り下げたりする時には、それなりの協議をしてくださいと

う話です。ケース 1 の場合は、基本的には上に乗っけていくかたちですので、まし

て工場を壊して建てようというので、文化財の方からいってもこの方が良いのかな

と。ケース 2は我々の土地ですが、若干削ったりしなければいけないです。 

分かりました。 

今のところは別添資料 1 比較表の上から 7 番目の用地という箇所に、検討した事項

が入っています。 

文化財とはどのようなものですか。 
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時刻 発言者 議 題 ・ 発 言 ・ 結 果 

事務局

委員

事務局

委員

委員

委員

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

 昔の山城と呼ばれています。伊達以前、この地域を 400 年ほど治めていた葛西氏の

居城跡です。 

 掘削して調査してもらえれば、了解してもらえる可能性が強いということですね。

 事前の計画の段階でもう一回相談してくださいと言われましたが、掘削さえしなけ

ればなんとかなるのではないかという話も、出ています。 

 要するにいじらなければ良いということですね。結果的に上に建物を建ててしまえ

ば使えないんだけど、中身をいじってないから良いですよというだけの話ですね。

 ものによっては掘削してもらって、どう使ってもいいよと。どれだけ重要度がある

かだけの問題で。 

普通だったら 1年や 2年ではらちがあかない。 

 ものによってはですけれども。 

 保呂羽浄水場が保呂羽城の三ノ丸跡ですので、要するに今の形状を変えることが非

常に問題になるであろうと。ですから先ほど武内委員長が申し上げたのですが、浄

水場の施設更新をする時にはまたそのへんが問題になってくるのかなと。 

 ケース 1 の場合があまり形状も変えない、要するに一番効率的な工事で出来るとい

うことなんですね。 

 そうです。 

 現状を多少手直しする程度で済むという解釈でよろしいですね。 

 ケース 2と 3に比べれば、形状を変える所が少ないので。 

 汎用型に変えるということは、大型ではどうしたって地震に弱いという捉え方で良

いのかどうか。故障してしまう、そのようにしか捉えないのだけれども。早い話、

大型は壊れやすいのか、あまり大きくないものは長持ちすると、いいのですかそう

いうことで。 

 大きいからという訳ではなくて、揚げる能力が、求めている揚程という能力、そち

らの方が大きいからということが一つあります。どうして壊れてしまったのかとい

うのは、新菱工業の故障報告書というかたちで今回の会議に出させていただいてま

すけれども、別添資料 2です。105ｍの揚程をもっている大型のポンプ、250 ㎜の口

径なんですけれども、このポンプがなんで壊れたかといいますと、取水塔の中で上

と下が固定されていまして、その中で強い震度を受けたと。揺れる所といったら駆

動部分しか無い訳で、この駆動している部分のモータ部、コイルが巻かれている中

でシャフトが回っているのですけれども、この重い部分が上下に動いた、あるいわ

横にも動いたであろうというようなかたちでして、羽根車を含めて駆動部分が異常

な動きをしたと。それを支えている部分の部材に損傷を受け、3 月 11 日、4 月 7 日

の衝撃の後、段々壊れていって 1台は 5月 13 日、後は 8月というように 4号ポンプ、

3号ポンプと壊れました。1号ポンプも異常の状態が出ておりまして、4号ポンプが

返ってきた 7 月に修理に出したのですが、その後にまた呼び戻したりして、現在 1

号ポンプを修理中です。5号ポンプが来月新規で入ってくるということです。今まで

経験したことの無いような震度にあいまして、軸受部という部分なのですが、この

部材が壊れました。仮設ポンプとか汎用のポンプも応急的に入れていたのですが、

これらのポンプは大きく壊れた例がありませんで、今回この 250 ㎜、105ｍの揚程の

ある水中ポンプ、日本では保呂羽浄水場の下り松取水塔にある 4 台だけですけれど

も、同じ機種はここにしかありません。他の事例も調べたんですけれども、このサ

イズでこの口径のものはここにしかなくて、やはりなんらかの弱点を持っていたの

だろうということで、今まで頑張ってくれていたのですが、またこれ以上強い地震

が来た時は補償は出来ないだろうと考えています。他の浄水場、例えば東和町でも
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時刻 発言者 議 題 ・ 発 言 ・ 結 果 

会長

会長

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

 水中ポンプは使っているんですね。口径も小さくて容量も小さいですが、構造自体

が違います。今のポンプは回転部を押さえている部分が汎用ポンプとは違った構造

になっていまして、それが振動によって今回、壊れたと。他のポンプは全然壊れて

いません。特殊なのであまり詳しくお話しなかったのですが、食用グリセリンの 50％

液をモーター側に封入しているのですが、それが軸を受ける、円盤の軸受なんです

が、それを少し可変するようなブロックになったパーツが丸く収まっていまして、

これの間、隙間に入る訳です。そうすると車でいうハイドロプレーン現象、雨の日

にタイヤが浮くような、あるいはスケートが氷の上を滑るのと同じような格好で、

金属と金属が摩擦しなくなり、連続運転というかたちでモーターが摩擦抵抗少なく

回転し続けるというものです。今のポンプを耐震用に改良出来ないかというような

こともメーカーに問い合わせたのですが、まず無理だと。 

 なぜ無理なのですか。 

 構造的に無理だということです。 

 ポンプの使用期間は何年ですか。 

 平成 9年から平成 10 年にかけて作ったポンプですが、今の構造上、耐震化について

は無理だということです。それでやはり汎用であれば耐震化がされていますし、ま

ず壊れた場合も簡単に取り換えられると。 

 10 年を超えると製造物責任法で部品を供給する義務がないですから。10 年超えてい

るとなかなか難しいかなというところですね。他にございますか。ちょっとないよ

うですので、私の方から何点か。まずこの取水の施設の選択ですけれども、四つあ

りますね。取水堰、取水塔、取水門それから取水管渠の四つがありますね。今まで

取水塔方式だったから取水塔でやっているということなんですけれども、なぜ取水

堰では駄目なんですか。一番これが単純です。一番単純だということは一番壊れな

い、あるいは一番機械を使わなくて良いというこういうことなんですけれども、こ

の中で見たら安定した取水が可能であるという、これが一番メリットがあるはずな

んですね。それをどうして、取水塔方式にしたのですか。塔方式にすると施設です

から、やっぱりメンテナンスにお金がかかるけれども、取水堰方式ですと、これは

江戸時代からある方式ですから、したがってそれほどお金がかからないはずなんで

すけれども。要するにどうして取水堰方式が駄目なのですか。 

 基本的に取水堰は安定している取水なのですが、なにしろ北上川をせき止めますの

で、非常に費用がかかるだろうと。それから河川管理者の許可がおりないのではな

いかと。 

 おりないのではないかというのは、おりていることだってある訳でしょう。 

 下流部、飯野川に堰がありますが、あの堰がこのへんの河川の管理に役割を果たし

ていますので、もう一つ堰を設ける必要があるのかと言われた時に、さて登米市の

水道のために取水堰を設けるというかたちが、良いのかどうかという話しです。 

 良いのかどうかというのは、管理者の立場からであって。 

 なおかつ、それだけお金がかかるということで、この前もお示ししたとおりこれか

ら使う量が少なくなっていくのに対して、新たに取水堰を設けるという方法はやは

り経済的にも大きいのではないのかということで、取水堰については最初から考え

てはいなかったということです。 

 最初から考えていない。お金がけっこうかかる。 

 そういうことです。 

 塔よりもかかる。 

 塔とは問題になりません。 
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時刻 発言者 議 題 ・ 発 言 ・ 結 果 

会長

事務局

会長

委員

会長

委員

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

 将来に渡るメンテナンスも総計した場合はどうですか。 

 メンテナンスに関していうとまだ計算はしておりませんけれども、取水堰に関して

いえば、もし取水堰を選んだ場合は、これから相当長期の。 

 駄目かどうかも含めて、ここの検討をもう少ししてもらうと。やっぱり費用がどの

くらいかかるのか。最初から取水塔ありきで、他の例えば取水門だとか取水管渠と

いうのは、水位が変わってくるとちょっと難しいかなというのは分かりますね。と

ころが取水堰だと流れに沿ってですから、後は取水堰と取水塔の二つの方式を特定

して、従って取水塔にしたんだという、従来どおりしたんだという、このような論

理構成を。最初から考えなかったのではなくてね。もう少し何かあるのではないで

すか。 

 今の話ですが、北上川は川幅が数百メートルあります。堰を造ると莫大な金がかか

ります。当然ですけれども、見た目だけのコンクリートにしても、基礎からなもの

ですから、何十億ではきかないと思います。それともう一つは水位を上げることに

よって、洪水を考えた場合、堰の下の部分の水は常時あるということからいくと、

洪水の際はさらにプラスになるので、そう単純ではないかと。 

 洪水のことがありますね。 

 あとは国が認めるかという話があるが、かなり厳しいと思います。というのは、当

然ながら一自治体のためにはもちろん難しいし、人口からいっても 10 万人以下の地

域ですし、堤防自体のかさ上げとか色々ありますので、かなり難しいと思います。

 では次にケース 1 からケース 3 までは中間施設を設けるということで、従来は直接

だったのが、中間施設を設けて、ケース 1 が良いのではないかと。これはなぜなら

ば、一番お金がかからないということですけれども、このお金は直接揚水方式から

比べても安くなるということですね。 

 はい。 

 ではなぜ最初からこうしなかったのですか。この積算基準は誰がどういうことで行

ったのですか。 

 まずケース 1 からケース 3 に関していきますと、イニシャルコスト的にはやはり一

番安いのは、現況です。イニシャルコストは、です。ですけれども、今後の地震等

に対するためのランニングコストはやはりこちらの方が多いです。なぜかと言うと、

今回の地震で今のポンプの弱点が出ましたので。 

 ポンプだけですね。そうするとそのポンプは開発する会社もなければ、売り出す会

社もない。 

 そうですね。新菱ポンプという所から出てきたものについては、ある時点ではもう

これは製造しなくなったということです。 

 そのポンプを製造しないのは良いのだけれども、それは要するに量が足りないので

すか、揚げる揚水能力がないのですか、それとも揚水量が足りないのですか、その

ポンプでは。 

 二つです。両方です。量も高さも。 

 ということは、今使っているポンプは使えないから、新しいポンプを買うとなると、

汎用性のある、どこでも売っている、どこでも使えるやつを買うということですね。

そうすると、例えばケース 3 の場合には、47ｍ揚げているじゃないですか。47ｍだ

と、47ｍ揚げる能力は、汎用性があるわけですか。 

 ないです。先ほども説明申し上げましたけれども、ケース 3 の概要の下の段に、取

水ポンプは現況よりは規模の小さいものとできる。一般的な規格の範囲外で多段ポ

ンプとなるが、大手メーカーで製作可能ということですから、ある種特殊なポンプ

です。 
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時刻 発言者 議 題 ・ 発 言 ・ 結 果 

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

 揚程 47ｍだと、これはちょっと大変かなという。そうすると、ケース 1 かケース 2

しかないということですね。 

 はい。 

 そうすると、例えばケース 2だと 19ｍ、ケース 1だと 15ｍ。ここで 4ｍ違うだけで、

工事費がこんなに違う。 

 はい。 

 なんでこんなに違うの。 

 これはですね、イニシャルコストの中に土木造成費がまず出ます。それは今の設定

している用地が、我々の方の土地ではありますけれども、傾斜地形であるので、大

規模な土木造成工事が必要だということでこれが入ってきます。 

 ということは、造成費がケース 1では必要ない。 

 はい。 

 そうするとまた最初に戻るけれども、佐藤委員が言ったように、池自体を 15ｍの位

置に持ってくることは出来ない。持ってくると莫大なお金がかかる。これは佐藤委

員が先ほど言ったことですね。そうしたら二段ではなく一段ですむでしょう。要す

るに 15ｍの範囲内で池を造れば。 

 ケース 1、2でどちらのポンプも同じ型で大丈夫だと、一般的な規格の範囲内で大丈

夫だと。 

 要するに、池自体、沈殿池自体を下におろすという発想はないかということです。

これが一番最初、佐藤委員が質問したことです。 

 それは先ほど申し上げたとおり、今の浄水場の位置とか、今の浄水場のシステムを

変えるということは、当初から予定していなかったということです。 

 予定していないのはなぜですか。お金がかかり過ぎるとか、具体的なものがあると

思いますが。 

 そういうものもありますし、現状のシステムでもつということもあります。大丈夫

だということです。今回の震災にも耐えましたので。後は今後どのようになるかと

いうのは、また別途の問題だと。例えばですね、現状の浄水方式がもう少し簡単に、

あるいは大量に出来るようになればそれは別ですけれども。 

 現状のシステムであれば、あれだけの場所が必要で、あそこでなければ無理だと。

 はい。 

 こういう論理的な基準、構成をしっかり押さえていていただきたいと思います。そ

れからブロック化、ブロック化は簡単に出来るのですか。 

 これは先ほど申し上げましたとおり、非常に長い期間と大きな金額がかかります。

それで現在は、平成 24 年度から基本計画と基本構想を策定して、それに則って今後

施設の整備を図っていくということです。 

 ブロック化はどのくらいの目標年度ですか。 

 まだそれもはっきりとは。基本計画、基本構想をつくって、どれくらい年間でやる

かということですが、概ね 20 年はかかるのではないかと。 

 20 年計画でやるということですね。それと登米市水道ビジョン改訂についてという

表を見てください。今回報告のあった施設更新計画策定委員会の役割というのは、

これは東日本大震災での変化なのですか。 

 それだけではなくて、表の中段のアセットマネジメントの中で、施設管理の強化と

施設更新財源確保があります。これについても、アセットであり水道ビジョンです。

 アセットマネジメントの実施と、それから東日本大震災と。 

 そうです。ですから、現在の水道ビジョンで定めている施設更新計画を、これらの
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時刻 発言者 議 題 ・ 発 言 ・ 結 果 

15：30

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

 考え方を踏まえて、見直しをしていただくということです。 

それに対して新たな水道ビジョンをつくるということですね。 

改訂するということです。 

そうすると、点線の赤の 24 年度改訂予定というのは、もっと下にくるのではないで

すか。 

説明不足で申し訳ありません。東日本大震災が発生する前から、24 年度では改訂し

ようという予定をしていたということです。 

だから予定ということで、点線で入れていたのですね。 

実際に 5 月と 8 月の事故がなければ、うちの方の施設の大きな更新計画、取水ポン

プや配水ブロック化は急がなくても良かったものですから。 

ということは、東日本大震災があったために、今回の施設更新も半分は含まれてい

るということですね。 

半分と言いますか、非常に大きな位置を占めているということです。 

そうすると東日本大震災における被害の検証というのはしてありますね。 

委員会の方には、被害状況については報告しています。 

委員会というのは。 

施設更新計画策定委員会には、被害状況だけは報告しています。その内訳の分析で

すが、管路だけの被害の分析については現在まとまりましたので、これらもまた、

今後の検証課題ということです。 

他に何がありますか。管路以外に。 

管路以外に、ポンプとかございました。大きな流れとしては、水がうまく流れない

というかたちもありましたので、それと目で見える水道管の壊れ方、どのような場

所でどのような口径がというのは今出ましたので、今後の検討課題です。 

委員長さんがここにいますが、施設更新計画の策定委員会の役割というのは、この

取水方式等を含めた施設とブロック化と、他に何がありますか。 

他には、現在ある水道ビジョンに定めてある施設更新計画を、優先順位などをもう

一回検討してもらうのと、20 年に策定しましたので、これまで終わった部分もあり

ます。それらを合わせてもう一回検討していただくということです。 

はい分かりました。全体像がなかなか掴みにくかったもので、質問しました。他に

ございますか。ないようでしたらここで休憩を入れます。 

休憩

15：40 会長

委員

事務局

よろしいですか。休憩前に引き続き会議を再開します。その前に佐藤委員からちょ

っと手戻りしますけれども、施設のことについて一点確認があるそうですから、発

言を許します。 

大変素人の発想で申し訳ないのですけれども、ポンプを二段方式で揚げるというこ

とですけれども、三段方式にした場合どうなるかなと思ったわけです。単純に計算

しますと、仮に一段で、一回で揚げる場合 100 万円かかると、二段で揚げると 60 万

円ずつで 120 万円かかると、確かに二段でやると 20 万円多くかかるけれど、例えば

壊れた場合、確かに両方一回に壊れる可能性もあるけれど、逆にいうとフレキシブ

ルな所を設けて、あるいは弱い所を設けて、ここを壊れてほしいという所を設けれ

ば、逆に安くて済むのかなと思います。そのへんを考えますと、二段がいいか三段

がいいか一発がいいか、色々と考え方、機械の能力によって全然違うことになりま

すけれども、三段方式というのは考えられないでしょうか。考えた場合、コスト的

にどうなるでしょうか。 

三段方式については一切議論をしてございませんので、もう一度施設更新計画の方

で話をしたいと思います。先ほどの取水堰の関係等々踏まえてですね、今回の意見
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委員

会長

事務局

会長

事務局

 をいただいた部分について、特に議論をしていない部分については、もう一度議論

をしたいと思います。 

 特に構造的に、壊れる所をつくってください。弱い所をつくってください。そこは

コストが安いものでつくっていただいて、そこに集中して壊れるようにつくってい

ただければ、その分だけ補修すれば良いのかなと。同じ壊れるならば、単純な構造

物でコストの安いやつ、そのような角度で考えていただきたいなと思います。以上

です。 

 はい。また新しいのが出ましたので、検討をお願いします。事務局から発言を許し

ます。 

 それでは本日、これから二つ目の議案をご審議いただくわけですが、資料の訂正を

お願いします。平成 24 年度水道事業の主要事業並びに予算（案）についてというこ

とで配布させていただいておりますが、水道事業収益は前年度 5,463 万円増の 22 億

9,743 万円とありましてその次に水道事業費用は前年度 9,177 万円という数字があ

りますが、9,153 万円にご訂正お願いします。続いてその次の数字、21 億 8,226 万

円を、21億 8,202 万円にご訂正をお願いします。 

 はい、それでは事務局説明をお願いします。 

 では 24 年度の予算関係について説明いたします。今の訂正された資料をお開きいた

だきます。まず 24 年度の事業費でございますが、ただいまご議論いただきました、

施設更新計画策定委員会の中間報告も踏まえましたかたちで、今回は予算を組んで

ございます。まず概要をお話いたします。収益関係でございますが、これは水道経

営によって見込まれる収益と、それに対応する費用でございますが、前年度比較し

てございまして、5,463 万円増でございます。収入は 5,463 万円増の 22億 9,743 万

円、対しまして費用につきましては、前年度より 9,153 万円多い 21 億 8,202 万円と

いうようになります。今度は施設の維持、増設関係の予算でございます、資本的収

入及び支出ですが、前年度比較いたしますと 1 億 3,330 万円多い 8 億 4,680 万円と

いう金額になっています。対しまして支出につきましては、これも 1 億 105 万円増

の 18 億 8,216 万円という内容の予算規模でございます。それから二つ目ですが、ま

ず水道事業収益のほとんどを成す水道料金について書いてございまして、24 年度に

つきましては東日本大震災によりまして、他市町から賃貸住宅、それから仮設住宅

等で入居者が多くなってございまして、それらの件数、水量等が見込まれるという

ことから、増加傾向になります。なお単価につきましては過去 5 年間の実績を基に

水量と単価でかけ合わせまして、23年度予算より水量では 167,900 ㎥多くしてござ

いまして、収益につきましては 4,800 万円ほど多い 22 億 156 万円というような予算

立てをしております。それから三点目でございますが、ここに掲載してございます

のが、今回の震災によりましての復旧、復興事業を掲載してございます。一つは水

道事業費用につきましてですが、先ほどから話が出ております配水ブロック化の基

本計画の策定をいたします。その経費として 1,050 万円を見込んでいます。二つ目

が管路の耐震化事業計画として、これも 1,050 万円を見込んでおります。それから

三つ目が水道施設のデジタルマッピング化でございます。水量、水系、水圧関係を

電子化いたしまして、それの維持管理の向上を図るとともに、施設管理、アセット

マネジメントに使用して効率的な更新を行うということで 2,000 万円を見込んでお

ります。四つ目は特別損失でございますが、震災で仮復旧してございます給水施設、

それから配水施設等の舗装復旧に対しまして、2,760 万円ほど予算計上するという内

容のものでございます。その下につきましては、建設改良事業の復旧経費でござい

ますが、これは次のページであわせてご説明いたします。ここで主な建設改良事業
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 でございます。前ページの建設改良事業も含めて書いてございます。ナンバーで申

しますと、1、2、8、9 が復旧関係経費でございます。まず一つ目、取水施設整備事

業でございますが、これは昨年、石越浄水場でカビ臭のために取水を止めたという

事例がございます。これの関係事業といたしまして活性炭の注入装置を整備すると

いう内容のものもありまして、362 万円を計上しています。更に保呂羽浄水場の取水

施設に関する基本計画に 2,940 万円、合わせて 3,302 万円を予算化いたします。二

つ目が浄水施設整備事業でございます。これは石越浄水場に現在自家発電装置を設

置しておりますが、リースで対応してございます。これを本格設置するということ

で、この経費 1億 500 万円を見込んでおります。それから水質検査機器として、1,523

万円を見込んでおります。合わせて 1 億 2,023 万円の予算でございます。配水管の

整備事業、これについては水道管の新設、それから道路や下水道の整備に伴います

移設工事等でございますが、総額で 4 億 3,800 万円ほど計上しております。それか

ら石綿セメント管更新事業でございます。事業につきましてはほとんど終了してお

りますが、まだ 23 年度末で約 5,700ｍほど残っておりますので、それの改修工事を

行うということで、9,740 万円ほどでございます。延長的には約 2,300ｍほど改修を

するということでございます。緊急時用連絡管整備事業でございますが、これは登

米の保呂羽浄水場から米谷水系の米谷浄水場、それから最終的には米川浄水場まで

配水管、連絡管を整備するというものでございますが、24 年度で米谷浄水場まで通

水出来るようにするというような内容のものでございます。事業費は約 1 億 2,000

万円ということで見てございます。それから緊急時の遮断弁工事でございます。こ

れは、これまでも四箇所終了してございますが、24 年度は横山の前田沢配水池に緊

急時の遮断弁を設置するというものでございます。2,400 万円ほどを予定してござい

ます。それからダクタイル鋳鉄管の更新事業でございますが、これは迫町佐沼の大

網地区という所のダクタイル管の更新です。これまで 1,200ｍ中、800ｍほど終了し

てございまして、残り 400ｍのダクタイル管の取り換えを行うというものでございま

す。1億 3,000 万円ほどの事業費をみてございます。それから配水ブロック化事業、

これは登米市の西部地区、新田、北方地区を指してございますが、これの安定給水

をするために倉崎の増圧ポンプの整備を計画してございます。1億 6,000 万円ほどの

事業費でございます。それから災害復旧事業といたしまして、23 年度に整備出来な

かった分を 24 年度に繰り越して、新しく予算化してやるわけでございますが、横山

の伊貝配水池の整備ということで 1,323 万円、それから水道 1 号線の復旧工事、こ

れで 3,400 万円ほどかかりますが、総額で 5,200 万円ほどを計画してございます。

なお職員数についてでございますが、24 年度からは 1名減じまして 30 名体制で対応

していくというようなことで、これは市長部局と調整をとってございます。以上の

ような事業計画、事業推進をしていきまして、現在のところですが 24 年度の純利益

は 6,908 万円という予定を立てております。3ページ以降は科目別にそれぞれの増減

理由等を書いてございますので、ご覧いただいてご質問等受けたいと考えてござい

ます。それからグラフをお渡ししてございます。これは 24 年度の予算規模を分かり

やすく書いたものでございまして、円グラフが二つある方から説明いたします。ま

ず先ほどお話いたしました収益的支出と資本的支出の合計を書いたグラフでござい

まして、これが予算規模でございますが、全体で 31 億 7,100 万円ほどの予算規模に

なってございます。特に建設改良事業が 41％を占めているという内容になってござ

います。それからその左側でございますが、これは営業費用を更に細分化したもの

でございまして、原浄水費というのは浄水場関係にかかる費用、配水費、給水費、

業務費、業務費というのは料金徴収等にかかる費用等でございます。ここで見てい

ただいて、42％が減価償却費でございます。これが登米市の予算の特徴でもござい
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会長

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

 ますが、施設の規模が、更新額を多いということからして、減価償却費がかなり大

きなウェイトを占めているということでございます。なお借金の利子につきまして

も、全体の 15％を占めているということでございます。費用全体では 21 億 2,000

万円ほどということでございます。その裏を見ていただきたいのですが、その裏は

水道事業費用を性質別に分けたものでございまして、人件費から維持補修、変動費、

資本費という構成になっていますが、減価償却費と支払利息を合わせた資本費が、

全体予算の 57％を占めているというのが、登米市水道事業予算の特徴でございます。

概略的には以上のようなものでございます。後はご質問の中でお答えしたいと思い

ます。 

はい、ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明ですけれども、質問、

意見がありましたらどうぞ。 

1 ページ目なんですけども、デジタルマッピングというのがあります。これは今まで

何もなくて、新規につくるのですか。ちょっとそのへん教えてください。 

今までデジタルのマッピングというのはありません。これはマッピングのデータの

整理、そしてデータの入力からその後システムを 6 年間借りるという中の 1 年分で

す。システムをリースしますので、それがシステムの開発からリース終わるまで 6

年間でみます。6年間のうち、本年度 1年分が 2,000 万円ですから、全体としては 1

億 2,000 万円になります。これによって一つは、段々経験を積んだ職員がいなくな

りますので、水の流れとかですねそういうものについて、マッピング等に落として、

災害対策あるいは今後の施設更新計画に使おうというかたちのものでございます。

それはどこの会社ですか。もう決まっているのですか。 

まだです。 

リースでやるということは、ある程度目安があっての話だと思うのですけれども、

実はまず高いなと思っていたんです。それが 1 年ではなく 6 年で 1 億 2,000 万円と

いうから尚更なんですけど、相手がどこなのか分からないんですけど、例えば登米

市の建設課あたりでは道路台帳というのがたぶんあるんですけど、道路台帳あたり

がこうなっているかどうか分からないんですけど、共有出来るものはなるべく共有

して使っていただきたいと思います。経費をもっと削減出来るのかなと、単純に思

ったんですよ。借りるということだけど、1億 2,000 万円ってすごい金額ですよね。

まずですね、登米市全体としてマッピング化のシステムについては検討されている

んですが、なかなか進まない状況です。 

それは登米市の話ですか。 

登米市全体としてですね。それに乗っかろうとしてたんです、我々も。なかなか進

まない。我々の方も経験のある職員が徐々にいなくなると。それで今回の震災だと

いうことで、あとはアセットマネジメントをしなければいけないということで、こ

れはマッピングの中でですね、単純にマッピングを見るというだけでなくて、施設

の管理も全部します。固定資産の管理まで全部します。そういうかたちと、一番マ

ッピングで問題なのは、情報が常に変わっていくという部分です。これを職員で変

更していくのは、とてもじゃないけど追いつかないだろうということなので、更新

作業も含めて委託をしようということです。これによって現在の水圧、水系、もち

ろんこの配水ブロック化ともからんできますが、こういうもの、それから個々の小

番図まで入りますので、個々の状況まで分かるということですので、浄水施設から

給水装置、各メーターまでですね、これを全部一元で管理しようということです。

そういう意味で若干高めになっていますが、全体として予算見積もる時の金額はど

こでも、3社から取っていますが、3社とも高い状況でしたので、今後そのこれを 
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委員

事務局

委員

会長

委員

事務局

会長

事務局

委員

 競争でかけますので、どこまで下がるかというのもありますが、一応こういう予算

組みでございます。 

6 年でなんですけど、例えば独自開発して、なおかつ私から言わせれば、登米市でも

当然防災関係で必要なのでね、水道事業所だけの話ではないので、そういうのこそ

垣根を払ってね、対応すべきじゃないですか。私ははっきり言ってこの投資は、登

米市の問題でもあるし、水道事業所の問題でもあるし、当然我々市民の防災を管理

するに当たっては、当然必要だと私思います。必要だと思うんだけど、それを各自

でみんなで開発して、開発の業者からリースでうんぬんやるなんて、そんな発想は

止めたほうがいいんじゃないですか。もっとここの事業所だけじゃなくて、登米市

全体で考えた発想で対応すべきじゃないですか。ちょっとおかしい、これは。 

先ほどから申し上げているとおりですね、全体として乗っかりたいというのは、私

たちもずっと考えていました。GIS で全部管理しますから。そういうかたちで検討し

てたのですが、やはりこの震災を受けましてですね、どうしても我々としては早急

に必要だと。今回の、例えば断水や減水の区域の設定。 

その理由は分かるからいいんですけど、そうじゃなくて、私が言っているのは、水

道事業所だけじゃないでしょって、これが必要なのは。水道事業所の人にそういう

こと言うのはおかしいんだけど、市長がいて市長のいる前で私言いたいけどもね、

それは市全体で考えるべきですよ。ですから私は、どんな理由で他が出来なかった

から私の方でやろうと、それも分からない訳じゃないですよ、でもそこまで言うの

であればもっと市に働きかけて、建設課なり市民課なり全部巻き込んで、立派なも

のつくってください。それが登米市の財産でもあるし、コスト的にももっと私は安

くなると思います。もちろんならなければ独自開発の方がいいです。コストの問題

です。それも一括的に頼んだ方が、私は安くなるのかなと思います。もし高ければ、

単独でやった方がいいです。そのへんのことをもって考えていただきたいと思いま

す。ここでは水道だけの話をしてるけれども、色々な問題があるんですよ。自分の

ことを守という発想だけでなくて、所長さんもいるけれども、やっぱり登米市の全

体を考えて各部署に働きかけて対応していただきたいと思います。以上です。 

今佐藤委員から貴重な意見もありましたので、ぜひね。要するに水道料金でやる問

題と、税金でやる問題ときちんと明確にしてもらいたい。そうすると、全体的な防

災対策、こういうようになってくると、当然税金の問題も含まれてくるんじゃない

のというのが、佐藤委員の意見だと私は理解していますのでね。税金なのか受益者

負担たる水道料金、どこで負担すれば一番いいのかという基本的な論点の問題点を

提起されましたので、これを宿題として事務局の方も検討していただきたいと思い

ます。これは私の方からもお願いします。他にありますか。 

デジタル化、マッピング化というのが、2,000 万円というのが果たして高いか安いか

と判断した時に、決して高いとは私は思わないんだけども。これは地下埋設とかみ

んな入っていくかたちなんだろうから。要するに縮尺はこれどういうかたちでやっ

ていくの。図面はどういうかたちの図面にするわけ。 

基本的には、基礎となる図面は宅地図が入るということです。 

ゼンリンですか。 

ゼンリンになるかどうかは分かりません。宅地図のようなものを使用します。そこ

に今度我々が電子化しております竣工図、それから各家庭の配管の内容を示した図

面、そういうものも入ります。それから施設関係の図面も入ります。なおかつ今後

は、管路に修理とかの経歴も全部入ってきて、そして水圧水量も管理しながら施設

更新にも使うというかたちで考えでいます。 
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委員

事務局

委員

事務局

委員

会長

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

会長

事務局

 そうすると、補正が出てくるわけだ、年ごとに。・ 

そうです。 

だから結果的には要するに、確かに水道だけで使うのではなく下水道で使ったり、

例えば仙台市あたりだとガスの地下埋設とかもみな入ってくる、登米市あたりだと

ガスの地下埋設とかは全然ないからね。ただ役所が縦割り行政ではないんだよな。

結果的には横までいかないというか、縦で水道は水道だけでやってしまっているん

だろうから。まあ言わんとしていることは分からないわけではないんだけど、ただ

やはり、システムを借りるというのはどういうものだろう。どこのシステムをどう

借りるということ。 

システムを借りるというのは、ハードです。ハードの分のリースで借りるというこ

とです。 

なるほど。 

システムが出来ているんです。私が今から20年くらい前に武蔵野市でやった時には、

1億 6,000 万円くらいかかった。 

そうでしょうね。つくるだけでそれくらい。 

仙台市あたり 500 分の 1 の図面に入れていってたもんだから、それだけでも 2,000

万円くらいパッパッパッといったもんだから、私はあえて金額的にはという話をし

たんだけれども。今はじめて住宅地図を使ってと聞いて、えっと思ったけども。 

今は割とそういうかたちで安いものも出ていましたので、そちらに乗るということ

です。それからもう一つ、他との連携なんですが、我々の方からはいっていません

けれども、常に我々がシステムをつくりますと、必ず下水道が付随するんですね。

従って下水道についてはあらかじめある程度は考えてはいます。それで下水道が入

れば、下水からお金をもらうということにはなりますけれども、ただまだ道路とか

そういうものについては、まだやっていないと。 

税務課なんかでも使えるだろうし、道路課の管理とかも色々使えるだろうし、色々

なかたちでマッピング化使えるんだから、今言ったように単独でやりましょうなん

て考えでなくて、みなさんで一緒にやりましょうと考えた方が安く済むんじゃない

ですか。 

今登米市で使っているのは、消防署です。ただ消防署の場合はあまり縮尺関係あり

ませんので、そのとおりゼンリンの地図をそのまま使っているんですけれども、我々

の方はそのへんも合わせて検討しますので。 

家族構成を入れていったり、独居老人がどこに居るかとかまで、本当はみんな入る

はずなんですけれども、そういうことまでみんなやってしまうと、今言ったように

登米市として考え方をやっていくべきじゃないかという理屈も分かるわけです。た

だ水道だけでね、水量とか水圧の管理だけに使いましょうとかっていう理屈になっ

ちゃうから、話がおかしくなってしまって。ただ登米市全体的に考えていけばね、

税金の果てまでみんな入ってしまうし、独居老人がどこにいたとかね、誰がどうし

ているかまでみんな入ってしまう部分もあるわけですよね。そういうかたちをうま

く利用していけば、決して高いものではないです。ただそれを皆さんでやれるかや

れないかっていうことになっちゃうと、また別問題でしょうけどね。 

マッピングについては登米市全体としての検討は、17、18 年くらいから進んでいる

んですが、全然進んでいないという状況で、我々としては乗りたかったんですけれ

ども、こういう状況、環境になりましたので。 

この中に管径だとか土被りだとかは入るの。 

入ります。 
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時刻 発言者 議 題 ・ 発 言 ・ 結 果 

委員

会長

事務局

会長

事務局

会長

委員

会長

委員

会長

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

会長

委員

事務局

委員

事務局

 たぶんその位置をクリックすると、そこに断面図が出てきたり、口径が出てきたり

全部でてくるような。 

 いつ設置してというような。 

 全部入ります。 

 それはね、やっぱり早急に早くやらないと、どんどん担当者が定年になって辞めち

ゃうと、まるっきり分からないでは。早急にやらなくてはいけない。 

 今回の震災は経験者が自分の経験と知識を生かして、水の流れをやりましたけれど

も、申し訳ないですけどあと 5年経つと、ほとんどいなくなりますので。 

 そうすると全然分からなくなるから、今のうちです。限度です。 

 では大至急、市長に嘆願してください。もし足りなければ、皆さんで行きましょう。

 それでなおかつ総合的に、まだ先だというのであれば、水道で先行投資して開発し

た部分を市に売るかと。 

 そうですね。それくらいの気持ちでね。 

 はい、よろしいですね。他にございますか。 

 もう一ついいですか。人件費なんですけど、人件費の中には職員の方だけなんです

か。30人分だけなんですか。 

 30 人分の人件費と、これは給与、職員手当、あと短期、長期の共済費まで入ってい

るんですけども、あと退職手当組合負担金まで入っていますから、あとは委員さん

方の報酬、たいしたことないんですけども、額的には、すいませんが、そういうよ

うなものが入って、全てでこれです。 

 ということは、30 人プラスアルファーの分だということですね。単純にいいますと。

単純に 30 で割ると約 700 万円くらいなんですけど、700 万円というと私の感覚で結

構大きい、平均年齢が高いからなのかも分からないけども、平均年齢で何歳くらい

ですか。 

 47、8 歳です。今現在でも、31 名中 15 名が 50 歳以上なんです。なので、ちょっと

平均年齢が高いです。47歳 11 ヶ月ですね。 

 年齢も当然高いので、給料も高いというのは分かるのだけれども、単純に高いのか

なと思ったんです。市職員のやつもデータを持ってこないからなんとも言えないん

だけど、県でも国でもそうだけど、平均年齢によって全然違いますのでね、要する

に職員の給料の一番もらっている人がどの層にいるかによって全然違ってはくるん

だけど。 

 市の負担分の共済費や全部ありますので、これは全てもらっている金ではないとい

うことです。 

 それは分かります。 

 公務災害負担金、共済組合、だいたい 3 割が社会保障費がある、一人雇うと使用者

負担として 3 割出ていると、おおまかに計算してもらえれば分かります。だからこ

の人件費もだいたい 3割減が、職員の個人にいくお金かなと。 

 所長、後継者を育てていただいて、採用していただいて。 

 あと 5年も経つと、どんどんいなくなりますので。 

 人件費うんぬんというのも当然ですけど、どこの社会というかどういうシステムで

も同じことなんですけども、やはり段階の世代がうんぬんなって後継者いなくなっ

て、今までのノウハウが継承出来ないという、テレビでもやってますけども、そう

なると早めに若手を採用していただいて、だからといって全部一気に採るのではな

くて、世代ごとに採っていただいて。 

 人事に関しては、会計ごとにするのが本来のやり方なんですが、登米市の場合は市
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時刻 発言者 議 題 ・ 発 言 ・ 結 果 

委員

会長

委員

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

委員

事務局

会長

事務局

会長

事務局

 長部局の人事課で一括してやっていますので、こちらで、水道で直接採用するとい

うのは出来ないことになっています。技術者の配置についてはその度ごとに要請し

ているところなんですけれども、やはり市長部局でも限られてきていまして、道路

関係、下水関係からしか来ていただけないということなんで、なかなか難しいとこ

ろがあるんです。事務職についてはなんとかお願いしてはいるんですが、技術職だ

けは、なかなか厳しいところがありますね。 

 なるべく職員をバランス良く採っていただいて。お願いします。そうしないとやっ

ぱり継承の問題が出ると大変ですもんね。みんなポンと抜けちゃいますんでね。こ

れはどこの世界もどこの組織も同じですけどもね。 

 はい、よろしいですか。他にありますか。 

 この配水ブロック化の検討というのを挙げたのはどういう理由ですか。 

 先ほど申し上げました配水ブロック化に関する基本構想、基本計画を委託するもの

です。実はですね、この配水ブロック化や管路耐震化事業の計画の策定については、

水道事業費用で今年やっています。これは今までは資本的支出でやっていたのです

が、公営企業の会計が 26 年度変わりますので、4条でやると繰延勘定償却があるの

ですが、それが今後なくなりますので、こういうかたちでちょっと費用の方がかさ

んできているというのが、今年の予算の特徴ではあるんですけれども。ブロック化

も耐震化事業も、計画を策定して、それを先につくってそれからやっていくという

ことです。 

 コンサルですか。 

 そうです。 

 コンサルの選定方法は。 

 今のところは金額によりますけれども、一般競争もしくは指名。プロポーザルはし

ません。 

 マッピングはこれは委託じゃなくて、これも委託だけれども、ソフトを買うんだ。

 そうですね、リースが入りますので賃借料にもなるのですが、そういうかたちでや

ります。それで、これに関しては、市のシステムの選定の例を習ってプロポーザル

のようなかたちでやりたいと。 

 このシステムを導入するのに、プロポーザルをやるというわけ。 

 そうですね、プロポーザルですけれども、通常プロポーザルは外部委員を入れます

けれども、システムに関していうと内部の職員だけでやっていますから、うちの職

員と一般部局の職員と、ということでやりたいと。その段階でマッピングというの

は他にも宣伝したいと。 

 耐震化事業の策定計画も、これもやっぱり委託。 

 そうです。これでもって、これは基本的にはその現在の耐震化の診断をするわけで

すけれども、これによって補助金をどれくらいもらえるかというのもありますので。

現在、この後ろにありますけれども、2ページ目の 7番、ダクタイル鋳鉄管更新事業

というのがあります。これは補助もらっているんですけれども、第一次で終了しま

すので、今後全体的にダクタイル鋳鉄管の更新をどのようにするかということです

ので、ブロック化ともつながっていきますから。 

 これは何年おきに取り換えているの。要するに更新事業なんでしょう。更新という

ことは既にあることを、ダクタイルをまたダクタイルに取り換えるという意味でし

ょう。 

 今回のダクタイル管の更新については訳があるんです。というのは、民池をお借り

してダクタイル管が通っている、その系統の中に、三箇所か四箇所あるんですよ。
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時刻 発言者 議 題 ・ 発 言 ・ 結 果 

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

委員

事務局

会長

事務局

委員

事務局

委員

 民池の中を通っていっている所が。 

 配水管が。 

 配水管が。500 ㎜のダクタイル管が。それをですね、地権者の方から、今までは有料

でお借りしていたんですけれども、移してくれというような話がありまして、他の

方々には何も異論はなかったんですけれども、それを解消しようということで。 

 更新ではなくて付け替え事業だ。 

 市道に付け替えると。 

 付け替え事業だ。更新事業じゃない。更新だったら 3 年くらいで更新になってしま

うけれども。おかしい。 

 今言っていたとおり、元々更新といいますかそれをしなければならないのは、あっ

た訳なんですけれども。 

 それは何年前ですか。 

 昭和 52、53 年頃布設したものなんですけれども、これが近年、民池が問題になって

きましたので布設替えをしなければならないということであったんですが、丁度、

補助事業が出ましたので、第一期としてはそれに乗ったんです。第二期以降につい

ての管路更新の補助に乗る分についてを、今回、その。 

 だから更新事業と言っている。 

 そうです。計画をしようということです。今受けているのは、たまたま我々が持っ

ていた案件が補助に合致したために、それでやったということです。今後はそうで

はなくて、全体としての構想としてやると。 

 それとダクタイル更新事業は何年、普通は。 

 何年と言いますと。 

 耐用年数。 

 耐用年数は、法定耐用年数としては 40 年です。 

 管は 40 年。 

 法定の耐用年数は 40 年です。ただ、今回アセットでやろうとしているのは、実際の

耐用年数を見ようと。法定耐用年数は減価償却する年数ですから、でなくて実際に

はもう少し伸びるだろうと。それらをアセットで見て、それをデジタルマッピング

の所にも入れていこうと。それで更新計画を立てようという、そういうかたちもあ

るんですが、ですからこの 1、2、3は色々とつながってくる部分なんです。 

 二枚目のですね二番目にですね、石越の発電機、前がリースで今度新設するという

話だったと思うんですけど、なんでリースを止めて新しくというかするんですか。

ちょっとその理由を教えてください。 

 この震災でほとんどの施設停電になりまして、ほとんどではなく全部の施設停電に

なりまして、発電機を持っていた所だけは助かったわけなんですけれども、それで

はろくな配水が出来ない、浄水が出来ないというようなことで、現在は全浄水場に

発電機があります。そういうようなかたちで維持しておりまして、石越の方にもこ

の節なかなか発電機が見つからなかったんですけれども、150 キロと 100 キロの発電

機を取水口の方と浄水場の方に常備して、また有事が起こるとも限らないというか

たちに対応して、今リースで借りて設置してあります。リースは月に 55 万円ですか、

2 台で 55 万円ずつ払っておりまして、1 億円かければ、建設費で 1 億円かければ、

十分元は取れるだろうと、いうようなかたちで考えております。 

 ということは、経済比較して自前の方が安いと、メンテナンス考えて管理考えても

安いという解釈でいいですか。というのは、なぜそれを聞いたかというのは、さっ

きにまた戻るけど、1億 2,000 万円でね、マッピング、同じなんだけども自分のもの
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事務局

会長

事務局

委員

事務局

会長

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

会長

所長

 じゃなくて借りてうんぬんとか、自分のものにしてしまった方がいいのかなと思っ

たので、今の話だとリースの方が高い、だから自前で物を買ってセットすると、そ

っちが安いのであればね。マッピングと一緒にすること自体がおかしいのかもしれ

ないけど、なんでリースにしたかも分からないけども、実際、本当に安いの。であ

れば、最初からなんでそういうことしないんですか。別な理由があるんじゃないの。

違うんですか。隠さないでちゃんと。リースが高いんであれば最初からそういうこ

とやること自体がおかしいでしょう。そういう理屈になっちゃうんだよ。 

 石越浄水場、そもそも発電機の部屋はあるんです。つくろうと思ってたらしいんで

すけども、つくるようなかたちになっていて、発電機が入っていなかったと。 

 発電機とういうのは非常用のということ。 

 非常用の発電機です。 

 非常用のはいいんだけど、もともとあったんでしょう。 

 ないんです。部屋だけあったんです。 

 非常用だから置いていないんだ。 

 リースがあったんじゃないんだ。だって今の話違うでしょう。 

 整理しますと、現在ないわけですよね、非常用発電装置が。 

 あるかないか分からないですよ。 

 今ままでなかったんです、震災までなかったんです。それで震災後にやはり石越の

浄水といいますか配水の安定を確保するために、発電装置が必要だということで、

当分の間、つくるまでの間のリースで借りていると。暫定で。 

 説明がおかしいんだ。 

 それで、そのリースの発電機というのはただ外に置いてあるだけなんですよ。 

 どうあろうとそれは関係ない話で。 

 今何か起きた時のために。 

 目的は分かるんだけど、最初の説明がそうじゃなかったから私はなんで、どっちが

安いの、高いのとなるのであって、最初からそういう説明受ければああそうなのか

と、素直に分かります。もう少し気を付けて説明をしてください。 

 よろしいですね。はい次、他にございますか。ではちょっと私の方から。平成 24 年

度水道事業費用構成表を見てください。人件費が 10％、委託料が 14％、人件費を委

託料が超えましたね。実際にはこれ、委託料って人件費なんですよ、ほとんどが。

そうすると、やっぱり職員を削るのはいいんですけれども、どのくらいまで職員を

削ろうとしているの。また一人減りますよね。なんでも委託すればいいって話では

なくて、技術が継承しなかったり、特にこの水道の会計というのは特殊な会計です。

公企業会計って難しいです。これが分かれば役所の仕事みんな分かるぐらい難しい

です。それをやはりね、もっともっと若手を育てなければいけない、こういうよう

な時期に職員を減らす、減らすってことは別に仕事が減っているわけではないから、

委託料を増やすって話ですね。これをどこまで行うのかという基本的なコンセプト

をね、きちんとやっぱり明確にある程度、していかなければいけないと思うんです

けれども。これは所長だな。いかがですか。 

 プランにもありますけれども、その中での今後の経営計画で人件費に伴う職員数に

ついては、30 名から 31 名で今後はずっと推移していこう、ということまでは立てて

おります。その間見ていただくと急激に減っている所もあるのですが、これは浄水

場の運転管理委託とそれから料金徴収等の関係で急激に減ったもので、後はこのま

ま推移していこうと、いうようなことでは計画も立てておりますので、今後もどん

どんどんどん減っていくのかと、いうような話ではないということをご理解いただ
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会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

 きたいと思います。 

 当分これは 31 名体制。31 名から今年 30名になるのでしょう。 

 はい。水道ビジョンでは最終の人数を 30 名としておりました。 

 だからそれを堅持すると。 

 そのままずっといくということです。 

 それを明確に、やっぱりビジョンとしてね、確かに審議した以上ね、これを決意と

してここでね、やっぱり新しく予算を編成する上でもこういう趣旨の元に今後堅持

するんだと、こういうことをね、明確にしてもらいたいと。それからもう一つ、災

害対策に関する費用ですね。この災害対策の費用は具体的にはどれですか。それで

いくらかかってるの。先ほどの説明にもちょっと出てましたけど。 

 ここにあるとおり、平成 24 年度水道事業の主要事業並びに予算（案）についての 3

には災害復旧、復興事業として掲げているのが、災害復旧、復興の事業としてここ

にあります。 

 これが災害復旧、復興事業との重複ありか。 

 はいそうです。ここに挙がっている分は、あくまでも 24 年度に実施する分というよ

うなことでして、当然災害復旧に関する経費については 22 年度から発生してます。

22 年度、23 年度そして残りの経費を 24 年度でやるというようなことでして、全体

でですね。 

 だからそれで、次の 24 年度以降も出てくるでしょう。 

 24 年度で、一応は終わりと。 

 一応終わる。 

 復興経費はまた別ですけれども、復興経費といいますか、先ほどからお話いただい

ております、例えば取水ポンプの方式を変えるとか、またそれは別の話ですが。 

 それは危機管理としても問題ですね。 

 今回の震災に伴う復旧に関する経費については、24 年度でとりあえず終了というこ

とです。それで全体的な経費があるんですが、確か 18 億 5,000 万円くらいが予算化

されていると。 

 当年度。 

 22 年度とそれから 23 年度の 2月また補正かけますけれども、それまで入れると、18

億 5,000 万円は復旧経費として予算計上されているというようなところです。 

 それで今年は。 

 24 年度がここに計上されている金額ということです。24 年度で 5,200 万円と 2,760

万円ですから、7,900万円ほど。1ページの臨時損失という事業ございますよね、2,760

万円、これも災害経費ですから。これが復旧経費ですね。あとそれから一番下の 5,192

万円、これも復旧に係る経費です。 

 これで一応完成。そうするとこれで終わった次に出てくるのが、先ほど言った施設

更新計画等の、今度は防災計画ではなくて減災計画かな。要するに将来見込んでど

うやって災害を減らすかと、災害の被害を。被害が 100％出ないということはないだ

ろうから、防災ではなく減災と言ったんだけどね。減災計画ということですね。そ

れとちょっとここの 1ページですけれど、言葉で申し訳ないのだけれども、平成 24

年度給水収益の所、これの二行目ね。給水人口の減少、節水器具の普及及び社会経

済状況の影響により水量は減少傾向にあるが、増加が見込まれるとはどういうこと。

今まで減少傾向があったでしょ。しかしでしょ。言葉の使い方だけどさ。減少傾向

にあるが見込まれるというは、どっちなのかということになるから、ここで要する

に、特別な状況なんでしょ。 
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事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

事務局

会長

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

 ありましたが、しかし 24 年度はですね。 

 だからあくまでも一時的なんだということを、ここで強調をするという意味ね。減

少傾向があるが増えるなんていうのは、ちょっとね。言葉の意味ですけれども。し

たがって、これについては過剰な投資をしないように。どこまで、どういう風な需

要が出てくるかということが今後の予測になりますね。だからどんどん減ってきた

んだけれども、今年は増やしたけれども、将来的にはどうなるかという、ちょっと

その見込み、予想つかないですけれども、しかし何もならないんじゃなくて、一応

予測を立てたらどうなんだということで、今年度だけは増えると。来年度以降はま

た今年度の状況を見ながら、ちょっと考えてみましょうということになるのかな。

 賃貸住宅も仮設扱いになっているので、家賃は国、県の方からから出ているという

ことからすれば、2年間は今の状況が続くだろうということでは見ているんですが、

それ以降は一気に減ると思います。 

 それからあとは、石綿管はどれくらい残っているんですか、全体で。何ｍぐらい。

 23 年度の末で、予定ですが 5,770ｍ残っています。 

 23 年度末でね。24 年度でやっていくら。 

 24 年度で改修するのが 2,380ｍです。ですから約 3,000ｍちょっとが、残るというこ

とです。15ページです。 

 15 ページに書いてありますね。じゃあ 3ｋｍくらいだとすると。 

 関係する、例えば堤外地等にも布設されているわけです。はやりそこを手を付ける

となると、国交省や色々な事務手続きが発生してきまして、そういう所ばかり残っ

ているわけなんです、実は。こちらで改修出来る所はもうほとんどやりましたので、

あとそういう所だけ今残っていて、徐々にそれをやっていくというような、そうい

う状況です。最終的にはゼロにしたいと。 

 もちろん。 

 先ほど災害復旧の話の中で、22年度と 23 年度うんぬんという話がありましたけど、

災害は普通単年度でやって一般的には査定受けると思うんだけど、22 年度に災害っ

て何かあったんですか。 

 22 年度ですよね、3月 11 日は。 

 ごめんなさい、まったくそのとおりです。 

 大きくは漏水個所の修理、それがほとんどなんですけども。 

 でもこんなもんで終わるんですか。例の水管橋やつもありますよね。 

 取水ポンプとか水管橋さえなければ、それほどの大きな被害ではなかったんですね。

それが出てきたので、今回挙がってきてますけども、3月 11 日に発生した震災の影

響は、それほど大きくは。他と比べれば。 

 ちょっと額的に小さいと思ったんです。 

 額的には 4 月 7 日に発生した分で大きな管が全部壊れましたので、そっちの方が大

きいですね。 

 この 3 番の配管整備事業ですけどね、これはいわゆる震災でそっちこっち痛んでお

りますよね、そういったものの復旧工事もこの中に、別な明細見ますと舗装復旧工

事うんぬんと書いてありますけれども、この配水管整備というのはそういったもの

を中心にしてこれは整備していくわけですか、今回の予算は。 

 そうではありません。 

 これは、今年度はだいたいこのへんが予算の限界ということで、これが今かなり登

米市内でも震災で傷んでいますよね、色々な配管の所がね。そういった全体の中の

一部として、これは何年計画くらいでやるってことで、この予算は取っているわけ
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16：50

事務局

委員

事務局

委員

事務局

会長

 ですか。 

 まず今年度の予算が相当大きいんです。今年度の予算が大きいんですが、それが消

化し切れない状況なんです。これは我々だけではなくて、下水道も道路も含めて。

一つの原因としては、なかなか落札していただけないということがあります。なの

で、遅れていってると。ですから今年度さえ終われば、来年度はこれくらいで済む、

これくらいでというのもなんなんですが、この程度なんですが、どうもそれが伸び

ていきそうだという今の予定ではあります。なので、24 年度単年度だけで見るとこ

ういうかたちですけれども、22、23、24 年度で見ると、やはり相当の金額にはなっ

てきていると。 

道路見てみますと、かなりまだ遅々として進んでいないように見えますからね。 

震災関連は震災関連で、この配水管整備事業の中には入っていませんで、別扱いに

しています。災害復旧事業はここでの 5,192 万円しかないんですね。 

災害復旧事業として、その震災関連は今度やるわけですね。 

今ほとんど今年度で予算取っているんですけれども。23 年度で予算はほぼ取ってい

ますので、震災関連は。ここにある分というのは、例えば道路整備、市道整備した

時にとか、県道、国道整備した時に水道管埋まってますよね、それを移設しなくて

はいけないという事態が出てくるんです。そういうふうなものに対処するための予

算経費だとご理解いただければと思います。更に今現在で水圧、水量不足があるの

で、例えば口径を大きくするとか、そういう類の事業がここに入っているというこ

とですね。 

はい、よろしいですか。時間もだいぶ過ぎましたので、以上で質疑を終局して、そ

れでは予算案についての意見をいただきましたけれども、これについて事務局にま

とめさせて答申書を作成しますので、暫時休憩します。 

17：05 会長

事務局

会長

委員

会長

事務局

会議を再開します。答申案をまとめてきましたので、事務局読んでください。 

平成 24 年度水道事業の主要事業並びに予算案については、昨年度に引き続き東日本

大震災により被害を受けた水道施設の早期復旧と復興に関する事業が盛り込まれて

いること。また、昨年設置された登米市水道施設更新計画策定委員会中間報告で提

言を受けた、取水方式の変更や配水ブロック化に関する予算が含まれるなど、市民

生活の安全・安心を考慮した積極的な予算編成となっていること。更に、アセット

マネジメントに関しマッピングシステム導入経費が新たに計上されるなど経営改善

の努力が見えるものであり、妥当なものと判断する。なお、事業及び予算を執行す

るに当たっての留意すべき事項を付記するので配慮されたい。括弧 1、東日本大震災

を踏まえ、減災に考慮した事業を心がけること。括弧 2、事業の執行に際しては、市

長部局との連携、調整を行ったうえ、効率的な運営を引き続き行うこと。括弧 3、水

道事業の執行体制は、今後とも技術の継承等に配慮した職員数とすること。以上で

ございます。 

答申案を今事務局に朗読してもらいましたけれども、この内容でよろしいですか。

－異議なしの声多数－ 

異議なしということで、この案をとりまして諮問をしたい、というように思います。

引き続き第 5 に移りたいと思いますけれども、委員からこれまでの会議事項を含め

て何か質疑ございますか。ないようでしたら事務局。 

23 年度上水道事業運営審議会は今回で終了しますが、24 年度について予定をしてご

ざいます。この日程につきましてですが、ちょっと今日調整難しいので、こちらで

調整して委員さん方にお知らせしたいというように思います。 
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会長 では来年度に向けて、4月以降に向けての委員会は別途また調整させていただきます

ということで、本日の予定は全て終了しました。これで委員会を閉じたいと思いま

す。ありがとうございました。 

－閉会－ 

これで議事がすべて終了したので、議長が 17時 8分に会議の閉会を宣言した。

議事録署名人                    

議事録署名人                    


