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１．企業団の概要
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企業団の変遷

石巻市、矢本町、鳴瀬町の行政の枠を超えた末端給水事業と
して、全国で初めて国の広域的水道施設整備の特定事業に採択
され、昭和55年10月14日に「石巻地方広域水道企業団」として
経営業務を開始しました。

石巻市

河北町

河南町

桃生町

北上町

雄勝町

牡鹿町

鳴瀬町

矢本町

東松島市

石巻市

行政区域面積
東松島市 101Ｋ㎡
石巻市 555Ｋ㎡

計 656Ｋ㎡

平成17年4月構成市町の合併
石巻市 ：石巻市、河南町、桃生町、河北町、北上町、

雄勝町、牡鹿町の1市6町が合併
東松島市 ：矢本町、鳴瀬町の2町が合併

宮城県
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企業団の概要

組織体制

本庁舎・管理事務所・営業所

取水施設

浄水施設

旧簡易水道浄水施設

配水施設

蛇田浄水場

六本木浄水場

大街道浄水場

坊ヶ沢浄水場

原浄水場

須江山浄水場

大浜浄水場

水浜浄水場

大谷川浄水場

大原浄水場

谷川浄水場

寄磯浄水場

鮎川浄水場

泊浄（配）水場

網地島浄水場

鹿又取水場

山崎取水場
神取山取水場

新山浄水場
十八成浄水場

神取山浄水場

鮫浦浄水場

波板浄水場

企業団本庁舎

北部地区管理事務所

牡鹿営業所

女川町

給水区域と主な施設

構成市
石巻市
東松島市

組 織

企業長事務部局
6課、1室、1管理事務所

（1営業所、 1浄水場 23係)
議会事務部局
1局、1係

監査委員事務部局
1局、1係

職員数 126名（再任用職員7名含む）

区 分 数 量

行政区域内人口 177,030 人

給水区域内人口 176,990 人

給水人口 176,673 人

給水普及率 99.82 %

給水栓数 79,379 栓

配水量 23,317,160 ㎥

有効水量 21,610,707 ㎥

有効率 92.68 %

有収水量 20,500,855 ㎥

有収率 87.92 %

給水収益(税込み) 4,989,264,763 円

業務量

令和4年4月1日現在

令和3年度末
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２．給水区域の被災状況

石巻市南浜地区：平成23年4月撮影
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地震・津波の規模

発生日時 平成23年３月11日 14時46分
地震名 東北地方太平洋沖地震

震源 三陸沖 震源の深さ 約24km

規模 マグニチュード9.0

最大震度 震度７（宮城県栗原市）

石巻市・東松島市は震度６強を観測

観測された津波の高さは、牡鹿半島で最大８.６ｍ以上。

牡鹿半島の鮎川地区で、最大１.２ｍ、石巻市と東松島市
の沿岸部でも0.6m～0.8mの広域地盤沈下を確認。

津波浸水区域図

津波による浸水範囲 

【国土地理院より】
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鮎川地区



被災状況（石巻市市街地）

南浜地区

中瀬地区 内海橋 八幡町地区

（石ノ森萬画館） （国道398号）（橋上の漂流物）

（火災鎮火後）
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（火災鎮火後）

石巻市市街地



被災状況（石巻市市街地・工業港）

大街道地区

工業港地区住宅地の市道

（国道398号） （国道398号）

（NS管路の露出）（市道の流失）（市道の堆積物）
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石巻市市街地
工業港



被災状況（石巻市北上地域）

吉浜地区

相川地区

（相川浄水場）（相川小学校）

（北上総合支所） （国道398号）

9

北上町



被災状況（石巻市雄勝地域）

味噌作地区

上雄勝地区味噌作地区

寺地区 大浜地区

（大浜浄水場）

（雄勝総合支所）（雄勝町公民館）

（屋上にバス）

（雄勝小学校）
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雄勝町



被災状況（石巻市牡鹿地域）

谷川地区

鮎川地区

鮎川港

（谷川水源）（岸壁の地盤沈下）

（市街地）
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（市街地）

（谷川地区・耕作地）

鮎川地区

谷川地区



被災状況（東松島市野蒜・東名地区）

野蒜地区

東名地区野蒜～東名間 JR線路

（JR仙石線東名駅）

（鳴瀬川河口） （東名運河）

（自衛隊による捜索）（JR仙石線軌道敷）
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野蒜地区

東名地区



３．水道施設の被害状況
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施設の被害状況

蛇田浄水場

流水方向

（場内の液状化） （ろ過池杭頭の露出）

（沈澱池傾斜板の脱落） （表洗管の破断）（沈澱池・ろ過池連絡管の偏心）

蛇田浄水場
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企業団本庁舎



施設の被害状況

相川浄水場

大浜浄水場

相川浄水場

大浜浄水場

（膜ろ過設備）

（膜ろ過設備） （電気設備）

（建屋外観）

（建屋外観）
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施設の被害状況

谷川水源

三本松水源

三本松水源

谷川水源

寄磯浄水場

寄磯浄水場

（取水井）

（緩速ろ過池）（取水井）

（上屋の流失）
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管路の被害状況

石巻工業港 石巻市恵み野

石巻工業港

荻浜

恵み野

石巻市魚町 石巻市荻浜

魚町

（緊急貯水槽の浮上）

（管路の崩落）

（管の露出）

（継手の離脱）
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管路の被害状況

石巻市大谷川浜

万石橋

大谷川浜

小網倉浜

万石橋

石巻市小網倉浜

石巻市谷川浜

谷川浜

（管路の流失）

（管路の流失）（添架管の脱落）

（管路の流失）
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管路の被害状況

東松島市野蒜

野蒜

松ヶ島橋

野蒜不老橋 東松島市松ヶ島橋

（管路の流失） （管路の流失）

（添架管の脱落）（運河の漂流物）
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管路の被害状況

通水できた水道管路の被害件数
（上水道と簡易水道の合計）

１,８５７件

≪ 参 考 ≫

企業団の管路延長
（平成２２年度末）

１，６８０㎞

令和３年度末1,841㎞

企業団の耐震化率
（平成２２年度末）

１３.０８％
令和３年度末27.7％

平成１９年度からＮＳ形ダクタイル鋳鉄管を採用
平成２８年度からＧＸ形ダクタイル鋳鉄管を採用

（給水装置の被害が最も多く１,１８６件、約６割を占めている）

管 種 被害件数 被害率

鋳 鉄 管 78件 1.84件/㎞

ダクタイル鋳鉄管

（うち耐震継手）

266件

（ 0件）

0.28件/㎞

鋼管 38件 1.22件/㎞

塩化ビニル管 233件 0.43件/㎞

その他 56件 0.54件/㎞

合 計 671件 0.40件/㎞
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４.  一次復旧(通水作業)
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平成23年4月23日撮影:日和山公園からの中瀬地区



被災状況の確認と通水作業
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吉野町地区：平成23年3月14日撮影

・管路が埋設されている道路は、津波により倒壊した
家屋や車両に埋め尽くされ、仕切弁の操作や倒壊
家屋での漏水を止める作業に困難を極めた。

・道路管理者へ連絡し、契約業者や自衛隊などによ
り瓦礫が移動され、道路の通行が確保された。

〇瓦礫や粉塵と闘いながらの通水作業

・移動させた瓦礫が止水栓などの操作の妨げとなった。

・通水作業は職員2名と業者２名、小型バックホウ
１台の組み合わせで班を編成し、機械で瓦礫をどか
しての開栓・止水作業を行った。

吉野町地区：平成23年5月30日撮影

吉野町



被災状況の確認と通水作業
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潮見町地区：平成23年3月30日撮影

〇瓦礫や粉塵と闘いながらの通水作業

・石巻市は北上川を境にして東側が漁港、西側が工業
港があるため、流出し腐敗した水産加工品や、穀物から
発生する異臭と、大量のハエに悩まされた。

・時がたつにつれてヘドロが乾燥し砂ホコリも酷く、工業港
の工場から流出した化学物質の情報もあり、ゴーグルとマ
スクを装着して作業を実施した。

鹿妻地区：平成23年3月13日撮影

潮見町

鹿妻



通水作業と被災箇所の復旧
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・地形が変化するほどの被災した地区では、大きく破損した
管路を復旧しての通水作業を実施した。

・道路の流失箇所は道路管理者へ土砂の搬入を依頼して
の復旧を繰り返した。

・水が引かない地区では、現地に落ちている棒などで足元の
安全を確認しながらの手探り状態。

十三浜小田地区：平成23年4月14日撮影

〇 手探りでの通水作業

通水復旧図 平成23年4月7日現在

・通水して漏水発見、修繕完了後に先に進むを繰り
返す毎日であった。

・左図は、通水した区域着色した図であり，通水作
業が完了した区域を随時本部へ連絡し、全職員が
「見える化」したもの。

十三浜小田地区



応急仮設管路の実施
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小網倉浜地区：平成23年9月7日撮影

・広域地盤沈下により満潮時に冠水する区間の復旧
は、大型土嚢を置き、その上にリース管を布設すること
で、水没を避けた。

・夏季には水温が上がり、冬季には凍結するなどの事故もあり、
後日保温材を単独費で巻く対策を取った。
また常時排水を実施し、仮設管路内の滞留時間を短くするよ
うにした。

・街路灯なども被災し夜間は真っ暗となるため、後に反射テー
プを巻き、事故の予防とした。

〇早期復旧困難な道路の区間は仮設道路に沿って仮設管路を実施して給水を確保

小網倉浜

野蒜地区：平成23年5月26日撮影

反射テープを後に追加

野蒜



応急仮設管路の実施
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震災前

震災直後地理院地図

地理院地図

仮設復旧

〇地形が流失した地区は道路の仮設復旧を待ち仮設配管にて復旧作業を実施

・仮設管路は保留解除承認を得て
埋設で実施

地理院地図

長面・尾崎石巻市河北町長面・尾崎地区



５．国(厚生労働省)の支援
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鹿島御児神社の鳥居に指す初日:令和3年元旦撮影
(東日本大震災では耐えたが令和3年に発生した３度の地震で被災し、現在は新たな鳥居となっている)



協議会の設置
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東日本大震災水道復興支援連絡協議会

平成23年7月25日に第１回目を開催
被災3県(岩手・宮城・福島)に現地調査部会を置き、現在も継続中

①当初は水道施設の被害状況報告の場として
②国が用意したコンサルと連携して各事業体による「復興モデル事業」の策定の場として
③協議設計の申請書作成など、復旧工事の補助対象の可否確認等の具体的な確認の場として
④保留解除の進捗状況を現地確認などを通じてか、完了年度やリスク事業の報告の場として

(視察状況写真 R2.9.16)



復旧費用の国庫補助金
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東日本大震災水道復興支援連絡協議会
・災害復旧補助事業の進捗確認

リスク事業に係る個票(宮城県様式)
令和3年度協議会資料

リスク事業に係る個票(厚労省様式)
令和3年度協議会資料

リスク事業とは
復興創生期間末である令和2年度までに
完成することが出来ない復旧事業



６．災害査定
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査定方法と結果

【通常査定】

【特例査定】

被災した水道施設の復旧は、復旧方法が
確定したものについては通常査定を受け、
復旧費が確定

・原形復旧が基本で速やかな査定

津波被害を受けた沿岸部の施設
国・県・自治体の復興計画が定ま
らず，復旧方法が確定できない

・原形復旧するものと仮定して査定

・復旧方法が確定するまで、事業の実施は保留

・保留解除の手続きを行い事業実施

通常査定

査定件数 764 件

査定申請金額 8,742,820,140 円

調査額 8,713,380,240 円

特例査定

査定件数 101 件

査定申請金額 29,856,971,279 円

調査額 29,807,236,479 円

【災害査定の結果】

※蛇田浄水場移転復旧事業は通常査定に含む。

※補助率89％(給水装置50％）
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蛇田浄水場移転復旧事業(通常査定)

蛇田浄水場

須江山浄水場
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蛇田浄水場（応急復旧）

蛇田浄水場 昭和42年通水
急速ろ過方式 55,000㎥/日
蛇田浄水場 昭和42年通水
急速ろ過方式 55,000㎥/日

【被災直後】 【応急復旧】
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蛇田浄水場の機能移転(通常査定)

蛇田浄水場蛇田浄水場

事業着手前 須江山浄水場

須江山浄水場
25 ,000㎥ /日

蛇田浄水場
55 ,000㎥ /日

＋

機能移転後
80 ,000㎥ /日

須江山浄水場処理能力
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施工の内容

機能増設：40,000㎥/日

改良：25,000㎥/日→40,000㎥/日
既設の沈澱池、ろ過池の耐震補強

事業費内訳
金額

金額 合計

国 庫 補 助 7,286,712,000円

13,414,783,000円

(工事等の件数28件)

関係市負担金 759,977,000円

企 業 債 2,489,400,000円

自 己 資 金 2,878,694,000円
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沈澱池などの増設工事
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沈澱池 ろ過池 送水ポンプ棟



７．協議設計(特例査定)

かわみなと大橋完成：令和4年3月撮影(石巻市提供)
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事前協議書の作成①

38

・東日本大震災に係る水道施設等の災害復旧費調査要領 (平成23年6月23日制定)

(平成23年9月27日改正)

〇配水池の水を守ることを観点に置かれた(後日の厚労省の説明)

(文面省略・抜粋)

第四 災害復旧事業の対象となる施設
・共同給水の施設 (応急的に設置する施設)➡仮設配水場やポンプ場、仮設管路
・給水装置(配水管の分岐点から最初の止水栓まで)

第五 災害復旧の方法
・原形復旧を原則とするが面的嵩上げや道路の位置変更などによる復旧位置の変更
・耐震性能を有する管路での復旧
・配水池への緊急遮断弁の設置

第七 復旧費の費目
(四)調査費
・復旧工事の測量・調査・設計業務も対象

などの特例事項が盛り込まれた
※ 査定申請書作成業務は単独費

(現在も「水道事業実務必携」に掲載)
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・水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き(➡費用関数) (平成23年12月)

〇特例査定範囲
津波による浸水域
水道施設の被災状況の確認
管路の被災状況の確認

〇災害復旧費調査要領を基に費用関数にて復旧費用を算出するように指示
〇添付資料

①位置図
②国土地理院などの津波浸水平面図
③地盤沈下・液状化区域平面図
④水道施設図(浸水域や査定範囲)
⑤被災状況写真
⑥復興計画関係書類

当企業団の被災範囲が広いため、浸水した
だけの範囲と、津波が到来した範囲を区別
するべきであると県からの指導を受け、海岸
から瓦礫到達線までを査定範囲とした。

事前協議書の作成②

・東日本大震災により被災した沿岸部の水道施設等に係る災害復旧事業の特例に関するQ＆A
の2つを基に算出 (平成24年4月)
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事前協議書の作成③

査定範囲図

拡大図査定範囲線

浸水域
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〇事前協議額

事前協議書の作成④

事 業 名 事前協議額

石巻地方広域水道事業 35,683,129,220円

雄勝簡易水道事業 108,736,000円

水浜簡易水道事業 168,563,485円

波板簡易水道事業 14,824,860円

鮎川簡易水道事業 641,884,570円

泊簡易水道事業 14,893,635円

新山簡易水道事業(※) 0円

計 36,632,031,770円

※ 新山簡易水道事業は給水装置のみの被災であったため協議対象外とした



8．特例査定

日和山公園からの中瀬地区:令和4年6月撮影
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復旧計画書の作成
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事前協議書を厚労省へ提出した後に内容を協議し復旧計画書の作成 ➡ 本協議

内容は事前協議書とほぼ同じであるが、復旧額が大きかったため口径毎の「モデル管路」を設
定し工事費用を算出し、施工延長で割り戻したｍ単価での復旧額を計上した。



特例査定の実施
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特例査定は「査定範囲の設定と補助率の確定のため」
査定期間：平成24年10月28日～11月1日の5日間

〇現場査定(昼間)
・対象管路が査定範囲内に収まっているか
・対象施設の被災内容は正しいか
・現地での津波到達範囲の確認
・対象施設を復旧することの必要度

※ 日没終了のペース

〇机上査定(帰庁後)
・初日は復旧計画書の内容説明のディスカッション
・2日目以降は現場確認箇所の積算内容の確認
と検算(検算は宮城県職員)

〇11月1日 定金入(朱入れ)
一部仮設復旧を本設転用可能と判断されたもの
は査定で外されたものの、全事業計約298億円で
の定金入が完了し、財務省(東北財務局)からの
講評をうけ終了

相川浄水場被災状況資料

←膜ろ過設備の使用不能証明書を添付
(被災から1年半経過後の査定であった
ため、清掃等が完了しており、見た目で
は被災していないと誤解されるため。)



特例査定の結果
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事 業 名 調 査 額

石巻地方広域水道事業 26,975,271,548円

雄勝簡易水道事業 2,239,761,383円

水浜簡易水道事業 119,138,517円

波板簡易水道事業 11,016,007円

鮎川簡易水道事業 450,644,113円

泊簡易水道事業 11,404,911円

計 29,807,236,479円

査 定 内 容 (６事業の総計)

取水･浄水･配水施設 10箇所

導･送･配水管路延長 477,935ｍ

給水装置 21,754栓

簡易水道事業として特例査定を受け
た5事業は、平成28年3月の経営認
可変更により、上水道事業へ統合し
たため「石巻地方広域水道事業(旧
〇〇簡易水道事業」として実施計画
協議を実施することとされた。



9．実施計画協議(保留解除）
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鮎川浜地区：令和４年3月撮影（石巻市提供）



特例査定の保留解除手続き

被災地区での
事業計画決定
被災地区での
事業計画決定

計画図作成
工事費算出
計画図作成
工事費算出

【実施保留の解除手続き】

厚生労働省との
実施計画協議
厚生労働省との
実施計画協議

水道施設の
復旧計画策定
水道施設の

復旧計画策定

厚生労働省から
保留解除通知
厚生労働省から
保留解除通知

復旧工事の
入札・契約
復旧工事の
入札・契約

工事実施工事実施
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①

②

③

④ ⑤

保留解除通知と同時に限度額通知が発せられ、解除
日以降の工事契約、限度額通知日以降の現場着手
が必須とされた。

保留解除通知 限度額通知 限度額表

道路復旧などの関連事業が2月着手、水道の
管路復旧工事が4月とされる事案が多く、年度
当初に実施計画協議書を提出しても間に合わ
ないことから、工事を着手する前年度末に「申請
年度を0円とし、全額翌年度に計上」とした実施
計画協議をし、関連事業との工程調整を実施
した案件もあった。

写



道路復旧に伴う管路の復旧

①津波による道路（配水管）流出

配水管

④道路（配水管）の復旧完了

②仮設道路供用 ③仮設配水管供用

応急復旧

本復旧

応急仮設工事として
実施計画協議
（保留解除）

本復旧工事として
実施計画協議
（保留解除）
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実施計画協議(保留解除協議)
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・当初は年間のスケジュールが定められておらず、県単
位で協議書がまとまった時点で財務省協議を実施し、
保留解除通知が出るスケジュールであり、実施計画協
議～保留解除通知～工事発注～施行者確定まで約
半年もの期間を要したため、「承認前の着手」を求めた
ものの認められなかったため、厚労省にスケジュールの明
確化と対応の改善を求めた。
・その後は,年間スケジュールも定められ、実施計画協

議～保留解除通知までが1.5ヶ月と見通しを立てやす
くなった。

〇実施計画協議=保留解除



実施計画協議(保留解除協議)
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特例査定内容(施設名と口径毎内訳)

・保留解除の様式は特例査定時の施設名(送水施設3
など)ごとに「調査結果欄の査定延長」から差し引くこととさ
れたが、当企業団では「工事単位での個別解除」をする事
と協議し「(復)送水施設-3」のような表記で協議することと
なった。

・当初は国と県からは「面での複数年の協議」をするように再三
指導されたが、当企業団は一貫して実施が確保できない物は
実施計画協議をしないこととして「個別解除」を続けた。
(「面での複数年の協議」とは、例として一定の区域を概算で10億の復旧費
を5年間で実施することとして、各年２億を年割で計上する内容での協議す
ることをいう。)

実施計画協議・別紙様式3



実施計画協議(保留解除協議)
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実施計画協議の基本様式

・様式1
・別紙様式2,3
・原形復旧確認票
・実施計画協議書チェックリスト
・保留解除にあたって(概要書)
・工事設計書
・数量計算書

工事内容記載箇所

査定数量表示箇所

様式１ 別紙様式２ 別紙様式３

原形復旧確認票 実施計画協議書チェックリスト 概要書



実施計画協議(保留解除協議)
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諸経費案分表

赤文字=補助対象工事費
緑文字=単独費対象工事費

全体工事費から補助対象事業費を算出する際は
直接工事費による案分(直接工事費率案分はNG)



実施計画協議(保留解除協議)
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〇実施計画協議の添付資料

広域地盤沈下による既設管路の水没 復旧管路口径根拠の検討結果

既設ACPφ125をGXDIPφ150での復旧の口径根拠
とするために、φ100では負圧とり口径不足となる根拠と
して実施計画協議書へ添付

原形復旧が原則としながらも
「過大な原形復旧は補助として
認めない」とされたため、必要に
応じて管網解析を実施して資
料添付した案件もあった。

常に合理性の説明が必要とされる

標準横断図

管網解析表

管網解析図



実施計画協議(保留解除協議)
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〇実施計画協議の添付資料 保留解除履歴図

被災が確認できる写真

協議箇所位置図

ほかに
・施設系統図(被災前)
・工程表
・他事業の実施図
・既存水道台帳図(被災施設が震災前に存在した証明)
などを添付



実施計画協議(保留解除)
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〇実施計画協議の添付資料

施設系統図
系統図上に復旧箇所を記載するように指示され、
震災前との比較を表記

須江山・蛇田・大街道浄水場系統の震災前

須江山・蛇田・大街道浄水場系統の復旧状況

・保留解除済区間を青で表記
・協議区間を赤で表記
・蛇田浄水場は平成29年10月に運転停止したため、
その旨も表記



水道施設の災害復旧工事は

国・県・構成市が実施する災害復旧事業の進捗に合わせて施工する。

事業の進捗①

相手方の事業計画
変更・見直し
相手方の事業計画
変更・見直し

同地区内で複数の
復興事業が行われ
協議の複雑化

同地区内で複数の
復興事業が行われ
協議の複雑化

用地買収の
未成立
用地買収の
未成立

東日本大震災では

河川・道路（高盛土道路）・防潮堤等の復旧復興事業

被災者のための防災集団移転事業や復興土地区画整理事業

被災跡地での低平地整備事業など

多くの事業が計画され、予定通りに進捗しない事業が多く存在した。

予算計上をしたものの工事発注に至れない（不用額の発生）

工事発注はしたものの年度内の完成に至れない（繰越の発生）
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事業の進捗②
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〇複数の復興事業と工期の調整を要した管路復旧の例

・堤防の工事が完成しないと、
背後に設置する道路の復旧
が施工できない。

・道路の設置と同時に管路
復旧が可能となるが、その背
後の低平地の嵩上げと土地
利用計画がまとまらない地区
は、道路の復旧ルートや形
状も策定されない期間が長く
なるため、管路復旧も遅くな
る事となった。

塩止矢板



復旧・復興を進めるため

・最終形での面整備計画に合わせての管路の本復旧は企業団で実施。それに至るまでの管路の移設、仮移設につい
ては相手方事業者の負担

・被災低平地で整備する漁業集落防災機能強化事業などで既設道路と同位置を変えずに嵩上げし道路整備をする
場合は、企業団で管路の復旧を実施。街区割りや道路形状を変更する場合は、相手方事業者の負担で管路の整備
を実施

・区画整理事業などの防災集団移転事業等での水道施設の整備は、相手方事業者（構成市）負担にて実施

・水道施設復旧の受注確保のため、一般競争入札の導入や、国土交通省が設定した「復興係数」「復興歩掛」の適
用、「点在する工事の積算方法」の適用などを採用した。

・復興事業の情報一括して収集・整理し、まとめるセクションの有無が重要であり、いかに正確な情報を的確に得る手
段を獲得するかによって、結果が分かれた。

同じ地区内で
複数の復興事業

同じ地区内で
複数の復興事業

事業毎に水道管の
移設が複数発生
事業毎に水道管の
移設が複数発生

地区全体の事業を早期に進めるため地区全体の事業を早期に進めるため

案件発生の都度
保留解除手続き
案件発生の都度
保留解除手続き
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十八成(くぐなり)地区の復興過程

【震災前】

【事業完了】

各事業毎に生じる水道管の
移設は、原因者工事で施工

使用材料の確認、移設計画、通水試験、断水
など、水道の品質に関わる部分は、立会い確認

震災前 H29.2

H29.5

H29.6

H29.9

H30.2

H30.9
H31.3

R3.3完成

59



伊勢畑地区の復興手段
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道の駅 硯上の里おがつ

雄勝地域の伊勢畑地区では、県港湾防潮堤工事の完成を待ち、県道復旧・拠点エリア整備・
高台移転等すべてを石巻市と宮城県が協定を結び、管理CMRが設計、施工CMRが工事実施
としたため、復興事業が加速させた事例。

伊勢畑地区整備計画図



相川浄水場の廃止(送水施設での代替復旧)

相川送水ポンプ場(新設)
送水管路整備(新設）

相川配水池

相川浄水場(廃止)

2号取水井(廃止)

1号取水井(廃止)

防災集団移転(小泊)
防災集団移転(大室)

防災集団移転(猪の沢)

漁業集落防災機能強化(低平地整備)事業

R398整備事業(復興道路)

相川沢川堤防復旧事業

相川浄水場系六本木浄水場系
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相川浄水場・取水施設２箇所の復旧を
取りやめ、送水ポンプ場１か所と送水管
路φ100の復旧とすることで、経済比較
し、合理的であることを事前に個別協議
をし、実施を認められた。



津波により被災した施設の復旧について
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① 三本松水源 (雄勝：坊ケ沢浄水場系) ③ 相川浄水場 (北上地域)

④ 大浜浄水場 (雄勝地域)② 谷川水源 (牡鹿：大原浄水場系)

被災箇所が河川堤防となるため、
位置を変更しての復旧

土木構造物は宮城県の河川工事の
公共補償、機械・電気設備は保留解
除のアロケーションにて原形復旧相当
として実施

取水井戸は転用可能であったため査
定外、それ以外の機械・電気設備と
建築物を、管路ともに保留解除にて
原形復旧相当として実施

既存施設と同位置に復旧

広域地盤沈下の影響で水源が塩化物イオ
ンの検出により使用不可、人口減による水
使用量の減少から、浄水場の代替復旧とし
て、別系統の浄水処理水を受水し、送水管
路と送水ポンプ場新設による復旧

2水源・１浄水場の復旧費用(調査額)
と代替復旧費での比較による保留解除を
新設として実施

広域地盤沈下の影響で水源が塩化物イオ
ンの検出により使用不可、人口減による水
使用量の減少から、浄水場の代替復旧とし
て、別系統の浄水処理水を受水し、浄水機
能を廃止して、送水ポンプ場化による復旧

4水源・１浄水場の復旧費用(調査額)
と代替復旧費での比較による保留解除
を新設として実施



区分
金額

平成25年度～令和2年度 令和3年度 合計

上水道事業 6,768,354,195円 1,171,547,340円 7,939,901,535円

５簡易水道事業 1,394,459,640円 261,316,000円 1,655,775,640円

合計 8,162,813,835円 1,432,833,340円 9,595,677,175円

保留解除の実施状況

区分

内容

平成25年度～
令和2年度

令和3年度 合計

上水道事業
保留解除の回数 62回 7回 69回

工事等の件数 195件 11件 206件

５簡易水道事業
保留解除の回数 43回 3回 46回

工事等の件数 51件 2件 53件

合計
保留解除の回数 105回 10回 115回

工事等の件数 246件 13件 259件

【協議件数】

【協議の金額】

令和4年3月末

令和4年3月末
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実施計画協議額の減額協議を含んだ協議件数

保留解除額 = 補助対象事業費額



実施計画協議額の減額

令和4年3月末
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事 業 名 調 査 額 実施計画協議額

石巻地方広域水道事業 26,975,271,548円 7,990,101,535円

雄勝簡易水道事業 2,239,761,383円 1,120,861,680円

水浜簡易水道事業 119,138,517円 37,584,000円

波板簡易水道事業 11,016,007円 0円

鮎川簡易水道事業 450,644,113円 641,423,987円

泊簡易水道事業 11,404,911円 0円

計 29,807,236,479円 9,789,971,202円

※ 実施計画協議額の残額 194,294,027円 令和4年度の国庫補助金として



10.災害復旧事業関係費の推移

東日本大震災に関連する修繕工事，応急仮設工事，管路・施設復旧工事の
工事費は約１８０億５，３３０万円，発注工事４７９件

蛇田浄水場移転復旧事業費を加えた総事業費は約３１４億６，８１０万円

【東日本大震災に関連する工事費】【発注工事件数】
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11．ご支援への感謝

旧北上川河口地区：令和4年6月撮影
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みなさんからのご支援

応援内容 応援事業体数 応援期間 応援人数 給水車台数

応急給水 104事業体 H23/3/13～7/1 5,076人 1,958台

漏水調査 13事業体 H23/3/25～7/8 1,404人

漏水修繕 15事業体 H23/3/25～7/8 2,661人

合計 132事業体 H23/3/13～7/8 9,141人 1,958台

発災から災害対策本部解散までの支援

応援内容 応援事業体数 応援期間 応援人数

長期的復興業務支援 16事業体
H24/4/1

～
R4/3/31

56人

災害派遣支援職員
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12．震災を経験して

石巻市南浜津波復興祈念公園（石巻市提供）
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非常用自家発電設備非常用自家発電設備衛星電話用アンテナ衛星電話用アンテナ 無線LAN設備無線LAN設備

須江山浄水場 ⇔ 企業団本庁舎須江山浄水場 ⇔ 企業団本庁舎

応急給水設備応急給水設備

主な整備内容・取り組み

施設への飲料水、
非常食、

仮設トイレなどの
配備

施設への飲料水、
非常食、

仮設トイレなどの
配備

災害対策実施
計画の改訂

災害対策実施
計画の改訂

災害時の応急復旧
活動の協定締結

災害時の応急復旧
活動の協定締結

災害時の石油等
供給の協定締結
災害時の石油等
供給の協定締結 災害時の食料等

供給の協定締結
災害時の食料等
供給の協定締結
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災害時における物資供給
における包括協定締結

災害時における物資供給
における包括協定締結



１3．大切なこと

石巻南浜津波復興祈念公園：令和４年6月撮影
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命を守ること

・自分の命
・家族の命
・皆の命



ありがとうございました


