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は じ め に 

 

  平成２３年３月１１日の１４時４６分に発生した東日本大震災から４年が過ぎ，最大の被災地であ

る宮城県は震災復興計画に基づき創造的な復興に向け，復旧・復興事業を加速させていますが，未だ

に仮設住宅で不便な生活を過ごされている被災者も多くおり，震災の爪痕はまだまだ多く残っていま

す。一方で時間の経過とともに被災地以外では，尐しずつ震災の記憶が薄れ始めているように思え，

風化していくことを懸念しています。 

  宮城県企業局（以下「企業局」という。）が行っている「水道用水供給事業」及び「工業用水道事

業」は，全国の自治体や民間企業の皆様の協力を頂き早期に復旧することができ，災害復旧工事は平

成２５年度までに終了しました。また，「地域整備事業」で運営している仙台港国際ビジネスサポー

トセンター（愛称：アクセル）も，津波で１階部分に大きな被害が発生しましたが，本格復旧を終え

て１階と２階部分を隣接するイベント施設「夢メッセみやぎ」の西館として平成２６年７月にリニュ

ーアルオープンしました。 

  企業局では，東日本大震災で経験した被害状況を教訓として，これまで以上に水道施設の耐震化や，

バックアップ体制の整備を含めた危機管理体制の強化を図る重要性を改めて認識するとともに，地球

温暖化の影響で大規模化・多発化する自然災害に対応するため，５０年先，１００年先を見据え，こ

れらの課題に対応するための基本的な方向性を示すものとして「宮城県企業局新水道ビジョン（以下

「新水道ビジョン」という。）」を平成２６年９月に策定しました。 

  新水道ビジョンの基本理念は，「『恵水不盡』，水の恵みに感謝と畏敬の念をもって，『蛇口から水源

まで，人と人，地域と地域の未来を紡ぐ水道』を目指し，地方公営企業の本旨を踏まえ，県民の皆様，

受水市町村や受水事業所等との連携のもと，強靭な水道ネットワークの構築を図ること」であり，「安

全・安心な水道の確保」，「強靭な水道の確保」及び「水道サービスの持続の確保」を施策目標に設定

しています。今後，平成２７年３月に策定した１０年間の実行計画である「宮城県企業局水道事業経

営管理戦略プラン」に基づき，施策目標の達成に向けて受水市町村等と連携しながら強靭な水道ネッ

トワークを構築していくことにしています。 

  さて，記録しなければ記憶として残らないのです。この「『恵水不盡』 東日本大震災からの復旧・

復興に向けた宮城県企業局の対応と取組」は，平成２４年５月に作成した「宮城県企業局災害復旧の

記録」をベースに，企業局としての復旧に関連する対応や今後の取組などを追加してまとめたもので

す。改めて東日本大震災の教訓を再確認するとともに，今後の取組を進めていくうえでの参考資料と

して作成しましたので，関係する皆様にとっても今後の震災対策の参考として頂ければ幸いです。 

  最後になりましたが，東日本大震災の復旧・復興に対して御支援・御協力を頂きました全国の多く

の皆様に感謝を申し上げますとともに，今後とも創造的な復興に向けて全力で取り組んでいる宮城県

に対し引き続き御支援を賜りますようお願いいたします。 

 

  平成２７年３月 

                         宮城県公営企業管理者  橋本  潔 
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