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　東日本大震災から８年と５カ月が経とうとしてい

ます。今年のお盆も応急仮設住宅で迎えざるを得な

い方がおられることに心が痛みます。

　この「技術士の目」の連載は、震災前の2010年４

月に開始し、震災直後の半年ほどの中断をはさみ、

震災から３年後の2014年３月の第150回を区切りと

して連載を一旦終了していましたが、今一度、技術

士の目で「いわてを見る」こととしました。今回が

県内技術士による連載再開の初号となります。

　ドイツの哲学者ヘーゲル（1770－1831）は、「人間

が歴史を学んで分かることは、人間は歴史から何も

学ばないということだけだ」と言っていますが、私

は人間の営みは歴史に学ぶことの積み重ねによって

進歩・発展を遂げてきたものと思っています。そこ

で、比較的精度の高い資料が揃っている江戸時代末

期以降のわが国の自然災害の歴史を概観し、災害活

動期（集中期）に入ったのではないかとも言われる

この時代を生き抜くための備えについて考えてみま

す。

　まず、江戸時代末期からの自然災害を概観してみ

ます。1847（弘化４）年の善光寺地震（M7.3、死

者・行方不明者7000～8000人）から1858（安政５）

年の飛越地震（M7.1、同426人）までの12年間は自

然災害の「極集中期」でした。その後の30年間は比

較的平穏な時期が続きましたが、1888（明治21）年

の磐梯山噴火・山体崩壊（同477人）から1959（昭

和34）年の伊勢湾台風（同5098人）までの72年間は

「集中期」が長く続き、特に太平洋戦争中の1943年

に発生した鳥取地震（M7.2、同1083人）から伊勢

湾台風までの17年間は死者・行方不明者が500人を

超える大規模自然災害が16回発生するという「極集

中期」でした。それから36年間は死者・行方不明者

が500人を超える自然災害の発生はありませんでし

たが、1995（平成７）年の阪神・淡路大震災（M7.

3、同6437人）によって「（比較的）平穏期」は突

然に断ち切られ、2011年には超ド級の東日本大震災

が発生、その後は毎年のように全国の何処かで大規

模な自然災害が発生しています。近年は火山の噴火、

地震による火力発電所の運転停止に伴うブラックア

ウトなど、災害の形態が多様化しているほか、雨の

降り方も激しさを増し、今年も６月末から７月初め

にかけて九州南部では総雨量が1000㎜を超える猛烈

な降雨がありました。

　次に、残念ながら集中期に入ったのではないかと

も言われる自然災害にどう向き合って暮らすのが良

いのかを考えてみます。災害が多発する現状に素直

に向き合い、自然への畏敬と謙虚な姿勢を忘れずに

生きることが基本になると思います。九州南部地方

の豪雨ではほぼ１年前の西日本豪雨と比較して犠牲

者は相当に少なかったのですが、これは避難・警戒

情報の高度化や住民の皆さんの意識の高まりなどが

複合的に効果を発揮したのではないかと考えていま

す。

　地球温暖化などによる環境負荷の増大が自然災害

の激化を招いているという意見もあり、確かにそれ

も大きな要因だろうと思います。自然災害の激甚化

や多様化に真摯に向き合い、科学的・技術的知見に

立脚したハード・ソフト両面の対策の強化を積み重

ねて行くことが肝要です。一方で、江戸幕末期から

の自然災害の歴史をみれば、必ずやまた「（比較的）

平穏期」が巡ってくるのではないかとも考えられま

す。決して悲観することなく、岩手の先人達がそう

したように皆で支え合って自然災害を乗り越えて行

きましょう。
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県沿岸広域振興局　　　　　　　

　県沿岸広域振興局は６日付で、

総合評価落札方式で実施する国・

283号ほか仙人沢橋ほか橋梁補修

工事など２件を公告した。入札参

加希望者は入札参加申請書を電子

入札システムにより21日正午まで

に提出すること。入札は９月５日

を予定している。

▽国・283号ほか仙人沢橋ほか橋

梁補修工事（簡易２型）

施行地　釜石市甲子町地内

工　期　2020年３月15日まで

工事内容　橋長（仙人沢橋、紅葉

橋、十二の橋、大松橋）70.6ｍ、

表層450㎡、橋面防水工449㎡、

伸縮継手工43ｍ、橋梁塗装工50

1㎡、断面修復工４橋

予定価格　8980万8000円

入札参加資格　土木工事Ａ級資格

者で、沿岸広域振興局（本局、

宮古地区、大船渡地区）または

県南広域振興局（花巻地区、北

上地区）の区域に建設業法に基

づく主たる営業所を有すること

開札予定時間　10時

▽森林管理道渋梨一ノ渡線（一ノ

渡工区）開設工事（簡易２型）

施行地　大槌町小鎚地内

工　期　2020年３月13日まで

工事内容　延長111（153）ｍ、掘

削工2489㎥、盛土工74㎥、残土

処理工2539㎥、法面工813.7㎡、

擁壁工（Ｌ型擁壁・補強土壁）

92ｍ、排水構造物工4.5ｍ

予定価格　4784万8000円

入札参加資格　土木工事Ｂ級資格

者で、沿岸広域振興局（本局、

宮古地区、大船渡地区）または

県南広域振興局（花巻地区、北

上地区）の区域に建設業法に基

づく主たる営業所を有すること

開札予定時間　10時15分

▼以上２件

参加申請書の受付　2019年８月21

日正午まで

入札予定日時　2019年９月５日17

時まで

開札予定月日　2019年９月６日

………………………………………

県大船渡地域振興センター　　　

　県沿岸広域振興局大船渡地域振

興センターは６日付で、条件付一

般競争入札で実施する県有模範林

生出事業区事務所解体工事を公告

した。入札参加希望者は入札参加

申請書を電子入札システムにより

21日正午までに提出すること。入

札は28日を予定している。

▽県有模範林生出事業区事務所解

体工事

施行地　陸前高田市矢作町字的場

地内

工　期　40日間

工事内容　［解体工事]集材機等

収納庫１棟39.6㎡、機材庫１棟

19.8㎡、椎茸乾燥室１棟99.1㎡、

便所１棟2.3㎡

予定価格　235万8000円

入札参加資格　建築一式工事Ｃ級

資格者で、県南広域振興局（本

局、一関地区）、沿岸広域振興局

（大船渡地区）の区域に建設業

法に基づく主たる営業所を有す

ること。2004年４月１日以降に、

元請けとして建築物の工事（た

だし、主要構造部を施工または

解体したものに限る）を施工し

た実績を有すること

参加申請書の受付　2019年８月21

日正午まで

入札予定日時　2019年８月28日17

時まで

開札予定日時　2019年８月29日13

時

………………………………………

花巻市契約管財課　　　　　　　

　花巻市契約管財課は７月31日付

で、条件付一般競争の（仮称）道

の駅「西南」造成（三期）工事な

ど10件を公告した。申請書は７日

17時までに直接持参すること。入

札は郵便入札で、到着期限は22日

16時となっている。開札は23日を

予定している。

▽（仮称）道の駅「西南」造成（三

期）工事

施行地　花巻市太田・轟木地内

工　期　2020年３月19日まで

等　級　土木Ａ

工事内容　土工一式、法面工990

㎡、排水構造物工一式、構造物

撤去工一式、舗装工3613㎡、給

水設備工279ｍ

入札参加資格　建設業法第３条第

１項の規定による許可を受けて

いること。2019・20年度に係る

花巻市営建設工事入札参加資格

者名簿に、市内に本店を有する

業者として、土木一式工事Ａ級

に登録されていること－など

入札時間　９時30分

▽花巻公共下水道湯本枝線47号及

び48号工事

施行地　花巻市北湯口地内

工　期　2020年３月13日まで

等　級　土木Ａ

工事内容　施工延長444.9ｍ【管

渠工（開削工ＰＲＰ・φ150）4

44.9ｍ、マンホール設置工（組

立式１号、小型）12カ所、取付

管および汚水枡設置工（塩ビ枡

・φ200）23カ所、付帯工（舗

装復旧等）一式】

入札参加資格　建設業法第３条第

１項の規定による許可を受けて

いること。2019・20年度に係る

花巻市営建設工事入札参加資格

者名簿に、市内に本店を有する

業者として、土木一式工事Ａ級

に登録されていること－など

入札時間　９時45分

▽花巻公共下水道北部枝線310号

工事

施行地　花巻市本館地内

工　期　2020年２月４日まで

等　級　土木Ａ

工事内容　施工延長312.1ｍ【管

渠工（開削工ＶＰ・φ75、ＰＲ

Ｐ・φ150）312.1ｍ、マンホー

ル設置工（沈下構築式立杭兼用

２号、組立式１号・２号）４カ

所、取付管および汚水桝設置工

（塩ビ枡・φ200）３カ所、付

帯工（舗装復旧等）一式、マン

ホールポンプ機械設備工一式、

マンホールポンプ電気設備工一

式】

入札参加資格　建設業法第３条第

１項の規定による許可を受けて

いること。2019・20年度に係る

花巻市営建設工事入札参加資格

者名簿に、市内に本店を有する

業者として、土木一式工事Ａ級

に登録されていること－など

▽市道桜台西１号線道路改良舗装

工事

施行地　花巻市桜台２丁目地内

工　期　2020年３月16日まで

等　級　土木Ｂ

工事内容　施工延長102.9ｍ、カ

ルバート工98ｍ、側溝工６ｍ、

管渠工６ｍ、集水枡工３カ所、

構造物取壊し工一式、舗装工50

4㎡

入札参加資格　建設業法第３条第

１項の規定による許可を受けて

いること。2019・20年度に係る

花巻市営建設工事入札参加資格

者名簿に、市内に本店を有する

業者として、土木一式工事Ｂ級

に登録されていること－など

※以上２件

入札時間　10時

▽市道舘迫落合線道路改良舗装工

事

施行地　花巻市東和町舘迫地内

工　期　2020年３月10日まで

等　級　土木Ｂ

工事内容　施工延長125.9ｍ、土

工一式、排水構造物工（側溝）

191ｍ、構造物取壊工一式、ア

スファルト舗装工967㎡

入札参加資格　建設業法第３条第

１項の規定による許可を受けて

いること。2019・20年度に係る

花巻市営建設工事入札参加資格

者名簿に、市内に本店を有する

業者として、土木一式工事Ｂ級

に登録されていること－など

入札時間　10時30分

▽市道高木ケ岡公園南１号線道路

改良（側溝）工事

施行地　花巻市高木地内

工　期　2020年１月31日まで

等　級　土木Ｂ

工事内容　施工延長【Ｗ＝4.0（5.

0）ｍ】142.8ｍ、側溝工284ｍ、

集水枡工１カ所、構造物取壊し

工一式、アスファルト舗装工（下

層、上層、表層）571㎡

入札参加資格　建設業法第３条第

１項の規定による許可を受けて

いること。2019・20年度に係る

花巻市営建設工事入札参加資格

者名簿に、市内に本店を有する

業者として、土木一式工事Ｂ級

に登録されていること－など

入札時間　10時45分

▽市道手古内扇山線道路改良工事

施行地　花巻市東和町南成島地内

工　期　2020年２月20日まで

等　級　土木Ｃ

工事内容　施工延長87ｍ、土工一

式、排水構造物工（側溝）139

ｍ、舗装工（下層路盤）334㎡、

防護柵工24ｍ、道路付属物施設

工18本

入札参加資格　建設業法第３条第

１項の規定による許可を受けて

いること。2019・20年度に係る

花巻市営建設工事入札参加資格

者名簿に、市内に本店を有する

業者として、土木一式工事Ｃ級

に登録されていること－など

入札時間　11時

▽湯本地区排水路（その２）改修

工事

施行地　花巻市大畑地内

工　期　2020年２月３日まで

等　級　土木Ｃ

工事内容　施工延長42.7ｍ、側溝

工43ｍ、舗装工（車道）76㎡、

防護柵（メッシュフェンス）撤

去再設置23ｍ

入札参加資格　施工延長87ｍ、土

工一式、排水構造物工（側溝）

139ｍ、舗装工（下層路盤）334

㎡、防護柵工24ｍ、道路付属物

施設工18本

入札参加資格　建設業法第３条第

１項の規定による許可を受けて

いること。2019・20年度に係る

花巻市営建設工事入札参加資格

者名簿に、市内に本店を有する

業者として、土木一式工事Ｃ級

に登録されていること－など

入札時間　11時10分

▽花巻公共下水道東和浄化センタ

ー電気設備（回転数制御装置・

流量計）改築更新工事

施行地　花巻東和町北成島５区31

0番地１

工　期　2020年３月16日まで

等　級　電気Ａ

工事内容　運転操作設備一式、計

装設備一式

入札参加資格　建設業法第３条第

１項の規定による許可を受けて

いること。2019・20年度に係る

花巻市営建設工事入札参加資格

　　　　　　　（７面へつづく）


