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スギ林をなぎ倒した土石流

　東日本大震災から９年が過ぎ、防潮堤や道路整備

が進み防潮堤に守られた新しい街並みができつつあ

る。しかし自然は冷たいもので、元々豪雨の少ない

沿岸部に今度は背後からの山津波という土石流災害

をもたらし、厳しく容赦ない仕打ちが続く。県内に

初めて大雨警報が出された令和元年台風19号は記録

的豪雨をもたらし、24時間降水量は宮古など沿岸部

３地点で県内観測史上最大となった。

■宮古市重茂半島白浜の土石流と流木

　約60世帯が暮らす白浜集落では、市道に沿って流

れる白浜沢の支流で土石流が発生し少なくても７軒

が被災した。改めて土石流とは、多量の土砂と水が

一体となって突発的にかつ急激に渓流を流下する現

象と定義され、流木とは土石流または洪水流に伴っ

て流出する倒木等で、被災した白浜の渓流は優良な

スギ人工林に囲まれた小さな沢で沢沿いまでスギが

植えられていたが、土石流は沢幅を広げ両側のスギ

林をなぎ倒し土石と流木を流下させた。被災した家

屋は沢の入り口付近のもので、沢沿いの家屋は土石

に埋没し、沢から離れ４～５ｍ高い所でも流木が激

突し被災していた。この状況から土石流と流木は４

～５ｍの高さで流下したものと考えられる。

■白浜土石流の形態

　土石流には白浜のように巨石や砂礫を多く含むも

のから、泥流を主体とするものまで、発生箇所の土

質等で各種の形態がある。白浜の土石流は渓流長約

1000ｍの最上流部で林道が横断する付近の路肩欠壊

とのり面の拡大崩壊が引き金で発生したと推察され

るが、その規模に比べ流下した土砂量の多さから、

古い時代の渓床堆積物の侵食再流出と考えられる。

これは上流部に見られる侵食された渓岸石礫層の上

を覆う40～50㎝の黒色土層と約800ｍ左岸部に露出

した転石と石礫が混じる堆積層から判断できる。ま

た、渓流に残された流下痕跡を見ると、土石流の先

端部とみられる大きな石が重なった３～４ｍの落差

の背後に幅12～20ｍの堆積地帯が40～60ｍ続く状況

が中流部に４～５カ所ありその堆積地帯にはほぼ２

ｍ角のサイコロ状の転石（約20ｔ）が鎮座し、その

上流の渓床は数ｍ洗堀され両岸が削られた流下地帯

が続いていた。

■今後も予想される土石流と流木

　岩手県内でもここ10年余りの間で局地的豪雨によ

る災害は、平成22年７月岩手町を中心に県北部の時

雨量80㎜による土石流と流木災害、25年８月紫波・

雫石豪雨災害、28年台風豪雨による岩泉地区災害、

そして令和元年台風19号豪雨と10年余りの間に４度

の豪雨災害に見舞われている。

　これらの災害記録を見ると、時雨量80㎜、連続雨

量200㎜近くの豪雨で今まで豪雨経験の少ない県内

の山や特に渓流堆積土砂の流出で、どこでも災害の

危険性があることを示している。被災後の対策は盛

んに進められるが、災害予防の対策は手薄である、

その理由としては結果が見えにくいこと、優先度の

難しさが考えられるが今後この分野にシフトし災害

の軽減を図るべきと考える。
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県一関農村整備センター　　　　

　県南広域振興局農政部一関農村

整備センターは10日付で、土地改

良事業調査一関（Ｒ２）地区調査

計画業務委託（仮称）の公募手続

きを開始した。申請期限は20日17

時となっている。

▽土地改良事業調査一関（Ｒ２）

地区調査計画業務委託（仮称）

施行地　一関市大東町大原地内ほ

か

期　限　2021年３月10日まで

業務内容　ほ場整備事業を計画し

ている次の地区において、2021

年度以降の事業化に向けた調査

計画を行うもの。（業務内容）【新

山南地区】一関市大東町大原地

内94ha：計画・設計諸元検討、

概算工事費積算、経済効果算定、

計画概要書添付図面等作成、換

地等調整一式、【富沢地区】一

関市弥栄地内108ha：計画・設

計諸元検討、概算工事費積算、

経済効果算定、計画概要書添付

図面等作成、換地等調整一式、

【畑の沢地区】一関市川崎町薄

衣地内10ha：計画・設計諸元

検討、概算工事費積算、経済効

果算定、計画概要書添付図面等

作成、換地等調整一式、【北方

地区】一関市藤沢町黄海地内79

ha：計画・設計諸元検討、概

算工事費積算、経済効果算定、

計画概要書添付図面等作成、換

地等調整一式、【小梨地区】一

関市千厩町小梨地内266ha：計

画・設計諸元検討、概算工事費

積算、経済効果算定、計画概要

書添付図面等作成、換地等調整

一式、【増沢地区】一関市藤沢

町増沢地内40ha：現地調査、

資料の収集および検討、計画・

設計諸元検討、換地等調整一式、

【興田地区】一関市大東町沖田、

鳥海地内130ha：現地調査、資

料の収集および検討、計画・設

計諸元検討、換地等調整一式

応募資格　「2018・19年度建設関

連業務競争入札参加資格者名

簿」に登載されていること。ま

たは、2019・20・21年度農林水

産省競争参加資格（全省統一資

格「役務の提供等」）を有して

いること。県内に本店または営

業所を有していること。過去10

年間（2010年度～19年度）にお

いて、県内の国・県営事業にお

けるほ場整備事業等の事業計画

書作成業務の実績を有している

こと－など

申請期限　2020年４月20日17時

………………………………………

県医療局　　　　　　　　　　　

　県医療局は14日付で、条件付一

般競争入札で実施する岩手県立千

厩病院下水道切替ほか工事設計業

務など２件を公告した。同業務は

13日付に公告した内容を修正し、

再公告した。

　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。

▽岩手県立千厩病院下水道切替ほ

か工事設計業務

施行地　一関市千厩町千厩字草井

沢32－１ほか

期　限　150日間

業務内容　[以下の工事の設計業

務]千厩病院、草井沢合同公舎

１号棟及び２号棟の下水道切替

工事一式、千厩病院受水槽用緊

急遮断弁設置工事一式

入札参加資格　建築関係建設コン

サルタント業務に登録され、衛

生を申請業務としている者で、

県南広域振興局（本局、花巻地

区、北上地区、一関地区）、沿岸

広域振興局（大船渡地区）、盛岡

広域振興局（盛岡地区）に主た

る営業所を有すること。2010年

４月１日以降に、元請けとして、

医療施設または福祉施設の設備

の設計または工事監理の受注実

績を有すること

開札予定時間　10時

▽岩手県立千厩病院冷房設備改修

工事設計業務

施行地　一関市千厩町千厩字草井

沢32－１

期　限　150日間

業務内容　【工事内容】エアコン

改修工事一式

入札参加資格　建築関係建設コン

サルタント業務に登録され、暖

冷房を申請業務としている者

で、県南広域振興局（本局、花

巻地区、北上地区、一関地区）、

沿岸広域振興局（大船渡地区）、

盛岡広域振興局（盛岡地区）に

主たる営業所を有すること。20

10年４月１日以降に、元請けと

して、医療施設または福祉施設

の設備の設計または工事監理の

受注実績を有すること

開札予定時間　10時15分

▼以上２件

参加申請書の受付　2020年４月21

日正午まで

入札予定日時　2020年４月28日17

時まで

開札予定月日　2020年４月30日

………………………………………

岩手県立大学　　　　　　　　　

　公立大学法人岩手県立大学は10

日付で、条件付一般競争入札の岩

手県立大学北松園職員宿舎冷暖房

設備更新工事を公告した。申請期

限は20日17時。入札・開札は30日

に行われる。

▽岩手県立大学北松園職員宿舎冷

暖房設備更新工事

施行地　盛岡市北松園４丁目37番

工　期　150日間

工事内容　ルームエアコンの更新

入札参加資格　岩手県の2019・20

年度県営建設工事競争入札参加

者資格名簿の管設備工事Ａ級に

登録されている者で、盛岡広域

振興局、県南広域振興局（花巻

地区、北上地区）、沿岸広域振興

局（宮古地区）、県北広域振興局

の区域に主たる営業所を有する

こと。2005年４月１日以降に、

元請けとして建築物に係る管設

備工事（空調設備工事を含むも

のに限る。ただし、建築一式工

事における施工実績は含まな

い）を施工した実績を有するこ

と－など

申請期限　2020年４月20日17時

入札・開札日時　2020年４月30日

13時30分

………………………………………

釜石市財政課　　　　　　　　　

　釜石市財政課は13日付で、鵜住

居地区汚水管布設工事（その８）

など条件付一般競争入札３件を公

告した。申請書の提出期限は20、

24日。入札は23、30日を予定して

いる。

▽市営住宅火災警報器更新（その

１）工事

施行地　釜石市甲子町、野田町、

嬉石町

工　期　2020年７月31日限り

工事内容　住宅用火災警報器更新

工事一式（洞泉市営住宅、野田

団地市営住宅、野田市営住宅、

コミュニティー住宅５号棟）

入札参加条件　釜石市営建設工事

等請負資格者名簿登録業者（市

内業者）で、「電気」工事Ｂ級登

録業者であること

入札予定時間　９時30分

▽大平墓地公園（１、２工区）災

害復旧工事

施行地　釜石市大字釜石第16地割

地内

工　期　134日間

工事内容　【１工区】植生マット

工130㎡、【２工区】植生マッ

ト工60㎡、かごマット工33㎡

入札参加条件　釜石市営建設工事

等請負資格者名簿登録業者（市

内業者）で、「法面」登録業者で

あること

入札予定時間　９時35分

▼以上２件

申請書の提出期限　2020年４月20

日17時

入札予定月日　2020年４月23日

▽鵜住居地区汚水管布設工事（そ

の８）

施行地　釜石市鵜住居町田郷地内

工　期　2021年３月12日限り

工事内容　施工延長Ｌ＝884 .0

ｍ、管渠延長（ＰＲＰφ150）

Ｌ＝860.1ｍ、マンホール工Ｎ

＝27カ所、汚水桝および取付管

工Ｎ＝24カ所、付帯工Ｎ＝一式

入札参加条件　釜石市営建設工事

等請負資格者名簿登録業者（市

内業者）で、「土木」工事Ａ級登

録業者のうち、排水設備責任技

術者資格を有すること

申請書の提出期限　2020年４月24

日17時

入札予定日時　2020年４月30日９

時30分

………………………………………

東北防衛局　　　　　　　　　　

　東北防衛局は14日付で、一般競

争入札の岩手⑵仮設建物設置工事

を公告した。申請書の提出期限は

28日正午。入札書の提出期限は６

月10日正午、開札は同月15日に行

われる。

▽岩手⑵仮設建物設置工事

施行地　滝沢市

工　期　2023年３月20日まで

工事内容　以下に掲げる工事を行

う。【建築】庁舎Ａ棟(Ｓ－２

延べ面積約980㎡)設置、庁舎Ｂ

棟(Ｓ－２　延べ面積約980㎡)

設置、庁舎Ｃ棟(Ｓ－２　延べ

面積約980㎡)設置(１階倉庫・

２階事務室)、【設備】庁舎Ａ、

Ｂ、Ｃ棟設置の建物附帯(電気、

通信、機械)、上記に係る詳細

図作成業務一式、【土木】庁舎

Ａ、Ｂ、Ｃ棟設置の建物附帯、

上記に係る詳細図作成業務一式

入札参加資格　防衛省における20

19・20年度一般競争（指名競争）

参加資格のうち、「建築一式工

事」で級別の格付を受け、東北

防衛局に競争参加を希望してい

ること。防衛省競争参加資格の

「建築一式工事」に係る等級（資

格審査結果通知書の記３の等級

・総合審査数値欄の等級）が「Ａ」

であること。2005年度以降入札

公告日までに、元請けとして完

成・引渡しを完了した国内にお

ける工事のうち、次の要件を満

たす工事【仮設物設置工事、構

造：鉄骨造（Ｓ造）】の施工実

績を有すること。東北防衛局の

管轄区域（青森県、岩手県、宮

城県、秋田県、山形県および福

島県）内に建設業法の許可（当

該工事に対応する建設業種）に

基づく本店、支店または営業所

が所在すること。あるいは当該

管轄区域内に同種工事の施工実

績があること－など

申請書の提出期限　2020年４月28

日正午

入札書の提出期限　2020年６月10

日正午

開札日時　2020年６月15日９時45

分

　　　　　　　（７面へつづく）


