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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12日付で、条件付一

般競争入札で実施する綾里漁港静

穏度解析業務委託を公告した。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20日正午

までに提出すること。入札は６月

１日を予定している。

▽綾里漁港静穏度解析業務委託

施行地　大船渡市三陸町綾里地内

期　限　93日間

業務内容　静穏度解析１式

入札参加資格　土木関係建設コン

サルタント業務に登録され水産

土木を申請業務としている者

で、岩手県内に本店または営業

所を有すること。2010年４月１

日以降に、元請けとして静穏度

解析に係る業務の受注実績を有

すること

参加申請書の受付　2020年５月20

日正午まで

入札予定日時　2020年６月１日17

時まで

開札予定日時　2020年６月２日10

時

………………………………………

県警察本部　　　　　　　　　　

　県警察本部は11日付で、条件付

一般競争入札で実施する交通量調

査解析業務委託を公告した。入札

参加希望者は入札参加申込書を27

日17時までに、同本部交通部交通

規制課に提出すること。入札・開

札は６月３日13時15分。

▽交通量調査解析業務委託

施行地　盛岡市梨木町12番25号地

先他

期　限　60日間

入札参加資格　県営建設工事競争

入札参加資格者名簿の通信設備

工事に登録されている者であ

り、2015年４月１日以降に元請

けとして、次のいずれかの実績

を有すること。ア・交通量調査

解析業務委託（信号制御に関す

る解析業務を含むものに限る）、

イ・管制センター等保守点検業

務委託（交通信号制御機の点検

整備・定数設定（定数変更を含

む）の業務を含むものに限る）、

ウ・管制機器に関する工事（信

号系中央装置、信号系下位装置

の設置、改修工事等、信号機制

御に関する工事の施工に限る）、

エ・集中制御式信号機に関する

工事（設置、拡大、更新、現示

改良工事の施工に限る）、オ・信

号制御機製造工事

入札参加申込書の提出　2020年５

月27日17時まで

入札・開札日時　2020年６月３日

13時15分

………………………………………

奥州市財政課　　　　　　　　　

　奥州市財政課は、水沢公園野球

場ＢＳＯ表示盤改修工事など５件

を指名通知した。入札は14日に行

われる。

▽水沢公園野球場ＢＳＯ表示盤改

修工事

施行地　奥州市水沢中上野町地内

工　期　2020年８月31日

入札時間　９時30分

▽二ノ台長根４号線ほか舗装新設

工事

施行地　奥州市胆沢小山字二ノ台

長根地内ほか

工　期　97日間

入札時間　９時45分

▽南丑転線舗装修繕工事

施行地　奥州市胆沢若柳字南丑転

地内

工　期　65日間

入札時間　10時

▽桜木橋大通り線（愛宕工区）測

量設計業務

施行地　奥州市江刺愛宕地内

期　限　171日間

入札時間　10時15分

▽奥州市橋りょう点検業務

施行地　奥州市内

期　限　134日間

入札時間　10時30分

▼以上５件

入札月日　2020年５月14日

………………………………………

釜石市財政課　　　　　　　　　

　釜石市財政課は11日付で、水海

公園災害復旧工事など条件付一般

競争入札７件を公告した。申請書

の提出期限は18日17時。入札は21

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、上中島町

工　期　2020年９月11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、上

中島市営住宅

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

▽鵜住居地区汚水末端管渠布設工

事

施行地　釜石市鵜住居町第７地割

地内

工　期　2020年９月30日限り

工事内容　施工延長Ｌ＝64.0ｍ、

管布設工（ＰＲＰφ150）Ｌ＝6

3.1ｍ、小型マンホールＮ＝２

基、公設桝および取付工Ｎ＝２

基、付帯工一式

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）であること。排水設備

責任技術者資格を有する市内土

木Ｃ級登録業者

入札予定時間　９時35分

▽水海公園災害復旧工事

施行地　釜石市両石町水海地内

工　期　144日間

工事内容　堆積土砂撤去360㎥、

張芝940㎡、工事用道路（敷鉄

板）414㎡

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Ｃ級登

録業者であること

入札予定時間　９時40分

▽根浜海岸観光施設災害復旧工事

施行地　釜石市鵜住居町根浜地内

工　期　107日間

工事内容　野芝張り替え543㎡、

かまど砕石入れ替え97㎡

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Ｃ級登

録業者であること

入札予定時間　９時45分

▽漁港施設機能強化事業に伴う配

水管布設替工事

施行地　釜石市新浜町地内

工　期　134日間

工事内容　施工延長Ｌ＝304.1ｍ

：配水管布設替工ＤＩＰ（ＧＸ）

φ200　Ｌ＝87.7ｍ、ＨＰＰＥ

φ150　Ｌ＝198.0ｍ、ＨＰＰＥ

φ100　Ｌ＝6.4ｍ、ＨＰＰＥφ

75　Ｌ＝12.0ｍ、給水管布設工

ＰＰφ20～50　17カ所、管閉塞

工ＰＰφ150～200　Ｌ＝1980ｍ

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で、

「水道」工事Ａ級登録業者であ

ること

入札予定時間　９時50分

▽小川町７号線道路災害復旧（１

災174号小川）工事

施行地　釜石市小川町２丁目地内

工　期　130日間

工事内容　Ａｓ表層工（再生密粒

度20Ｆ　ｔ＝５㎝）Ａ＝232㎡、

上層路盤工（粒調砕石Ｍ－40　

ｔ＝15㎝）Ａ＝232㎡

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、「舗装」工事Ｂ級登

録業者であること

入札予定時間　９時55分

▽平田漁港海岸災害復旧（電気室）

工事

施行地　釜石市大字平田地内

工　期　2020年９月30日限り

工事内容　電気室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、「建築」工事Ｂ級登

録業者であること

入札予定時間　10時

▼以上７件

申請書の提出期限　2020年５月18

日17時

入札予定月日　2020年５月21日

………………………………………

　釜石市財政課は、上平田川水門

工事資材価格調査業務委託を指名

通知した。入札は14日に行われる。

▽上平田川水門工事資材価格調査

業務委託

施行地　釜石市平田地区

期　限　2020年８月31日限り

入札日時　2020年５月14日９時55

分

………………………………………

宮古市契約管財課　　　　　　　

　宮古市契約管財課は12日付で、

条件付一般競争入札で実施する宮

古市立第一中学校内部大規模改修

（建築）工事など６件を公告した。

入札書類の到着期限は５月25日

（３件）、６月１日（３件）。

▽新里生涯学習センター屋根塗装

改修工事

施行地　宮古市茂市第５地割地内

工　期　105日間

工事内容　屋根塗装改修工事（①

生涯学習センター：鉄筋コンク

リート造２階建て、建築面積14

93㎡、②渡り廊下：木造平屋建

て、③体育館：鉄骨造１階建て、

建築面積462㎡）、直接仮設（外

部足場Ｎ＝１式）防水Ｎ＝１式、

金属（煙突カバーＮ＝６カ所、

雪止めアングルＬ＝197ｍ）、塗

装（シリコン樹脂塗装Ａ＝1825

.2㎡）、とりこわしＮ＝１式、発

生材処理Ｎ＝１式

予定価格　1659万円

入札参加資格　2019・20年度市営

建設工事競争入札参加資格者名

簿の塗装工事に登録されてい

る、市内業者、準市内業者、宮

古管内業者及び釜石管内業者

開札時間　13時30分

▽林道下見沢線１号箇所外１箇所

災害復旧工事

施行地　宮古市重茂地内

工　期　245日間

工事内容　【林道下見沢線１号箇

所：復旧延長Ｌ＝271.0ｍ】土

工（掘削工Ｖ＝249㎥、盛土工

Ｖ＝974㎥）、路盤工（上層路盤

工）Ａ＝627.2㎡、法面工（植

生工）Ａ＝281.3㎡、擁壁工（コ

ンクリートブロック積Ａ＝47.2

㎡、大型コンクリートブロック

積Ａ＝42.0㎡）、排水構造物工

（側溝工）Ｌ＝167.2ｍ、防護

柵工（路側防護柵工）Ｌ＝8.5

ｍ、【林道下見沢線２号箇所：

復旧延長Ｌ＝72.0ｍ】土工（掘

削工Ｖ＝38㎥、盛土工Ｖ＝207

㎥）、路盤工（上層路盤工）Ａ＝

（７面へつづく）
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　コロナウイルスの影響で、なかなかすっきりした

春を感じられないこの頃、皆様は何で春を感じます

か。雪解け、暖かさ、桜や梅などの花類、人それぞ

れ春の感じ方は色々あると思います。私の春はあま

り歓迎できない匂いで始まります。隣の水田に撒か

れる牛の糞、いわゆる「田舎の香水」により、今年

も春が来たなと感じられるのです。

　私の住処は周りを水田や山に囲まれた「田舎」で

あり、近くには杉林に紫陽花を植えた「みちのくあ

じさい園」なるものがあります。ご多分に漏れず私

の田舎においても、少子高齢化と人口減少が進行し

ており、一番の悩みとなっているのが空き家の問題

です。我が家の周り半径300ｍ以内には家が８軒あ

りますが、そのうちの３軒は空き家となっています。

空き家となって10年以上が経過し、元の所有者は亡

くなり、相続人も住むつもりはないようです。建物

も朽ち果て、いつ崩壊してもおかしくない状況で、

建物の周辺は雑草や竹が伸び放題の、さながら「お

化け屋敷」と化しているのです。

　この空き家、景観だけの問題にとどまりません。

一番の問題は、野生動物がこの空き家に住み着いて、

寝座としていることです。きつね、たぬき、イタチ

等は当たり前で、ある日の朝は我が家の庭をカモシ

カが横切っていきました。農作物にも被害を及ぼす

これらの動物は、駆除しようにも人慣れしていてな

かなか捕まりません。

　この空き家問題、全国的にも増加傾向となってお

り、総務省統計局の資料によると2018年における全

国の空き家軒数は848万9000戸で、空き家率は13.6

％となっています。空き家を減らす取り組みとして、

「空き家バンク」なる取り組みが進められています

が、活用された話はなかなか聞こえてきません。も

っとも、空き家となる原因が人口減少と都市部への

人口集中であることから、その原因に対する対策が

進まない限り、空き家が減少することは無いと思わ

れます。特に田舎における空き家は、高齢により車

の運転がままならなくなり、やむを得ず田舎を離れ

るケースが多いように思います。地方の公共交通が

赤字を理由に減少している現代においては、マイカ

ーは田舎暮らしの必需品となっており、今後老化に

より免許返納となった日には、この生活が続けられ

るだろうかと不安になります。

　そこで期待するのが、技術の進歩による自動運転

レベルの向上です。最近の自動車においては、追従

走行のクルーズコントロールや車線維持走行、自動

ブレーキ、急発進防止装置など運転支援機能を搭載

した車両の進歩は目覚ましいものがあります。更に

ＩＴを駆使し、「ダイナミックマップ」と呼ばれる高

精度３次元地図情報と連携した自動運転車の開発が

進められているとのことで、老化が進む年代にとっ

ては希望の光です。また、車両だけではなく自動運

転サービス導入による移動手段の確保を目的とした

社会実験も進められています。このような技術の進

歩とサービス導入により、中山間地域の定住意識を

向上させることは、日本の食料自給率を担っている

農業の維持だけでは、減災の意味からも重要なこと

と考えられます。間伐材の放置など森林の手入れが

疎かになれば、流木による河川被害や土石流の発生

など大災害の増加につながっていきます。減災の役

割を果たす里地里山、その場所への定住意識向上の

ためには、「将来の安心」が必要です。

　岩手においても、中山間地域における「生活空間」

を守り続けるための自動運転サービスが整うことを

期待して、田舎暮らしを続けることとします。


