
２０２０年（令和２年）７月１日 （水曜日） （８）

　私たちは今、新型コロナウイルスという人類に対

する最大の脅威に脅かされ、社会的にも大きな変革

を求められています。こういった社会状況だからこ

そ、もう一度「幸せ」ということについて考えてみ

たいと思います。

　70歳を過ぎた頃から、自分の人生は幸せ、豊かだ

ったのかなと考えるようになりました。若いときは、

自分でなんでも考えて動くことができ、そのことに

満足、幸せと感じていたように思います。今考える

と 便利さを幸せ・豊かさと勘違いしていたような

気がします。でも、私が幸せだったかといえば、い

ろいろな方々にご迷惑をかけながらでも、やりたい

ことできた時代であり幸せだったと思っています。

　私は道路整備に長年かかわってきましたが、人々

の幸せ、豊かさの追求というより、車の速度を上げ

沢山の車を通すことに注力し満足していたような気

がします。ある本に車は、人間がマジンガーＺのよ

うな道具を手にいれたものだと書いてありました。

道具は人の手足の延長です。人間がいくら早く走っ

ても100ｍ10秒程度です。時速に直すと36㎞です。

しかし、車を使うと高齢者でもちょっとアクセルを

踏むと36㎞なんて軽くスピードがでます。人間が強

くなった、マジンガーＺになったという錯覚に陥り

ます。本来であれば強いものは弱いものをかばう、

労わらなければなりませんが、早さや強さを手に入

れ優しさを忘れてしまったような気がします。

　街を考えると駐車場の少ない中心市街地より駐車

場が整備されている郊外の大型ショッピングセンタ

ーの方が魅力的です。ショッピングセンターはコン

パクトなコーディネートされた街です。近年、中心

市街地では空洞化やスポンジ化が急激に進みまし

た。しかし、中心市街地を車でなく歩くと景色、空

気が全く違って見えてきます。車だと駐車場を探す

ことに気を取られ、中心市街地のもつ魅力を感じる

間はありません。ところが歩いてみると、街の空気、

風や匂い、音など街を五感で感じることができます。

「物を買う」だけでなく、五感により「ことを買う

・感ずる」また人と関わることにより豊かさや幸せ

を感じることができるのだと思います。人と関わる

ことが少なくなると、他の人の立場にたってものご

と考えるなどの“優しさ”が失われるとも言われて

います。

　先日読んだコラムに“収入や財産、社会的地位と

いったものによる幸福感は一過性で長続きしない。

一方、心と体、社会が良い状態にあることで得た幸

福感は持続性が高い。具体的には他者とのつながり、

健康、愛情、自由などがある”とのことです。お金

や便利さをすべて否定するつもりはありませんが、

やはりバランスのある暮らしが人を幸せ、豊かにす

るのでしょうね。

　今、新型コロナウイルスによるパンデミックの発

生により、これまでのようなコンパクトな暮らし方

を目指した時代から、他の人との間合いを取った暮

らし方と真逆の暮らし方が求められ、その中で幸せ

や豊かさを実現していくことになります。

　新型コロナウイルス後、世界がどうなるのだろう

ということが人々の関心を集めています。最近読ん

だ認知心理学者スティーブン・ピンカーの本（21世

紀の啓蒙）に「それでも人間の本性には、不利な条

件の中で道を切り開く能力が備わっている。私たち

は共感力から他者の憐れみを想像し、思いやり、同

情する力を持っていて、そのおかげで心に深みを持

つ」という一節が心に残りました。

　若い人たちは必ず、これからの大変な時代の中で

も賢く新たな幸せや豊かさを模索し、“幸せ”な社

会を再構築してくれるものと信じています。

沖《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　東北農政局和賀中央農業水利事

業所は６月30日付で、一般競争入

札の和賀中央農業水利事業村崎野

送水路（その４）工事を公告した。

工事は管水路工を延長220㍍にわ

たり実施するもの。申請書の提出

期限は10日午前11時30分。入札締

切は８月４日午前10時（郵送によ

る入札の受付期限は同月３日午後

４時）。開札は同日に行われる。（関

連６面）

　工事場所は、北上市藤沢地内お

よび花巻市中笹間地内。

　工事内容は管水路工220㍍で、

うち村崎野送水路が96ｍ（ダクタ

イル鋳鉄管（ＡＬＷ形）28ｍ、ダ

クタイル鋳鉄管20ｍ、ダクタイル

鋳鉄管（推進工区間）48ｍ、制水

弁工１カ所、空気弁工１カ所）。飯

豊送水路が21ｍ（ダクタイル鋳鉄

管（ＡＬＷ形）８ｍ、ダクタイル

鋳鉄管13ｍ、空気弁工２カ所）。赤

坂導水路が103ｍ（ダクタイル鋳

鉄管（ＡＬＷ形）78ｍ、ダクタイ

ル鋳鉄管25ｍ、空気弁工１カ所、

排泥工１カ所）となっている。

　工期は、2021年３月26日まで。

　入札参加資格には、東北農政局

の2019・20年度一般競争参加資格

のうち土木一式工事Ｂ等級および

Ｃ等級に係る一般競争参加資格の

認定を受けていること、などを付

している。

　県は、宮古港長期構想（原案）

を、６月25日の同構想検討委員会

（徳永幸之委員長、公立大学法人

宮城大学事業構想学群教授）の第

２回委員会で説明した。長期構想

は、30年後の同港の将来像や、長

期的な港湾整備の方向性などを示

すもの。構想実現に向けた主な取

り組みとしては、港湾機能の向上

をはじめ、耐震強化岸壁の整備に

よる防災拠点機能の強化などが盛

り込まれている。県は、７月のパ

ブリックコメントや11月に予定さ

れる次回委員会での意見を踏ま

え、年内での長期構想の策定を目

指す。

　長期構想で掲げる同港の将来像

は、▽物流・産業（地域産業を支

える港湾）▽観光・交流（賑わい

のある港湾）▽安全・安心（安全

で安心な港湾）▽教育・余暇（海

に親しむ港湾）―の４分野。

　構想の実現に向けた主な取り組

みを見ると、物流・産業の分野で

は、フェリーなどの安定的な就航

のため、港湾施設・機能の配置検

討のほか、新設防潮堤の整備によ

る港内静穏度の向上を推進。三陸

沿岸道路・宮古盛岡横断道路の整

備に伴い、物流圏域の拡大などが

期待されることを踏まえながら、

貨物に関する需要の掘り起こしや

ポートセールスなども進める。

　観光・交流分野の取り組みとし

ては、超大型クルーズ船の受け入

れ環境を整備するため、岸壁の新

設などによる施設の機能強化を図

る。安全・安心の分野では、東日

本大震災などの自然災害の教訓を

踏まえ、防災拠点機能を強化。災

害時にも緊急物資の輸送拠点など

として接岸できるよう、耐震強化

岸壁の整備を進める。

　同委員会は、県や宮古市、東北

地方整備局、同港関係の企業やＮ

ＰＯ法人、商工会議所、漁業協同

組合などの関係機関からなる。委

員は、同港の30年後を見据えた長

期構想の策定に向けて助言・提案

を行う。事務局は、県土整備部港

湾課が務めてい

る。

　第２回委員会で

は、山本正德宮古

市長が「宮古港は

県内の四つの重要

港湾の一つで、ス

ピード感を持った

施設整備が必要

だ。大部分が空き

地となっている藤

原ふ頭の利活用に

ついても、しっか

りと取り組まなけ

ればならない」と強調。喫緊の取

り組みとして、耐震強化岸壁など

のハード整備の重要性を呼び掛け

た。

　徳永委員長は「リモート対応な

どが進むと、首都圏でなくとも地

方で頑張れるというところも見え

てきた。この機を捉え、人や産業

を呼び込むという戦略・認識を持

っても良いのではないか。宮古港

の活用を地域の活性化にいかにつ

なげていくか。その点を強調でき

るよう修正を加えてほしい」と述

べた。

　県は、第２回委員会の意見を反

映させ、長期構想の素案を作成。

７月のパブリックコメントや11月

に予定される第３回委員会での意

見を踏まえ、年内での長期構想の

策定を予定している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

駐車場の整備予定地

　平泉町は、東北自動車道平泉ス

マートＩＣの設置に伴い、ＩＣに

隣接して普通車換算で1100台規模

となる駐車場の整備を進めてい

る。このほど、朝田建設の施工担

当に決定。スマートＩＣについて

は、21年３月の供用が予定されて

いるが、駐車場についても同時期

の供用を目指す。

　平泉スマートＩＣは、平泉前沢

ＩＣと一関ＩＣ間に設ける計画

で、町道祇園線と接続させる。一

関ＩＣから約4.4㌔北方、平泉前

沢ＩＣから約7.1㌔南方に設置す

る。接続構造は、本線直結型のシ

ングルトランペット。一旦停止型

フルインター形式で24時間利用可

となるもので、ＥＴＣ車載器を搭

載した全車種が利用できる。現在、

本体工事が進む。

　駐車場に関しては、町内の渋滞

緩和に向けて自動車を駐車させた

後、バスなどで町内を移動するパ

ークアンドライドを狙いに整備す

る。スマートＩＣや祇園線、東北

道に囲まれた個所に設けるもの

で、駐車場の中央を佐野原祇園線

が走る形となる。

　規模は、舗装面積の換算で佐野

原祇園線の東側に１万5508平方

㍍、西側に１万6390平方㍍の計３

万1898平方㍍。駐車場内には、バ

ス停を設ける計画でいる。

　施工は、現状がほ場のため地盤

を安定させる目的で、一端地盤を

下げた後、盛土し直して舗装を実

施。加えて、水路を整備する内容

となる。今年度で進める施工は、

路床や路盤、舗装工事、水路の設

置などとなっている。

　なお、スマートＩＣのアクセス

道として、町道祇園線、町道佐野

原祇園線の整備も進む。両路線の

残る発注を見ると、祇園線は、県

道三日町瀬原線（旧国道４号）と

の接続部の改良舗装。佐野原祇園

線は、改良区間の舗装となってい

る。いずれも第２四半期の発注を

予定している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　奥州市は、江刺岩谷堂字一本松

地内の岩谷堂放課後児童クラブに

ついて、建物の増築を計画してい

る。待機児童が発生している現状

から計画したもので、２日には設

計について委託業者を選定するた

めの指名競争入札を予定してい

る。現段階の予定では、施工も今

年度実施し、来年４月に増築分の

供用を目指す。

　岩谷堂放課後児童クラブは、岩

谷堂小学校の児童が利用している

施設。東側のプールの隣接に、木

造の床面積461.24平方㍍の建物が

立地する。同校の移転事業に伴い

整備されたもので、12年度に完成

した施設となっている。

　現在、一つの支援単位当たり40

人の定員が三つ、計120人の定員

となっている。放課後児童クラブ

への入所を希望する児童が多く、

待機児童が発生している状況か

ら、増築を計画した。

　計画では、40人定員の一つの支

援単位分について増築する見通し

だ。詳細は、設計の中で固めてい

くこととなるが、公表されている

当初発注見通しでは、建築面積11

3.4平方㍍で、秋ごろの工事発注

を予定している。

奥州市・岩谷堂の児童クラブを増築

宮古港長期構想検討委員会の第２回委員会


