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　二人の子供はとうに小学校を卒業したというの

に、その当時とっていた「朝日小学生新聞」を今も

愛読している。購読を継続している理由は二つある。

一つ目は、50年間で１万6200回を超える連載を重ね、

ギネス世界記録となった泉昭二さんの四コマ漫画

「ジャンケンポン」を毎朝見て楽しむことが習慣と

なってしまったこと。二つ目は、朝日新聞の一面コ

ラム「天声人語」の朝日小学生新聞版ともいえる「天

声こども語」によって基礎知識の大切さを再認識で

きる機会が得られることである。

　2020年６月20日土曜日に掲載された天声こども語

にこんな記事が紹介されていた。犬や猫が人の言葉

を分かったり動物の言いたいことが言葉になったり

する装置が14年後には実用化されることが科学技術

白書で紹介されているというのである。犬や猫とじ

ゃれ合いながら会話を楽しめる瞬間がそこまで来て

いる。朝のストレッチ中に「にゃん」と言って横を

通り過ぎる我が家の２歳になる愛猫“はる”との会

話も、遠くない将来に実現しそうである。

　一方、「にゃん」とも「ワン」とも言わないコンク

リートとの会話は、14年後でも実現しそうにない。

圧縮強度は大きいものの、引張強度が圧縮強度の１

/10から１/13しかないために、コンクリート内で生

じる引張応力が容易に引張強度を上回りひび割れが

生じやすくなるのがコンクリートの宿命である。土

木構造物には「温度ひび割れ」が、建築構造物には

「乾燥収縮ひび割れ」が生じやすい。ひび割れを出

ないようにする対処法は幾つかあるものの、物言わ

ぬコンクリートと会話をすることが出来れば、その

対処法もより効果のあるものになるのではないだろ

うか。

　コンクリートの配合はこうで、養生を含めた施工

はこうなるので、ひび割れは出るだろうかと、人か

らコンクリートに事前に尋ねる。コンクリートはこ

れに応えて、たとえばこの暑い時期に湿潤養生期間

をもう少し長くしてもらえれば、引張応力は小さく

なるので、私（コンクリート）がもつ引張強度を上

回ることはなく、ひび割れが生じることはないだろ

う、というように。このような会話が14年後とはい

わず、20年後ぐらいまでにできれば、コンクリート

に生じるひび割れは少なくなり、建設現場の苦労も

少しは減るのではないかと、愛猫家ならぬ愛コンク

リート家は勝手な予想を立てるのである。

　残念ながら今は、このような会話が現実にできな

いからこそ、コンクリートに寄り添い、コンクリー

トが発している無言の言葉を聞き取る技量がコンク

リート技術者、中でもコンクリート診断士には要求

される。ひび割れの原因を調査するだけでなく、ひ

び割れが生じにくい方法をコンクリートに代わって

診断士が事前に提案してから施工に着手する。少な

くとも、そんな診断士が多く輩出されることを望ん

でやまない。
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　今年度は照明灯やトイレの長寿命化計画策定（写真は

水沢公園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　奥州市は、市が管理する都市公

園について長寿命化計画の作成を

進めている。今年度は、公園内の

照明灯やトイレを対象とした計画

を作成する構え。20日には、今年

度分の長寿命化計画作成業務の見

積もり合わせを予定している。（関

連７面）

　市が管理する都市公園は、計46

カ所となっている。内訳は、水沢

27カ所、江刺11カ所、前沢８カ所、

面積が101万3300平方㍍となって

いる。

　市には、今後10年程度で供用開

始後30年が経過する公園が多くな

る見通しとなっている。公園施設

の老朽化が進んでいき、適切な維

持管理が難しい状況となってくる

ことが予測される。こうしたこと

を受け、市では15年度に都市公園

の長寿命化計画についてまとめ

た。

　 年度には、国際航業に委託し、

遊具について長寿命化計画を策

定。各都市公園の遊具を点検し、

健全度を把握し、20年度から10カ

年の対応計画を定めた。

　今年度は、照明灯、トイレの長

寿命化計画を策定する。46の都市

公園のうち、照明灯やトイレ施設

を有さない３カ所を除いた43カ所

を対象にまとめる。

　対象とする43の都市公園の一覧

は、次の通り。公園名に続き、①

種別②開設年③面積－の順。

　〈水沢〉

　▽水沢公園①総合公園②1971年

③11万1000㎡▽大鐘公園①近隣公

園②1983年③1万6000㎡▽慶徳公

園①近隣公園②1994年③1万1000

㎡▽堀ノ内公園①近隣公園②2003

年③2万㎡▽睦公園①街区公園②1

971年③4000㎡▽高台公園①街区

公園②1971年③3800㎡▽水ノ口前

公園①街区公園②1975年③2000㎡

▽北野公園①街区公園②1975年③

1800㎡▽真城が丘東公園①街区公

園②1975年③3700㎡▽真城が丘西

公園①街区公園②1975年③2200㎡

▽秋葉公園①街区公園②1980年③

3000㎡▽泉公園①街区公園②1980

年③3900㎡▽太日通り東公園①街

区公園②1982年③1900㎡▽久保公

園①街区公園②1984年③3900㎡▽

向畑公園①街区公園②1985年③36

00㎡▽谷地明円公園①街区公園②

1993年③1900㎡▽太日通り西公園

①街区公園②1995年③2100㎡▽マ

イアネタウン中央公園①街区公園

②1998年③3800㎡▽マイアネタウ

ン東公園①街区公園②1999年③21

00㎡▽林前公園①街区公園②1985

年③1200㎡▽東高山公園①街区公

園②1985年③2100㎡▽桜屋敷南公

園①街区公園②1996年③1200㎡▽

桜屋敷東公園①街区公園②1996年

③1300㎡▽桜屋敷西公園①街区公

園②2006年③1900㎡▽西姉体公園

①街区公園②2011年③2700㎡▽見

分森墓園①墓園

②1973年③14万

7000㎡

　〈江刺〉

　▽大通り公園

①街区公園②19

82年③8400㎡▽

下川原公園①街

区公園②1982年

③2300㎡▽前中

野公園①街区公

園②1982年③23

00㎡▽栄町公園

①街区公園②19

79年③3100㎡▽下惣田公園①街区

公園②2002年③2000㎡▽根岸公園

①近隣公園②1982年③3万3000㎡

▽下惣田ふれあい公園（江刺カル

チュアパーク）①地区公園②2005

年③3万4000㎡▽向山公園（えさ

し藤原の郷）①総合公園②1982年

③35万㎡▽江刺中央運動公園①運

動公園②1984年③10万2000㎡

　〈前沢〉

　▽お物見公園①近隣公園②1979

年③2万800㎡▽塔ケ崎児童公園①

街区公園②1991年③2900㎡▽アス

ティ南公園①街区公園②1998年③

2500㎡▽アスティ中央公園①街区

公園②1999年③2900㎡▽鳥待小屋

公園①街区公園②1999年③2100㎡

▽粟ケ島公園①街区公園②1999年

③3700㎡▽あすか北公園①街区公

園②2012年③2500㎡▽あすか南公

園①街区公園②2012年③2100㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市街地を流れる磐井川

　一関市、東北地方整備局岩手河

川国道事務所は、磐井川沿川につ

いて観光振興による交流促進、賑

わい形成に向けた各種施設整備な

どを内容とする「一関地区かわま

ちづくり」について、国土交通省

のかわまちづくり支援制度に登録

となったことを受け、今年度、全

体計画を固めたい考え。来年度か

らは、設計などに入っていきたい

としている。

　国交省のかわまちづくり支援制

度は、河川空間とまち空間が融合

した良好な空間形成を支援する制

度。地域のニーズに対応した河川

敷地の多様な利用を可能とする

「都市・地域再生等利用区域」の

視点などを支援するソフト対策、

治水河川管理施設の整備を通じ、

まちづくりと一体となった水辺整

備を支援するハード支援を内容と

する。

　①地域の創意としての「知恵」

を活かした計画②利活用方策が地

域において明確となっている③施

設の維持管理に地域の協力が得ら

れる―を登録の条件としている。

　一関地区かわまちづくりについ

ては、３月13日付で登録となった。

一関遊水地事業や磐井川堤防改修

事業と合わせて、河川利用上の安

全・安心に係る河川管理施設の整

備を図るとともに、これらと一体

的なまちと川を結び付けた新たな

河川空間の創出と活用を推進し、

賑わいと活力あるまちづくりを目

指すことを目的として計画した。

　テーマを「ふれあい」「賑わい」

「観光振興」の三つに設定。「ふれ

あい」とは、まちの文化と川の自

然とのふれあいを、「賑わい」とは、

川の魅力を生かしまちが賑わうこ

とを、「観光振興」とはかわまちづ

くりによる観光振興を目的とする

テーマとなっている。

　ソフト面は、政策方針として回

遊性の向上にある、まちあるきの

機会の創出、各種イベント等の発

展的な開催と情報発信を進めてい

くことを計画している。ハード面

の施策方針として、①磐井川緑地

周辺エリア②要害・中里エリア③

一関水辺プラザエリア④一関遊水

地地内湛水池エリア―の四つに区

分して計画している。

　磐井川緑地周辺エリアは、街中

の水辺賑わいのエリアとして、各

種イベントの開催、まちあるきの

機会の創出による観光の活性化を

図る目的から、磐井川緑地のリノ

ベーションなどを計画している。

国の支援では、磐井川にある階段

を拡張するとともに、スロープを

左右岸に設置する計画。

　要害・中里エ

リアは、磐井川

緑地と水辺プラ

ザエリアをつな

ぐ回遊ルートと

して、散策やジ

ョギングなどの

活用を促進する

目的で、案内表

示等の設置を見

込む。国の支援

は、主に通路を

整備する計画と

なっている。

　一関水辺プラザエリアについて

は、あいぽーとと連携した水辺と

ふれあい学習や体験ができるエリ

アとしての活用を図る。国の支援

は、河川敷に船着場、自然観察地

などを整備する構想としている。

　④一関遊水地地内湛水池エリア

は、今後具体的な計画を検討して

いく構えでいるが、年間を通して

屋外スポーツなど各種イベント開

催等の利用可能な多目的広場とし

ての整備が、意見として出されて

いる。国の支援は、階段状の護岸

などを造っていく方向で計画して

いる。

　一関市は、大東町の市道砂渕線

の砂淵橋の架け替えを計画してい

る。このほど、詳細設計を菊池技

研コンサルタントに委託した。同

橋については、昨年の台風で被災

したため架け替えることとしたも

の。設計は今年度内に脱稿させ、

来年度以降に施工を実施したいと

している。

　砂淵橋は、大東町中川字篠ケ崎

地内に立地する橋梁となる。橋長

17.20㍍、全幅2.5㍍で、供用年は

不明。２径間で、上部工が鋼溶接

橋Ｉ桁（不明）、下部工が重力式橋

台・二層ラーメン橋脚の形式とな

っている。

　当初、同橋については補修を実

施する方向で計画し、前年度には

補修に向けた設計を実施した。と

ころが、昨年の台風で橋台が動く

被害が発生。補修による対応では、

使用していく上で危険性があると

判断し、急きょ架け替えることと

した。

　今年度委託する詳細設計業務

は、詳細設計や測量業務、設計業

務、地質調査、地質解析を内容と

する。新橋は橋長について現橋と

それほど大きく変わらないと見ら

れるが、規格が現在の基準に合わ

ないため、形式などは変わること

も考えられる。ボーリングを行い、

河川断面も調べ、河川管理者の県

と協議して詳細を固めることとし

ている。

　予算の状況も見ながら、来年度

以降に施工する構え。現在、橋は

応急処置を講じ使用している。現

在と同位置に架け替える想定でお

り、架け替え工事に際して、仮橋

の設置も計画している。


