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　小学４年生になる息子の夏休みの自由研究は「マ

ンホール蓋のふしぎ」。マンホール蓋に描かれている

デザインや大きさ、材質、内容を調べることが目的

であった。息子と私はコンベックスで大きさを図り

・写真を撮影した。熱中症になってもおかしくない

暑さの中で、道路上で観察している姿は、さぞかし

怪しい親子に見えたであろう。マンホール蓋はたく

さん存在し、盛岡市制130周年デザインの「さっこ

ちゃんととふっち」が自宅周辺に存在していたこと

に驚いた。多くの社会インフラが自分の生活の中に

溶け込み恩恵を受けていることを改めて感じていた

私の脇で、マンホール蓋のデザインがカッコいい！

と言っている息子に、私の気持ちが通じるはずもな

かった。

　私のインフラ魂に火がつき息子の研究を補助する

名目で、帰宅してからインターネットを調べたとこ

ろ、面白いほど多くの情報があった。全国のマンホ

ール蓋デザインの紹介をはじめ歴史、機能、耐荷重

が確認できた。あたかも自分が以前から知り得てい

たかのようにそれらの情報を息子に伝え、研究は完

成した。

　身近にある多くの社会インフラは機能を果たして

いる一方で老朽化問題が進んでいる。「最後の警告－

今すぐ本格的なメンテナンスに舵を切れ」は、平成

24年に発生した笹子トンネル天井版落下事故を踏ま

え、平成26年４月「道路の老朽化対策の本格実施に

関する提言」の冒頭文である。メンテナンス業務に

従事する私にとって大きな衝撃となった。

　建設業時代にコンクリート打設から養生の管理は

生き物を扱うほどの大変な作業であり、構造物が完

成した際は作業者全員で喜んだのを覚えている。そ

のコンクリートが凍害や塩害を受けて劣化した姿

を、コンサルタントに転身して点検業務で目の当た

りした時は、非常に悲しかった。

　メンテナンスの仕事は、かかりつけの医師に例え

られる。構造物にとって点検・診断・修繕・管理方

法により寿命も変化する。そう考えると携わった構

造物には運命を感じる。数多くある中で供用年が10

0年近い開運橋や九年橋・珊瑚橋・府金橋は特に思

い出深い。循環式ブラスト工法や主桁連結工および

高機能防水等の高耐久のメンテナンス性を考慮した

修繕工法を積極的に採用した。修繕後の状況もやは

り気になるので定期的に会いに行って状況を観察し

ている。

　適切なメンテナンスには老朽化のほか多くの課題

も存在する。30年後の2050年では総務省による生産

年齢人口予測では32％減の5000万人、国土交通省に

よるメンテナンス・更新費の推測結果では1.3倍の6.

5兆円など明るい予測傾向とは言えない。さらなる

追い打ちが地震や豪雨・台風の自然災害である。国

土交通省による１時間降水量50㎜以上の年間発生回

数は1975年に比べ2.75回／年の増加傾向を示す。

　このような背景の中、未来に健全なインフラを残

すことは容易ではない。数多くある課題の解決策は

職種の異なる連携であると考える。岩手県では技術

士会をはじめ、岩手県インフラ研究会、岩手県のコ

ンクリートを考える会などの行事が開催され新技術

や劣化・修繕の事例等の紹介によりメンテナンス技

術の向上が図られている。残念ながら今年度はコロ

ナ禍で活動自粛を余儀なくされているが、これら職

種の垣根を越えた継続活動が、きっと、いや確実に

良質なインフラを未来に残すことにつながるであろ

う。明るい未来のために！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県保健福祉部　　　　　　　　　

　県保健福祉部障がい保健福祉課

は１日付で、一般競争入札で実施

する中山の園非常電源装置改修工

事を公告した。入札参加希望者は

申請書を18日17時までに提出する

こと。入札・開札は10月１日11時。

▽中山の園非常電源装置改修工事

施行地　一戸町中山字軽井沢139

－１

工　期　150日間

工事内容　障害者支援施設中山の

園の非常電源装置の改修を行う

入札参加資格　県営建設工事競争

入札参加資格者名簿のうち、電

気設備で掲載されている業者で

あること。県北広域振興局管内

（二戸市、一戸町、軽米町、九

戸村、洋野町、久慈市、野田村、

普代村）または盛岡広域振興局

管内（盛岡市、八幡平市、滝沢

市、岩手町、葛巻町、雫石町、

矢巾町、紫波町）に本社、支店

または営業所を有していること

申請書の提出　2020年９月18日17

時まで

入札・開札日時　2020年10月１日

11時

………………………………………

県花巻空港事務所　　　　　　　

　県花巻空港事務所は１日付で、

条件付一般競争入札で実施する花

巻空港滑走路すべり摩擦係数測定

調査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９日正午まで

に提出すること。入札は16日を予

定している。

▽花巻空港滑走路すべり摩擦係数

測定調査業務委託

施行地　花巻市葛地内

期　限　120日間

業務内容　摩擦係数測定調査業務

１式、摩擦係数評価業務１式

入札参加資格　土木関係建設コン

サルタント（港湾および空港）

に登録していること。2010年４

月１日以降に、元請けとして空

港滑走路におけるすべり摩擦係

数業務の受注実績を有すること

参加申請書の受付　2020年９月９

日正午まで

入札予定日時　2020年９月16日17

時まで

開札予定日時　2020年９月17日９

時30分

（７面へつづく）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　東北地方整備局三陸国道事務所

は１日付で、一般競争入札で実施

する町中１の橋下部工復旧工事を

公告した。申請書の提出は16日午

後２時まで。入札締切は10月20日

午後２時で、開札は11月18日午前

10時に予定されている。（関連７

面）

　同橋は久慈市宇部町第３地割地

内に位置する。工事内容は、橋台

工（Ａ１橋台、Ａ２橋台）をはじ

め、法覆護岸工、構造物撤去工、

仮設工の各一式となっている。工

期は2021年３月15日まで。

　工事実施形態を見ると、総合評

価落札方式（施工能力評価型（Ⅱ

型））の適用案件となっている。

このほか、熱中症対策に資する現

場管理費の補正をする試行工事

や、国土交通省が提唱するｉ－Ｃ

ｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎに基づき

新技術を活用する工事―などにも

指定されている。

　入札参加資格は、▽東北地方整

備局「維持修繕工事」に係る一般

競争参加資格の認定を受けている

こと▽2005年４月１日以降に、元

請けとして完成・引渡しが完了し

た、コンクリート構造物の新設ま

たは撤去の施工実績を有すること

▽岩手県内に本社（本店）が所在

すること―などとなっている。

　宮古市国土強靱化地域計画の実

施計画に盛り込まれた個別事業や

取り組みは次の通り（再掲を除

く）。かっこ内は事業年度、総事業

費（単位：千円）。

　▽木造住宅耐震支援事業（20～

24年度、7,767）

　▽小中学校屋上防水等改修事業

（20～24年度、822,500）

　▽小中学校プール改築事業（20

～24年度、534,700）

　▽小中学校校舎大規模改造事業

（20～24年度、494,950）

　▽小中学校非構造部材の耐震化

事業（20～24年度、85,500）

　▽小中学校施設擁壁改修事業（2

0～24年度、510,100）

　▽市営住宅ストック改善事業（2

0～24年度、176,800）

　▽荒巻笹見内地区道路整備事業

（20年度、1,541,948）

　▽赤前４号線道路改良事業（20

年度、54,000）

　▽市街地33号線道路改良事業（2

0年度、69,000）

　▽河南高浜線道路整備事業（20

年度、1,617,000）

　▽高浜地区道路整備事業（20年

度、900,000）

　▽磯鶏金浜線道路改良事業（20

～21年度、72,000）

　▽前須賀日立浜線道路改良事業

（20～21年度、666,851）

　▽大仁田新田線道路改良事業

（桜野地区）（20～23年度、174,

570）

　▽崎山松月線道路改良事業（20

～24年度、1,048,943）

　▽新町根井沢線道路改良事業

（第１工区）（20～24年度、703,

326）

　▽金浜４号線道路改良事業（20

年度、59,218）

　▽清水線道路改良事業（20年度、

65,500）

　▽和井内地区道路改良事業（20

～25年度、445,332）

　▽近内岩船線道路改良事業（20

～23年度、400,000）

　▽松山線道路改良事業（20～24

年度、881,456）

　▽岩穴線（平片地区）道路改良

事業（21～27年度、462,000）

　▽摂待川線道路改良事業（20～

21年度、84,968）

　▽道路維持事業（20～24年度、

1,160,000）

　▽道路維持管理事業（災害防除）

（20～24年度、250,000）

　▽道路施設等長寿命化修繕事業

（20～24年度、1,174,000）

　▽長寿命化計画策定事業【公共

施設などの防災対策、維持向上】

（20年度、9,000）

　▽末広町線無電柱化推進事業（2

0～23年度、1,105,270）

　▽消防屯所等整備事業（20～24

年度、75,724）

　▽消防ポンプ自動車整備事業（2

0～24年度、220,000）

　▽小型動力ポンプ整備事業（20

～24年度、20,000）

　▽小型動力ポンプ積載車整備事

業（20～24年度、24,000）

　▽防火水槽築造事業（20～24年

度、120,000）

　▽消火栓整備事業（20～24年度、

39,000）

　▽消防団員被服整備事業（24年

度、17,670）

　▽災害時支援ネットワークづく

り推進事業（20～24年度、19,365）

　▽消防団員募集事業（20～24年

度、0）

　▽防災空地整備事業（20年度、

110,000）

　▽健康公園整備事業（20～24年

度、212,200）

　▽津波避難誘導施設整備事業（2

0～23年度、67,200）

　▽総合防災ハザードマップ作成

事業（21年度、40,000）

　▽農山漁村地域整備交付金（海

岸堤防等老朽化対策事業）（20～

21年度、5,000）

　▽河川環境整備事業（20～24年

度、165,000）

　▽浸水対策事業（20年度、5,00

0）

　▽地区防災計画作成事業（20年

度、9,500）

　▽急傾斜地崩壊対策事業（20～

24年度、60,000）

　▽宅地耐震化推進事業（20～21

年度、0）

　▽危険住宅移転事業（20年度、

8,100）

　▽携帯電話不感地域解消事業（2

0～24年度、206,505）

　▽テレビ難視聴地域解消事業（2

0～24年度、13,950）

　▽コミュニティエフエム施設保

守事業（20～24年度、33,850）

　▽防災行政無線整備事業（20～

24年度、10,132）

　▽緊急地震速報システム更新（2

2年度、20,000）

　▽広報「みやこ」「ことしはど

んな仕事をするの」発行事業（20

～24年度、183,195）

　▽コミュニティエフエム事業（2

0～24年度、50,461）

　▽自主防災組織育成強化支援事

業（20～24年度、9,000）

　▽地域防災力向上促進事業（20

～24年度、12,100）

　▽防災資機材整備事業（備蓄更

新分）（20～24年度、21,980）

　▽上水道施設整備事業（旧田老

簡水統合）（20～21年度、48,000）

　▽上水道施設整備事業（基幹改

良旧去石田代簡水）（20～21年度、

18,000）

（つづく）


