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　私の地元は岩手県大船渡市です。北は五葉山、東

～南は太平洋に面し、とても自然豊かな場所です。

皆さんにも、自然が身近に感じる場所と言われて、

思い浮かべる風景があるのではないでしょうか。

　では、こんなことを考えたことはありますか？

　　―今の風景は、どうやってできたのだろう？

　今はネット検索すれば答えが分かります。一方、

答えを自分の五感で知ることができる、とっておき

の場所があります。それが「ジオパーク」です。

　ジオパークは、某テーマパークのような施設では

ありません。一言で言えば、五感をフルに使って楽

しめる、見どころ満載の「地球の公園」です。

　岩手には「三陸ジオパーク」があります。そのエ

リアは、青森県八戸市から宮城県気仙沼市までの沿

岸16市町村と、日本最大です。その広さの分、見ど

ころ（サイト）も多く、岩手県内だけでも何十カ所

もあります。サイトは「ジオ（地形・地質）」「自

然」「文化」の分野に区分され、中には複数の分野

を含むサイトもあります。

　私の地元は三陸ジオパークの中にあります。そし

て、私自身、三陸ジオパーク関連の団体で活動して

います。そのため、皆さんに三陸ジオパークに足を

運んでもらい、体感してほしい気持ちがあります。

　そこで、「仮に」「もし」行くとした場合の、行く

場所のヒントを挙げていきます。

　ヒントの一つとして、三陸ジオパークの特徴が挙

げられます。特徴は大きく五つにまとめられます。

①５億年の多様な大地

　三陸は約５億年前から現世までの岩石・地層をほ

ぼ全て見られる、日本でも貴重な地域です。

②リアスの恵みとテラスの営み

　南部のリアス海岸では養殖業、北部の高位段丘で

は酪農が盛え、多くの特産品が生まれました。

③オンリーワンの生態系

　地質的に特異な早池峰山の他、三陸特有の「やま

せ」により、他にはない生態系が見られます。

④豊かな地下資源

　近世では三陸の鉱山資源が日本を支えました。ま

た、三陸産の金が中尊寺金色堂に使用された、と

も言われています。

⑤大津波の歴史と共生

　三陸はこれまで何度となく津波に襲われ、その度

復活してきました。その歴史が感じられます。

　もう一つのヒントは、「おいしいものが食べたい」

「迫力のある景色が見たい」など、自分の興味のあ

ることが挙げられます。そして、次に「どうして？

（おいしいのか、このような景色なのか、など）」

と考えることです。そのヒントや答えは、ガイドの

方や、ジオパーク内に点在する拠点施設の方々が知

っています。それを知ると、今まで見えていた風景

が少し違ったものに感じるかもしれません。

　今すぐは無理ですが、機会があれば、ぜひ三陸ジ

オパークへ「体感」しに来てほしいです。

［参考図書：三陸ジオパークガイドブック（三陸ジ

オパーク推進協議会）］

沖《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県大船渡審査指導監　　　　　　

　県沿岸広域振興局大船渡審査指

導監は11日付で、総合評価落札方

式で実施する森林管理道甫嶺線

（第２工区）開設工事を公告した。

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19日正

午までに提出すること。入札は６

月２日を予定している。

▽森林管理道甫嶺線（第２工区）

開設工事（簡易２型）

施行地　大船渡市三陸町綾里字小

石浜地内

工　期　2022年３月１日まで

工事内容　林道開設135ｍ、幅員4

.0ｍ、林道土工１式、路盤工20

8.5㎡、第１号補強土壁工79.88

ｍ、防護柵工39.0ｍ、標識工１

式、排水構造物工50.6ｍ、仮設

工１式

予定価格　5996万7000円

入札参加資格　土木工事Ｂ級資格

者で、県南広域振興局（本局、

花巻地区、一関地区）、沿岸広域

振興局（本局、大船渡地区）の

区域に建設業法に基づく主たる

営業所を有すること

参加申請書の受付　2021年５月19

日正午まで

入札予定日時　2021年６月２日17

時まで

開札予定日時　2021年６月３日13

時

………………………………………

　県沿岸広域振興局大船渡審査指

導監は11日付で、簡易総合評価落

札方式で実施する後ノ入地区治山

測量設計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19日正午

までに提出すること。入札は31日

を予定している。

▽後ノ入地区治山測量設計業務委

託（簡易２型）

施行地　大船渡市赤崎町字後ノ入

地内

期　限　128日間

業務内容　測量業務1.0式、設計

業務1.0式

入札参加資格　次のアおよびイの

要件を満たす者で、沿岸広域振

興局（大船渡地区）の区域に本

店または営業所（岩手県内に本

店を有する者の営業所に限る）

を有すること。ア・測量業務に

登録され、地上測量を申請業務

としていること。イ・土木関係

建設コンサルタント業務に登録

され、森林土木を申請業務とし

ていること。2011年４月１日以

降に、元請けとして地上測量お

よび治山施設等整備実施設計業

務を受注した実績を有すること

参加申請書の受付　2021年５月19

日正午まで

入札予定日時　2021年５月31日17

時まで

開札予定日時　2021年６月１日10

時

………………………………………

奥州市財政課　　　　　　　　　

　奥州市財政課は、要綱東部地区

６号線道路改良舗装工事の見積も

り合わせを通知した。見積もりは

13日に行われる。

▽要綱東部地区６号線道路改良舗

装工事

施行地　奥州市水沢佐倉河字石橋

地内ほか

工　期　72日間

見積日時　2021年５月13日10時15

分

………………………………………

釜石市財政課　　　　　　　　　

　釜石市財政課は10日付で、条件

付一般競争入札の鈴子広場復旧整

備（解体・撤去）工事を公告した。

申請書の提出期限は17日17時。入

札は20日を予定している。

▽鈴子広場復旧整備（解体・撤去）

工事

施行地　釜石市鈴子町35番１

工　期　2021年８月31日限り

工事内容　構造・規模：トイレ・

野外ステージ　計58.03㎡　他

工作物の建築、電気、機械設備

の解体工事一式

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Ｃ級お

よび「土木」工事Ｃ級のいずれ

かであること

申請書の提出期限　2021年５月17

日17時

入札予定日時　2021年５月20日９

時30分

………………………………………

宮古市契約管財課　　　　　　　

　宮古市契約管財課は11日付で、

条件付一般競争入札で実施する八

木沢川の１外河川改修工事など３

件を公告した。入札書類の到着期

限は24日。

▽仲組漁港（本港地区）船揚場維

持補修工事

施行地　宮古市重茂第27地割地内

工　期　94日間

工事内容　施工延長Ｌ＝16ｍ、構

造物撤去工Ｎ＝１式、排水構造

物工（鋼製グレーチング設置Ｎ

＝16組）

予定価格　198万6000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

簿の土木工事に市内業者として

登録されている者で、次のいず

れかに該当する者。土木一式工

事に係る経営事項審査の総合評

定値が780点未満であること。

土木一式工事に係る経営事項審

査の総合評定値が780点以上

で、かつ、土木工事に係る主観

点が70点以上であること

開札時間　13時30分

▽八木沢川の１外河川改修工事

施行地　宮古市八木沢４丁目地内

外

工　期　196日間

工事内容　【八木沢川の１】施工

延長Ｌ＝20ｍ、法面工（種子散

布Ａ＝20㎡）、法覆護岸工（かご

マット（多段積型）Ａ＝40㎡）、

仮設工（土留・仮締切工Ｎ＝１

式）、【松山川の１】施工延長Ｌ

＝25ｍ、法面工（種子散布Ａ＝

50㎡）、法覆護岸工（かごマット

（多段積型）Ａ＝88㎡）、仮設工

（土留・仮締切工Ｎ＝１式）、【金

浜の１】施工延長Ｌ＝20ｍ、法

覆護岸工（大型土のうＮ＝40

個）、【金浜の２】施工延長Ｌ＝

15ｍ、法面工（種子散布Ａ＝15

㎡）、法覆護岸工（かごマット（多

段積型）Ａ＝60㎡）、【馬越の１】

施工延長Ｌ＝35ｍ、法面工（種

子散布Ａ＝35㎡）、法覆護岸工

（かごマット（多段積型）Ａ＝

93㎡）、仮設工（水替工Ｎ＝１

式）、【根井沢の１】施工延長Ｌ

＝40ｍ、法覆護岸工（コンクリ

ートブロック積Ａ＝22㎡、かご

マット（多段積型）Ａ＝60㎡）、

仮設工（土留・仮締切工Ｎ＝１

式）

予定価格　2319万4000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

簿の土木工事に市内業者として

登録されている者で、次のいず

れかに該当する者。土木一式工

事に係る経営事項審査の総合評

定値が780点未満であること。

土木一式工事に係る経営事項審

査の総合評定値が780点以上

で、かつ、土木工事にかかる主

観点が30点以上であること

開札時間　13時50分

▽宮古市立図書館昇降機改修工事

施行地　宮古市宮町三丁目地内

工　期　195日間

工事内容　既存昇降機撤去Ｎ＝１

台（積載750㎏（定員11名））、

昇降機新設Ｎ＝１台（積載750

㎏（定員11名））

予定価格　2022万円

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

簿の機械設備工事に市内業者、

準市内業者および県内業者とし

て登録されている者―など

開札時間　14時10分

▼以上３件

入札書類の到着期限　2021年５月

24日

開札月日　2021年５月25日

………………………………………

山田町財政課　　　　　　　　　

　山田町財政課は11日付で、条件

付一般競争入札で実施する町道織

笠・新田線道路改良工事を公告し

た。入札書類の到着期限は24日。

▽町道織笠・新田線道路改良工事

施行地　山田町織笠地内

工　期　128日間

工事内容　施工延長47.3ｍ、側溝

工41ｍ、集水桝１カ所、舗装版

取壊44㎡、アスファルト舗装工

206㎡

入札参加資格　次の条件を全て満

たしていること。①同町の2019

・20年度町営建設工事請負資格

者名簿の「土木工事」に登載さ

れている者。②次のいずれかに

該当する者。ア・町内業者また

は準町内業者であって、資格者

名簿における「土木工事」の総

合点が800点未満の者。イ・宮

古市、大槌町または釜石市に主

たる営業所を有する者であっ

て、資格者名簿における「土木

工事」の総合点が700点未満の

者

入札書類の到着期限　2021年５月

24日

開札日時　2021年５月25日10時

………………………………………

釜石港湾事務所　　　　　　　　

　東北地方整備局釜石港湾事務所

は４月30日付で、一般競争入札で

実施する久慈港灯浮標整備工事な

ど２件を公告した。入札参加希望

者は申請書を電子入札システムに

より、14日16時までに提出するこ

と。入札締切は28日正午。

▽久慈港湾口地区防波堤被覆工事

（施工能力評価型Ⅱ型、施工体

制確認型）

施行地　久慈市久慈港港内

工　期　2021年12月17日まで

工事内容　被覆・根固工１式

入札参加資格　東北地方整備局

「港湾土木工事」Ｂ等級。2006

年４月１日以降に元請けとし

て、完成・引き渡しが完了した

同種工事【被覆ブロックまたは

消波ブロックを製作した工事】

の施工実績を有すること。岩手

県内に建設業法に基づく本社

（本店）、支店または営業所が所

在すること

開札時間　10時

▽久慈港灯浮標整備工事（施工能

力評価型Ⅱ型、施工体制確認型）

施行地　久慈市久慈港港内

工　期　2022年２月18日まで

工事内容　撤去・設置工１式、整

備工１式

入札参加資格　東北地方整備局

「港湾土木工事」ＢまたはＣ等

級。2006年４月１日以降に元請

けとして、完成・引き渡しが完

了した同種工事【海上施工を伴

う工事】の施工実績を有するこ

と。岩手県内に建設業法に基づ

く本社（本店）、支店または営業

所が所在すること

開札時間　13時30分

▼以上２件

申請書の提出　2021年５月14日16

時まで

入札締切　2021年５月28日正午

開札月日　2021年６月22日

………………………………………

岩手南部森林管理署　　　　　　

　東北森林管理局岩手南部森林管

理署は４月23日付で、一般競争入

（７面へつづく）


