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　昨年４月に盛岡市へ転勤してきて約１年が経ち、

新型コロナウイルスのワードを見聞きしなかった日

は無かったように思います。未だ収束が見えない中、

エッセンシャルワーカーの業務継続性が求められて

いるように、新型コロナウイルスの有無によらず着

実に老朽化が進むインフラを適切に管理していくこ

とが重要と考えています。

　さて、私事ではありますが、約15年間にわたりラ

ンニングをしています。ことさら、この５年間にお

いては、ほぼ毎朝走り続けてきました。天候の良し

悪しによらず出かける私に妻は呆れ顔であることを

付け加えておきます……。

　この１年間、盛岡市で走り続けてきて感じたこと

は、下記の３点です。

・とにもかくにも寒い

・盛岡市内近傍に生活、交通および観光インフラが

高い密度で形成されている

・地域の人がそれらのインフラを大切にしている

　寒いということは、人間の身体・体調に影響を及

ぼしますが、インフラでも同様です。例えば、私た

ちが最も接する機会が多いと言っても過言ではない

舗装路面にあっては、厳しい寒さに晒され、そして

緩むという繰り返し作用によって大小の凹凸を発生

させ、車の乗り心地が低下し、歩行者の転倒等のリ

スクを増大させる可能性があります。機械を用いた

除雪作業が繰り返されると雪は排除されますが、そ

れと同時に舗装表面が削られるなど自らの身体を痛

めることになります。また、コンクリートにあって

も、材料を形成する石が傷み、どんどん自らの身体

を細めてしまいます。すなわち、寒いということは

人間にとってもインフラにとっても非常に厳しい条

件となり得ることは間違いありません。

　一方、都市インフラのみならず、多様なインフラ

が盛岡市内には形成されていて、飽きのこない素晴

らしい環境と感じます。例えば、融雪歩道は町中に

きめ細かく整備され、雫石川、北上川および中津川

など河川に架かる橋はいくつもあります。そして、

盛岡城跡、内丸など歴史的に価値のある素晴らしい

観光インフラと町中の距離感も魅力と思います。

　そして私が最も感銘を受けたのが、地域の人たち

が持つインフラを大切にしようとする行動です。ラ

ンニングをしている時によく見かけるのが、団体活

動、個人的活動などで、歩道のゴミ拾い、堤防の草

刈り、橋の排水ますの清掃などを行っている人たち

です。推測ですが、岩手内陸地域で多くの河川に囲

まれている地域がゆえに人流・交流が地域経済に与

える影響は計り知れず、だからこそインフラを大切

にし、一定の敬意を払うということが自然にできて

いると感じます。前述した厳しい寒さに晒される過

酷な条件下のインフラにとって、こうした活動は寿

命を伸ばすことにつながる素晴らしいものと考えま

す。

　このように盛岡でのランニングを通じて、近傍の

インフラとそこに住む人たちを見て、私自身が適切

に管理していくことの使命を益々強く感じた次第で

す。また、利用される人たちがインフラを大切にす

るという気持ち・具体的行動は、管理する立場とし

ては大きな悦びであり、業務にあたる姿勢にも確実

に良い刺激を与えてくれるものと確信します。私は、

このような相互関係がきっと今後の維持管理の中で

重要な概念になると考え、この地で業務に励んでい

く所存です。
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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１日付で、条件付一般競争

入札で実施する森林管理道平根線

（第４工区）法面工事を公告した。

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。

▽森林管理道平根線（第４工区）

法面工事

施行地　大船渡市三陸町越喜来地

内

工　期　161日間

工事内容　延長330ｍ、幅員4.0ｍ、

法面工2226.3㎡、標識工１式、

路盤工154.4㎡

予定価格　2135万1000円

入札参加資格　法面処理工事資格

者で、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。吹付工に従事する技術者

および作業員の２分の１以上は

自社（連結決算会社または専ら

自社の下請けを行っている完全

協力会社を含む）雇用の者を配

置できること

参加申請書の受付　2021年６月９

日正午まで

入札予定日時　2021年６月16日17

時まで

開札予定日時　2021年６月17日13

時

………………………………………

　県沿岸広域振興局大船渡審査指

導監は１日付で、条件付一般競争

入札で実施する高田地区海岸養浜

工モニタリング調査業務委託を公

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21日を予定している。

▽高田地区海岸養浜工モニタリン

グ調査業務委託

施行地　陸前高田市高田地区海岸

期　限　2022年３月18日まで

業務内容　生物生息調査１式、測

量・観測調査１式

入札参加資格　測量業務に登録さ

れ、地上測量を申請業務として

いる者で、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。2011年４月１日以降に、

元請けとして深浅測量の受注実

績を有すること

参加申請書の受付　2021年６月９

日正午まで

入札予定日時　2021年６月21日17

時まで

開札予定日時　2021年６月22日10

時

………………………………………

県企業局　　　　　　　　　　　

　県企業局は１日付で、条件付一

般競争入札で実施する仙人発電所

取水塔・調整塔建屋補修工事を公

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。

▽仙人発電所取水塔・調整塔建屋

補修工事

施行地　西和賀町杉名畑地内

工　期　150日間

工事内容　取水塔建屋補修工事Ｓ

造、延べ面積81.09㎡一式、調

整塔建屋補修工事Ｓ造、延べ面

積27.69㎡一式

予定価格　797万5000円

入札参加資格　建築一式工事Ｃ級

資格者で、県南広域振興局（花

巻地区、北上地区）の区域に建

設業法に基づく主たる営業所を

有すること。2006年４月１日以

降に、元請けとして建築物の工

事を施工した実績を有すること

参加申請書の受付　2021年６月９

日正午まで

入札予定日時　2021年６月16日17

時まで

開札予定日時　2021年６月17日10

時

………………………………………

県警察本部　　　　　　　　　　

　県警察本部は５月31日付で、条

件付一般競争入札で実施する盛岡

西警察署滝沢中央交番庁舎新築工

事監理業務委託など３件を公告し

た。入札参加希望者は参加申請書

を10日17時までに持参により提出

すること。入札・開札は18日。

▽盛岡西警察署滝沢中央交番庁舎

新築工事監理業務委託

施行地　滝沢市土沢224番19

期　限　委託契約締結の翌日から

工事完了日14日後まで

業務内容　盛岡西警察署滝沢中央

交番庁舎新築に係る工事監理業

務委託。延べ面積：庁舎182.59

㎡、車庫20.96㎡、自転車置場7.

92㎡、主要構造：庁舎Ｗ－２、

車庫Ｓ－１、自転車置場Ｓ－１

入札参加資格　建設関連業務競争

入札参加資格者名簿の建築関係

建設コンサルタント業務に登録

され、意匠を申請業務としてい

る者で、盛岡広域振興局の所管

区域に本店または営業所（岩手

県内に本店を有するものに限

る）を有すること。2011年４月

１日以降に、元請けとして、建

築物に係る新築工事、改築工事

または増築工事の設計業務また

は工事監理業務を受注した実績

を有すること

開札時間　10時

▽盛岡西警察署西山駐在所庁舎新

築工事監理業務委託

施行地　雫石町長山梍１－11

期　限　委託契約締結の翌日から

工事完了日14日後まで

業務内容　盛岡西警察署西山駐在

所庁舎新築に係る工事監理業務

委託。延べ面積：庁舎103.51㎡、

車庫20.96㎡、主要構造：庁舎

Ｗ－１、車庫Ｓ－１

入札参加資格　建設関連業務競争

入札参加資格者名簿の建築関係

建設コンサルタント業務に登録

され、意匠を申請業務としてい

る者で、盛岡広域振興局の所管

区域に本店または営業所（岩手

県内に本店を有するものに限

る）を有すること。2011年４月

１日以降に、元請けとして、建

築物に係る新築工事、改築工事

または増築工事の設計業務また

は工事監理業務を受注した実績

を有すること

開札時間　10時30分

▽岩手警察署葛巻駐在所庁舎新築

工事監理業務委託

施行地　葛巻町葛巻第18地割22－

８

期　限　委託契約締結の翌日から

工事完了日14日後まで

業務内容　岩手警察署葛巻駐在所

庁舎新築に係る工事監理業務委

託。延べ面積：庁舎145.72㎡、

物置2.81㎡、主要構造：庁舎Ｗ

－１、物置Ｓ－１

入札参加資格　建設関連業務競争

入札参加資格者名簿の建築関係

建設コンサルタント業務に登録

され、意匠を申請業務としてい

る者で、盛岡広域振興局の所管

区域に本店または営業所（岩手

県内に本店を有するものに限

る）を有すること。2011年４月

１日以降に、元請けとして、建

築物に係る新築工事、改築工事

または増築工事の設計業務また

は工事監理業務を受注した実績

を有すること

開札時間　11時

▼以上３件

参加申請書の提出　2021年６月10

日17時まで

入札・開札月日　2021年６月18日

………………………………………

盛岡市　　　　　　　　　　　　

　盛岡市は１日付で、公募型プロ

ポーザル方式で実施する盛岡市好

摩地区公民館・盛岡市役所玉山総

合事務所巻堀出張所建替事業を公

告した。参加表明書の提出期限は

14日16時。技術提案書の提出は、

24日16時までとなっている。

▽盛岡市好摩地区公民館・盛岡市

役所玉山総合事務所巻堀出張所

建替事業

施行地　盛岡市好摩字野中69番地

48

期　限　2021年12月17日まで（設

計業務）、2022年11月30日まで

（工事施工業務）、2022年12月31

日まで（工事監理業務）

予定する施設の概要　[延床面積]

510.00㎡～583.00㎡（渡り廊下

含む）[機能]公民館および出張

所機能を有し、体育館と接続す

る複合施設とする。なお新施設

は、旧施設の避難所機能を引き

継ぎ、指定緊急避難場所及び指

定避難所となる予定である。（体

育館も指定緊急避難場所及び指

定避難所）[構造・階数]木造平

屋建を想定するが、構造につい

ては提案内容により変更可能で

ある

業務の内容　新施設建築工事、関

連して必要となる旧施設および

体育館改修工事に係る設計業

務、工事施工業務および工事監

理業務を行う

上限提案額　設計業務、工事施工

業務、工事監理業務の提案上限

額の合計は２億4016万1000円

（消費税及び地方消費税を含む）

とする

参加者の資格要件　事業に参加す

る単独企業またはコンソーシア

ムの構成員は参加表明書の提出

日において、次に掲げる要件を

全て満たすものとする。［設計

企業および工事監理企業］建築

関係コンサルタント甲の者。20

06年４月１日以降現在までに、

木造建築物（延床面積300㎡以

上）の設計を行った実績を有す

ること。建築士法第23条の規定

に基づく一級建築士事務所の登

録を行っていること。次に掲げ

る基準を満たす者を管理技術者

として配置できること（①一級

建築士または計画建物規模や用

途に応じた資格②参加する者に

特に期間を限定することなく雇

用されている者③工事施工業務

における監理技術者と兼務しな

いこと）［施工企業］建築一式

工事甲Ａの者。2006年４月１日

以降現在までに、木造建築物（延

床面積300㎡以上）の新築工事

を元請けとして施工した実績を

有すること。建築工事業につい

（７面へつづく）


