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県の公共事業事前評価の20年度
当初予算への反映状況は次の通
り。路線名等に続き①個所名②事
業期間③主な事業内容④総事業費
（千円）⑤総合評価⑥Ｂ／Ｃ⑦政
策等への反映状況⑧20年度予算額
―の順。
農林水産部
〈かんがい排水事業〉
▽水管理システム胆沢平野①奥
州市、金ケ崎町②20〜23年度③水
管理システム更新一式④800,000
⑤ＡＡ⑥1.11⑦事業採択⑧10,000
〈経営体育成基盤整備事業〉
▽真城西①奥州市②20〜29年度
③区画整理156.5④4,289,000⑤
ＡＡ⑥1.11⑦事業採択⑧7,000
▽北下幅中①奥州市②20〜29年
度③区画整理149.7④4,059,000
⑤ＡＡ⑥1.47⑦事業採択⑧8,000
▽鴨沢①奥州市②20〜29年度③
区画整理105.0④3,196,000⑤Ａ
Ａ⑥1.34⑦事業採択⑧5,000
▽四ツ屋①奥州市②20〜29年度
③区画整理68.1④1,908,000⑤Ａ
Ａ⑥1.13⑦事業採択⑧3,000
▽原・蟹沢①金ケ崎町②20〜25
年度③区画整理68.0④1,717,000
⑤ＡＡ⑥1.27⑦事業採択⑧3,000
▽玉里中堰①奥州市②20〜29年
度③区画整理51.9④1,664,000⑤
ＡＡ⑥1.33⑦事業採択⑧3,000
▽北下幅北①奥州市②20〜25年
度③区画整理48.8④1,404,000⑤
ＡＡ⑥1.39⑦事業採択⑧4,000
▽北下幅南①奥州市②20〜29年

補修設計が170日間となってい
る。
瀬月内橋など３橋の補修設計で
は、床版補修やひび割れ・断面補
修、支承補修などに向けた設計を
まとめる。薬師橋など２橋の補修
設計においては、ひび割れ・断面
補修や橋面補修などに伴う設計を
作成する。
対象橋梁を見ると、国道340号
瀬月内橋の橋長は57.1㍍で、橋梁
形式は２径間単純鋼Ｉ桁橋。1972
年に架設された。国道395号増子
内橋の橋長は36.0㍍。橋梁形式は
２径間単純合成鈑桁橋となってい
る。架設年は66年。瀬月内橋と増

▽坂本沢①宮古市②20〜21年度
③谷止工２基④75,000⑤Ａ⑥2.80
⑦事業採択⑧40,000
▽佐須①釜石市②19〜22年度③
谷止工６基④175,000⑤Ａ⑥3.23⑦
事業採択⑧58,101（19年度２月補
正）
▽志戸前川①雫石町②19〜27年
度③谷止工４基、山腹工1.0④7
00,000⑤Ａ⑥2.27⑦事業採択⑧50,
001（19年度２月補正）
▽湯ノ舘①盛岡市②19〜21年度
③谷止工２基④75,000⑤Ａ⑥7.75
⑦事業採択⑧40,002（19年度２月
補正）
▽和野①田野畑村②19年度③山
腹工0.16④140,000⑤Ａ⑥2.52⑦
事業採択⑧140,000
〈予防治山事業〉
▽大川目①久慈市②20年度③谷
止工１基④23,000⑤Ａ⑥17.78⑦事
業採択⑧23,000
▽駒込①遠野市②20年度③谷止
工１基④30,000⑤Ａ⑥13.65⑦事業
採択⑧30,000
▽田代①九戸村②20年度③谷止
工１基④30,000⑤Ａ⑥10.65⑦事業
採択⑧29,000
▽明後沢①奥州市②20年度③山
腹工0.23④41,000⑤Ａ⑥2.50⑦事
業採択⑧20,000
▽豊間根①山田町②20年度③谷
止工１基④30,000⑤Ａ⑥5.38⑦不
採択⑧０
（つづく）

度③区画整理113.0④3,137,000
⑤ＡＡ⑥1.43⑦事業採択⑧6,000
▽砂子①花巻市②20〜29年度③
区画整理65.5④2,266,000⑤ＡＡ
⑥1.17⑦事業採択⑧4,000
▽矢次①矢巾町②20〜25年度③
区画整理30.5④950,000⑤ＡＡ⑥
1.24⑦事業採択⑧2,000
〈農村地域防災減災事業〉
▽蒲沢①一関市②20〜22年度③
ため池改修１式④90,000⑤ＡＡ⑥
3.92⑦事業採択⑧6,000
▽鞍掛沼①一関市②20〜22年度
③ため池改修１式④125,000⑤Ａ
Ａ⑥8.03⑦事業採択⑧6,000
▽後藤横川目①北上市②19〜27
年度③管水路7.4㎞④1,420,000⑤
ＡＡ⑥1.15⑦事業採択⑧101,156
（1
9年度９月補正）
〈復旧治山事業〉
▽白浜①宮古市②20〜22年度③
谷止工３基④300,000⑤ＡＡ⑥3.11
⑦事業採択⑧80,000
▽太田名部①普代村②20〜22年
度③谷止工３基④70,000⑤Ａ⑥6.0
6⑦事業採択⑧25,500
▽杉沢①八幡平市②20〜23年度
③床固工４基、護岸工200ｍ、流
路工1100ｍ④300,000⑤Ａ⑥4.67⑦
事業採択⑧60,000
▽奥妻子①釜石市②20〜22年度
③谷止工３基④99,000⑤Ａ⑥14.99
⑦不採択⑧０
▽普代①普代村②20〜22年度③
谷止工10基④150,000⑤Ａ⑥2.86⑦
事業採択⑧24,500

県一関総務センター
県南広域振興局一関総務センタ
ーは25日付で、総合評価落札方式
で実施する二級河川津谷川筋上千
代ケ原地区ほか河川災害復旧（１
災37号、46号、47号）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
３月４日正午までに提出するこ
と。入札は12日を予定している。
▽二級河川津谷川筋上千代ケ原地
区ほか河川災害復旧
（１災37号、
46号、47号）工事（簡易２型）
施行地 一関市室根町津谷川字上
千代ケ原地内ほか
工 期 235日間
工事内容 施工延長154.1ｍ、コ
ンクリートブロック積工246
㎡、コンクリートブロック張工
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県北広域振興局二戸地域振興セ
ンターは25日付で、簡易総合評価
落札方式で実施する「一般国道34
0号ほか瀬月内橋・増子内橋・館
橋橋梁補修設計業務委託」「主要
地方道一戸葛巻線薬師橋・奥通２
号橋橋梁補修設計」を公告した。
入札参加申請書の提出期限は３月
４日正午まで。入札は10日に予定
されている。
開札は

日に行われ
る。
（関連６面）
２件の業務では、県の橋梁長寿
命化修繕計画に基づき、予防保全
型の補修設計を実施する。履行期
間は、瀬月内橋など３橋の補修設
計が200日間、薬師橋など２橋の

子内橋は、ともに軽米町内の橋梁
となる。二戸市内に位置する主要
地方道二戸九戸線の館橋は、橋長
65.5㍍の鋼単純上路式トラス橋。
78年に架設された。
主要地方道一戸葛巻線の薬師橋
と奥通２号橋は、ともに一戸町内
の橋梁。薬師橋は橋長58.1㍍のＲ
ＣＴ桁橋で、63年に架設。奥通２
号橋は橋長15.1㍍で、橋梁形式は
３径間連続単純ＲＣＴ桁橋となっ
ている。85年に架設された。
入札参加資格としては、▽土木
関係建設コンサルタント業務に登
録され、鋼構造およびコンクリー
トを申請業務としている者で、県
北広域振興局（二戸地区）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▽2009年４月１日以
降に、元請けとして橋梁補修設計
業務を受注した実績を有すること
―などを設定している。

17㎡、張芝工180㎡、土工１式、
仮設工１式
予定価格 3426万8000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、
一関地区）または沿岸広域振興
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 2020年３月４
日正午まで
入札予定日時 2020年３月12日17
時まで
開札予定日時 2020年３月13日10
時20分
………………………………………
県南広域振興局一関総務センタ
ーは25日付で、条件付一般競争入
札で実施する主・一関北上線ほか
梅木地区ほか道路災害復旧（１災
31号、32号、33号）工事など２件
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

（水曜日）

（８）

により３月４日正午までに提出す
ること。入札は12日を予定してい
る。
▽農村地域防災減災事業北照井堰
地区第12号工事
施行地 一関市厳美町字山口地内
工 期 2020年３月31日まで
工事内容 開渠工30ｍ
予定価格 552万5000円
入札参加資格 土木工事Ｃ級資格
者で、県南広域振興局（一関地
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
開札予定時間 10時40分
▽主・一関北上線ほか梅木地区ほ
か道路災害復旧（１災31号、32
号、33号）工事
施行地 一関市舞川字梅木地内ほ
か
工 期 162日間
工事内容 ［梅木地区
（１災31号）
］
施工延長21.2ｍ、植生基材吹付
工290㎡、［蕎麦沢地区（１災3
2号）］施工延長８ｍ、かご枠
工40ｍ、
［上通地区
（１災33号）
］
施工延長11ｍ、種子散布工80㎡
予定価格 973万円
（７面へつづく）

がある。2011年３月11日、東北地方太平洋沖地震に
よる津波により、鵡川、十勝川、釧路川などで河川
上流への氷の移動と堆積が観測されている。阿部ら
（2012）の調査によると、このとき流れた氷板の質

宮沢賢治の詩の中に、ザエが川を流れるという表
現がある。
「氷」または「流氷」にザエと読み仮名が
振られている。
「冬と銀河ステーション」では、土沢
（現花巻市）の冬の市のにぎわいの横で、
「流氷」で
は、雄大な雪景色の中、氷をのせて流れる川の様子
が描かれている。宮沢賢治の詩には、およそ100年
前の岩手県内の河川に氷が流れる、
（おそらく）日常
的な様子が描かれている。今年は暖冬で、山の積雪
も少ないようだ。真冬でも、盛岡市内の高松の池は
氷で閉ざされることなく、白鳥やカモが泳ぎ回る様
子を見ていると、冬季国体（1958年）でスケート会
場になった、と聞いても、
にわかには想像しがたい。
気候変動の影響か、注意力が足りないせいか、宮沢
賢治が目にしていたであろう、岩手県内の川を氷板
が流れる様子を、私は見たことがない。
一方、北海道では、氷が川を流れるのは珍しいこ
とではないようだ。それどころか、流れた氷で災害
が発生している。河川結氷した氷がとけ、破壊され
て漂流、堆積して河道閉塞を起こす。アイスジャム
（ice jam）と呼ばれている。水位を上昇させ、氾濫
被害が発生することもある。横山ら（2018）が報告
しているように、2018年３月に、アイスジャムの発
生によって、北海道内の複数個所で川の氾濫などの
被害が生じた。１名の方が亡くなっている。低気圧
の接近にともなう気温上昇と大雨が原因と考えられ
ている。
アイスジャムが起きるきっかけは、気温上昇と大
雨だけではない。海から来る津波によって結氷河川
の氷が壊されて、津波の遡上とともに移動すること

量は、鵡川で最大５〜170ｔと推定されている。北
海道では、流氷が見られるが、河川の氷だけではな
く、津波発生時は流氷も漂流物として陸上に押し寄
せるため、被害を拡大する原因の一つとなる。
今年の春は早そうだ。岩手県内では、河川を流れ
る氷を見ることはないかもしれない。それでも春先
の大雨は、雪解けとともに思いがけない水位の上昇
をもたらすことがある。気象情報、河川水位には充
分に注意をはらいたい。
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