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県企業局
県企業局は23日付で、条件付一
般競争入札で実施する第一北上中
部工業用水道（旧第三工水）
３号、

４号配水ポンプ補修工事を公告し
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７
月１日正午までに提出すること。
入札は８日を予定している。
▽第一北上中部工業用水道（旧第
三工水）３号、４号配水ポンプ
補修工事
施行地 北上市北工業団地地内
工 期 2021年３月15日まで
工事内容 配水ポンプ補修２台
予定価格 351万4000円
入札参加資格 機械設備工事資格
者で、岩手県内に建設業法に基
づく主たる営業所を有するこ
と。2005年４月１日以降に、元
請けとして、水道施設（工業用
水道・上水道・下水道）の機械
設備の据付工事（新設、更新ま
たは補修工事に限る）を施工し
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県大船渡地域振興センター
県沿岸広域振興局大船渡地域振
興センターは23日付で、総合評価
落札方式で実施する森林管理道鎌
峯沢線（第１工区）改築工事など
４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により７月
１日正午までに提出すること。入
札は８日（１件）
、
15日（３件）を
予定している。
▽大船渡漁港災害復旧（23災県第
675号臨港道路）工事（簡易２
型）
施行地 大船渡市末崎町地内
工 期 91日間
工事内容 延長120.3ｍ、幅員6.0
（9.27）ｍ、表層工1330㎡、上
層路盤工1330㎡、下層路盤工13
30㎡
予定価格 1033万1000円
入札参加資格 舗装工事Ｂ級資格
者で、県南広域振興局（本局、
一関地区）
、
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。アスファルトフィニッシャ
ーのオペレーターは、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
入札予定日時 2020年７月８日17
時まで
開札予定日時 2020年７月９日13
時
▽森林管理道鎌峯沢線
（第１工区）
改築工事（簡易２型）
施行地 陸前高田市矢作町字的場
地内
工 期 2021年３月15日まで
工事内容 延長560ｍ、
幅員4.0ｍ、
林道土工１式、
路面工1973.4㎡、
法面工１式、排水構造物工291.
8ｍ、構造物撤去工１式、防護
柵工23.0ｍ、標識工１式、土場
施設工１式
予定価格 6334万8000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、
花巻地区、
北上地区、
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
▽大船渡漁港海岸高潮対策（細浦
地区防潮堤その４）工事（簡易
２型）
施行地 大船渡市末崎町地内
工 期 184日間
工事内容 防潮堤18.2ｍ、陸閘躯
体１基
予定価格 4603万円
入札参加資格 土木工事Ａ級また
は土木工事Ｂ級資格者で、岩手
県内に建設業法に基づく主たる
営業所を有すること。復興ＪＶ
参加可
▽森林管理道甫嶺線（第２工区）
開設工事（簡易２型）
施行地 大船渡市三陸町越喜来字
西甫嶺地内
工 期 2021年３月15日まで
工事内容 林道開設460ｍ、幅員4
.0ｍ、林道土工１式、アスファ
ルト舗装工1863.8㎡、法面工94
7.1㎡、防護柵工34ｍ、標識工
１式、排水構造物工573.4ｍ、
構造物撤去工0.7㎥、取付道路
工34.5㎡、仮設工１式、附帯工
１式
予定価格 5208万2000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、
北上地区、
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
※以上３件
入札予定日時 2020年７月15日17
時まで
開札予定日時 2020年７月16日13
時
▼以上４件
参加申請書の受付 2020年７月１
日正午まで
………………………………………
県沿岸広域振興局大船渡地域振
興センターは23日付で、条件付一
般競争入札で実施する臨港道路永
浜・山口幹線２号線道路整備（そ
の４）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７月１日正午ま
でに提出すること。入札は８日を
予定している。
▽臨港道路永浜・山口幹線２号線
道路整備（その４）工事
施行地 大船渡市赤崎町字山口地
内
工 期 92日間
工事内容 施工延長291.2ｍ、舗
装工2515㎡、区画線工1150ｍ
予定価格 1145万9000円
入札参加資格 舗装工事Ｂ級資格
者で、県南広域振興局（本局、
一関地区）
、
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。アスファルトフィニッシャ
ーのオペレーターは、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 2020年７月１
日正午まで
入札予定日時 2020年７月８日17
時まで
開札予定日時 2020年７月９日13
時
………………………………………
県沿岸広域振興局大船渡地域振
興センターは23日付で、簡易総合
評価落札方式で実施する広田漁港
水産生産基盤整備（護岸ほか）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７月１日正
午までに提出すること。入札は13
日を予定している。
▽広田漁港水産生産基盤整備（護
岸ほか）測量設計業務委託（簡
易２型）
施行地 陸前高田市広田町字後浜
地先ほか
期 限 110日間
業務内容 基本設計１式、実施設
計１式、汀線測量0.26㎞
入札参加資格 次のア〜ウの要件
を満たしていること。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に登
録され、水産土木を申請業務と
していること。ウ・岩手県内に
本店または営業所を有するこ
と。2010年４月１日以降に、元
請けとして次に掲げるアおよび
イの業務の受注実績を有するこ
と。ア・基準点測量、イ・外郭
施設設計
参加申請書の受付 2020年７月１
日正午まで
入札予定日時 2020年７月13日17
時まで
開札予定日時 2020年７月14日10
時
………………………………………

た実績を有すること
参加申請書の受付 2020年７月１
日正午まで
入札予定日時 2020年７月８日17
時まで
開札予定日時 2020年７月９日10
時
………………………………………
奥州市財政課
奥州市財政課は、悠悠館電話交
換機改修工事など３件を指名通知
した。入札、見積もりは25日に行
われる。
▽悠悠館電話交換機改修工事
施行地 奥州市胆沢南都田字大持
地内
工 期 2020年12月20日
入札時間 ９時30分
▽江刺愛宕小学校空調設備設置工
事

（水曜日）

（８）

施行地 奥州市江刺愛宕字西下川
原地内
工 期 30日間
見積時間 ９時45分
▽江刺東中学校空調設備設置工事
施行地 奥州市江刺玉里字後沢地
内
工 期 30日間
見積時間 10時
▼以上３件
入札・見積月日 2020年６月25日
………………………………………
釜石市財政課
釜石市財政課は22日付で、釜石
鵜住居復興スタジアムフェンス設
置工事など条件付一般競争入札２
件を公告した。申請書の提出期限
は29日17時。入札は７月２日を予
定している。
（７面へつづく）

和、平成の地図（古地図）
が利用可能なことにある。
防災を考える上でまず重要なのが、自宅や勤務先
岩手県で利用できるのは盛岡市と沿岸市町村のみで
周辺の災害リスクを知ることである。それには、自
あるが、地形改変の激しい都市周辺においては、過
分達が生活を営む土地に刻まれた災害の痕跡、つま
去の土地利用や状況を知る上で貴重な手がかりとな
り地形の成り立ちを確認するのがよい。そこで、誰
る。もう一つは、東日本大震災や2016年台風10号11
でも簡単に地形を確認できるスマートフォン用アプ
号をはじめ、北海道胆振地震、御嶽山噴火などの国
リ「スーパー地形」を紹介したい。
土地理院が災害時に撮影した空中写真を利用できる
スーパー地形は、杉本智彦氏が個人で開発してい
ことである。このように、スーパー地形は、地形の
る登山者向けのパソコン用地図ソフト「カシミール
持つ歴史をも可視化してくれるアプリとも言い換え
３Ｄ」のスマートフォン版である。この有料のアプ
ることができる。
リは、山岳地形はもちろんのこと、沖積平野などの
岩手県も梅雨入りし、豪雨災害への警戒が必要な
微小な起伏でも地形を立体的に示した地図を表示す
時期に入った。これを機会に「自分がどういうとこ
ることができる。もちろん、無料で利用できるGo
ろに住んでいて、そこは昔何に使われていた土地だ
ogle MapsやYahoo!地図などを使っても陰影付きの
ったのか」
、
地形に刻まれた災害の爪痕を確認してみ
地形図を表示することはできるが、これらの地図ア
てはいかがだろうか。
プリでは、扇状地谷口の形状や平野部の微高地など
を見分けるのは難しい。
※いわて防災学教室のバックナンバーは、岩手大学
私にとっては、地形図をただ眺めているだけで充
地域防災研究センターのホームページ「公開情報」
分に楽しいのだが、さらに、このアプリが便利なの
で閲覧できます。
は、オンラインで公開されている各種地図データを
現在の地形に重ね合わせて表示できることにある。
地形図に重ねられる地図
には、国土地理院地図、
シームレス地質図、都市
活断層図、火山地質図、
土地条件図、治水地形分
類図などがあり、その他
にも、空中写真や各種ハ
ザードマップなども利用
できる。これらの地図と
地形を重ね合わせること
で、地形と自然災害の関
係を簡単に視覚化するこ
とができ、多面的に検証
スーパー地形 発売元：SUG
岩手大学周辺の地形 左はスーパー地形デー
することができる。
IMOTO Tomohiko iOS版 無料
タ、右はGoogle Maps(地形)。左図の方が、河
さらに、スーパー地形
（App内課金、機能制限解除980
川に沿って分布する階段状の台地地形や丘陵
には特筆すべき点が二つ
円）、Android版 無料（アプリ
地の谷筋が明瞭である
ある。一つは、明治、昭
内課金、機能制限解除750円/年）

