札者を 億６０００万円
億円余で大成ＪＶ
（税抜）で大成建設・大
芦野頭首工建設
旺新洋ＪＶに決定した。
老朽化などで安定性の
東北農政局は、ＷＴＯ
対象の一般競争入札した 低下により改築するもの
「十三湖農地防災事業芦 で工事は、頭首工１か所、
野頭首工建設工事」の落 制水門２か所、排水機場

舗 装 工 事で初のＩＣＴ活 用
来形管理の省力化を図っ
ていく。ＩＣＴの全面活
用が確認できれば工事成
績に反映される。
また、受注者の意志で
週休２日を選択できるも
のとする。 日まで申請書
を受け付け、 日まで確認

資料および入札書を提出。
開札は８月 日に行う。
参加資格は、アスファル
ト舗装・Ａの認定者で、
年度以降に高速自動車
道路や一般国道、都道府
県道路、市町村道路の舗
装工事の施工実績を有す

日まで申請書

事となる。
受注者の提案により、
レーザースキャナなどの
３次元測量・データによ
る設計・施工計画、ＩＣ
Ｔ建設機械による施工、
検査などの取り組みを協
議して施工の効率化、出

織 笠 地 区
改良舗装工事
東北地方整備局三陸国
道事務所は５日、「織笠
地区改良舗装工事」を一
般競争入札で公告した。
初のＩＣＴ舗装工を活
用。舗装工３０００平方
㍍以上１万平方㍍未満の
施工者希望Ⅱ型の対象工

大学アーバンキャンパス計画

年４月に本体着工へ

仙台市立
病院跡地
学校法人東北学院は、
東北学院大学アーバンキ
ャンパス計画の柱となる
旧仙台市立病院跡 地を
活用した五橋キャンパス
の整備スケジュー ルを
発表した。
年２月に基本設計を
終え、 年２月までに実 １万７９７７・ 平方㍍。
施設計を完了。 年 月 ホール棟（地下１階地上
から 年 月までに旧仙 ３ 階 建 延約５２００平
台市病院の解体 工事を 方㍍）、講義棟（地下１
行う。 年４月に本体工 階地上７階建延約１万６
事着手し、 年３月竣工、 ７００平方㍍）、高層棟
年４月の供用 を予定 （ 階建延約１万７６０
する。
０平方㍍）、研究棟（地
下１階地上９階建延約１
万８５００平方㍍）、カ
フェ棟（２階建延約３０
０平方㍍）の５棟、総延
約５万８７３０平方㍍を
建設する。
ホール棟には、市民が
利用できる多目的ホール
約９８０席も整備、キャ
ンパスのランドマークと
なる高層棟にはレストラ
ン（最高階）や図書館を

配置する。
本部を置く土樋、五橋
キャンパスには、現在の
泉、多賀城キャンパスの
学部を移設し、約１万２
０００人の学生が集 う
キャンパス拠点とし、研
究発表や公開講座な ど
広く市民へ開放する ほ
か、地下鉄五橋駅と直結
させることで、市民 の
オープンスペースと し
て まちづくりにも貢 献
する。
移転後の泉キャンパス
は、既存のスポーツ施設
・設備を維持・拡充し、
体育系課外活動の場とし
て活用。多賀城キャンパ
スは、跡地の有効活用を
検討する。

６か所、幹線用水路 ㌔、
労働災害防止へ
幹線排水路 ㌔、管理棟
安全化対策セミナー
などを整備する。
工事場所は、青森県つ
宮 建 協 ら
がる市稲垣町下繁田川袋
宮城県建設業協会（千
島地先ほか。工期は 年
葉嘉春会長）、宮城県土木
３月 日まで。
施工管理技士会（廣谷秀
男会長）と東日本保証宮
城支店（吉村浩支店長）の
主催による「繰り返し発
生する労働災害防止とバ
ックホウ作業の本質安全
化対策セミナー」が６月
日、仙台市の宮城県建
設産業会館で開かれた。
会員企業の社員ら 人
が参加。講師の高木元也
建設経営サービス提携講
師は、 年間にわたる土
木現場での体験や最近の
災害事例などを交えなが
ら、
「なぜ同じ災害が繰り
返されるのか、悔しい思

ること。
工事内容は、盛土工４
０１０立方㍍、法面（除
草）工１式、プレキャス
ト擁壁工Ｌ ㍍、プレキ
ャストカルバート工Ｌ
㍍、アスファルト舗装工
９０００平方㍍、排水構
造物１式、防護柵１式、
構造物撤去１式、仮設工
１式を施工する。
工事場所は、岩手県山
田町織笠第 地割～同第
地割地内。工期は 年
月 日まで。

仙台市都市整
備局と建設局発
注による第１回
優良建設関連委
託業務表彰が４
日、市役所内で
開かれ、６社の
代表者と担当管
理技術者を表彰
した。
同制度は、建
設関連業務の品
質向上を図る目的で今年
度に創設。 年度に完了
した建設関連業務１２８
件のなかから、業務成績
が特に優れ、他の模範と
なる企業と管理技術者を
表彰した。
鈴木三津也都市整備局
長は「皆さんは、仙台の

都市づくりの屋台骨を支
える重要な業務を担って
いる。受賞をきっかけに
より良いインフラ整備に
引き続き協力をお願いし
たい」、村上貞則建設局
長は「市民の安全・安心
のためコンサル、建設業
界、行政が３者一体で取
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社長が鎌入れ、高橋社長
とＣＬＴ導入事業に携わ
った渡邉実ウイング社長
コペルタウン荒井西プロジェクトが起工
が鍬入れ、施工の森田博人
工事部長が鋤入れを行い、
工事の安全を祈願した。
高橋社長は「地域の発
展のためにもＣＬＴによ
る事業を進め、成功させ
たい」とあいさつした。
コペルタウン荒井西プ
ロジェクトは、同区画整
理事業地区の商業ゾーン
アクロスタウンの西側に
隣接し、全体で１４８戸
林水産部、宮城県ＣＬＴ の集合住宅を建設する。
等普及推進協議会のほか
総事業費は約 億円
施工関係者ら 人が出席。 で、そのうち国の補助は
中岡正好バース建築設計 ７８００万円。

東北初の国交省サステナブル建築物
年５月
完 成 へ
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53

いをしている。現場での
施工計画、工期、粗利を
検討するとどうしても安
全管理がおろそかになり
がちだ。これまで痛い目
に遭ってきたことを教訓
にしなければならない」
と語った。
さらに「労働災害には
ヒューマンエラーが大き
く関わっている。原因と
なる人間の特性を知るこ
とが大事」と指摘した。

り組んでいくことが必要
だ」と期待を寄せた。
都市整備局発注の受賞
者を代表して東北設計計
画研究所の鈴木光夫代表
取締役社長は「さらに励
みに研鑽を重ね、組織、総
合力の向上を図り、安全
・安心なまちづくりに寄
与していきたい」、建設
局発注を代表して復建技
術コンサルタントの菅原
稔郎代表取締役は「技術
の研鑽と品質向上に努め
ていくことを誓う。この
表彰制度が建設関連業界
の活性剤となり、高品質
のインフラ整備につなが
る意義あるものに発展し
ていくことを期待した
い」と謝辞を述べた。
表彰者は次の通り。▽
企業（代表者）＝業務名
（管理技術者）の順。
（敬
称略）
◎測量および地質調査
▽建設技術センター（菊池
篤）＝海岸公園（井土地区冒険
遊び場）建築災害復旧工事地盤
調査業務委託（星則満）▽サト
ー技建（加藤一也）＝清水小路
多賀城線（志波町工区）道路敷
地構成図作成業務委託（田元一
樹）
◎土木設計
▽復建技術コンサルタント
（菅原稔郎）＝仙台市東部復興
道路詳細設計業務委託（その
５）（工藤光彦）
◎建築設計
▽櫻田建築設計事務所（佐々
木昌喜）＝仙台市将監・南光台
東児童センタートイレ改修工
事設計業務委託（太田めぐみ）
▽東北設計計画研究所（鈴木光
夫）＝（仮）仙台市立広瀬第二
中学校新築工事実施設計業務
委託（同）▽昴設計（高橋孝喜）
＝（仮）仙台市立七郷第二小学
校及び（仮）同第二児童館新築
工事基本設計業務委託（同）。

次元空間測量業務に総合
提案書 日まで
評価による簡易公募型競
河川構造物３次元空間測量
争入札を適用した。技術
阪神高速道路建設・更 提案書を 日まで、入札
新事業本部は、淀川左岸 書を８月 日まで受け付
線延伸部河川構造物等３ ける。８月 日開札。参加

Ｐｗ Ｃ アドバイ ザ リ ー 選 定

池田市は、池田市立新
学校給食センター整備事
業で公募型プロポーザル
方式を実施し、第一食品
グループ（代表企業＝第
一食品、構成企業＝小河
建築設計事務所、昭和工
務店、アイホー）を優先
交渉権者に選定した。第
一食品は運営・維持管理、
小河建築設計事務所は設
計・工事監理、昭和工務
店は建設、アイホーは調
理設備を担当する。事業
手法はＤＢＯ（設計、建
設、維持管理、運営を一
括発注）方式を採用する。
内容は▽設計＝施設の
基本設計・実施設計、事
前調査、各種許認可申請

リスク分担の検討＝事業
期間全体を通して発生が
想定されるリスクを抽出
し、官民でどのように分
担するのか検討▽モニタ
リング制度の検討＝民間
事業者の業務状況を的確

等業務及び関連（交付金
等の申請支援を含む）▽
建設＝施設の建設、事務
備品調達・設置、外構・
植栽整備、配送車両調達
▽工事監理▽調理設備等
調達・設置＝調理設備調
達・設置、調理備品調達
・設置、食缶等調達・設
置（食器の調達は除く）
▽開業準備▽維持管理＝
建築物維持管理、建築設
備維持管理、調理設備維
持管理、事務備品維持管
理、外構・植栽維持管理、
清掃、警備▽運営＝日常
の検収支援、給食調理、
洗浄等、配膳、配送及び
回収、衛生管理、運営備
品等更新、配送車両維持

に把握・管理することが
できるモニタリング制度
についての検討▽事業者
選定にかかる検討＝適切
な応募者参加資格要件、
応募者構成についての検
討▽民間事業者への市場

管理、食育支援、給食エ
リア等清掃。施設整備期
間は 年２月 日。開業
準備期間は 年３月１～
日。維持管理・運営期
間は 年４月１日～ 年

市立新学校給食センター整備

第一食品グループ選定

のスキームとの比較を行
った上で、最も適したス
キームについて詳細検討
（混合型などの事業形態、
サービス対価の 設定方
法、事業期間、運営権対
価の仕組みなど）▽官民

新美術館ＰＦＩ導入可能性調査
大阪市経済戦略局は、
（仮称）大阪新美術館に
おけるＰＦＩ導入可能性
調査等業務で公募型プロ
ポーザルを実施し、Ｐｗ
Ｃアドバイザリー合同会
社を受注予定事業者に選
定した。
内容は▽基本的事項お
よびＰＦＩ導入目的の整
理＝新美術館に関する整
備計画や市博物館施設に
おける地方独立行政法人
化の考え方など新美術館
に関連する基本的事項に
ついて踏まえた上で、Ｐ
ＦＩ手法の導入目的につ
いての整理▽事業内容の
整理＝新美術館の目的や
必要性、施設の基本理念
などを踏まえながら事業
内容についての整理▽Ｐ
ＦＩ事業範囲の整理＝民
間事業者に委ねる範囲に
ついて、公共性が担保で
きるか、民間事業者に当
該業務のノウハウがある
か、業務を行う一定数の
事業者が存在し競争性が
保てるかなどの観点を踏
まえながらの整理▽事業
スキームの検討＝コンセ
ッション方式を中心に他

公募プロポ 日まで受付
総合医療Ｃ基本構想・指定管理者

資格は ～ 年度測量・
建設コンサルタント等の
測量の認定を受けている
単体又は設計共同体―な
ど。内容は淀川左岸線延伸
部において、淀川左岸河

３月 日（５年間）。
建設予定地は東山町
―１、他の８５１５平方
㍍。建ぺい率 ％／容積
率２００％。処理能力は
９０００食／日。新学校
給食センターは学校給食
機能、食育拠点機能、防
災機能、環境負荷低減機
能、事務機能を導入する。
食材の検収、食器・食缶

調査＝市が行うマーケッ
トサウンディングに関し
ての支援や民間事業者に
ヒアリングし、事業スキ
ームなどに対するニーズ
や意向の把握▽採算及び
ＶＦＭの検討・評価＝市
が算定している運営収支
の妥当性についての検証
▽要求水準書（素案）の
検討や先行事例分析、有
識者会議の開催支援。納
期 年３月９日。
建設地は北区中之島４
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建築賞（大阪ま ちなみ
賞）」の応募作品を７月
日まで募集している。
推薦対象は、将来のま
ちの景観をリードしてい
くような建物及び良好な
維持管理により優れた景
観をつくり上げているま
ちなみなど。建物は 年
８月１日～ 年７月 日
までに完成したもの、ま
ちなみは 年７月 日ま
でに完成したもの。
賞の種類は、大阪府知

回大阪まちなみ賞

日まで推薦受付
第

大阪府、大阪市、大阪
府建築士会、大阪府建築
士事務所協会、日本建築
家協会近畿支部、日本建
築協会は、周辺景観の向
上に役立つ景観上優れた
建物やまちなみを表彰す
る「第 回大阪都市景観
内容は▽指定管理者の
選定支援▽（仮称）「川
西市立総合医療センタ
ー」構想（案）を具現化
するために必要な調査・
分析＝（１）市を取り巻
く環境（２）市立川西病
院の現状と課題▽基本構
想の策定支援＝（１）
（仮
称）市立総合医療センタ
ーの基本方針（２）施設
整備の基本方針（３）パ
ブリックコメント実施支
援▽基本計画の策定支援
＝（１）全体計画（２）
施設整備計画（３）部門
別計画（４）医療機器等
整備計画（５）医療情報
システム整備計画（６）
物流システム整備計 画
（７）事業収支計画（８）
設計与条件の整理及び基
本設計に向けた検討 支
援―など。納期 年３月
日。委託金額３０００
万円（ 年度１２００万
円、 年度１８００万円）
（税込）を上限。

評価値は ・８０００。予
定価格３５９万９千円。
内容はＵＲ都市機構の
物件や民間の物件等を対
象として▽団地コミュニ
ティ拠点の現状調査、事例
収集▽団地コミュニティ
拠点事業にかかるヒアリ
ング調査▽団地コミュニ
ティ拠点のモデル設計及び
積算。納期 年５月 日。

東京医療保健大和歌山看護学部

川堤防に近接する区間の
設計検討を実施するため、
地上レーザスキャナを用
国が認可、開設が正式決定
いた地形測量を実施し、
河川堤防の形状を把握す
和歌山県と和歌山市が １・２年次は雄湊小学校
（ 学） 跡地を活用した雄湊キャ
る。納期 年１月 日。 誘致を進めてきた、
青葉学園東京医療保健大 ンパス、３・４年次は日
学「和歌山看護学部」が国 赤和歌山医療センターキ
の認可を受け、 年４月 ャンパスで学ぶ。
の開設を正式に決定した。 和歌山市内では、「東
同大学和歌山看護学部 京医療保健大学和歌山看
は、県・市と日本赤十字 護学部」のほかに、 年
社和歌山医療センターが ４月に「（仮称）和歌山信
連携し、和歌山で学び、 愛大学教育学部」、 年
和歌山で就職する看護職 ４月に伏虎中学校跡地に
を育成するために誘致し 「県立医科大学薬学部」の
た。入学定員は 名で、 開校が予定されている。

― ― の約１万２００
０平方㍍。美術館約１万
５０００平方㍍、サービ
ス施設（カフェ、レストラ
ン、ミュージアムショッ
プ等）約１０００平方㍍、
駐車場、駐輪場、中之島３
丁目から連絡する歩行者
デッキを計画。基本設計は
遠藤克彦建築研究所が担
当。 年度まで基本・実施
設計、 年度末～ 年度
春頃まで建設工事を行い、
年度中の開館を目指す。

の配送・回収・洗浄など
を行う給食エリア、事務
室・多目的室などを設置
する事務エリア、排水処
理施設、ごみ置場、駐車
場などの附帯施設を設置
する附帯エリアに分けて
ＵＲリンゲージに
配置する。このうち、給
食エリアは、汚染区域、 コミュニティ拠点
整備調査・検討
非汚染区域の２区域に分
け、衛生管理を徹底する。 都市再生機構西日本支
社は 日、大阪エリア経営
内部コミュニティ拠点整
備調査・検討業務で総合
評価による一般競争入札
を行い、３５０万円でＵ
Ｒリンケージに決定した。

事賞、大阪市長賞、審査
員特別賞、建築サイン・
アート賞、緑化賞、奨励
賞。入賞発表は 月頃の
予定。

けて、同日に開札する。
開札後に落札候補者に必
要書類の提出を求めて確
認する入札後資格確認型
で行う。参加資格は建設
コンサルタント登録規定
に定める「鉄道」・「鋼
構造及びコンクリ」・
「土

宅運営（一般向け）を行う。
高齢者向けウェルネス
住宅は▽生活習慣病予防
や介護予防を特に意識し
たウェルネス機能▽地域
包括ケアシステム機能▽
北大阪健康医療都市（健
都）内外の関係機関等と
の連携による付加価値機
能―の３つの特徴を持つ
住宅環境のモデルケース
としての整備を目指す。
事業地は吹田市岸部新
町６・７（北部大阪都市
計画事業吹田操車場跡地
土地区画整理事業区域内
２街区３・４画地）の４
１７２平方㍍。用途地域
は第１種住居地域。容積
率２００％／建ぺい率
％。７月頃に基本協定書
の締結、 年度の完成・
開設を予定。

質及び基礎」・「トンネ
ル」部門のいずれの部門
にも登録し、入札参加に
おける提出書類の内容を
履行できる―など。
内容は北大阪急行線延
伸区間において、市が整
備主体となる特殊街路の
付帯構造物等の詳細設計
を行う。納期 年３月
日。場所＝船場東３～西
宿１。予定価格１億００
２９万４千円。

入札書等 日受付・開札

運営期間に埋蔵文化財調
査、建設工事期間及び貸
付期間満了に伴う建築物
等の収去期間を含み、建
築物の設計等、事業者が
建設工事の準備を行う期
間を含まない。貸付額は
年額９９２万６９８０円
（月額 万７２４８円）。
住宅はＲＣ造７階建
戸（うち高齢者向け住戸
は 戸）。地域密着型サー
ビス、介護保険サービス、
医療系サービス、病児・病
後児保育のサービスの提
供を予定している。パナ
ホームが建物所有・建物
建設、パナソニックエイジ
フリーが住宅運営（高齢
者向け）
・介護系サービス
運営、アートチャイルド
ケアが病児・病後児保育事
業、パナホーム不動産が住

北大阪急行延伸 付帯構造物設計等

箕面市は、北大阪急行
線延伸計画に伴う付帯構
造物等設計業務委託及び
特殊街路整備に伴う換気
塔構造物等設計業務に総
合評価による一般競争入
札を適用した。入札書・
提案書等を 日に受け付

パナホームグループ選定

ープ（代表者・パナホー
ム、構成員・パナソニック
エイジフリー、アートチャ
イルドケア、パナホーム
不動産）を優先交渉権者
に選定した。市は所有す
る約４０００平方㍍の事
業用地に一般定期借地権
（ 年）を設定して貸し付
け、高齢者向け住宅を事
業者が整備・運営を行う。
事業は北大阪健康医療
都市（健都）２街区の市
所有地に定期借地権を設
定し、事業者は事業用地
を借り受け、住宅の設計
・建設・運営等を行う。
貸付期間は 年。住宅の

健都２街区高齢者住宅整備

吹田市は、北大阪健康
医療都市（健都）２街区高
齢者向けウェルネス住宅
整備・運営事業者の募集
を行い、パナホームグル

住宅イメージ図

和歌山県・市

19

16

60

18

25

外来化学療法ベッド、Ｍ
ＲＩ、ＣＴ他。診療科目
は 診療科８専門センタ
ー、病床数４００床、診
療スタッフは医師 人程
度、看護職員４００人程
度、医療技術職１００人
程度②北部急病センタ
ー、整備場所は（１）能
勢電鉄山下駅前の民間所
有地（２）現市立川西病
院の暫定利用のいずれ
か。規模はＲＣ造平家建
約１０００平方㍍、駐車
場。診療科目は内科、整
形外科、小児科、施設内
容は診察室４室、観察室
８床、薬局Ｘ線撮影室、
検査室等。事業費１７６
億円（キセラ川西センタ
ー１５６・４億円、北部
急病センター ・６億
円）。

都市機構西日本

98

15

50

日まで
技術提案書

▽市民が安心して暮らせ
る医療体制の整備＝（１）
地域包括システムの推進
のため、急性期病院とし
ての役割を担う（２）医
療の圏域内完結率の向上
を図るため、高度急性期
病院としても一定の役割
を担う（３）小児・周産
期・救急などの政策医療
を提供（４）山下駅周辺
に急病センター を整備
し、市北部地域の住民の
医療ニーズに対応。
同センターの主要建物
は①キセラ川西 センタ
ー、整備場所はキセラ川
西内医療ゾーン１万０５
３４平方㍍。規模はＲＣ
造（免震構造）延約３万
６０００平方㍍（駐車場
部分含む）、駐車場、タ
クシー乗り場、手術室、

18

18
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21

31

55

32

18

90

31

21

12

18

31

22

松島基地 車庫
設備、土木設計

川西市は、（仮称）市
立総合医療センター基本
構想等策定・指定管理者
選定支援業務について、
公募型プロポーザルを実
施する。質問を 日まで、
参加申込書を 日まで受
付、企画提案書等を８月
２日までに提出する。企
画提案プレゼンテーショ
ンを８月９日に実施し、
選定結果を８月 日に通
知する。契約締結等を８
月 日に予定している。
参加資格は国、（独）国
立病院機構、国立大学法
人、都道府県、市町村が
設置する病院又は公的病
院の基本構想又は基本計
画の策定支援業務等の実
績若しくは同等の実績―
など。
新病院のコンセプトは

82

箕面市
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54

73

大阪市
池田市
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吹田市
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府建築士会ら
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31
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37
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東北農政局

号により岩手 県岩泉
町で豪雨があり、「危機
管理の重要性を改めて認
識した」という。「東北
には安 全・安心 のため
の 施設整備がまだまだ
必要。東日本大震災を経
験した東北は、自治体や
業界との連携も うまく
できた。引き続き、危機
管理対応にはし っかり
取り組 むことが 大事」
と強調。
さらに、「東北のポテ
ンシャルを活かしインフ
ラを活用した観 光振興
にもつなげてほしい」と
語った。「道路、河川、
港湾、まちづくりが一体
となり、総合力で東北の
復興とともに元気な東北
づくりに期待したい」と
エールを送った。

４０平方㍍の局舎新設に
伴う電気・機械・通信設
備設計、附帯および擁壁
などの土木設計。
工事場所は、宮城県東
松島市矢本字板取 。履
行期限は、 年３月 日
まで。
なお、建築設計業務委
託は、簡易公募型プロポ
ーザルで手続中。

31

31

24 23 25

19

37

31

31
18

27

書を受け付け、８月 日
に開札を行う。
参加資格は、測量・建
設コンサルタントなど業
務の電気コンサルタント
・Ａ、土木コンサルタン
ト・Ａの認定者。
業務内容は、ＲＣ造地
下Ｓ造１階地上２階建延
１２００平方㍍の消防車
庫とＳＲＣ造９階建延１

19

10 14

東北防衛局は６日、一
般競争入札により「松島
（ ）車庫新設など」の
設備と土木設計業務委託
を公告する。いずれも
日まで申請書と技術提案

26

24

阪神高速

川西市
80

21

21

50

12

21

15

02

コペルハウス（仙台
市、高橋秀樹社長）が
計画するＣＬＴ床版を
採用したコペルタウン
荒井西プロジェクトの
起工式が３日、仙台市
若林区荒井西土地区画
整理事業地区 で 行 わ
れ、 年５月完成へ向
け着工した。
中層木造建築物によ
る賃貸集合住宅５棟のう
ち１棟にＣＬＴ床版（直
交集成板）を採用した２
×４木造耐火建築５階建
延１９８０平方㍍、 戸
を店舗兼共同住宅として
建築するもので、敷地は
１３５０平方㍍。
同事業は、東北で初め
て、国交省の 年度第１
回サステナブル建築物等
先導事業（木造先導型）に
選定されている。設計は
バース建築設計、施工は
コペルハウスが担当する。
起工式には、宮城県農

18

18

18

85

15

現在、４者
指名による設
計プロポーザ
ルを実施。７
月下旬に開催
する理事会で
審査結果を報
告する。
建設地は、
仙台市若林区
清水小路３の
１ほかの敷地

「建設業界の底力と地元
の皆さんの協力があっ
て震災復興が順調 に進
み、ゴールが見え てき
た」―。
７日付で退官する川瀧
弘之東北地方整備 局長
が会見し、自治体、建設
業界、職員に「感謝」の
言葉を繰り返した。局長
として赴任した２年を振
り返り、「常に言葉にし
ている『東北は変わる』
ということがいよいよ現
実になる。インフラをう
まく使ってもらい、東北
がもっと元気になってほ
しい」と期待感を
示した。
着任早々、関東
・東北豪雨が発生
し、大きな被害が
あった。その１年
後の昨年は台風

18
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18

22
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コペルハウス

完成予想図

東北防衛局・一般
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16
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22

31

６社 を 表 彰
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仙台市優良建設業務
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東北学院

13

21
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東北整備局
三陸・一般
28

19
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地下鉄五橋駅

広場

33

18

モール

五橋キャンパス完成予想図

「元気な東北」
に期待

川瀧 弘之 東北地方整備局長が会見

「 復 興 の ゴール見えてきた 」

18

パイプオルガンを備えた
多目的ホール棟

講義棟

学都仙台を象徴する
ランドマークタワー

研究棟

23
カフェ棟
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