物公園植物多様性センタ
木簡づくりに挑戦
ーで夏休みこど も講座
都公園協会 「木と木をつなぐ！古代
の本・木簡づくりに挑戦」
東京都公園協会は、８ を開催する。
月６日に調布市の神代植
細い木の板を紐でつな

民間事業者募集を開始

ＡＲアプリを新開発

高崎駅東口第九地区再開発

清水・冬木ＪＶで着工

ちなか市馬渡字大沼６０
５‐４、区域面積約８万
１０００平方㍍。隣接す
る約９０００平方㍍の区

ＷＴＯ

申請書・資料は７月 日
まで電子入札システムで
受け付け、 月 日に開
札する。
工事内容は、ポンプ設
備改良工事一式（発電機
１基、発電機駆動設備１

子育て応援第２回募集

８月に説明・報告会

基、排気消音器１組、駆
動設備始動用空気設備一
式、燃料系統設備一式、
給排気ファン一式、操作
制御設備一式）。使用す
る主要な資機材は、自家
発電設備１台分。工事場
所は埼玉県春日部市樋

第２回庁舎整備審議会

ディスポーザーを導入す
るほか、各階にゴミ集積
所を設置するなど、快適
性に配慮した先進設備を
導入する。デザインは宿
場町・城下町の歴史・文
化をイメージできる色調
や素材を用いたものとす
る。

日まで受付
外郭放水路ポンプ設備改良工事
関東地方整備局 は５
日、一般競争入札ＷＴＯ
対象で「Ｈ 外郭放水路
残水排水ポンプ設備改良
工事」を公示した。総合
評価落札方式（技術提案
評価型Ｓ型）の対象工事。

籠地先。工期は契約締結
の翌日から 年３月
日。
参加資格は、関東地方
整備局（港湾空港関係を
除く）の機械設備工事の
一般競争入札参加資格が
あることなど。

合意形成に一定期間が必 いとした。
に教育を実施することが る。
審議会は今後３回程度
可能になった。
これまでの教育では、 要となることが懸念され
同アプリの開発では、 時間・安全面の制約から るため、喫緊の課題とな の議論で庁舎の建設地を
模擬トンネルの壁面自体 トンネルなどの現場研修 っている庁舎の整備用地 固め、整備基本方針案を
をマーカーとして認識す が困難であり、主にテキ として適当ではないとの
月中に市長へ答申する
る技術も開発・活用して ストや写真を用いた研修 認識が示された。
見通し。答申を踏まえ年
耐震性能が不足する既 度内に基本方針を固める
おり、ＡＲマーカーの貼 を行っていた。
付けや取替えが不要とな
同社は、 年４月から 存庁舎の建替えに向 け 計画だ。
る。この技術により、Ａ トンネル検査業務にｉ て、大規模市有地の活用
現在の蕨市庁舎は、
Ｒマーカーの貼付けが困 Ｐａｄ・検査専用アプリ の可能性を探る必要があ 年５月の竣工以来 年が
難で、投影する対象が広 ケーションを導入してお るとの意見が挙がってい 経過。耐震診断の結果耐
震性能を示すＩｓ値は０
範囲な環境におけるＡＲ り、検査の効率化や紙の た。
検討結果によると、学 ・３４となり、庁舎の耐
の利用促進が見込ま れ 削減を実現している。
校を統合して跡地を庁舎 震化は喫緊の課題となっ
整備に活用した場合 に ている。既存庁舎の規模
は、仮設庁舎が不要とな は、ＲＣ造地下１階地上
り、学校管理経費の削減 ４階塔屋２階建て延べ４
にも繋がると期待さ れ ６９５平方㍍。所在地は、
る。一方で、現時点では 蕨市中央５‐ ‐ 、敷
学校の統廃合計画は 無 地面積３７２７平方㍍。
大学院教授）を市庁舎内 検討結果を提示した。小 く、地域のクラブ活動ス 西側駐車場、庁舎第２駐
で開き、小学校跡地を活 学校跡地に庁舎を整備し ペースや災害時の避難場 車場をあわせた全体敷地
用した庁舎整備の可能性 た場合には、地域住民の 所がなくなる懸念も大き は５８２７平方㍍。

学校跡地活用は困難

土木維持管理教育で活用

ぎ、古代の本である木簡
を作る。対象は小学生か
ら中学生まで。参加費は
無料で定員 人。申込は
同センター情報館で直
接、電話で受付。
東京メトロはトンネル 張現実）技術を活用した Ｐａｄに表示することが
などの土木構造物の維持 アプリを開発した。５月 可能。実際の検査方法・
管理教育用に、ＡＲ（拡 から東京・江東区新木場 手順を模擬体験できるほ
の総合研修訓 か、変状を仮想的に確認
練センターで することで理解度が高ま
使用を開始し る利点がある。また、時
ている。
間の制約を受けずに安全
このアプリ
は、総合研修
訓練センター
内に設置され
ている模擬ト
ンネルや模擬
橋りょう、高
架橋でＡＲに
埼玉県蕨市は５日、第
よって再現さ ２回庁舎整備検討審議会
れた変状をｉ （会長・林大樹一橋大学
域への拡張も可能。
応募は、単体または複
数企業により構成するグ 計画の策定を担う設計企 設計実績を持つことを求 ト造地下１階地上 階建
て延べ２万３６３５平方
ループが対象。全体施設 業には、国内での遊園地 めている。
㍍、高さ ㍍。駐車場棟
はＳ造７階建て延べ７３
２４平方㍍。住宅棟の１
階・２階部分にはミニス
ーパーや医療機関の誘致
を検討している。
施設は免震システムや

常陸海浜公園の改修管理運営
ＰＦＩの事業期間は、
契約締結日から 年３月
日まで。 年３月 日
までを開設準備期間と
し、施設の改修・設置業
務は 年４月１日から
年３月 日までの２年間
で実施する。
・ 年度の２か年で
実施する改修・設置業務
にあたっては、プレジャ
ーガーデンエリアのコン
セプトに沿った全体施設
計画を策定したうえで、
飲食・物販施設、運動施
設、園地、トイレ、ベン
チなどの国有施設を改
修。民間事業者が計画す
る園内遊覧施設、眺望施
設、遊戯施設 を整備す
る。
対象地は、茨城県ひた

年４月優先交渉権者選定へ

関東地方整備局は５日、ＰＦＩ手法を導入
する「国営常陸海浜公園プレジャーガーデン
エリア改修・設置・管理運営事業」をプロポー
ザル方式で公示した。第１次審査書類を９月
日まで、第２次審査書類を 年１月 日ま
で受け付け、 年４月に優先交渉権者を決定
する見通し。民間事業者には、近年入園者数が
増加傾向にある国営常陸海浜公園内の飲食・
物販、遊戯施設などを改修・運営してもらう。
海浜公園の中央エリアに
位置し、飲食・物販施設
や運動施設、園内遊覧施
設、眺望施設、遊戯施設
を備える。都市再生機構
が運営を担ってきたが、
機構業務の見直しにより
年度末で業務を終了す
るため、ＰＦＩ方式の導
入により民間事業者を募
集する。

馬県内最高層の免震タワ
ーレジデンスとなる。竣
工は 年２月を予定。
工事場所は群馬県高崎
市東町 ‐１ほか。敷地
面積は３５４２・９１平
方㍍。高崎駅から徒歩４
分の場所に立地 してい
る。施設規模は、住宅棟
（２２５戸）がプレキャ
ストプレストコンクリー

代交流事業、子ども・子
育て支援事業。応募対象
は都内に本社・事務所を
持つ法人で、複数団体に
よる共同体も可能。助成
対象は初期投資費用、事
業運営経費。助成額は限
度額２０００万円、また
は経費のいずれか低い金
額の２分の１。助成期間
は２か年度。
応募受付は８月 日か
ら９月 日まで実施。９
月下旬から 月下旬に書
類審査、プレゼンテーシ

建 築 情 報

所（港区南青山２‐６‐７）③ヨ
シナガ工業（神奈川県川崎市中原
区木月住吉町 ‐１）④ＲＣ造地
上５階建延６３０・３９平方㍍⑤
共同住宅⑥直接基礎⑦２０１７年
８月１日～２０１８年５月 日
▽（仮称）品川区東五反田５丁
目計画新築工事（東五反田５‐１
０８‐ 、住居表示 ‐ ）＝①
個人名②スターツＣＡＭ一級建築
士事務所（中央区日本橋３‐１‐
８）③スターツＣＡＭ（江戸川区
中葛西３‐ ‐４）④壁式ＲＣ造
地上４階建延５８６・１５平方㍍
⑤共同住宅⑥ベタ基礎⑦２０１７
年８月３日～２０１８年６月８日
▽（仮称）ＮＥＢＥＬ戸越公園
（戸越６‐ ‐１、住居表示 ）
＝①タカラレーベン（千代田区丸
の内１‐８‐２）②デベロップデ
ザイン一級建築士事務所（千代田
区内神田１‐ ‐ ）③未定④Ｒ
Ｃ造地上 階建延１８４９・０３
平方㍍⑤共同住宅⑥現場造成杭⑦
２０１７年８月上旬～２０１９年
１月下旬
【文京区】
▽（仮称）湯島三丁目新築（湯
島３‐２‐ 他）＝①伊藤忠都市
開発（港区赤坂２‐９‐ ）②ウ
ィッシュワーク設計事務所（千代
田区大手町１‐１‐１）③未定④
ＲＣ造地上 階建延８３０３平方
㍍⑤共同住宅（一部店舗、倉庫）
⑥杭基礎⑦２０１７年 月 日～
２０１９年９月 日
▽（仮称）文京区関口計画（関
口１‐ ‐５他）＝①相互住宅
（品川区西五反田２‐８‐１）②
南海辰村建設（中央区銀座５‐
‐１）③南海辰村建設④ＲＣ造地
上 階建延３６０１平方㍍⑤共同
住宅⑥杭基礎⑦２０１８年２月１
日～２０１９年９月 日
▽（仮称）グランドメゾン関口
計画新築（関口２‐２‐ ）＝①

▽件名（建築場所）①建築主②設計者③施工者④
構造規模⑤用途⑥基礎工法⑦工期

● 東京・区部 ●

【港区】
▽（仮称）白金台２丁目住宅新
築計画（白金台２‐２‐１５８）
＝①０２９８（千代田区丸の内２
‐３‐２）②エトルデザイン（中
央区銀座１‐ ‐ ）③未定④Ｒ
Ｃ造地上４階建延８５３・０平方
㍍⑤一戸建ての住宅⑥直接基礎⑦
２０１７年８月１日～２０１８年
７月 日
▽（仮称）三千和商工本社ビル
新築工事（新橋６‐ ‐７）＝①
エム・アイ・コーポレーション（新
橋６‐ ‐７）②石本建築事務所
（千代田区九段南４‐６‐ ）③
工新建設（新宿区下落合２‐３‐
）④Ｓ造地上６階建延９７７・
８４平方㍍⑤事務所⑥既成杭⑦２
０１７年８月９日～２０１８年８
月９日
▽（仮称）芝３丁目 －９マン
ション（芝３‐ ‐２他）＝①谷
口工務店（埼玉県さいたま市桜区
西堀２‐ ‐ ）②谷口工務店一
級建築士事務所③谷口工務店④Ｒ

ョンを行い、 月末に助 Ｃ造地上７階建延６２７・８５平
方㍍⑤共同住宅⑥アースドリル⑦
成対象事業者を決定す ２０１７年９月１日～２０１８年
６月 日
る。
▽（仮称）大門マルソルビル新
公募説明会・助成団体 築工事（浜松町１‐１０５‐ ）
成果報告会は、８月 日 ＝①マルソル（浜松町１‐ ‐
）②笠井設計（浜松町２‐１‐
（新宿エルタワー）、
）③マルソル④Ｓ造地上７階地
日（立川グランドホテル） 下１階建延５７４・４２平方㍍⑤
事務所、店舗⑥アースドリル⑦２
で開催。定員は各回１６ ０１７年９月１日～２０１８年８
０人。第１部を助成団体 月 日
【品川区】
成果報告会として、過去 ▽（仮称）ＬＡＰｉＳ不動前Ⅱ
の取組状況を発表。第２ 新築工事（西五反田５‐４９９‐
４他、住居表示 ）＝①オークラ
部は公募説明会として申 コーポレーション（港区北青山１
請手続きや助成内容を説 ‐４‐５）②アノ一級建築士事務
明する。詳細は財団ＨＰ
に掲載。
気候変動により二極化す
る都市型水問題への対応
日に高度研究評価委
‐」「マルチナショナル
都政策企画局 ・レベルの公会計制度改
東京都政策企画局は、
日に 年度第２回東京
夏休み水の
都高度研究等外部評価委
ふるさと体験会
員会を開く。
東京都は、８月 日、
今回の議題は、高度研
日に夏休み水のふるさ
究に係る年度評価として
「大都市河川流域のゲリ と体験会を開催する。こ
ラ豪雨・洪水氾濫および れは、都と群馬県が共同
水質汚濁に関する研究‐ で行う利根川水系上下流
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Ｃ、 年度に供用
が開始される新名
神高速道路高槻Ｉ
Ｃからのアクセス
に優れている。
施設は、同社初
のダブルランプウ
ェイ型を採用。各
階へコンテナ車や
大型トラックが直
接アクセスでき
る。また、商業店
舗区画やカフェテ
リア、シャワーブ
ースを設置してお
り、快適な労働環
境を提供する。Ｂ
ＣＰ対策では免震構造を
採用したほか、特別高圧
受変電設備、温度管理設
備、自家用発電機を導入
した。

積水ハウス（新宿区西新宿１‐
‐２）②広建設計（豊島区南大塚
３‐ ‐ ）③未定④ＲＣ造地上
８階地下２階建延６７３５平方㍍
⑤共同住宅⑥杭基礎⑦２０１７年
月初旬～２０２０年７月下旬
▽（仮称）文京区湯島３丁目計
画新築（湯島３‐３０６‐ ）＝
①朝日紙業（湯島１‐ ‐５）②
スターツＣＡＭ（中央区日本橋３
‐１‐８）③スターツＣＡＭ（江
戸川区中葛西３‐ ‐４）④Ｓ造
地上 階建延９１７平方㍍⑤共同
住宅⑥杭支持（アースドリル）⑦
２０１７年 月 日～２０１９年
２月 日
▽文京区西片２丁目計画新築
（西片２‐ ‐４３１）＝①積水
ハウス（千代田区外神田１‐ ‐
）②積水ハウス③積水ハウス④
Ｓ造地上３階建延７１８平方㍍⑤
共同住宅⑥布基礎⑦２０１７年８
月１日～２０１８年２月 日
【大田区】
▽（仮称）大田区西馬込１丁目
プロジェクト（西馬込１‐４‐
、住居表示１‐ ）＝①大和ハ
ウス工業（千代田区飯田橋３‐
‐１）②大和ハウス工業一級建築
士事務所③大和ハウス工業④Ｓ造
地上３階建延５６６・０２平方㍍
⑤物販店舗、スポーツ練習場⑥杭
基礎⑦２０１７年８月１日～２０
１８年３月 日
▽（仮称）東矢口２丁目マンシ
ョンⅡ新築工事（東矢口２‐１７
５、住居表示 ）＝①日本ワーク
ス（渋谷区神泉町 ‐ ）②デザ
イン・リーグ一級建築士事務所
（新宿区西新宿４‐ ‐ ）③未
定④ＲＣ造地上８階建延１８９０
・３６平方㍍⑤共同住宅⑥現場造
成杭⑦２０１７年８月 日～２０
１８年 月 日
▽（仮称）ＹＬＣ京浜島新築工
事（京浜島１‐９‐１他、住居表
示３）＝①ヤマトロジスティクス
（中央区銀座２‐ ‐ ）②五洋
建設一級建築士事務所（文京区後
楽２‐２‐８）③五洋建設④Ｓ造
地上４階建延１９９３１・０７平
方㍍⑤倉庫業を営む倉庫⑥杭基礎
⑦２０１７年 月１日～２０１９
年１月 日
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革と発生主義ベースの予 らに各企業の先輩社員と
算・決算のアライメント の意見交換を行う。また
に関する比較国際分析」 業界研究講義「循環型社
会の形成に向けた産業廃
を審議する。
棄物処理業の役割」を実
施。循環型社会の形成に
交流事業の一環。
今回は、都庁前から貸 貢献する廃棄物処理業の
切バスで移動。みなかみ 役割を学ぶ。
町内に宿泊する。矢木沢
ダムの見学や自然観察会
和傘で暑さを防ごう
などを実施。
都公園協会
定員は 組 人。対象
は都内在住の小学４～６
東京都公園協会は、
年生とその保護者の２人 日から９月 日まで８都
１組。費用は１組１万４ 立庭園で和傘を無料で貸
０００円。詳細は都市整 出する。
対象は、浜離宮恩賜公
備局ＨＰに掲載。
園、旧芝離宮恩賜庭園、
小石川後楽園、六義園、
学生向けエコタ
向島百花園、清澄庭園、
ウン見学ツアー
旧古河庭園、殿ヶ谷戸庭
都環境公社 園。庭園によりデザイン
東京都環境公社は、９ の異なる和傘を貸出。来
月５日にスーパーエコタ 園の記念撮影にも利用が
ウン見学ツアーを開催す 可能。
る。これは、廃棄物処理
業界への就職を考えてい 水資源機構人事
（６月 日）辞職・国土交通省
る大学生等を対象に初め 中国地方整備局建政部長（ダム事
て行うもの。申込は公社 業本部ダム事業部次長）澁谷慎一
▽同・農林水産省九州農政局農村
ＨＰから受け付ける。
振興部長（筑後川局長）阿武隆弘
▽同・国土交通省九州地方整備局
当日は、スーパーエコ 筑後川河川事務所長（筑後川局次
タウン企業見学（アルフ 長）船橋昇治
（７月１日）ダム事業本部ダム
ォ、リーテム、高俊興業） 事業部次長（国土交通省大臣官房
を実施。高度なリサイク 付）津森貴行▽筑後川局長（国土
交通省大臣官房付）元永秀▽筑後
ル技術を持つ企業の現場 川局次長（農林水産省農村振興局
を見ることができる。さ 整備部設計課付）古賀徹
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ココパルク（代表者）、
東京建物、穴吹興産、日
東興産の共同個人施行４
者は、高崎駅東口第九地
区再開発事業の建設工事
に着手。５日に起工式を
執り行った。設計・監理
は企画社、施工は清水建
設・冬木工業ＪＶが担当。
ＪＲ高崎駅のペデストリ
アンデッキに接続する群

東京都福祉保健 財団
は、 年度東京子育て応
援事業の第２回事業者募
集を行う。今回、公募説
明会・助成団体成果報告
会を開催する。
同事業は、都の出損金、
都民・企業からの寄付に
よる東京子育て応援基金
を活用し経費の一部を助
成。企業等が取り組む先
駆的、先進的な立ち上げ
を支援するもの。
事業者募集の対象事業
は、若者支援事業、出会
い・結婚支援事業、親子
の健康づくり事業、多世

37

18

三菱総合研究所に

所在地は豊島区千早４
丁目８番 号。敷地面積
は１万５８５５・２２平
方㍍。飯能市区有地は飯
能市大字飯能市愛宕１０
００番地８他２筆。敷地
面積は２４８７・４１平
方㍍。
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21

11

10

20

16

31

12

10

13

16

41

10

30

東京都

17

事業者募集にあたり、
日には現地説明会を開
催する。説明会の参加希
望者は６日から 日ま
で、建政部都市整備課公
園係で受け付ける。提案
書類の受付も同係で実施
する。
プレジャーガーデンエ
リアは、近年入園者数が
増加傾向にある国営常陸

Ｂ焼却施設整備・運営事業

保管倉庫の施設整備計画
案・管理運営案の検討、
ＰＦＩによる事業推進の
検討などを行う。ＰＦＩ
方式を採用する場合は
年度以降に公募し、 年
度以降に事業契約を締結
する。

案件となる。
工事場所は、大阪府高
槻市芝生町１‐ ‐１。
名神高速道路茨木ＩＣ、
近畿自動車道摂 津北Ｉ
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48

28

43

32

53

15

27

市

蕨

15

備を監視制御するシステ
ムの「ＳＣＡＤＡ」を活
用。漏水対策などの技術
指導を行う。効率的な漏
水箇所の特定などの無収
水対策や、水需要の変動
に合わせた効率的で安定
的な水の供給など を指
導。現地の職員は、東京
の実技フィールドで実習
を行うことで、東京水道
の技術を直接体験する。
同事業により、ラブア
ン水道職員の無収水削減
技術の能力向上、グロー
バル化への対応など東京
水道の人材育成、日本企
業のインフラ輸出支援を
目指す。

野村不動産が 年２月
から建設を進めて きた
「Ｌａｎｄｏｐｏｒｔ高
槻」が竣工し、運用を開
始した。設計・監理およ
び施工は五洋建設 が担
当。施設の規模はＳ・Ｒ
Ｃ造５階建て延べ８万８
４１６・４４平方㍍。大
規模高機能型物流 施設
「Ｌａｎｄｏｐｏｒｔ」
シリーズの関西圏第１号

17

14

10

52

15

都福祉財団

10

11

11

19

10

野村不動産

28

施。給水人口は約 万人。
平均排水量は１日当たり
４・９万立方㍍。無収水
率は約 ％にのぼってい
る。
協力事業は「ＳＣＡＤ
Ａを活用した水運用・無
収水マネージメント能力
向上プロジェクト」の名
称で実施。事業費は約５
２００万円。事業期間は
８月から 年３月まで。
ＴＳＳと横河ソリューシ
ョンサービスが共同事業
体を結成。ＪＩＣＡと契
約を結び事業を行う。
同事業では、ＴＳＳ社
員が現地でコンピュータ
により向上やインフラ設

22

高槻に物流施設竣工

関東整備局

関東整備局

焼却プラス灰溶融（燃料）
方式、シャフト炉式ガス
化溶融方式のいずれかの
旧第十中跡地活用基本計画策定
方式を採用する。施設の
運転により生じた蒸気を
東京・豊島区は、「旧
年３月までを予定。
活用した熱回収・発電も 第十中学校跡地活用等基
業務では、旧第十中学
行う。
本計画策定業務」の公募 校野外スポーツ施設と飯
事業予定地は、千曲市 型プロポーザルを行い、 能市にある区有地文化財
施設の設計・施工期間は す。運営期間は供用開始 一般廃棄物の処理施設を 大字屋代字中島外、面積 受託候補者に三菱総合研
工事請負契約締結日から から 年間。
整備する。１日あたり１ 約３・０㌶。建ぺい率は 究所を選定した。提案限
連合内の長野市、千曲 ００㌧の処理能力を持つ
年３月末まで。 年４
％以下、容積率は２０ 度額は２０００万円（税
月１日の供用開始を目指 市、坂城町で排出される 規模を確保。ストーカ式 ０％以下。
込）。基本計画の策定は

東京都水道局は、マレ
ーシア・ラブアン島にお
ける技術協力事業の実施
に合意したと発表した。
同事業は、財源にＯＤＡ
を活用。水運用や無収水
削減に向け技術指導や機
材供与などを行う。
これは、同局の事業提
案に基づき、管理団体の
東京水道サービス（ＴＳ
Ｓ）、国際協力機構（Ｊ
ＩＣＡ）、マレーシアエ
ネルギー・環境技術・水
省（ＫｅＴＴＨＡ）の３
者間で覚書を締結したも
の。
ラブアン島の水道事業
はＫｅＴＴＨＡ直営で実

17

東京建物ら

豊島区

31

31

21

國定三条市長（中央）
プン。新虎通りを
進首長連合（会長・國定
舞台に日本全国の
勇人三条市長）は、東京
ヒト、モノ、コト
・港区の「旅する新虎マ
の魅力を発信して
ーケット」で、２０１７
地方創造へつなげ
年夏の章「夏疾風の物語
ていく。テーマは
ローカル線でめぐる越後
約３か月ごとに設
の祭り」を５日スタート
け、全国の様々な
した。夏の章では、新潟
情報を発信する。
県の村上市、燕市、三条
市、長岡市、十日町市が
共催は経済産業
集結し、祭りをテーマに
省、企画運営は旅
２０２０年東京オリン ワークショップやご当地
する新虎マーケッ
「旅する新虎マーケッ ト事務所（バルニバービ、
ピック・パラリンピック フード、工芸品の販売な
を活用した地域活性化推 どを 月１日まで行う。 ト」は、今年２月にオー ＢＡＧＮ、三越伊勢丹、

森ビル）が参画する。
夏の章スタートに先立
ち行われた内覧会で同連
合の國定会長は、「 年
の東京オリンピック・パ
ラリンピックに向け、東
京だけではなく地方も盛
り上げていきたい。２月
から４か月で約７万人が
来場し、４６６の市町村
が連合に加入している。
地方の魅力を国内外に発
信し、認知させていきた
い」と述べ、イベントに
対する意気込みを 示し
た。
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10

19

19

東京メトロ

18

15

旅する新虎マーケット

10

30

設計・施工＝五洋建設
16

20

10

31

19

31

20

ARにより変状を再現

20

32

23

越後の祭りテーマに 月まで

20

21

地域の魅力
を国内外に

19

外観イメージ

31
19

18
18
21

13

ラブアン島で協力合意
都水道局
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特定事業選定、月内公告へ

18

29

無収水削減へ技術指導
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31
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長野広域連合
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長野市ら９市町村で構
成する長野広域連合（加
藤久雄連合長）は、「（仮
称）長野広域連合Ｂ焼却
施設整備・運営事業」を
ＰＦＩ特定事業に選定し
た。ＰＦＩ事業の導入に
より約 ％の財政負担縮
減を図ることができ、設
計段階から施工・運営ま
でを視野に入れた効果的
な整備が期待されると評
価した。今後、月内にも
募集要項を公告し、年内
に優先交渉権者を決定す
る見通し。 年３月の設
計着手を目指す。
ＰＦＩの事業方式は、
民間事業者が施設の設計
・施工、運営業務を担う
ＤＢＯ方式を採用する。
10

１０

日
（木曜日）

６
月

２０１７年（平成29年） ７
（第３種郵便物認可）

