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地域の内外から集客が多い「道の駅十文字」近隣
で施工中の十文字地域多目的総合施設が、今月末に
工期を終える。さわやかなアイボリーの外壁の施設
内には、十文字地域局としての行政機能と、生涯学
習や健診、市民交流などの機能が複合。その施工に
は秋田県内で初めてロールマット工法を採用して屋
上スラブ配筋の施工期間を約７日短縮するなど、工
期順守のための工夫や緻密な工程管理があった。建
築工事を手掛ける伊藤建設工業・大和組・横手建設
ＪＶの石橋亘現場所長に、
工事のポイントを伺った。
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