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2　　これまでの活動実績 ３　防災砂防課所管土砂災害危険箇所

H25.7.26現在

　宮城県には現在、急傾斜地崩壊や土石流・地すべりの危険箇所が約８，５００箇所あり、土砂災害から県民
の生命・財産を守るため、土砂災害防止の施設整備と併せて地域住民への危険箇所の周知や日常の点検
等が非常に重要視されています。

　今年度は６月の｢土砂災害防止月間｣に合わせて、７事務所管内で６７名が参加して延べ２３回、１２０箇所
の災害危険箇所の点検を実施しました。更に、秋には栗原市耕英地区での植樹会に参加を計画しています。

　今後もボランテイア精神に賛同していただいた個人や所属企業等の協力の下に、地元市町村や宮城県の
関係者の方々と連携を密にして活動してまいります。

　　当協会は平成１９年５月に設立して、土砂災害に関する情報の報告・提供や技術力向上を図るため講習
会・被災地視察を行うとともに、大規模な災害が発生した場合、二次災害防止のためボランテイア活動や災
害現場の点検を実施することを趣旨としています。

　設立以来７年を経過して会員は８８名を数えるまでになり、これまで土砂災害防止パトロールや緊急点検等
には延べ３３７人が参加して点検箇所は１、０７７箇所に達しました。

　これらを踏まえて、当協会の活動状況の発信と会員相互の情報共有をはかるため「宮城県砂防ボランテイ
ア協会だより」を発刊することとしました。

年度 活動内容 管内 備　　考

平成１９年度 土砂災害防止月間合同ﾊﾟﾄ ８土木事務所 153 箇所 25 名

土砂災害防止月間合同ﾊﾟﾄ ７土木事務所管内 153 箇所 32 名

岩手・宮城内陸地震緊急点検 栗原地域事務所管内 21 箇所 15 名

平成２１年度 土砂災害防止月間合同ﾊﾟﾄ ７土木事務所管内 168 箇所 34 名

土砂災害防止月間合同ﾊﾟﾄ ７土木事務所管内 190 箇所 44 名

福祉施設等近傍の危険箇所点検 仙台・東部土木管内 37 箇所 22 名

東日本大震災に伴う緊急点検 栗原市 6 箇所 5 名

土砂災害防止月間合同ﾊﾟﾄ ６土木事務所管内 88 箇所 33 名

平成２４年度 土砂災害防止月間合同ﾊﾟﾄ ７土木事務所管内 141 箇所 60 名

平成２５年度 土砂災害防止月間合同ﾊﾟﾄ ７土木事務所管内 120 箇所 67 名

合　　　　　計 1,077 箇所 337 名

平成２３年度

点検箇所 参加人数

平成２０年度

平成２２年度

項目 箇所数
急傾斜地崩壊 4,964
土石流 3,413
地すべり 105
合計 8,482

土砂災害特別警戒区域
（レッドゾーン）
土砂災害警戒区域
（イエローゾーン）

1,047

947



４　H25 　危険箇所点検状況 ５　会員名簿　　　　（H25.7現在)
 （緑着色はH25土砂パト参加者）

大河原土木事務所管内(白石市北の沢)

北部土木事務所管内(大崎市古川)

栗原地域事務所管内

仙台土木事務所管内(仙台市太白区秋保)

NO． 会員氏名 所　　　　　　属

1 相澤嘉知 ㈱協和コンサルタンツ 東北支店
2 浅野耕作 アジア航測㈱ 仙台支店
3 安住槇夫 アジア航測㈱ 仙台支店
4 荒井裕則　 ㈱千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 仙台支店
5 有路裕男

6 飯沼勇宏
7 石川信一 ㈱復建技術コンサルタント

8 井関喜久夫 熱海建設興業㈱

9 板橋   勉 ㈱東建工営

(公)宮城県国際化協会

(公)宮城県スポーツ振興財団

11 市川　力 ㈱ﾃｲｰﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ

12 岩崎 　淳 ㈱東北リアライズ

13 岩渕 　仁 中央開発㈱ 東北支店

14 岩間廣孝 ㈱橋本店
15 梅津基司 日本測地設計㈱東北支店

16 及川和明

17 及川　 正 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 東北支社

18 大内章由 水ing㈱

19 大鐘省三 フリー工業㈱　仙台駐在

20 太田　 泰 ㈱復建技術コンサルタント
21 大戸英雄

22 大峡健宏 ㈱地清建設企画

23 大場基之 陽光建設㈱

24 大森満康 ㈱東北構造社

25 大類光男 中部復建㈱ 東北支社
26 尾崎紘三

27 尾崎幸弘 陽光建設㈱

28 小野寺信 川崎地質㈱ 北日本支社
29 小幡平吉 多賀城市役所

30 葛西信郎 ㈱地圏総合コンサルタント 仙台支店

31 門脇和善 宮城県道路公社
32 狩野　 力 東京コンサルタンッ㈱ 東北支店

33 菅野　 實 ㈱ニュージェック 　東北支店

34 菊地宗一 ㈱東北パシフィック

35 木舟順一 日広建設㈱

36 久喜榮悟 ㈱ウエスコ　　　東北支店

37 蔵本克哉 朝日航洋㈱ 東北空情支社
38 越田郁夫

39 齋藤正博 ㈱桑折コンサルタント

40 佐々木秀一 ㈱建設技術研究所　 東北支社

41 佐々木　勉 宮城県土地開発公社

42 佐々木秀也 ライト工業㈱ 東日本支社
43 佐藤勝裕 奥田建設㈱

44 佐藤　 茂 宮城県土地開発公社

45 佐藤庄市 丸か建設㈱

46 主藤孝二 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　東北支社

47 宍戸勝一郎 ㈱村山建設
48 島津藤夫 ㈱興和　東北支店

49 白旗　 清 陽光建設㈱

50 菅原　 卓 ㈱東京ｿｲﾙﾘｻｰﾁ 　東北営業所

51 鈴木謹一 ㈱基礎建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東北支店

52 清野興一 宮城県中南部下水道事務所

53 髙嶋照郎 ㈱東北パシフィック

54 髙田　 清 日本工営㈱ 仙台支店
55 髙橋一悦 陸奥ﾃｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）仙台支店

56 髙橋國義
57 高橋秀一 ㈱近代設計 東北支社

58 高橋拓馬 ㈱大林組　東北支店

59 高橋　　哲 ㈱興和　東北支店
60 髙橋信夫

61 高橋正義 前田道路㈱ 東北支店
62 高橋幸美智 ㈱カキザキ

63 伊達睦雄 西松建設（株）　北日本支社
64 千葉清隆 ㈱江合技術コンサルタント

65 千葉光敏 復建調査設計㈱ 東北支店

66 千葉芳則 ㈱エース仙台営業所
67 辻　 繁明   東北緑化環境保全㈱

68 中川　 淳 ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 東北支店

69 中野　 修 アジア航測㈱ 仙台支店
70 野上金助

71 畠 秀和 共和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱仙台支店
72 土生　道 ㈱福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　東北事業部

73 早坂通夫 ㈱東北パシフィック

74 早坂睦雄 朝日航洋（株） 東北空情支社

75 平間光雄 ㈱東北開発コンサルタント
76 藤井慶吾 震災廃棄物処理　岩沼事務所

77 堀　 安義 いであ㈱東北支店

78 松本　 昭 ㈱大林組東北支店

79 三浦健潤 ㈱日本構造橋梁研究所

80 三浦良信 ㈱ドーコン東北支店

81 三上登志男 ㈱復建技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

82 峯岸雄一 ライト工業㈱ 東日本支社

83 村上啓二 ㈱オオバ東北支店

84 村山芳雄 ㈱ジャパンコンステック
85 門馬　　晃 門馬建設㈱

86 横田武夫 ㈱高島ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ 仙台営業所

87 渡邊　律 ㈱東北リアライズ

88 菅原　晃 ㈱千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 仙台支店
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