
第　１2　号 (平成３０年　11月８日発行)
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

・協会活動内容

　①関係機関に対して土砂災害に関する情報の報告・提供

　②土砂災害・防災に関する技術力向上を図るための講習会開催・被災地視察

　③大規模災害発生時における二次災害発生防止のためのボランテイア活動や災害現場の点検

　④会員のボランテイア活動に対する支援等

・設立時期：平成８年１２月１７日

・会員数　：１２６名

      平成３０年１１月
　　　　        　宮城県砂防ボランテイア協会会長　　　　　  中川　　淳
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　役員名簿（平成２９年度～平成３０年度） 編集   　　
　　　　会　　長　　 中川　淳 〒　980-0803
　　　　副会長　 押見　和義 早坂　通夫 仙台市青葉区国分町3-8ｰ17
　　　　幹　　事 小嶋　志朗 渡邊　律 小野寺　信 　　　　　　　　　　日東ハイツ208号

早坂　睦雄 大森　満康 名久井俊彦  　    ㈱寒河江測量設計事務所
狩野　力 平間　光雄 　　　 仙台支店

　　　　監　　事 大場　基之 千葉　芳則 ☎        022(796)5753
　　　　事務局長　 畠　　秀和 FAX   　022(796)5763
　　　　事務局 伊東　　東　  　　主藤　孝二　  　佐々木　勉　  　狩野　浩 Email syutou@sagae-sokuryo.co.jp
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　今後もボランテイア活動に賛同していただいた会員や所属企業の御協力の下に、宮城県や市町村等との連携を密に活動してまいります。

　10月1７日(水)に宮城県・栗原市及び宮城県道路ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ協会・県庁ＯＢ会・地元関係者やNPOと連携して、栗原市栗駒耕英地区において
６年目の植樹会を実施しました。紅葉にはちょっと早い時期でしたが、１０３名の参加者があり好天の下で約1,000本の植樹をしました。また、来
春の芽吹きを期待して雑草取りや種拾いと種まき等を行いました。

　11月2日には、5～6月にかけて実施した土砂災害危険個所等点検パトロール結果を土木部長に報告しました。合わせて、宮城県知事より感
謝状が授与されました。

ｱｼﾞｱ航測㈱、熱海建設㈱、いであ㈱、㈱ｱｽｺ大東、㈱丹勝、ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱、大日ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱、㈱ｱﾙﾌｧ水工ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ､

ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱、第一復建㈱、大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱、中央開発㈱、中部復建㈱、東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱、㈱復建ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ､

西松建設㈱、ﾆﾁﾚｷ㈱、日本工営㈱、ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱、東日本ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱、㈱ｱﾗﾓﾄ、富士ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱､㈱ｱﾄﾞﾃｯｸ､

復建調査設計㈱、ﾌﾘｰ工業㈱、前田道路㈱、宮城県道路公社､明治ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱、門馬建設㈱、㈱いずみｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ,

陽光建設㈱、ﾗｲﾄ工業㈱、若築建設㈱、㈱ｱｲﾈｽ、㈱ｳｴｽｺ、㈱ｴｰｽ、㈱ｵｵﾊﾞ、㈱大林組、㈱ｶｻｻﾞｷ、㈱加美測量設計事務所、　

㈱基礎建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱協和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ、㈱近代設計、㈱建設技術研究所、㈱興和、㈱桑折ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱三協技術、

㈱新星ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱地圏総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱地清建設企画、㈱千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱ﾃｲｰﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ、㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、

㈱東京ｿｲﾙﾘｻｰﾁ、㈱東北開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱東北構造社、㈱東北ﾊﾟｼﾌｨｯｸ、㈱東北ﾘｱﾗｲｽﾞ、㈱ﾄﾞｰｺﾝ、㈱ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ、

本間ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱、㈱橋本店、㈱深松組、㈱福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱復建技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱村山建設、㈱ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、

共和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 、川崎地質㈱、㈱間瀬ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱寒河江測量設計事務所、㈱構研ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、

中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱、水ing㈱、ｷﾀｲ設計㈱、東興ｼﾞｵﾃｯｸ㈱、㈱三洋設計､宮城県測量設計業協会､陸奥ﾃｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱､

北部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱､北日本機械㈱､宮城県建設業協会､三友工業㈱、㈱パスコ､㈱片平新日本技研、㈱東光ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ､

㈱開成ｴﾝｼﾞﾆｴﾘﾝｸﾞ､佐野ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱､ｴｲﾄ技術㈱､玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱,ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾝｽﾃｯｸ(株)

1 日　　時　： 平成３０年１０月１７日（水）　

2 場　　所　： 栗原市栗駒耕英地区（旧駒の湯跡地）

3 参加人員　： 参加人員１０３名（砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ協会・道路ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ協会・とんぼの会・清流会：67名、宮城建設(株)、駒の湯、

　　 　栗駒山麓ｼﾞｵﾊﾟｰｸ推進協議会、栗駒自然を守る会、どんぐりの会、防災砂防課、栗原地域事務所、栗原市）
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鈴木謹一

高橋　克広

千葉　岳彦

万城目朋明

堀　安義

三浦健潤名久井俊彦

水越　宏勝

渡辺　律

松崎富士夫

三浦　明

結城孝俊

渡辺和夫

渡邊廣志

阿部　清

阿部　寛之

安藤　知

大渕義行

武井昌彦

千田信夫

千葉　敬

千葉芳則

中川　淳

菅原　卓

曽根　幹夫

高橋　雄治

高橋信夫

佐藤　久

佐藤政典

宍戸　昭則

主藤孝二

鈴木　正彦

菅原　晃

久保　浩

斎藤正博

佐藤勝裕

高子　憲夫

佐藤　茂

久喜榮悟

狩野　力

菊地宗一

木舟順一

小野寺信

尾山盛雄

狩野　浩

大森満康

尾崎紘三

小嶋志朗

大瀧　源

相澤　敦

大寺　修

大戸英雄

及川　正

及川和明 

太田　泰

石澤秀春

伊藤　一彦

今福久幸
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　中川砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ協会会長 郷右近栗原地域事務所長　　　NPO「どんぐりの会」福井さん 　　　　菅原プロジェクト代表

ブナ・ハンノキ・イタヤカエデ・イロモミジ　1,000本

寒さや雪に負けないでね！
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雑草取り

　　　作業状況空撮

植樹完了！！

　　　　　ドローン（サンコーコンサルタント㈱）3



　　　　　お猿さんに似ていますね

　　　　　来春しっかり芽吹いてね

大変ご苦労様でした

くりこま絆の森植樹全景　1.3ha
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中川会長より結果説明 　　　櫻井部長挨拶

点検結果報告 　　　　　　　　　知事からの感謝状授与

　　　　記念写真

1 日　　時　： 平成３０年１１月２日（水）　

2 場　　所　： 土木部会議室

3 出席者　 ： 宮城県　　　櫻井部長・金子次長・鈴木防災砂防課長他

当協会 　中川会長・押見副会長・早坂副会長・畠事務局長・名久井局員・伊東局員
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渡辺　敏治 三上　登志男  平間　光雄　 中川　　淳 高橋　　哲 菅原　　晃 佐藤　勝裕 狩野　　浩 大渕　義行 岩間　廣孝 井関　喜久夫

渡邊　廣志 三浦　良信 早坂　睦雄 千葉　芳則 髙橋　國義 新川　喜一 佐々木　勇記 狩野　　力 大場　基之 岩渕　　仁 石川　信一

渡辺　　律 三浦　巳徳 早坂　通夫 千葉　光敏 高橋　克宏 白旗　　清 佐々木　秀也 門脇　和善 大庭　　博 今福　久幸 飯沼　勇宏

渡辺　和夫 三浦　　明 濱田　誠 千葉　岳彦 高田　　清 主藤　孝二 佐々木　　勉 葛西　信郎 大戸　英雄 猪股　宏至 安藤　　知

山口　直三 万城目　朋明 土生　　道 千葉　　敬 髙嶋照郎 白川　健二 佐々木　秀一 尾山　盛雄 大寺　　修 井上　久裕 有路　裕男

山蔭　聡司 間野　勇一 畠　　秀和 伊達　睦雄 高子　憲夫 宍戸　勝一郎 櫻井　幸夫 小野寺　信 大瀧　　源 市川　　力 新井　瑞穂

門馬　　晃 松本　　昭 橋本　喜次 田口　強 清野　興一 宍戸　昭則 斉藤　良喜 小嶋　志朗 太田　　泰 伊藤　直司  荒井　裕則　

村山　芳雄 松澤　　茂 橋本　　潔 武井　昌彦 鈴木　正彦 佐藤　政典 齋藤　正博 押見　和義 大鐘　省三 伊藤　一彦 阿部　清

村上　啓二 松崎　富士夫 新田 　洋 高橋　雄治 鈴木　謹一 佐藤　博史 久喜　榮悟 尾崎　幸弘 大内　章由 伊藤　茂喜 阿部　勝美

峯岸　雄一 堀　　安義 西里　康彦 高橋　正義 菅原　　卓 佐藤　久 木舟　順一 尾崎　紘三 及川　　正 伊東　　東 浅野　耕作

水越　宏勝 藤井　慶吾 名久井　俊彦 髙橋　信夫 菅原　敬二 　　佐藤　　茂 菊池  　明 大類　光男 及川　和明 板橋 　 勉 相澤　嘉知

菊地　宗一 大森　満康 遠藤　繁則 石澤　秀春 相澤　　敦

年度 活動内容 管内 日時 備　　考

平成１９年度 土砂災害危険箇所パトロール ８土木事務所 153 箇所 6月 25 名

土砂災害危険箇所パトロール ７土木事務所管内 153 箇所 6月 32 名

岩手・宮城内陸地震緊急点検 栗原地域事務所管内 20 箇所 7月8日 13 名
平成２１年度 土砂災害危険箇所パトロール ７土木事務所管内 168 箇所 6月 34 名

土砂災害危険箇所パトロール ７土木事務所管内 190 箇所 6月 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

土砂災害危険箇所パトロール ６土木事務所管内 88 箇所 6月 33 名
平成２４年度 土砂災害危険箇所パトロール ７土木事務所管内 141 箇所 6月 60 名

土砂災害危険箇所パトロール ７土木事務所管内 120 箇所 6月 67 名

生態学的混播・混植法講習会 栗原地域事務所管内 1 箇所 10月10日 19 名
H20岩手・宮城内陸地震被災地「栗駒耕英地
区」植樹会(第1回) 栗原地域事務所管内 1 箇所 10月23日 80 名 全参加者数

土砂災害危険箇所パトロール ７土木事務所管内 116 箇所 6月 70 名

生態学的混播・混植 栗原地域事務所管内 1 箇所 10月16日 11 名

耕英東地区砂防激特事業完成記念植樹会　栗原地域事務所管内 1 箇所 10月22日 3 名

H26　栗駒耕英地区植樹会(第２回) 栗原地域事務所管内 1 箇所 11月4日 90 名 全参加者数

土砂災害危険箇所パトロール ７土木事務所管内 134 箇所 6月 92 名 延べ人数

H27　栗駒耕英地区植樹会(第3回) 栗原地域事務所管内 1 箇所 10月21日 85 名 全参加者数

土砂災害危険箇所パトロール ７土木事務所管内 136 箇所 6月 94 名 延べ人数

H28　栗駒耕英地区植樹会(第4回) 栗原地域事務所管内 1 箇所 10月12日 88 名 全参加者数

生態学的混播・混植 栗原地域事務所管内 1 箇所 10月21日 35 名 全参加者数

土砂災害危険箇所パトロール ７土木事務所管内 130 箇所 6月 107 名 延べ人数

H29　栗駒耕英地区植樹会(第5回) 栗原地域事務所管内 1 箇所 10月18日 98 名 全参加者数

土砂災害危険箇所パトロール ７土木事務所管内 263 箇所 ５～6月 173 名 延べ人数
H30　栗駒耕英地区植樹会(第6回) 栗原地域事務所管内 1 箇所 10月17日 103 名 全参加者数

　　　　　　　合　　　　　計 1,865 箇所 1,483 名

点検箇所等 参加人数

平成２０年度

平成２２年度

平成２３年度

平成２５年度

平成２7年度

平成２６年度

平成２９年度

平成３０年度

平成２８年度
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