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吉浜小学校の生徒が、皿貝川で「ヨシ刈り」！
平成２１年１月２０日、吉浜小学校の３・４年生が石巻市北上町を流れる一級河川皿貝川で、 ヨシ刈
り を行いました。ヨシ刈り作業には、NPO 法人ひたかみ水の里（代表 新井偉夫さん）が協力されて
います。その昔、この地域では、天然の「のり」を干す「よしず」の生産が盛んだったと聞きました。
ヨシは、その「よしず」の材料として重宝されました。生徒たちは、このヨシで「よしず」づくりを体
験しました。
「よしず」を編む器具は残っていなかったことから、新しく作られたとのことでした。生徒
たちが作った作品は、今年度の卒業生に送られると聞いています。
１月２０日のヨシ刈りのようす（講師は、佐々木茂美さん、千葉五郎さん）

試作のようす（講師は佐々木茂美さん）１回目（２月１３日）と２回目（３月５日）

２回目（３月５日）

「北上川河口のヨシ原」は、平
成８年に日本の「音風景」百選
の一つに選ばれています。

（お問合せ先：宮城県東部土木事務所

河川砂防第二班

０２２５−９４−８７８５直通です）
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☆☆石巻長浜海岸クリーンビーチ作戦に参加しました☆☆
平成 20 年７月 1 日、海水浴シーズンを前に毎年恒例となっている、石巻市長浜海岸のクリーンビーチ作
戦に参加しました。
今年は渡波中学校全校生徒４８４名、渡波小学校全校生徒４５６名、鹿妻小学校６年生８８名、小中学校の
保護者の皆さん、ライオンズクラブ、海上保安部、漁協、石巻市商工観光課などが参加し、総勢１，３００名
を超える参加がありました。
天気は快晴でしたが、南風が強く砂の舞い上がる中、みんな汗を流して、砂まみれになって頑張りました。
海岸には花火やビニール袋などの一般ゴミの他、竹や流木、網やロープなどが多く漂着していました。砂に埋
まった網やロープはとても重く、みんなで力を合わせて引っ張り出しました。
毎年たくさんのゴミが集まります。海岸をご利用になる皆さん、海や砂浜を汚すことのないようゴミは必ず
持ち帰り、安全で美しい海岸を守っていきだき、ありがとうございます。
【清掃のようす】

掲載が遅れ
て、ごめん
なさい！
編集より

（お問い合せ先：宮城県東部土木事務所 河川砂防第二班

022５-94-87８５直通）
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第 8 回「子どもサミット」が開催されました！
平成２１年１月３１日、石巻合同庁舎５階大会議室において、
「子どもサミット」が開催されました。
このサミットは、ＮＰＯ法人「ひたかみ水の里」（代表 新井偉夫さん）が主催したもので、今年度で
８回目となりました。子どもたちは、学校の総合学習を通じて、川などの自然と関わり、川の生き物や
自然環境の問題に取り組んだ活動内容について元気に発表しました。川などでのゴミ拾い、水生生物や
野鳥の観察、川の上流の小学校との交流など、内容は色々ありました。特に、ゴミ清掃などの話題が多
かったようです。風が強く、大雪の中、みなさん、ご苦労様でした。
会場のようす
講話（小谷教授）
石巻市立中里小学校

石巻市立吉浜小学校

同

橋浦小学校

石巻市立住吉小学校

同

開北小学校

めだかっこクラブ

子どもたちによる意見・交換

東松島市立赤井南小学校

同

鹿又小学校

曽根 東部土木事務所長

【今回参加できなかった小学校】富谷町立日吉台小学校、美里町立小牛田小学校、石巻市立貞山小学校、
同湊第二小学校、同二俣小学校、同大川小学校
・・・これからも活動を続けてください・・・
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道路・河川・公園・海岸のスマイルサポ−タ−に参加しませんか！
◇ 当事務所では、県民参加型のボランティア活動として、４つのプログラムを展開しております。この制度は、アド
プト （ａｄｏｐｔ）制度でアドプトとは「養子縁組」という意味です。地域の方々が道路、河川、公園、海岸の公共
スペースと養子縁組し、愛情をもって面倒を見る(清掃・美化する)ことから命名されたものです。
道路の「みやぎスマイルロード・プログラム」は、県内で１５１団体、当事務所管内では、石巻市・東松島市の下記
２３団体が活動しております。河川の「みやぎスマイルリバー・プログラム」は、県内で６８団体、当事務所所管内
では、石巻市・東松島市の下記５団体が活動しております。公園の「みやぎふれあいパ−ク・プログラム」は、県内
で１４団体、当事務所では矢本海浜緑地公園で下記２団体が活動をしております。海岸の「みやぎスマイルビーチ・
プログラム」は県内で５団体、管内では石巻市・東松島市の３団体が活動しております。
なお、登録は、個人、団体、企業を問いません。皆様のご参加をお待ちしております。
◇申し込みから活動までの流れは、概ね次のとおりです。
（保険料は、宮城県で負担いたします。
）
① 申し込み

②審 査

③認

定

④覚書締結

⑤認定証交付

⑥保険加入

⑦表示板設置

（お問い合せ先：宮城県東部土木事務所 行政班
◇現在活躍中のスマイル・サポーターの皆さん（平成21年2月28日現在）
施設名

団

体

名

認定 月日

活 動

区 域

⑧活 動

0225−94―8692直通）
と 主 な

活 動

内 容

道路

1

東松島市赤井地区ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ推進委員会

H.14.04.12

(主)石巻鹿島台大衡線、赤井地区1.6kmの清掃・植栽

同

2

大須「灯台(ともしび)会」

H.14.05.31

(一)釜谷大須雄勝線､大須地区3kmの清掃等

同

3

宮城奥松島つばきの会

H.15.03.18

(主)奥松島松島公園線、大高森付近3kmの植栽･害虫駆除等

同

4

上街道ﾌﾗﾜｰｱﾍﾞﾆｭｰ推進協議会

H.15.06.20

(主)矢本河南線､矢本消防署前から1.2kmの植栽等

同

5

和渕山根老人クラブ

H.15.06.30

(主)河南米山線、和渕地区0.8knの植栽・清掃

同

6

鈴木貞夫

H.15.07.18

(国)３９８号、門脇地区1.2kmの清掃等

同

7

石巻かほく商工会女性部雄勝支所

H.16.04.27

(国)３９８号、雄勝地区300mの清掃・植栽

同

8

東松島市大塩地区ｺﾐｭﾆﾃｨ推進協議会

H.17.02.04

(一)河南鳴瀬線･大塩小野停車場線、大塩地区2.5kmの清掃緑化除雪

同

9

石巻市朝日行政区

H.17.02.08

(一)河南南郷線、北村地区2.6kmの清掃、緑化

同 10

東松島市高松行政区

H.17.03.09

(一)鳴瀬南郷線･河南鳴瀬線、高松地区2.7kmの清掃

同 11

ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ(株)ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ石巻東店

H.17.07.21

(国)３９８号、流留地区550mの清掃

同 12

中野老人会

H.17.10.14

(一)北上河北線、中野地区500mの清掃、緑化

同 13

(株)木村土建､(株)ｸﾚｱｰﾙｷﾑﾗ及び協力会(浩友会) H.17.11.29

(主)石巻鹿島台大衡線、大塩地区1.2kmの清掃、緑化

同 14

ｲｵﾝ石巻ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰジャスコ石巻店 H.18.11.22

(主)石巻鹿島台大衡線、蛇田地区300mの清掃、緑化

同 15

ファミリーマート石巻折立店

H.18.12.20

(国)３９８号、(一)稲井沢田線、沢田地区100mの清掃、緑化

同 16

(株)丸本組

H.18.12.25

(国)３９８号、(一)石巻雄勝線、八幡町地区800mの清掃､緑化

同 17

マルハン石巻店

H.19.12.27

(国)３９８号、大街道地区1.7kmの清掃、緑化

同 18

石巻環境サービス(株)

H.20.05.27

(一)石巻女川線、魚町地区565mの清掃

同 19

ツクイ大街道

H.20.08.25

(国)３９８号、大街道地区500mの清掃

同 20

鹿又新田町クリーンクラブ

H.20.11.06

(一)鹿又停車場広渕線・鹿又停車場線、鹿又地区1.2kmの清掃

同 21

(株)マルテック

H.20.11.20

(一)石巻女川線、松並・緑町地区1.5kmの清掃

同 22

ホーマック(株)石巻蛇田店

H.21.01.14

(主)石巻鹿島台大衡線、蛇田地区300mの清掃

同 23

(株)丸本組

H.21.02.20

(主)奥松島松島公園線、野蒜地区1.0kmの清掃

河川

1

特定非営利活動法人 ひたかみ水の里 H.15.07.18

(二)北北上運河､石井閘門から600m(両岸)の清掃

同

2

松葉の会

H.16.02.24

(二)相川沢川、北上町十三浜500mの清掃・緑化

同

3

定川を守る会

H.18.02.14

(二)定川、赤井(石巻市境)から南北上運河合流点7.5kmの清掃・緑化

同

4

真野内原行政区(石巻市)

H.19.02.26

(一)内の原川、内原274地先から子萩山１号橋下流1.3kmの清掃・除草

同

5

宮城労働者共済生活協同組合

H.20.07.11

(二)北北上運河、中埣橋から左岸下流500mの清掃

公園

1

医療法人社団きくべえクリニック

H.16.11.25

矢本海浜緑地公園の清掃

同

2

宮城いきいき学園石巻校六期会

H.16.11.25. 矢本海浜緑地公園の清掃

海岸

1

ヘビーカレント・サーフ

H.20.06.03

州崎海岸、鳴瀬川右岸河口から約500ｍの清掃

同

2

追波湾サーファー

H.20.08.07

長塩谷海岸300m・横須賀海岸1,000mの清掃

同

3

浜市サーフィンクラブ

H.20.08.08

浜市海岸、浜市橋から東西各200mの清掃
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◇違反広告物除却サポーターの皆さん（平成２１年２月２８日現在）
当管内の違反広告物除却サポーターは、石巻市・女川町の２６団体６３４名が参加されております。こち
らも、みなさんのご参加をお待ちしております。お問い合わせ先は、上記と同じになっております。
【スマイル・サポーターの活動状況】３月７日、奥松島松島公園線野蒜地区を清掃する(株)丸本組の皆さん

赤堀環境整備（クリーンアップ活動）に参加しました！
石巻市渡波の通称・赤堀は、干潮時に長年堆積した汚泥の悪臭や粗大ゴミなどの影響により、環境の悪化が
著しいことから、地域から、宮城県や石巻市へ環境改善の要望がなされております。
このような状況を踏まえ、平成２１年２月１６日（月）に地域と行政が一体となり、赤堀の状況に対し共通
認識を持ち、今後の抜本的対策の方向性を見出す一助として、当該地区のクリーンアップ活動を行いました。
この活動には、土井石巻市長をはじめ、地域住民３６名、宮城県から９名（漁港、土木）、事務局の石巻市職員
が参加しました。最高気温３°という寒い中、皆さん、ご苦労様でした。
【吉野会長
土井市長】
【位置図】
【参加者の皆さん】

赤堀

塩富大橋
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「土砂災害防止法」による看板検討懇談会

その２！

土砂災害防止法における土砂災害警戒区域指定後に、関係市町村が定める警戒避難体制整備（土砂災害ハ
ザードマップの作成等）に関する「看板」設置のモデルとして、大塚地区を対象に、下記のとおり、「住民
参加型土砂災害危険箇所看板検討懇談会」を開催しました。
検討に当たっては、実際に地域に住んでいる住民の方々の声を聞き、意見交換を行いながら行います。懇
談会のスケジュールは以下のとおりでした。看板が設置された状況は、次号で。
【第1回説明会のようす】

【第2回目のようす】

3班に分かれて検討会

検討中

各班の発表

【第３回目のようす】

お問合せ先は、河川砂防第一班

第 2 回検討結果の説明

０２２５−９４−８７８５（直通）

内海区長（大塚地区）

（７）
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「コバルトライン」をドライブしてみませんか

！

当管内にある観光名所、一般県道牡鹿半島公園線（通称、コバルトライン）を紹介します。コバルトライ
ンは、JR石巻線のガード下にある国道398号の交差点（女川町浦宿）から分かれ、牡鹿半島のほぼ尾根をと
おり、金華山を眺めながら、石巻市鮎川に通ずる県道です。
元々は観光道路として整備され、昭和46年（1971）4月1日有料で供用開始し、平成8年（1996）4月
から無料開放しています。
道路の線形は、尾根を通過しているため、カーブがきつくなっていますので、ゆっくり走行するのが一番
です。時間と興味がある方やドライブの腕に自信のある方にお勧めします。
写真は大六
天駐車場⇒
ここからの
女川湾の
展望は最高
です。

【一般県道 牡鹿半島公園線：赤色部分】

大六天駐車場

南端にある
御番所公園
では、金華
山（左）が
間近に見ら
れます。

支倉常長像

また、
網地島が
が正面に⇒
石巻市鮎川

御番所公園には、子供も大人も遊べる遊具や
アスレチック施設もあります。
眼下には、沿岸捕鯨で繁栄
した鮎川の街があります。
（鮎川）⇒
鮎川の食堂では、おいしい
鯨が食べられます。

お問合せ先は、東部土木事務所

技術次長（企画担当）

御番所公園

帰りは、石巻へ
直行の石巻鮎川線
の途中に、
支倉常長の功績を
たたえた像があり
ます。⇒

０２２５−９４−８７６３（直通）
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旧北上川圏域河川整備学識者懇談会は終了しました！
宮城県では、一級河川北上川水系の河川のうち、旧北上川に接続する

委員の皆さん、発言は新井偉夫さん

追波川、加茂川、真野川などを対象とした、旧北上川圏域の河川整備計
画の策定を進めるため、計画の基本的な方針について専門的な見地から
意見聴取を行うため、学識経験者等からなる「旧北上川圏域河川整備学
識者懇談会」を設置し、懇談会を３回開催しました。
今後は、計画（案）について他機関との協議・調整を行い、国土交通
省東北地方整備局に認可申請する予定です。
詳しい内容については、東部土木事務所のＨＰに掲載しておりますので、ご覧ください。
（お問合せ先：宮城県東部土木事務所

河川砂防第二班

知っていますか

０２２５−９４−８７８５直通）

道路標識！

自転車で道路を走行するときは、一般的に、車道の左サイドを走行すること
になっていますが、右のような歩行者と自転車が一緒の標識がある場合には、
歩道を走行しても良いことになっています。
また、下のような標識がある場合は、自転車専用道路では歩行者は通行で
きませんし、歩行者専用道路では、自転車は走行してはいけません。

自転車専用

自転車・歩行者専用

歩行者専用

当事務所の河川関係のＮＰＯ法人「ひたかみ 水の里」を紹介します。
代表理事は、新井偉夫（あらい ひでお）さんで、平成１１年７月２６日法人格取得。
当事務所の管理河川で、主には、小学生の体験活動に協力していただいております。
連絡先は、TEL･FAX０２２５−９６−６８７０となっております。

事務所ホームページに掲載している資料等！
１

宮城県東部土木事務所の概要（PDF：1.8MB）平成 20 年度版（ダウンロードできます）

２ 東部土木だより（第 1 号〜第 3 号 PDF：276KB〜400KB）（ダウンロードできます）
３ スマイル・サポーターの紹介
４ 職員による各種活動の紹介（ダウンロードできます）
５ 代表ＨＰ http://www.pref.miyagi.jp/et-dbk/

代表Ｅメール et-dbk@pref.miyagi.jp

国道３９８号石巻バイパスの「曽波神大橋」現場見学会のお知らせ（各市町の広報誌４月号にも載ります）
と

き

ところ

平成２１年４月２６日 13:00〜15:00
曽波神大橋左岸（石巻専修大学北側）

（参加希望者は４月２２日まで下記まで連絡してください。
）
くわしくは、道路建設第一班 ９４−８７６３まで

◇◇◇◇◇◇◇◇編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇
この「たより」は当事務所と地域住民等のふれあいを重点的に掲載しています。
「たより」に掲載してほしい
こと、また、ご意見やご提案がありましたら、下記まで連絡をお願いします。
（お問合せ先：宮城県東部土木事務所

技術次長（企画担当）

０２２５−９４−８７６３直通です）

