平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

団

体

名

年月日
H30.5.16
H30.6.4～6

活動内容
北海道砂防ボランティア協会の幹事会
道庁ロビーで行われる土砂災害防止月間パネル展に説明員として参加
小学校の授業の一環として有珠山で行われる「みどりはどうなった春授業」
H30.6.8
に参加して現役職員の補助や植樹等を実施
H30.6.28～29 道庁ロビーで行われる海岸愛護月間パネル展に説明員として参加

1 北海道砂防ボランティア協会
H30.7.10

2 青森県砂防ボランティア協会

3 砂防ボランティア岩手県協会

4 宮城県砂防ボランティア協会

小学校の授業の一環として十勝岳周辺で行われる「親と子の火山砂防見学
会」に参加して、バス内での小学生に対しての防災教育説明や土石流の模型
実験を実施

H30.8.30～31 道庁ロビーで行われる維持管理防災パネル展に説明員として参加
有珠山で行われる「みどりはどうなった秋授業」に参加して防災教育を実
H30.9.8
施、また種採取の補助を実施
H30.5.21
青森県砂防ボランティア協会 平成30年度第1回幹事会
ヤマメ放流支援、魚道及び環境施設清掃、砂防施設点検、土砂災害広報活動
H30.6.22
（中泊町滝ノ沢ふるさと砂防愛ランド）
H30.6.29
土砂災害防止講演会参加、青森県砂防ボランティア協会総会
H30.7.27
蔵助沢砂防公園清掃及び砂防施設点検(弘前市百沢)
H30.9.1
蔦川砂防清掃及び施設点検（十和田市焼山）
H30.9.28
滝の沢川イワナ産卵床維持管理及び施設点検（外ヶ浜町塩越）
H30.4.16
第1回役員及び事務局員等会議 会員26名参加
H30.4.19
八幡平山系砂防設備安全利用点検 会員4名参加
H30.5.24
出前講座の講師（磐井川砂防施設他）会員4名参加
砂防ボランティア岩手県協会定期総会 会員及び来賓73名参加
H30.5.25
特別講演 岩手大学理工学部 教授 南 正昭 様
H30.6～7
土砂災害危険個所点検パトロール 33市町村 会員延べ92名参加
H30.6.12
出前講座の講師（磐井川砂防施設他）会員3名参加
H30.6.16
出前講座の講師（岩手・宮城地震10周年イベント）会員5名参加
H30.6.22
出前講座の講師（磐井川砂防施設他）会員4名参加
H30.6～8
砂防堰堤探検隊（八幡平市）7回 会員延べ16名参加
H30.7.9
八幡平山系砂防設備安全利用点検 会員6名参加
H30.7.10
平成30年度土砂災害防止研修会（岩手県砂防災害課主催）会員29名参加
H30.7.26
第2回役員及び事務局員等会議 会員17名参加
H30.9.25
役員会議 会員7名参加
H30危険個所パトロールの前倒し及び調査範囲の拡大について打合せ（協会
H30.4.16
役員と県防災砂防課）

H30.5.16

平成30年度宮城県砂防ボランティア協会総会及び研修会（会員127名）
研修内容 1「防災砂防課からの情報提供について」
宮城県防災砂防課 技術補佐高橋裕紀
2 1「蔵王山における火山噴火緊急減災対策について」
2「近年の火山噴火時の対応について」
(公社)日本地すべり学会東北支部 池田 一

平成30年度土砂災害防止月間に係る危険個所パトロール
県内7土木事務所
参加延べ人数173名 点検個所数252箇所
H30.4.19
第1回理事会
H30.5.30
平成30年度 通常総会
H30.6.3,10,17 土砂災害・全国防災訓練、避難訓練時講習会（8地域振興局管内）
H30.6.13
防災知識普及活動（北秋田市立大阿仁小学校）
特定非営利活動法人 秋田県砂防
5
H30.6.21,25 土砂災害危険個所合同点検（仙北地域振興局管内）
ボランティア協会
H30.6.28
同上（北秋田地域振興局管内）
H30.7.18
第2回理事会
H30.9.2
広報活動（土砂災害関連パネル展）
H30.9.21～ 急傾斜地崩壊防止施設点検業務委託（鹿角地域振興局管内）
H30.5.30
第1回幹事会
H30.6
土砂災害危険箇所点検パトロール
H30.6.29
総会
6 山形県砂防ボランティア協会
H30.5.7～6.30

H30.8.2

技術者講習会（山形県砂防協会70周年記念式典で行われた記念講演会を今年
度の技術者講習会とした）

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

団

体

名

年月日
H30.5

H30.6

○出前講座「ふるさと安全たんけんスクール」3回
・6/14いわき市立桶売小学校、6/19金山町立横田小学校、6/27福島市立平田
小学校

H30.7

○出前講座「ふるさと安全たんけんスクール」3回
・7/4只見町立只見中学校、7/5喜多方市立熱塩小学校、7/12相馬市立山上小
学校

7 福島県砂防ボランティア協会
H30.7.10
H30.7.24
H30.8

H30.9

8 栃木県砂防ボランティア協会

9 群馬県砂防ボランティア協会

H30.5.23
H30.6.7
H30.6.14
H30.6.21
H30.4.16
H30.5.10
H30.5.11
H30.5.14
H30.5.10

10

彩の国砂防ボランティア協会
(SSVA)

活動内容
○出前講座「ふるさと安全たんけんスクール」3回
・5/9会津若松市立湊小学校、5/24白河市立五箇中学校、5/24いわき市立上
遠野中学校

○福島県砂防ボランティア協会 第1回事務局会議
○福島県砂防ボランティア協会 第1回役員会
○福島県砂防ボランティア協会 通常総会
○出前講座「ふるさと安全たんけんスクール」1回
・8/31いわき市立三和中学校
○出前講座「ふるさと安全たんけんスクール」5回
・9/4三島町立三島小学校、9/5福島市立湯野小学校、9/10いわき市立豊間中
学校、9/13昭和村立昭和中学校、9/26いわき市立大野第一小学校
栃木県砂防ボランティア協会総会、県職員との意見交換
土砂災害危険箇所及び施設点検（大田原土木事務所管内）
土砂災害危険箇所及び施設点検（安足土木事務所管内）
土砂災害危険箇所及び施設点検（鹿沼土木事務所管内）
第1回役員会・総会開催
砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域現地点検調査（吾妻地区）
同上（東毛地区）
同上（西毛地区）
○第1回役員会
・H30総会開催について

H30.6.13

○H30総会開催
・H29年度決算及び事業報告
・H30年度予算及び事業計画
・役員の改選

H30.7.26

○第2回役員会
・H30実施事業について

H30.9.21

○第3回役員会
・H30実施事業について

H30.6.8～28 土砂災害防止月間
H30.6.22
H30.6.25

11 特定非営利活動法人 防災千葉

12 東京都砂防ボランティア協会
13 神奈川県砂防ボランティア協会

がけ点検

全15土木事務所

832個所

NPO防災千葉88名

出前授業「語り継ぐ災害地震津波災害」山武市立蓮沼小学校1～6年生154名
水防訓練（香取土木事務所）NPO防災千葉3名
出前授業「語り継ぐ災害地震津波災害」九十九里町立九十九里小学校4～6年
H30.7.4
生96名
H30.7.6
理事会
H30.7.17
平成30年度通常総会
出前授業「語り継ぐ災害地震津波災害」九十九里町立片貝小学校4～6年生96
H30.7.18
名
H30.8.1～30 歩くパトロール 13土木事務所 NPO防災千葉48名
第39回九都県市合同防災訓練 千葉県会場 勝浦中学校 パネル展示、パ
H30.8.26
ワーポイント投影、テキスト配布
H30.8.31
県土整備部震災訓練 全15土木事務所 NPO防災千葉62名
H30.8
会報32号発行800部
H30.7.4
平成30年度総会
H30.5.14
総会（場所：かながわ労働プラザ）
H30.6～
土砂災害危険個所点検パトロールへの参加

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

団

体

名

年月日
H30.5.31～7.5

活動内容
・土砂災害危険個所の点検
参加者 砂防ボランティア
新潟県
地元・市町村

10事務所管内
約20名
約10名
約20名

35地区

・地域防災懇談会
土砂災害危険個所の住民、要援護者施設管理者等に対し、防災意識の向上
H30.6.3～9.30
と防災知識の向上を図る。
3事務所管内 4地区

14

特定非営利活動法人 新潟県砂防
ボランティア協会

H30.6.11

・防災講演会・・・参加者187名
「新潟県の集中豪雨」～敵を知って豪雨災害に備えよう～
講師 三条市防災気象アドバイザー 長峰 聡 氏
「最近の災害における危機対応と教訓」
講師 新潟県土木部砂防課長 三木 公一 氏
・NPO法人新潟県砂防ボランティア協会総会
・NPO法人新潟県砂防ボランティア協会理事会
・情報発信 会報第17号を発行 活動内容及び成果の公表

H30.7.13～23

・万内川砂防フェスティバルに関するボランティア活動
砂防文化財パネル展
地域住民・観光客の土砂災害の知識啓発・普及を図る
入館者数 477名

H30.8.11

サマーフェスティバル
万内川等の登録有形文化財および砂防公園の保全・環境整備を行う
会場草刈・清掃・施設点検等
サマーフェスティバル 来場者数1,261名

H30.5.25

・通常総会を開催

H30.6.6

・地震時防災訓練
県土木センター・土木事務所が実施した大規模地震を想定した防災訓練に参
加し、施設の緊急点検や被害情報の収集・伝達業務など災害対応能力の確認
や検証を行った

・土砂災害危険個所パトロール
H30.6.4～7.3 土砂災害防止月間中に4市が実施した危険個所パトロールに防災関係機関と
共に参加
15

特定非営利活動法人 富山県砂防
・立山カルデラ砂防体験学習会の現地解説
ボランティア協会
H30.7.4～9.26 立山カルデラ砂防博物館が主催する立山カルデラ砂防体験学習の現地解説を
行った。

16 石川県砂防ボランティア協会

H30.8.26
・土砂災害を考える集い:県などが行う総合防災訓練（4市）のなかで、土砂
～9.23
災害に関する啓発活動を実施
・子供砂防教室（水辺の楽校プロジェクトの支援）
H30.6.8
県と協働で、小矢部市石動小学校児童を対象に子供砂防教室を開催
国土交通省立山砂防事務所と協働で、富山市太田小学校児童を対象に子供砂
H30.9.28
防教室を開催
その他 2回 ・理事会を開催:当面の諸問題を協議
・第1回役員会を開催
H30.5.10
・手取川・梯川総合水防演習の事前調査（白山市白峰地内の危険箇所）
・平成30年度総会の開催
H30.5.22
・「砂防地すべり講演会」の開催、演題：「防災気象情報の利活用につい
て」講師：元金沢地方気象台防災管理官 山下光信
H30.5.26
・手取川・梯川総合水防演習に参加
「土砂災害防止月間」及び「農地・林地防災月間」の広報キャラバン隊合同
出発式に関係機関と共に参加
H30.6.4
・「土砂災害防止月間」広報キャラバン隊に参加
・県内のすべての土木事務所管内において、県主催の「土砂災害危険箇所パ
H30.6.8～28
トロール」に市町・警察・消防など関係行政機関と共に参加
H30.9.27

17 福井県砂防ボランティア協会

H30.4.26
H30.6.3

・県砂防協会主催の砂防担当者現地研修（福井県方面）に県市町の職員と共
に参加
第13回アカタン砂防歴史遺産活用促進協議会 協会参加 1名
アカタン砂防堰堤群保全活動の実施協力 協会参加 6名

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

団

体

名

年月日
H30.4.12

活動内容
第1回役員会を開催し、平成30年度通常総会の議案について審議した。

H30.5.16

平成30年度通常総会を開催し、今年度の活動内容等について承認を得た。
また、総会終了後、国土交通省中部地方整備局 富士砂防事務所 副所長白木
久也 氏より「富士山における火山砂防対策」と題して、ご講演をいただ
き、会員の見識を深めた。

H30.6.3

土砂災害・全国統一防災訓練に参加し、土石流模型を用いて、住民へ土砂災
害に関する説明を行った。

18 山梨県砂防ボランティア協会
H30.6.6～22
H30.6.16
H30.8.22
H30.8.29
H30.4.16
H30.4.20
H30.5.21
H30.5.24
H30.5.28
19 長野県砂防ボランティア協会

H30.6.8～28

県内全域を対象として、防災関係者と共に、県内の危険箇所をパトロール
し、今後の整備方針等についてアドバイスを行った。
甲斐駒清流懇話会主催の防災フェアゆらみず祭りへ参加協力し、土石流模型
を用いて、来場者へ土砂災害に関する説明を行った。
第2回役員会を開催し、秋の防災講習会の内容等について審議した。
甲斐駒清流懇話会主催の「砂防校外授業」に参加協力し、地元の小学生に土
砂災害の恐ろしさや、砂防ダムの効果等について説明した。
第1回役員会
大田切川床固工群安全点検
第2回役員会
薬師沢歴史的砂防施設維持管理活動（第1回）
駒ヶ根市宮田村区役員等への土砂災害講習会
土砂災害防止月間に伴う危険箇所点検パトロール（県建設部出先機関等と合
同）

H30.6.14
H30.6.20
H30.7.3
H30.7.26
H30.8.23
H30.4.20

20 岐阜県砂防ボランティア協会

21 静岡県砂防ボランティア協会

長野県砂防ボランティア協会総会及び講習会
南信支部総会及び講習会
牛伏川歴史的砂防施設維持管理活動
荏沢川歴史的砂防施設維持管理活動
薬師沢歴史的砂防施設維持管理活動（第2回）
第1回役員会（平成30年度の事業計画・総会について）
岐阜県砂防ボランティア協会総会の開催
H30.5.22
平成30年度第1回砂防ボランティア全国連絡協議会
H30.6.2
砂防フェアinかいづ(土砂災害や砂防事業に関する啓発活動)
H30.6.6
平成30年度砂防ボランティア全国のつどい
H30.6～9
土砂災害危険箇所および砂防施設点検等の実施
H30.9.13
第2回役員会（平成30年度の斜面判定士講習会について）
○大内地区グリーンベルト関係
H30.4.8
樹林帯管理 春の植樹
H30.4.14
樹林帯管理 総合学習（地元小学生等の参加による竹細工教室）
H30.4.19
樹林帯管理（地元子供園等の参加による竹の子掘り）
H30.4～9
樹林帯管理 作業会（計15回：新竹の伐採、草刈り）
H30.7.17
樹林帯管理 総合学習（地元小学生が草刈を体験））
H30.9.23
台風24号による倒木の処理
○その他
○市町自主防災会講習会等への講師派遣
※住民に土砂災害に関する知識の普及を行う講習会
H30.5.27
○大谷崩における植樹活動
H30.6.3
○土砂災害・全国防災訓練への参加
○急傾斜地崩壊危険区域の安全点検パトロールに参加
H30.6.1～30
（3土木事務所3市、延べ7日、会員7名参加（各自1日参加））
H30.6.24
土砂災害・全国防災訓練の実施（11名参加）
H30.7.6
通常総会・講習会の開催（29名参加）
H30.5～9

22 愛知県砂防ボランティア協会
H30.7.21

23 三重砂防ボランティア協会

24 滋賀県砂防ボランティア協会

H30.5.21
H30.7.19
H30.8.22
H30.9.2
H30.5.30
H30.6.1
H30.6.6
H30.6.12～28

親子砂防教室の事前準備の実施（6名参加）
※親子砂防教室開催の事前準備として、現場確認や見学通路の確保等を行っ
たが、開催当日（H30.07.29）は台風が襲来したため中止となった。
役員会
役員会
総会
三重県多気町防災訓練
滋賀県砂防ボランティア協会定期総会
土砂災害防止月間街頭キャンペーン（滋賀県内JR主要5駅、商店街3箇所）
土砂災害防止月間講演会
土砂災害危険箇所パトロール（延8日）

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

団

体

名

年月日
H30.6.15

25 京都府砂防ボランティア協会
H30.7

活動内容
○京都府砂防ボランティア協会総会開催
・平成30年6月15日 パレスサイドホテルで開催
○土砂災害学習会
・H30.7.17 佐賀小学校（福知山市）

H30.5.29
H30.4～9

・通常総会、会員研修会を開催
・理事会を開催（6回）
・土砂災害防止月間事業として開催された砂防フェア（大阪府南河内府民セ
H30.6.1～30
ンター及び富田林市役所）において当協会の砂防啓発パネルを展示
H30.6.1～11 ・大阪府の7つの土木事務所と合同で土砂災害危険箇所のパトロールを実施
特定非営利活動法人 大阪府砂防
H30.7
・砂防ボランティア通信（第28号）を発行
26
ボランティア協会
〈地域ネットワーク活動〉
―土木事務所管内毎に同管内の会員を中心に、地域の要請に応じた活動を展開―
・地元要請による斜面地等異常箇所の調査と対策について助言
（能勢町4/17、枚方市7/11.7/20、堺市7/20）
H30.5.26
・八尾市民の森（地すべりの動態監視中）での除草活動に参加
H30.6.21～22 ・大阪北部地震による被害の緊急点検
H30.4.7
「第1回運営委員会」開催
「第1回 理事会」4月21日開催、「第2回 理事会」5月19日開催、「第3回 理
H30.4.21～9.7
事会」7月16日開催、「第4回 理事会」9月7日開催、
H30.4～7

H30.5.19
H30.5.30
H30.6.8

27

特定非営利活動法人 兵庫県砂防
ボランティア協会

H30.6.11

姫路港管理事務所管内「防災パトロール」の実施
家島本島17箇所・坊勢島16箇所
会員4名参加

H30.6.26

「土砂災害特別警戒区域指定説明会」にかかる講習会・意見交換会
会員14名参加

H30.7.8

姫路市との協定に基づく、護持バーズタウン内のがけ崩れによる土砂災害緊
急点検活動 会員1名参加

H30.7.10～13

神戸土木事務所管内における土砂災害緊急点検活動

延

「土砂災害特別警戒区域指定説明会」
延べ会員18名参加
豊岡・加西・新温泉・新温泉・加古川・宍粟・新温泉・姫路

H30.8.5

「砂防ミニ模型による夏祭りへの参加」（自治会など地域団体との連携事
業）会員5名参加

H30.8.10

平成30年7月豪雨土砂災害緊急点検活動に係る神戸土木事務所との意見交換
会 会員5名参加

H30.8.24
H30.9.14
H30.5.9

奈良県砂防ボランティア協会
名 委任状:55名）

H30.6.1

土砂災害防止月間に伴う啓蒙活動
カ所 県職員:65名 役員:30名）

H30.6.5

H30.7.5

会場：西宮・

平成30年度養父市防災教育への支援活動（養父市教育関係者を対象に講義）
会員5名参加
「県政150周年記念県民連携事業」全体打合せ 豊岡市 会員12名参加
谷公一衆議院議員 面談 会員2名参加
役員会 総会・現地研修会等開催、砂防災害キャンペーン準備について（役
員:34名参加）

H30.5.18

H30.6.7

総会開催（かしはら万葉ホール

協会員:58

チラシ等を7千部配布（県内主要鉄道駅7

奈良県砂防ボランティア協会作成の『砂防ボランティア通信』の配布（県庁
他、県内関係機関 会長他3名）
奈良県治水砂防協会総会への参加（奈良まち会館 協会員:13名）
災害についての講師依頼 奈良県測量設計協会『災害査定講習会』（かしは
ら万葉ホール 参加者: 約40名
役員:3名）

奈良県防災総合訓練に参加（田原本健民運動場 22行政機関及び44協力団
体・企業 役員:5名）
H30.8.28
役員会：現地研修会・砂防施設点検等打合せ
（役員:34名参加）
H30.4.1～随時 目視による砂防関連施設、危険箇所等の点検（各会員地域）
H30.9.1
和歌山県砂防ボランティア協会総会
H30.8.5

29 和歌山県砂防ボランティア協会

平成30年7月豪雨
べ会員21名参加

H30.7.14
～9.29

H30.8.20

28 奈良県砂防ボランティア協会

「通常総会」・「研修会」（講演：砂防ボランティアに期待すること 講
師：顧問沖村孝先生）開催
養父市との防災に関する意見交換会 会員6名参加
「土砂災害防止月間 街頭キャンペーン」の実施（神戸市三宮）会員14名参
加

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

団

体

名

年月日

活動内容
河川堤防点検
31名 平成30年度鳥取県土木・防災砂防ボランティア総会、講習会
3名 土砂災害危険箇所点検
1名 出前裏山診断

H30.4.17～4.25 39名

30

鳥取県土木防災・砂防ボラン
ティア協会

H30.5.30
H30.6.12
H30.8.11
H30.4.23

●幹事会
松江市内で幹事会を開催 参加人数19名
通常総会の議題等を審議しました。

H30.6.13

●土砂災害防止月間ＰＲチラシ配布
JR松江駅と一畑電車松江しんじ湖温泉駅において、治水砂防協会と共催で土
砂災害防止月間のＰＲチラシ配布を行いました。参加人数9名

H30.6.18

●4月に発生した地震に伴う緊急点検
4月9日に発生した「島根県西部を震源とする地震」では大田市で震度5強を
観測しました。地盤の緩みや亀裂等により土砂災害の危険性が高まっている
おそれがあることから、土砂災害危険箇所の緊急点検を実施しました。 参
加人数18名

31 島根県砂防ボランティア協会

●土砂災害防止学習会（6月21日、28日の2日）
H30.6.21、28 美郷町立大和小学校の5年生を対象に、土砂災害防止学習会を開催しまし
た。大和小学校5年生14人、参加人数4名
H30.6.27

●砂防指定河川素鵞川（出雲大社境内）の清掃
県、市などと共催で、河川清掃活動を行いました。参加人数44名
通年
●啓発活動（防災学習会等）
【土砂災害危険箇所の点検】
H30.6.1～6.30 ○2市4箇所 参加者延べ51人
【土砂災害に関する知識の普及・啓蒙】
H30.6.1～5 ・JR主要駅、商業施設（岡山駅、倉敷駅、イオン津山）参加者延べ56人
【土砂災害に関する知識の普及・啓蒙】
H30.5.20
・岡山市防災まちづくり学校（岡山市中区桑野）参加者32名
H30.6.11
・総社市立池田小学校（総社市見延）参加者61名
【その他（総会・役員会）】
H30.4.27
○役員会 出席者10名
H30.5.31
○第23回通常総会 出席者41名
H30.4.17
砂防ボランティア広島県協会第1回役員会議（広島市）
H30.5.28
砂防ボランティア広島県協会第2回役員会議（広島市）
H30.5.30
平成30年度土砂災害防止県民の集い（広島市・安佐南区民文化センター）
H30.6.5
出前講座：海田町立海田南小学校（海田町）
H30.6.12
出前講座：庄原市立西城中学校（庄原市）
H30.6.27
砂防ボランティア広島県協会総会・講演会及び意見交換会（広島市）
H30.7.4
出前講座：北広島町立八重東小学校（北広島町）
H30.7.15
西日本災害現地調査：広島市・海田町・熊野町
H30.7.16
西日本災害現地調査：江田島市
H30.8.2
西日本災害現地調査：坂町
H30.7.20

32 岡山県砂防ボランティア協会

33 砂防ボランティア広島県協会

●通常総会及び講習会
松江市内で通常総会を開催 参加人数90名
総会後には講習会を開催し、会員の防災意識向上を図りました。

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

34

団

体

名

特定非営利活動法人 山口県防
災･砂防ボランティア協会

35 徳島県砂防ボランティア協会

年月日
H30.4.2

活動内容
理事会（第1回）
平成30年度通常総会
H30.4.25
講演会「期待される砂防ボランティア」講師 亀江幸二
H30.5.29
KRYテレビ「土砂災害防止啓発放映」
啓発パネル展示（県庁、県消防学校、周防大島町、岩国市、下関市、萩市、
H30.5.21～7.8
防府市）
H30.6.1
出前講座（老人福祉施設21施設、15名講師）
H30.6.17
山口県総合防災訓練
H30.6
土石流危険渓流調査（7渓流）
H30.7.8
緊急点検
H30.8.7
理事会（第2回）
H30.9.10
理事会（第3回）
H30.9.28
理事会（第4回）
H30.5.8～ 土砂災害防止月間内
H30.6.29
土砂災害危険箇所点検8市（17名）、7町（12名）、1村（2名）参加
H30.6.22
平成30年度徳島県砂防ボランティア協会第1回役員会（9名）
H30.6.26
みんなで防ごう土砂災害出前講座 県消防初任研修（40名）豊桑副会長
H30.7.13
県砂防ボランティア協会総会（17名参加）
H30.7.25
徳島県砂防ボランティア協会新会長挨拶回り（県内）林会長
H30.9.9

36 香川県砂防ボランティア協会

37 愛媛県砂防ボランティア協会

38 高知県砂防ボランティア協会

上勝町消防団（みんなで防ごう土砂災害

出前講座）（160名）豊桑副会長

H30.9.10
阿波製紙㈱ （みんなで防ごう土砂災害出前講座）（80名）林会長
H30.9.14
徳島県牟岐警察署災害情報協力員等講習会（20名）湯浅副会長
H30.4.18
「香川県砂防ボランティア協会幹事会」
H30.4.25
「香川県砂防ボランティア協会総会」「講演（防災気象情報の利活用）」
「砂防関係施設点検（砂防ボランティア協会と県職員による協働事業）」
H30.6.5
・西讃土木事務所管内５施設（観音寺市）
H30.6.13
・高松土木事務所管内７施設（高松市）
H30.6.18
・長尾土木事務所管内５施設（東かがわ市・さぬき市）
H30.6.22
・中讃土木事務所管内５施設（まんのう町）
H30.6.26
・小豆総合事務所管内５施設（小豆島町）
H30.4.20
・通常総会 会員 55名出席
H30.5.15
・第1回役員会 役員（会長、副会長、幹事等）15名出席
H30.5.31
・砂防講習会（砂防協会主催） 会員8名参加
H30.6.4
・土砂災害・全国統一防災訓練（養護老人ホーム（西予市））会員3名参加
・第1回土砂災害危険個所パトロール（県下箇所23箇所）会員46名(11班)参
H30.6.23
加
【砂防学習会】
H30.6.26
東温市拝志小学校 （1～6年生 93名 会員10名参加）
H30.6.27
愛南町立城辺小学校 （3年生 32名 会員9名参加）
H30.7.2
四国中央市立豊岡小学校 （5,6年生 51名 会員9名参加）
【平成30年7月豪雨災害のため活動中止】
H30.8.7
・第2回役員会 役員（会長、副会長、幹事等） 13名出席
H30.8.30
・7月豪雨にかかる砂防堰堤調査（宇和島市）
H30.9.7
・7月豪雨にかかる砂防堰堤調査（大洲市）
H30.5.15
高知県消防学校へ講師派遣
1名
高知県砂防ボランティア協会総会
26名
H30.5.18
H30年度高知県砂防講習会
26名
H30.5.27
高知県総合防災訓練＆防災フェスティバル
2名
H30.6.2
こうち安全・安心フェア
1名
こうち安全・安心フェア
1名
H30.6.3
防災学習会（いの町）
1名
防災学習会（安芸市）
1名
H30.6.30
いの町こども防災キャンプin伊野南小
2名
H30.7.12
土砂災害発生個所の緊急点検
4名
H30.7.13
土砂災害発生個所の緊急点検
4名
H30.9.2
防災学習会（仁淀川町）
2名

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

団

体

名

39 福岡県砂防ボランティア協会

40

佐賀県防災・砂防ボランティア
協会

年月日
H30.4.17
H30.5.15
H30.5.30
H30.6.15
H30.8.21
H30.9.18
H30.5.11
H30.5.18
H30.5.20他
H30.5.28他
H30.5.30他
H30.6.5～6.8
H30.6.18～
9.27
H30.8.21～8.22

H30.8.29
H30.5.8

41

特定非営利活動法人 長崎県治水
砂防ボランティア協会

H30.5.17
H30.5.26
H30.6.2
H30.6.14
H30.6.11～18

42 熊本県砂防ボランティア協会

H30.7.27
H30.4.19
H30.5.14
H30.5.27
H32.5.29～7.19

H30.4.6～6.21
H30.4.12～4.13

H30.4.16
H30.4.26
H30.5.8
43

特定非営利活動法人 大分県砂防
ボランティア協会

H30.5～12
H30.5.25
H30.5.30
H30.6.6
H30.7.11
H30.8.9

緊急点検 中津市耶馬溪町金吉地区 斜面崩壊により6名死亡
斜面崩壊の上下流危険箇所63箇所を緊急点検 ボランティア16名（8班）
中津市長報告（中津市長室） 緊急点検結果を報告 異常のある箇所なし
A（なし） B(7箇所) C（59箇所）
大分県砂防ボランティア協会理事会 12名参加
地すべり基礎調査の研修会および基礎調査全般に関する研修会
講師（下川教授・内山次長） ボランティア20名 県職員20名
土砂災害危険箇所の基礎調査照査業務
12土木事務所の約500箇所の基礎調査照査業務
大分県砂防ボランティア協会理事会 12名出席
大分県砂防ボランティア協会総会
43名出席
ボランティア全国のつどい（徳島市）2名出席（ボランティア協会長表彰）
防災教育モデル事業 佐伯市本匠中学校・小学校57名参加
土砂災害の防災教育・模型による土砂災害の実態 2時間の授業時間で実施
臼杵市ジュニア防災リーダー養成講座（臼杵市）
臼杵市と連携した小学生の防災リーダーの養成

平成30年防災功労者内閣総理大臣表彰 内閣総理大臣官邸
土砂災害の現場における防災功労者として内閣総理大臣表彰を受賞
H30.4.10
役員会
H30.4.27
宮崎市との合同災害危険箇所点検
H30.5.18
土砂災害防止講習会、砂防ボランティア総会
H30.5.27～9.27 土砂災害防止講座への講師派遣（県内各地）
H30.9.18

44 宮崎県砂防ボランティア協会

活動内容
第1回 福岡県砂防ボランティア協会幹事会
第2回 福岡県砂防ボランティア協会幹事会
砂防講習会(福岡県砂防協会主催)
平成30年度 福岡県砂防ボランティア協会総会
第3回 福岡県砂防ボランティア協会幹事会
第4回 福岡県砂防ボランティア協会幹事会
・洪水対応演習実施（水防情報伝達演習参加）
・平成30年度佐賀県防災・砂防ボランティア協会総会及び研修会（座学）
・水防工法訓練（9名参加）
・河川合同巡視（松浦川水系・嘉瀬川水系・六角川水系）
・土砂災害危険箇所点検（5支部30名参加）
・土砂災害防止法講習会（43名受講）
・土砂災害防止法に基づく区域指定に関する地元説明会補助への参加
（63回125名参加）
・東部土木事務所烏栖基山災害応援（12名参加）
・平成30年度佐賀県防災・砂防ボランティア協会第1回役員会（15名）
第一回経営計画・人事委員会
第一回理事会・事務局会議
平成30年度通常総会＆技術研修会
「土砂災害防止月間」における街頭キャンペーン：佐世保市四ケ町
同上：長崎市浜町
長野県砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ協会との姉妹協定に基づく交流活動
土砂災害危険個所点検調査（長崎、県央、県北、島原各振興局管内危険個
所）
第一・四半期定期監査
平成30年度 熊本県砂防ボランティア協会役員会
平成30年度 熊本県砂防ボランティア協会総会（「講演会」同時開催）
熊本県阿蘇市防災訓練における土砂災害防止に関する説明会
土砂災害危険箇所及び砂防設備等点検（春季）
土砂災害の出前講座 12の全消防団に実施 ボランティア延べ24名
県下12消防団に土砂災害の実態と前兆現象の出前講座

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

団

体

名

年月日
H30.4.01
～9.30
H30.5.10

活動内容
桜島国際火山砂防センター展示施設等運営（土・日・祝日）59日
運営委員会（他に6.22、9.26）合計3回

H30.5.11、9.18 地域防災研修（鹿児島市の町内会・企業対象）2会場

45

特定非営利活動法人 鹿児島砂防
ボランティア協会

H30.5.14
H30.5.16
H30.5.21
H30.6.1
H30.7.4
H30.8.6
～9.27
H30.6.6～6.22
H30.6.14
H30.6.29
H30.7.3

46

最上川･赤川水系砂防ボランティ
ア協会(MASV)

延べ5名講師派遣
理事会 1回
土砂災害防止の集い2018 36名参加
平成30年度通常総会
土砂災害防止月間街頭活動 13名参加
砂防施設等点検（鹿児島地域振興局管内
108箇所）
「土砂災害警戒区域等指定に伴う住民説明会での「土砂災害について」の説
明 ６会場 延べ12名講師派遣
・H30年度「土砂災害防止月間」に伴う土砂災害危険箇所等合同点検
（山形県、山形県警察本部、広域消防、市町村、新庄河川事務所合同）
・H30年度 最上川・赤川水系砂防ボランティア協会総会（新庄市内）
新庄河川事務所との情報交換含む
・H30年度 山形県砂防ボランティア協会総会出席
・大規模土砂災害危機管理演習への参加（新庄河川事務所主催）（真室川町
内）

H30.7.27

・庄内町の教職員を対象とした「ふるさとの成り立ちと防災を学ぶ現地研修
会」
（授業づくりに役立つ地域教材の再確認）庄内町教職員を対象に実施。
新庄河川事務所、山形大学、当協会と協同で実施。

H30.7.30

・大蔵村の教職員を対象とした「大蔵村防災学習教職員現地研修会」
（大蔵村の成り立ちと生活と防災）大蔵村教職員を対象に実施。
新庄河川事務所、山形大学、当協会と協同で実施。

H30.9.20

・庄内町立川小学校5年生を対象とした「立谷沢川砂防事業出前事業」
（土砂災害模型実験、現地見学）新庄河川事務所、山形大学、当協会と協同
で実施。

・砂防設備の安全利用点検（GW前）17日、25日、26日、27日（会員6名・職
員20名・市職員7名）
H30.6.13
・土石流危険渓流調査（鬼怒川上流本川流域）（会員4名・職員15名）
H30.7.11
・役員会の開催（会員6名）
・砂防設備の安全利用点検（夏休み前）13日、19日、23日、24日（会員6
H30.7.13～24
名・職員19名・市職員6名）
H30.8.1
・総会の開催（会員10名・職員3名）
H30.8.21
・日光砂防祭（会員2名）
H30.8.24
・稲荷川砂防堰堤群草苅及び清掃活動（会員4名・職員5名）
H30.9.1
・砂防広報活動（大谷川堰堤コース・13&20km）（会員4名・職員2名）
H30.9.2
・砂防広報活動（稲荷川砂防堰堤コース・20km）（会員3名・職員2名）
H30.4.3
役員会 30年度 活動計画・方針
H30.4.26
事務所との打ち合わせ
H30.5.18
総会準備 意見交換会 方針決定
H30.4.17～27

47 日光砂防ボランティア協会

48 渡良瀬川砂防ボランティア協会
H30.6.6

総会
渡良瀬川河川事務所との技術交流会
・砂防施設等新規個所の合同現地調査
・危険個所の点検、砂防施設の点検
・設計・施工等意見交換会

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

49

団

体

名

利根川水系砂防ボランティア協
会

年月日
H30.4.12
H30.4.17
H30.6.14
H30.6.15
H30.6.21
H30.7.6
H30.7.13
H30.7.26
H30.8.5
H30.8.12
H30.8.19
H30.9.8
H30.9.28
H30.5.25
H30.6.13
H30.6.25～
6.29

湯沢砂防スペシャルエンジニア
50
(YSSE)

H30.6.27

活動内容
・砂防施設の安全利用点検（片品川流域）を実施
・砂防施設の安全利用点検（神流川流域）を実施
・利根川水系砂防ボランティア協会役員会を開催
・砂防施設の安全利用点検（烏川流域）を実施
・砂防施設の安全利用点検（吾妻川流域）を実施
・利根川水系砂防ボランティア協会総会を開催
・大規模土砂災害を想定した防災訓練に参加
・譲原防災センター開館準備作業を実施
・譲原防災センターを開館・案内業務を実施
・譲原防災センターを開館・案内業務を実施
・譲原防災センターを開館・案内業務を実施
・濁川砂防堰堤群工事起工式に参加
・大笹川床固群工事起工式に参加
・昭和 10 年烏川災害を後世に伝える看板除幕式に参加
○JICA研修生の「山古志東竹沢」現地研修への参加者1名
○平成30年度「湯沢砂防事務所との（YSSE）連絡会」、平成30年度「YSSE総
会」への参加者16名
○砂防設備等の夏休み前の安全利用点検への参加者6名
・破間川管内6.29、中津川管内6.25、魚野川・清津川管内6.29
○平成30年度「北陸地方整備局・北陸地方砂防スペシャルエンジニア連絡会
合同会議」、北陸地方砂防スペシャル・エンジニア連絡会総会への参加者8
名

○大源太川第1号砂防堰堤現場見学会（湯沢小）への参加者2名
○越後妻有防災フェスタ（松之山小）への参加者2名
○南魚沼市防災訓練への参加者2名
○JICA研修生の「山古志東竹沢」現地研修への参加者1名
〇魚沼市総合防災訓練（小出小）への参加者2名
○上田ふれあいまつり(登川河川公園)への参加者2名
H30.9.29～9.30 ○みんなの防災フェア(長岡市)への参加者4名（2日間）
H30.4.13
○ＧＷ前の安全利用点検（神通砂防）
H30.4.17
○砂防施設と一体となった公園施設等の安全利用点検（立山砂防）
H30.5.14
○平成30年度TSSE総会＆立山砂防事務所との意見交換会（立山砂防）
H30.6.30
H30.7.1
H30.7.5
H30.7.8
H30.8.26

51

立山・神通砂防スペシャルエン
ジニア(TJSSE)

H30.5.29

○平成30年度JSSE総会＆神通川水系砂防事務所との意見交換会（神通砂防）

H30.6.16
H30.6.28
H30.6.29
H30.8.1、8
H30.8.31

○砂防講演会（立山砂防）
○砂防施設と一体となった公園施設等の安全利用点検（立山砂防）
○立山砂防工事専用軌道事故対応訓練（立山砂防）
○砂防・ジオツアー（神通砂防）
○立山カルデラ砂防博物館開館20周年記念特別講演（立山砂防）
○立山砂防シンポジウム「日本固有の防災遺産‐立山砂防の防災システムを
世界遺産に」（立山砂防）

H30.9.30
H30.6.11
H30.6.27
52

飯豊山系砂防スペシャルエンジ
ニア(ISSE)

H30.7.3
H30.7.29
H30.8.1
H30.9.1

松本砂防スペシャルエンジニア
53
(MSSE)

54

多治見さぼう・みちボランティ
アクラブ

H30.5.8
H30.5.31
H30.6.27
H30.6～10
H30.7.3
H30.8.26

平成30年度土砂災害防止月間 防災講演会への参加
（新潟市 参加人員5名）
平成30年度 北陸地方砂防スペシャルエンジニア連絡会
（新潟市 参加人員4名）
親水施設の安全利用点検 荒川流路工 等（小国町 参加人員1名）
土石流模型実験装置実演サポート（小国町 参加人員1名）
飯豊山系砂防スペシャルエンジニア総会（小国町 参加人員15名）
飯豊山系砂防事務所と ISSE との合同現地調査並びに意見交換
（小国町 参加人員15名）
胎内市防災訓練 土石流模型実験装置実演サポート
（胎内市 参加人員1名）
行動計画打合せ
松本砂防事務所と調整会議
北陸地区連絡協議会及び北陸地方整備局合同会議
砂防施設巡視点検
平成30年度総会
砂防講演会参加（中津川市「治山・治水の日」）
四ツ目川砂防公園清掃活動

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

55

団

体

名

越美山系砂防ボランティア協会
(ESV)

56 富士山砂防ボランティア協会

年月日
H30.5.9
H30.5.26
H30.6.13
H30.6.30
H30.8.7
H30.8.29
H30.5.23
H30.6.8
H30.6.16
H30.6.27
H30.7.4
H30.8.25

57

活動内容
幹事会（平成30年度の活動予定について）
揖斐川本流クリーン大作戦に参加
平成30年度 定期総会
里山探検隊
越美山系大規模土砂災害合同防災訓練
里山探検隊
幹事会（総会の準備・新規加入者の確認ほか）6名参加
由比地すべり防止施設合同点検（静岡県・静岡市と共に点検）3名参加
砂防フェスティバル（各機関合同開催・静岡市内）2名参加
富士砂防管内渓流施設合同点検 8名参加
平成30年度富士山砂防ボランティア協会・総会 19名参加
研修会（噴火に備えた土砂災害対策の説明）19名参加
勉強会（世界遺産センター見学）12名参加
富士砂防事務所広報（親子見学会・由比地すべり工事現場）1名参加

H30.4.20

平成30年度 洪水対応訓練
• 平成30年度 四国地方整備局で開催される、洪水対応訓練の四国山地砂防
事務所の図上訓練に参加した。

H30.5.18

高知県砂防ボランティア協会が開催した、「平成30年度 高知県砂防講習
会」が開催されたので、四国山地砂防ボランティア協会の活動について、高
知地区の会員が活動報告をした。
目的：近年度重なる台風や豪雨、また、近い将来に確実に発生する南海トラ
フ地震による土砂災害に対応するため、最新の砂防行政の習得と、土砂災害
の再認識や対応能力の向上を図る。
場所：高知城ホール 2階会議室
講演：高知県の取り組みに状況ついて 高知県防災砂防課 石尾課長 最近の
トピックスについて 防災砂防課 公文氏
（四国四県の砂防ボランティア協会とＳＶＡとの交流を進める。）
（高知地区の会員：3名 参加)

H30.6.12

平成30年度 土砂災害防止月間の砂防学習会が、徳島県三好市池田町で開催
されたので、ＳＶＡ会員が学習会の支援を行った。
•事務所職員による砂防学習会、野外での土石流3Ｄ体験シアター・降雨体験
訓練およびドローンデモンストレーションを実施した。（生徒：51名参加）
場所：徳島県三好市池田町 池田小学校 生徒（徳島地区の会員：1名参加）

H30.6.20

平成30年度 土砂災害防止月間の砂防学習会が、高知県長岡郡本山町で開催
されたので、ＳＶＡ会員が学習会の支援を行った。
•事務所職員による砂防学習会、野外での土石流3Ｄ体験シアター・降雨体験
訓練およびドローンデモンストレーションを実施した。（生徒：25名参加）
場所：高知県長岡郡本山町 本山小学校 生徒（高知地区の会員：2名参加）

四国山地砂防ボランティア協会
(SVA)

平成30年度 第1回役員会
• 平成30年度 活動報告及び決算について
• 平成31年度 活動計画及び予算案について
• 平成31年度 ＳＶＡ総会について
（ＳＶＡ会員：11名 参加）
H30.6.26
平成30年度 ＳＶＡ定期総会
場所：池田町ウエノ・レストハウス ウエノ
• 平成29年度活動報告
• 平成30年度 活動計画について
（四国山地砂防事務所 所長出席 ＳＶＡ会員：37名 参加）

H30.7.10

6月39日から7月8日にかけて台風7号及び梅雨前線による豪雨で四国地方に大
雨を降らして、各地で土砂災害保発生した。吉野川直轄砂防管内でも徳島県
三好市山城町、高知県長岡郡本山町内において斜面崩壊や土石流の災害が発
生したので状況をつかむために、現地調査を実施した。
香川地区会員3名、徳島地区会員1名、高知地区会員1名

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

団

体

名

年月日

活動内容

H30.7.26

愛媛県大洲市からの要請により大洲市肱川町山鳥坂2800 特別養護老人ホ
ーム「かわかみ荘」裏山の崩壊危険度調査を実施した。
【依頼内容】
入所者の多くは、別の施設に避難しているが、数名この施設に留まりたい方
がおられる。崩壊した土砂が、施設の一部に流入している。流入した土砂を
撤去した後に、この施設に留まることは可能か。
（大洲市から整備局への要望）
施設の健全度は、営繕担当が実施。崩壊斜面の対応について、意見いただき
たい。
【防災エキスパートの業務内容】
・整備局のマスコミ対応に同席。
・近畿テックと現地調査を行い。近畿テックにアドバイス等を行った。香川
地区会員2名。
西日本豪雨による土砂災害について、愛媛県宇和島市にて、九州TECによ
り30箇所の調査が実施された。その箇所において、その後降雨により土砂や
流木が再移動していないか、新たな崩壊はないか、新たに留意することはな
いか等（以前より危険度が増していないか）を調査する。また、宇和島市か
ら追加で数ヶ所の調査依頼もきている。調査は、四国地整TEC-FORCEとSVA会
員の合同で行った。

H30.8.1～8.3
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【内
容】
九州TEC調査30箇所の中で、危険度の高い箇所（人家に近い、人家が密集、
人が生活している、崩壊土砂が多い、流木が多い、勾配がきつい等）の調査
および宇和島市から要請のある追加箇所の調査である。
なお、四国地整の TEC 隊は、2班、8／1（水）～8（水）。
高知地区会員2名、香川地区会員1名、愛媛地区会員1名の計4名。

四国山地砂防ボランティア協会
(SVA)

H30.8.3

第18回 四国土砂防災ネットワーク議員連盟の総会の開催に併せて実施され
る講演会を聴講した。
（徳島地区会員4名、高知地区会員1名が参加）
場所：徳島県阿波市市場町幡字古田 阿波市役所 大会議室 講演
1．国土交通省
演題 「砂防行政に関する最近の話題」
講師 国土交通省 砂防部 砂防計画課
砂防管理室長 山田 賢 氏
2．一般社団法人 全国治水砂防協会
演題 「平成 30 年 7 月豪雨による大規模土砂災害を踏まえた緊急提言
他」 講師 一般社団法人 全国治水砂防協会
事務局長 深津 貴由 氏
3．国土交通省
演題 「四国山地砂防事務所の土砂災害対策」
講師 国土交通省 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 所長 伊藤 誠記
氏
【次回開催地は香川県東かがわ市】

H30.8.28

平成30年度 第2回役員会 （事務所） 15名参加
• 平成30年度 震度5弱以上の地震発生想定訓練（訓練）について
• 四国山地砂防管内の砂防施設点検及び危険箇所実施について
• 施設点検の箇所と日程
• 深層崩壊防災訓練への参加
• 宝くじ号の補助金がＨ30までであり、その後の維持について
• ＳＶＡと防災エキスパートについて

H30.4.1
H30.4.13
H30.4.24
H30.6.11
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阿賀野川砂防スペシャルエンジ
ニア(ASSE)

H30.6.25
H30.6.27
H30.7.25
H30.8.27
H30.8.28

平成30年度 阿賀野川河川事務所 管内災害時等支援業務 協定締結17名
阿賀野川管内砂防施設安全利用点検（ＧＷ前） 2名
ASSE技術研究会 17名
喜多方市揚津地すべりに関する意見交換会 6名
平成30年度砂防ボランティア活動等功労者表彰の報道機関への情報提供
（7月6日、業界新聞1誌に掲載）
平成30年度北陸砂防スペシャルエンジニア連絡会総会 6名
砂防施設現地検討会 14名
阿賀野川砂防スペシャルエンジニア（ASSE）総会 14名
TEC-FORCE創設10周年記念シンポジウム 1名
キャンプ砂防2018in飯豊・阿賀野川 現場体験講話及び支援 2名

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

59

60

団

体

名

白山砂防スペシャルエンジニア
(HSSE)

特定非営利活動法人 ネパール治
水砂防技術交流会

特定非営利活動法人 利賀山川ま
61
もる

62 特定非営利活動法人 神通砂防

年月日
H30.5.26
H30.6.7
H30.6.8

活動内容
手取川・梯川総合水防演習にHSSEが参加。
平成30年度 白山砂防スペシャルエンジニア総会を開催。
平成30年度 全国砂防施工管理研究会 総会及び発表会に出席。

H30.6.27

平成30年度
席。

H30.6.20

平成30年度 特定非営利活動法人ネパール治水砂防技術交流会 理事会・総会

H30.5.31

金剛堂山登山道の整備及び安全確認
役員会
平成30年度通常総会
利賀川・百瀬川の河川クリーン法事作業
土砂防設備の安全利用点検
通常総会 （各行政機関情報交流会）
理事会
砂防学習 本郷小学校5年生（さぼう塾・管内砂防施設見学）
砂防学習 栃尾小学校4年生（洞谷土石流災害を学ぶ）
砂防学習 本郷小学校5年生（西穂高岳親子登山・焼岳噴火の歴史他）
砂防施設・ジオツアー（一般公募者対象）
砂防施設・ジオツアー（一般公募者対象）
カワゲラウォッチング 栃尾小学校4年生

H30.7.10
H30.7.29
H30.4.13
H30.5.7
H30.6.3
H30.6.12
H30.6.13
H30.7.25
H30.8.1
H30.8.8
H30.8.30
H30.9.30
その他

北陸地方砂防スペシャルエンジニア連絡会総会（新潟）に出

高山市防災訓練
止）

上宝町管内

ハム無線機による情報伝達訓練(台風で中

※NPO神通砂防ニュースの発行（年3回）
平成30年度 総会
63 特定非営利活動法人 湯沢砂防
H30.5.15
講演会 講師 湯沢砂防事務所長
赤沼隼一 様
H30.4.5
松本砂防事務所砂防学習館管理運営補助業務入札
H30.4.6～10.31 砂防学習館管理運営受託業務
H30.5.16
第1回理事会開催
H30.5.22
信濃川姫川水系砂防促進期成同盟会総会出席
特定非営利活動法人 梓川流域を
64
守る会
H30.5.24
全国治水砂防協会総会出席
H30.6.20
平成30年度通常総会開催
H30.8.3
長野県治水砂防協会総会出席
H30.9.18
第2回理事会開催
H30.5
理事会・総会
特定非営利活動法人 白山麓地域
65
安全ネットワーク
H30.8
自然災害危険個所アンケート調査

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

団

体

名

66 えいほうＳＡＢＯ

年月日
H30.4.18
H30.4.24
H30.4.25
H30.4.26
H30.5.1
H30.5.9
H30.5.10
H30.5.15
H30.5.17
H30.5.18
H30.5.24
H30.5.31
H30.6.5
H30.6.7
H30.6.9
H30.6.19
H30.6.25
H30.6.26
H30.7.3
H30.7.4
H30.7.10
H30.7.17
H30.7.18
H30.7.19
H30.7.22
H30.7.24
H30.7.26
H30.7.27
H30.8.2
H30.8.6
H30.8.8
H30.8.20
H30.8.27
H30.8.29
H30.8.30
H30.9.17
H30.9.18
H30.9.25
H30.9.27
H30.9.28
H30.6.6

67 北東北地域砂防研究会

活動内容
大野演習林 モミ林植生調査
太田神社 植生・土壌調査
南丹市園部町府有林 植生・土壌調査
大野演習林 植生・土壌調査
大野演習林 植生・土壌調査
箕面国有林 植生・土壌調査
梅ヶ畑演習林 植生・土壌調査
三重鍛冶屋又国有林 植生・土壌調査
宍粟市 植生・土壌調査
大野演習林 植生・土壌調査
大野演習林 植生・土壌調査
梅ヶ畑演習林 植生・土壌調査
大野市国有林 植生・土壌調査
鷹峯，大枝演習林 植生・土壌調査
大野演習林 植生・土壌調査
新見市国有林 植生・土壌調査
大枝，大野演習林 ヒノキ林，モミ林植生調査
大野演習林 植生・土壌調査
南丹市園部町府有林 植生・土壌調査
梅ヶ畑演習林 植生・土壌調査
和歌山県宮城国有林 植生・土壌調査
宍粟市 植生・土壌調査
大野演習林 植生・土壌調査
大野演習林 シカ害調査
京都市内山林 植物試料採取
宍粟市 植生・土壌調査
宇治市 樹木衰退調査
大野演習林 選木調査
大野演習林 植生・土壌調査
津山市国有林 植生・土壌調査
梅ヶ畑演習林 植生・土壌調査
大野演習林 シカ害調査
八丁平 樹木衰退調査
大野演習林 植生・土壌調査
宇治市 樹木衰退調査
宇治市 樹木衰退調査
宍粟市 植生・土壌調査
大野演習林 植生・土壌調査
大野演習林 毎木調査
八丁平 樹木衰退調査
現地調査（白神山地大川地すべり、参加者6名【会員：檜垣大助、鄒青穎、
朝原康貴、小田切菜摘、古川楓、持田七海】）

H30.6.9

現地調査（小泊半島権現崎、参加者6名【会員：檜垣大助、鄒青穎、朝原康
貴、小田切菜摘、古川楓、持田七海】）

H30.6.11

現地調査（白神山地十二湖、参加者3名【会員：鄒青穎、小田切菜摘、古川
楓】）

現地調査及び研修（荒砥沢地すべり、参加者5名【会員：檜垣大助、鄒青
H30.7.6～7.7 穎、朝原康貴、猪瀬直美、持田七海）（地すべり学会東北支部シンポにも参
加）
現地調査（八戸市豊間内、参加者6名【会員：檜垣大助、鄒青穎、朝原康
貴、猪瀬直美、古川楓、持田七海】）
H30.4、6、7 阿蘇崩壊跡地調査（熊本県南阿蘇村）
凍結融解による土砂生産調査（長野県上伊那郡飯島町）
H30.4～9
岩盤地下水の挙動調査（長野県上伊那郡飯島町）
H30.8.27
災害調査（岐阜県下呂土木管内）
H30.7.10

68 アルプス圏域砂防研究会

平成30年度 各砂防ボランティア協会の活動状況
(H30.04.01～Ｈ30.09.30）
№

団

体

名

69 三重ＳＡＢＯ

70

砂防ボランティア活動支援研究
会

年月日
H30.6.9
H30.8.18
H30.9.27
H30.4.25
H30.5.14

活動内容
藤原岳土石流渓流現地調査
藤原岳土石流渓流現地調査
朝明川流域調査、および三重大学学生指導の準備
特定非営利活動法人山口県防災・砂防ボランティア協会の「平成30年度講演
会」に亀江氏を派遣
熊本県砂防ボランティア協会の「熊本県砂防ボランティア協会講演会」に亀
江氏を派遣

