
令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.4.25 北海道砂防ボランティア協会第1回幹事会

R4.6.2-6.3 道庁ロビーで行われた「土砂災害防止月間パネル展」での受付及び説明

R4.7.7-7.8
上富良野町内小学校での砂防啓発活動「親と子の火山砂防見学会」におい
て、生徒及び教員84人へ、砂防施設の説明等を行った。

R4.8.31-9.1
9月1日の防災の日に合わせて道庁ロビーで行われた、砂防含めた公共土木施
設の維持・管理並びに防災に関する「維持管理防災パネル展」での受付及び
説明

R4.5.10 青森県砂防ボランティア協会　令和４年度第１回幹事会

R4.6.10
滝ノ沢ふるさと砂防アイランド　砂防施設点検・清掃　ヤマメ放流支援
（中泊町）　土砂災害広報活動

R4.6.23 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

R4.7.22 蔵助沢砂防公園清掃及び施設点検（弘前市・百沢）

R4.4.15 八幡平山系砂防設備安全利用点検　会員3名参加

R4.4.22 役員会議　　総会開催、今年度の活動方針等について打合せ

R4.5.17 定期総会（書面了承）　会員に総会資料送付

R4.5.24-6.29 土砂災害危険箇所点検パトロール　会員延べ47名参加

R4.5.26 出前講座の講師（磐井川砂防施設他）中学校119名　会員3名参加

R4.6.13 出前講座の講師（磐井川砂防施設他）小学校17名　会員3名参加

R4.6.17 出前講座の講師（磐井川砂防施設他）小学校25名　会員2名参加

R4.7.4 八幡平山系砂防設備安全利用点検　会員3名参加

出前講座の講師（磐井川砂防施設他）中学校16名　会員4名参加

出前講座の講師（磐井川砂防施設他）小学校57名　会員4名参加

会報（8月号）　土砂災害危険箇所点検パトロール、出前講座、砂防設備点
検

災害遺構リーフレット及び県協会設立25周年リーフレット作成

R4.9.5 砂防事業促進議員連盟の現場視察対応（岩手八幡平山系砂防）会員3名参加

R4.9.7 出前講座の講師（磐井川砂防施設他）小学校19名　会員2参加

R4.9.29 土砂災害防止研修会（県砂防災害課主催）会員10名参加

R4.5.12

令和4年度宮城県砂防ボランティア研修会（新入会14名及び役員）
「最近の地震による災害事例・のり面維持管理について・土砂災害時の着目
点」
　研修講師：大渕義行氏　（一社）全国特定法面保護協会東北地方支部
令和4年度第1回役員会
　議題：令和4年度総会について
　その他：令和4年度土砂災害危険箇所合同パトロールについて

R4.5.31 令和4年度宮城県砂防ボランティア協会総会(書面により)

R4.7.13
令和4年度第2回役員会
　報告：令和4年度くりこま絆の森プロジェクトについて
　その他：来年度以降のくりこま絆の森プロジェクトへの対応について

R4.7.27 令和4年度くりこま絆の森プロジェクト事前準備作業

R4.5.27 ・令和４年度の通常総会の開催

R4.6.5-6.15
・土砂災害防災訓練と学習会の開催
  県内３地域振興局において県・市の防災担当部署と連携し実施

R4.7.8
・仙北地域振興局管内において県・市の防災担当と土砂災害危険個所の合同
パトロールの実施

R4.8.7
・土砂災害防止啓発活動として、県施設「遊学舎」において、パネル展を開
催。

R4.6.2 第1回幹事会（書面開催）

R4.6 土砂災害防止月間における土砂災害危険箇所等の点検パトロール

R4.9.2 総会

R4.5-R4.9 ふるさと安全探検スクール（小・中学校への出前講座）計２１回
R4.6.24 令和４年度福島県砂防ボランティア協会役員会
R4.7.28 令和４年度福島県砂防ボランティア協会通常総会
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山形県砂防ボランティア協会

特定非営利活動法人 秋田県砂防
ボランティア協会

砂防ボランティア岩手県協会

R4.7.5

R4.8

宮城県砂防ボランティア協会

福島県砂防ボランティア協会

1 北海道砂防ボランティア協会

青森県砂防ボランティア協会



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.5.19 総会

R4.6.21 土砂災害危険箇所及び施設点検(栃木土木事務所管内)

R4.6.22 土砂災害危険箇所及び施設点検(矢板土木事務所管内)

R4.6.27 土砂災害危険箇所及び施設点検(大田原土木事務所管内)

R4.6.29 土砂災害危険箇所及び施設点検(宇都宮土木事務所管内)

9 群馬県砂防ボランティア協会 R4.4 群馬県砂防ボランティア協会総会を開催

R4.5.11
〇第１回役員会
　・総会開催について

R4.5.24
〇令和４年度通常総会開催
　・令和３年度の決算及び事業報告
　・令和４年度の予算及び事業計画

R4.7.6
〇第２回役員会
　・令和４年度実施事業について

R04.6-R4.7 土砂災害危険箇所を点検した。

R4.7.19 通常総会を開催した。

R4.9.1 会報40号を発行した。

R4.9.9 県土整備部震災対策訓練に参加した。

12 東京都砂防ボランティア協会 - -

R4.6.14

R4.6.17

R4.6.1-8.12

・土砂災害危険個所の点検
　6事務所管内　17地区　土石流2か所、地すべり2か所、急傾斜13か所
　　　 参加者　砂防ボランティア　20名
　　　 　　　　新潟県　　　　　　17名
　　　　　　　 地元・市町村　　　38名
・地域防災懇談会の実施
　2事務所管内　2地区
　　　 参加者　砂防ボランティア　5名
　　　　　　　 新潟県　　　　　　3名
　　　　　　　 地元・市町村　　　23名
・8月3日～4日豪雨の支援
　 村上地域振興局管内　現地調査　12箇所
　　　 参加者　砂防ボランティア　2名

・NPO法人新潟県砂防ボランティア協会　総会

・防災講演会　参加者135名

R4.5.13 ・通常総会を開催

R4.5.20

・地震時防災訓練
県土木センター・土木事務所（８機関）が実施した大規模地震を想定した防
災訓練に参加し、砂防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。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
最少人数で実施された。

R4.5.25-6.29
・土砂災害危険個所パトロール（４回）
土砂災害防止月間を目途に滑川市外３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した。

R4.6.15

R4.8.30

R4.7.1-9.30 ・立山カルデラ砂防体験学習会の現地解説（１０回）

R4.4.20
・理事会を開催（１回）
今年度の事業計画(案)などの総会提出議案や今年度の活動計画など、当面の
諸問題を協議した。

神奈川県砂防ボランティア協会
施設を所管する県土木事務所が実施する土砂災害パトロールに同行し、施設
の破損・変状、斜面等の異常・変状がないかなどを確認。
※各日とも協会構成員2名が参加

特定非営利活動法人 新潟県砂防
ボランティア協会

13

14

10

特定非営利活動法人 防災千葉11

・子供砂防教室（２回）
富山県小矢部土木事務所と協働で小矢部市立石動小学校児童（６年生）を対
象に、立山砂防事務所等と協働で立山町立立山北部小学校児童（６年生）を
対象に、子供砂防教室を開催した。

栃木県砂防ボランティア協会

彩の国砂防ボランティア協会
(SSVA)

R4.6.9

15
特定非営利活動法人 富山県砂防
ボランティア協会

8



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

令和３年度砂防ボランティア協会会計監査 → 県砂防課にて実施、監事承認

令和４年度第１回役員会開催
→会場開催、議案書（案）の確認。同日の講演会講師の選任（高原金沢工大
準教授）

R4.5.25 砂防ボランティア全国連絡協議会出席（松本会長）

R4.5.29 地元住民を交えた地区防災マップ作成補助（中能登町） 会員１名参加

R4.6.1 地元住民を交えた地区防災マップ作成補助（小松市） 会員１名参加

R4.6.2
「土砂災害防止月間・農地林地防災月間」広報キャラバン合同出発式 会員
３名参加

R4.6.3
令和４年度石川県砂防ボランティア協会通常総会及び砂防地すべり講演会開
催
→会員５１名参加（加えて講演会には県職員１４名参加）

R4.5.25
(県主催) 令和４年度土砂災害危険個所パト 県央土木総合事務所管内（水防
パト含）

(県主催) 令和４年度土砂災害危険個所パト 南加賀土木総合事務所管内

(県主催) 令和４年度土砂災害危険個所パト 大聖寺土木事務所管内

R4.6.9 (県主催) 令和４年度土砂災害危険個所パト 奥能登土木総合事務所管内

(県主催) 令和４年度土砂災害危険個所パト 石川土木総合事務所管内

(県主催) 令和４年度土砂災害危険個所パト 珠洲土木事務所管内

R4.6.13 (県主催) 令和４年度土砂災害危険個所パト 中能登土木総合事務所管内

R4.6.24 (県主催) 令和４年度土砂災害危険個所パト 津幡土木事務所管内

R4.6.27 (県主催) 令和４年度土砂災害危険個所パト 羽咋土木事務所管内

R04.6.21-6.22
珠洲市で発生した地震（震度６弱）に伴う土砂災害危険個所緊急点検実施
→ 延べ６名参加

R4.6.27
R4 砂防ボランティア功労者表彰（浦勝久氏）受賞を受け土木部長表敬訪問
→ 浦顧問、松本会長、山崎事務局長

R04.7.12-9.13
砂防サポート隊参加（金沢市、加賀市、志賀町等）
→要配慮者施設訪問を通じて、避難計画作成・避難訓練実施の確認、大雨時
の注意事項等を施設管理者にアドバイス（県担当者に随行）

R04.7.20-9.22
地元住民を交えた地区防災マップ作成補助（七尾市、中能登町）
→会員延べ３名参加

R4.8.19 大雨後砂防関係施設現地点検（羽咋市・津幡町管内） １名参加

17 福井県砂防ボランティア協会 -
3/18に新型コロナウイルス感染症に係る「福井県感染拡大特別警報」が発出
されて以降、「感染拡大警報」、「感染拡大注意報」等9/30まで繰り返し発
令されていたため、活動をすべて休止した。

R4.4.12 第1回役員会を開催し、令和４年度通常総会の議案等について審議した。

R4.5.17

令和４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、山梨県県土整備部 理事 椎葉秀作氏より
「最近の土砂災害対策に関する話題」と題したご講演をいただき会員の見識
を深めた。

R4.6.3
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。

R4.6.4
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。

R4.6.5
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。

R4.6.8-6.22
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。

R4.8.29
第2回役員会を開催し、これまでの活動報告、防災講習会の開催等につい
て、審議した。

R4.6.10

R4.6.8

山梨県砂防ボランティア協会

16 石川県砂防ボランティア協会

18

R4.4.21



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.5.18 第1回理事会

R4.5.22 天竜川上流総合水防演習に参加(3名)

R4.5.25 令和4年度第1回砂防ボランティア全国連絡協議会(1名)

R4.5.26 小川村薬師沢歴史的砂防施設維持管理活動(第1回)(22名)

R4.6.1-7.6
土砂災害防止月間に伴う危険箇所点検パトロール
　　県下13建設事務所管内及び3砂防事務所管内(延べ54名)

R4.6.12 三六災害60年シンポジウム(後援)

R4.6.28 NPO法人長野県砂防ボランティア協会総会（書面開催）

R4.6.30 南信支部総会及び講習会（駒ヶ根市）

R4.7.1 千曲市荏沢川歴史的砂防施設維持管理活動(6名)

R4.7.14 阿南町飯田建設事務所管内砂防施設維持管理活動(6名)

R4.8.3 松本市牛伏川歴史的砂防施設維持管理活動(22名)

R4.8.25 小川村薬師沢歴史的砂防施設維持管理活動(第2回)(18名)

R4.4.27 大町市 北陽建設（株） 参加人数34名

R4.5.24 長野市 長野市安茂里公民館 参加人数33名

R4.6.19 筑北村 筑北村上安坂公民館 参加人数18名

R4.6.21 飯綱町 飯綱町りんごパークセンター 参加人数23名

R4.6.25 上田市 上田市下之郷公民館 参加人数24名

R4.6.29 喬木村 喬木村加々須区民会館 参加人数18名

R4.7.14 安曇野市 JA松本ハイランド明科支所 参加人数20名

R4.7.15 飯綱町 飯綱町民会館ホール 参加人数57名

池田町 池田町    成就院 参加人数30名

喬木村 喬木村南農事集会所 参加人数17名

R4.7.23 高山村 高山村駒場公民館 参加人数15名

R4.7.27 喬木村 喬木村氏乗集落センター 参加人数17名

R4.8.28 中野市 中野市高丘小学校体育館 参加人数80名

R4.9.1 高山村 山田温泉スパ・ワインセンター 参加人数12名

R4.9.8 大桑村 大桑村役場第１会議室 参加人数17名

R4.9.11 駒ヶ根市 駒ケ根市「至誠館」 参加人数37名

R4.4.15 第１回役員会（令和４年度の事業計画・総会について）　於：県庁

R4.5.24
岐阜県砂防ボランティア協会総会の開催　於：ハートフルスクエアG
（会員45名、県土整備部土木技監、砂防課長、直轄3事務所長　計50名参
加）

R4.6.1
令和4年度砂防ボランティア活動等功労者表彰授与式　於：和歌山県
（会員3名受賞（岩田礼一様、安田宝賢様、丸田斉様）代表：丸田様出席）

R04.06
土砂災害危険箇所および砂防施設点検の実施
　(延べ33名　参加)

R4.9.13 第２回役員会（斜面判定士講習会について他）　於：県庁

R4.6.1-6.30
○急傾斜地崩壊危険区域の安全点検パトロールに参加
（４土木事務所９市町、延べ　12日、会員13名参加）

R4.9.29
○台風15号の土砂災害被害状況現地調査
（２土木事務所３市町、実施日数１日、会員３名参加

R4.6.19
愛知県及び豊川市が開催した「令和４年度全国防災訓練（豊川市）」にス
タッフとして参加し、行政職員と砂防施設等の点検を行うとともに、避難所
の講習会において住民に土砂災害に関する講演を行った。

R4.6.21 令和４年度通常総会及び講習会を開催した。

R4.8.26
愛知県治水砂防協会が開催した「土砂災害対策講習会」に参加し、会員の知
識、技術の向上を図った。

R4.6.8 第1回 役員会

R4.7.13 第2回 役員会

R4.7.29 通常総会（書面評決）

R4.8.5 （公財）三重県建設技術センター建設技術講演会 参加

R4.8.30 令和4年度 新会員説明会

19

20

21

特定非営利活動法人 長野県砂防
ボランティア協会

岐阜県砂防ボランティア協会

静岡県砂防ボランティア協会

愛知県砂防ボランティア協会22

23

R4.7.16

三重砂防ボランティア協会

【防災教育事業】 



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.5.27
定期総会（書面開催）
（5/10 会員へ議案書と表決票郵送、5/27 会長・副会長・事務局長の3名出
席で表決）

R4.6.1
土砂災害防止月間街頭キャンペーン（JR各駅）
※県の方針により中止。（県庁、土木事務所等での土砂災害防止啓発グッズ
等の配布に変更。）

R4.6.7
土砂災害防止月間講演会（滋賀県主催、滋賀県ボランティア協会後援）に参
加（10名）

R4.6.8,R4.6.21 県および市町職員と共に、土砂災害危険箇所等パトロールに参加（2名）

R4.4-R4.9

京都府砂防ボランティア協会役員会の開催
　第1回役員会（R4.04.14）
　第2回役員会（R4.06.09）
  第3回役員会（R4.09.29）

R4.6.23 京都府砂防ボランティア協会総会の開催・講演

R4.6-R4.9

土砂災害学習会（小学生を対象とした出前講座）
　雀部小学校（福知山市）（R4.06.24）
　庵我小学校（福知山市）（R4.06.30）
　胡麻郷小学校（南丹市）（R4.07.19）
　八木東小学校（南丹市）（R4.09.27）

R4.6.14-6.10 土砂災害危険箇所パトロール(7日間)　参加者12名

R4.6.7 総会(43人、内委任状参加24人)

R4.4.28-9.15 理事会6回

第1回運営委員会

令和3年度監査

R4.4.16 第1回理事会

令和４年度通常総会　研修会：「砂防の知恵を安全・安心に生かす」神戸大
学名誉教授　沖村孝氏

第2回理事会

R4.5.29 くらしの防災講演会2022　協会員11名参加

R4.6.3 土砂災害防止月間「街頭キャンペーン」　協会員11名参加

R4.6.10 兵庫県砂防ボランティア協会設立25周年記念誌　編集会議　協会員6名参加

R4.6.14 砂防課・砂防ボランティア協会　意見交換会　協会員7名参加

R4.6.20 令和４年度「土砂災害対策　技術者講習会」参加者91名　協会員21名参加

R4.6.21-7.26
防災パトロール実施・報告(丹波土木事務所管内：丹波市、丹波篠山市）
協会員5名参加

R4.6.23-R5.2.28 仁川百合野町地区地すべり資料館で行う地域防災のための防災学習業務委託

R4.7.8 赤木正雄博士　銅像周辺の環境整備　参加者9名　協会員6名参加

R4.7.10-8.2
防災パトロール実施・報告(姫路港管理事務所管内：家島本島、坊勢島）
協会員6名参加

R4.7.16 第3回理事会

R4.7.28
神戸土木事務所管内現地視察（柔構造物工法研究会同行）参加者4名　協会
員2名

R4.8.10 協会便り28号発行

R4.9.6
地すべり資料館防災学習　JICA　MJIIT防災研修（マレーシア）協会員3名参
加

R4.9.16 兵庫県砂防ボランティア協会設立25周年記念誌　編集会議　協会員6名参加

R4.9.28
地すべり資料館防災学習　国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所　協会
員3名参加

25

26

27

24 滋賀県砂防ボランティア協会

特定非営利活動法人 兵庫県砂防
ボランティア協会

R4.4.12

京都府砂防ボランティア協会

特定非営利活動法人 大阪府砂防
ボランティア協会

※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、活動計画の一部を見直して実施

R4.5.14



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.5.23

 令和４年度奈良県砂防ボランティア協会　総会
（出席：６９名、委任状：５２名　　社会福祉総合センター）
（講演：砂防フロンティア　酒谷総括研究員、紀伊山系砂防事務所　小杉調
査課長、奈良県砂防・災害対策課　松山補佐）

R4.5.25 令和４年度第１回砂防ボランティア全国連絡協議会 出席

R4.6.1 第２３回砂防ボランティア全国のつどい 出席

R4.6
砂防ボランティア通信第２３号 配布
（奈良県庁、各土木事務所、紀伊山系砂防事務所、奈良県治水砂防協会
他）

R4.8.26 幹事会（２１名：今年度の活動内容の確認 等）

随時
総会及び下半期の活動に向けた各班の打ち合わせ、現地下見、関係機関協議
等

R4.4.1-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）

R4.6.1 第２３回砂防ボランティア全国のつどい（田辺市）

R4.6.1-6.2
土砂災害防止「全国の集い」（田辺市）
　　ボランティアスタッフとして参加

R4.6.2-8.15 和歌山県砂防ボランティア協議総会（書面による開催）

R4.8.23
和歌山県主催防災教育セミナー（日高川町）
　　ボランティアスタッフとして参加

R4.9.10
大規模土砂災害対策技術センターシンポジウム（那智勝浦町）
　　ボランティアスタッフとして参加

R4.4.13 河川堤防点検

R4.6.29 令和4年度鳥取県土木防災・砂防ボランティア総会、防災に関する講習会

R4.5.16 幹事会

R4.7.4 通常総会

R4.7.6 土砂災害防止学習会

R4.6.4 玉野市２箇所 ボランティア会員２名 参加者延べ16 人

R4.6.11 倉敷市２箇所 ボランティア会員２名 参加者延べ8 人

R4.6.24 岡山市４箇所、ボランティア会員２名 参加者延べ15 名

R4.6.8 啓発活動の実施（啓発用資材のうちわの配布）

R4.6.9 JR 岡山駅前 ボランティア会員２名

R4.6.10
JR 倉敷駅前 ボランティア会員２名
イオン津山 ボランティア会員２名

R4.7.11 岡山市南消防署：参加者５０名

R4.8.26 岡山市立建部町公民館：参加者２３名

R4.9.6 岡山市立山南公民館：参加者１３名 ボランティア会員１名

R4.9.24 津高グリーンハイツ集会所：参加者１０名

R4.4.28 第一回役員会 小野ビル３F 第二会議室

R4.6 第２７回通常総会 書面開催

R4.4.20-4.22 第１回役員会議

R4.5.18 土砂災害警戒区域等パトロールへ（庄原市，３箇所）

R4.5.24 土砂災害警戒区域等パトロール（三原市，４箇所）

R4.5.25 土砂災害警戒区域等パトロール（三次市，３箇所）

R4.6.1 土砂災害警戒区域等パトロール（尾道市，３箇所）

R4.6.13 令和４年度砂防ボランティア広島県協会総会・講演会

R4.6.15 土砂災害警戒区域等パトロール（世羅町，３箇所）

R4.7.7- ホームページ作成に係る役員打合せ

R4.9.12 砂防出前講座支援（庄原市立峰田小学校５年，ハザードマップ演習）

30

31

33

32

28

29 和歌山県砂防ボランティア協会

奈良県砂防ボランティア協会

岡山県砂防ボランティア協会

島根県砂防ボランティア協会

【土砂災害に関する知識の普及・啓蒙】

○砂防教室（出前講座）の開催

【土砂災害危険箇所の点検】

鳥取県土木防災・砂防ボラン
ティア協会

砂防ボランティア広島県協会

【その他（総会・役員会）】



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.4.14
第1回理事会　令和4年度防災講演会の実施について。現場研修会の実施につ
いて。

令和４年度通常総会開催

防災講演会開催

R4.5.29 2022年度　山口県総合防災訓練参加

R4.4.13-8.10
2022年度「土砂災害から命を守る」啓発普及パネル展示　パンフレット配布
山口県庁、周防大島町、柳井市、下関市、長門市、防府市、萩市のエントラ
ンスにて巡回実施。

R4.8.22
第2回理事会　令和4年度　現場研修会の実施について。全国治水砂防協会
評議員会ならびに賛助会員情報連絡会議報告。第23回砂防ボランティア全国
のつどい報告。

R04.9.24-9.25 国際YCE防災キャンプでの災害写真パネル展示

R04.6.8-6.30 令和4年度 土砂災害危険箇所及び砂防堰堤等の施設の点検

R4.7.7 令和4年度 徳島県砂防ボランティア協会総会

R4.9.1 令和4年度 徳島県総合防災訓練への参加

R4.4 香川県砂防ボランティア協会　幹事会

R4.5 香川県砂防ボランティア協会　総会

R4.5-R4.6 「砂防関係施設点検」（県職員との協働作業）

R4.7 かがわ防災フェスタ（土砂災害に関する資料の展示等）

R4.4.22 通常総会（中止➡書面開催）R3活動報告・R4活動計画（案）他

R4.6.7

第一回役員会
〇令和３年度活動報告について
〇令和４年度（上期※）活動計画について
・（上期※）第１回現地パトロールについて
・砂防学習会の在り方について　他

R4.6.23 土砂災害危険個所現地パトロール（10事務所22箇所）

R4.7.20 愛媛県砂防協会通常総会・記念講演（新規斜面判定士候補等6名受講）

R4.6-R4.9 砂防学習会（15回6.24～9.30、9.2～9.16ｺﾛﾅ中止、9.20台風中止）

R4.8.28

第二回役員会（中止➡書面開催）
〇令和４年度（下期※）活動計画について
・砂防学習会の開催（下期※９月～1１月）について
・第２回現地パトロールについて
・作品（絵画・作文）コンクールについて
・砂防講習会について　他
（※小中学校の夏休みを挟み上期・下期としている。）

R4.5.23 高知県砂防ボランティア協会総会及び砂防講習会

R4.5.28 高知県地域防災フェスティバル 2022 へ参加

R4.6.13 高知県消防学校へ講師派遣

R4.6.19 こども防災キャンプ in 稲生小学校へ参加

R4.7.7 こども防災キャンプ in 長沢小学校へ参加

R4.6.14-9.30 小学校での防災学習会－吉野・本山主学校 計11回

R4.4.18 第１回　役員会

R.4.5.11 福岡県砂防ボランティア協会総会（書面開催）

R4.5.30 砂防講習会（福岡県砂防協会主催）

R.6.22 第２回　役員会

R4.7.27 第３回　役員会

R4.8.31 第４回　役員会

R4.9.26 第５回　役員会

R4.5.11 洪水対応演習 [ 水防情報伝達演習 ]（2名参加）

R4.5.20 令和４年度総会及び研修会（57名参加）

R4.6.6他 土砂災害防止講習会（57名参加）

R4.5.18他 土砂災害危険個所点検（44名参加）、事前打ち合わせ（14名参加）

R4.8.29 被災宅地危険度判定士養成講習会（4名参加）

R4.9.16 佐賀うるおいのある川づくり発表会（8名参加）

R4.8.24 第1回役員会 [ 現地研修会打ち合わせ等 ]（9名参加）

徳島県砂防ボランティア協会

福岡県砂防ボランティア協会

40

37

35

38

39

36

34

佐賀県防災・砂防ボランティア
協会

愛媛県砂防ボランティア協会

高知県砂防ボランティア協会

特定非営利活動法人 山口県防
災･砂防ボランティア協会

香川県砂防ボランティア協会

R4.4.19



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.4.28 第1回理事会・第1回事務局会議

第2回理事会・第2回事務局会議

令和4年度　通常総会

R4.5.28 「土砂災害防止月間」における街頭キャンペーン：長崎市浜町

R4.6.11 同上：佐世保市四ヶ町

R4.6.15 土砂災害危険個所点検調査（長崎振興局管内急傾斜地崩壊危険個所）

R4.6.20 土砂災害危険個所点検調査（長崎振興局管内土石流危険個所）

R3.7.30 第3回理事会・第3回事務局会議

R4.4.25 令和４年度第１回役員会

R4.5.19 令和４年度総会

R4.5.30-6.30
砂防施設点検（春季点検）
１３１名参加
１１３か所点検

R4.4.13 ○大分県砂防ボランティア協会理事会 場所：県庁会議室（１２名）

R4.5.24
○砂防ボランティア通常総会 場所：大分スポーツ公園会議室（２１名）
・通常総会を開催し、役員改選及び昨年度の活動報告と決算報告、今年度の
活動計画と予算計画について審議し、了承を得る

R04.6.17-9.30
○土砂災害警戒区域の基礎調査の照査 場所：大分県庁会議室
・１０土木事務所の８１区域の照査を実施、区域調査の精度向上を図る

R04.8.16-9.28
○土砂災害避難促進ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 場所：別府市天間地区他２地区（５４
名）
・1 回目:ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ再点検を実施し、地区の避難力向上を図る

R4.9.20
○砂防ボランティア技術講習会 場所：大分スポーツ公園会議室（２９名）
・基礎調査の照査における技術上の問題点と解決策について協議

R4.4.5 第１回役員会（書面審議）

R4.4.22 総会（書面審議）

R4.4.27 宮崎市災害危険箇所調査派遣

R4.5.23 新規入会者説明会

R4.5-R4.8
土砂災害防止講座前講師派遣（自治会長、地域住民）
　※１１地区で参加者３５９人

R4.4.1
業務委託契約
・桜島国際火山砂防センター展示施設等運営業務（年間７８日）
・砂防施設管理調査等委託（年間５回・５７３箇所）

R4.4.20-5.12
土砂法等に関する住民説明会（南薩地域振興局内の３市で７回開催）
（当協会から講師出席「土砂災害について」説明）

R4.4.21 第１回運営委員会

R4.5.12 理事会

R4.5.25 通常総会及び臨時理事会

R4.5.31 第１回砂防施設等点検調査（２１班７２名参加：１００箇所）

R4.6.30 第２回運営委員会

R4.7.14 第２回砂防施設等点検調査（２０班６４名参加：１２２箇所）

R4.7.27 事業部会と県砂防課との意見交換会

R4.9.22 第３回運営委員会

R4.4.15
・最上川・赤川水系砂防ボランティア協会　第１回　役員会
議題：令和４年度の活度に向けて
場所：新庄市内

R4.6.15 ・最上町、舟形町、大蔵村、新庄市
R4.6.16 ・金山町、真室川町、鮭川村、戸沢村

R4.6.30
・令和４年度　最上川・赤川水系砂防ボランティア協会　総会
場所：新庄市内

R4.9.21
・山形県庄内町立立川小学校６年生を対象とした防災学習教室
（新庄河川事務所、山形大学、当協会と協同実施）

特定非営利活動法人 大分県砂防
ボランティア協会

43

最上川･赤川水系砂防ボランティ
ア協会(MASV)

特定非営利活動法人 鹿児島砂防
ボランティア協会

熊本県砂防ボランティア協会

・令和４年度「土砂災害防止月間」に伴う危険箇所等の点検・パトロ－ル
（山形県、山形県警察本部、広域消防、市町村、新庄河川事務所と合同）

42

41

宮崎県砂防ボランティア協会44

45

46

特定非営利活動法人 長崎県治水
砂防ボランティア協会

R4.5.27



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.4.21 R3ワミ沢左岸崩壊地対策工事現地調査（会員2名）

R4.5.24 R3小米平上流砂防堰堤改築工事現地調査（会員2名）

R4.6.10 土石流危険渓流調査（会員7名、職員6名）

R4.6.23 芹沢地区土石流災害復旧完成式典（会長出席）

R4.6.27 砂防副読本の寄贈・日光小学校及び三依小中学校（会長）

R4.7.14
関東地方（日光砂防事務所担当）防災エキスパート講習会
（会員4名、職員10名内2名リモート参加）

R4.9.29 日光砂防事務所「所内研修」（講師：会長、職員20名リモート含む）

・ボランティア活動保険加入

・渡良瀬川河川事務所との活動方針の打ち合わせ

R4.4.16 ・作業デー（足尾砂防堰堤付近の植樹地のススキ伐根）

R4.4.18
・渡良瀬川河川事務所との足尾地区緑化に関する打ち合わせ、今後の活動に
ついて

R4.4.23

R4.4.24

R4.4.25 ・足尾地区緑化に関する打ち合わせ

R4.5.21

R4.5.22

R4.6.18 ・作業デー（足尾砂防堰堤付近の植樹地の除草）

R4.6.30 ・土砂災防止災害防止月間に係る合同施設点検、大間々出張所管内

R4.7.17 ・夏の草刈りデー（久藏口植樹地の除草）

R4.8.25 ・キャンプ砂防講師

R4.8.31 ・渡良瀬川ボランティア協会総会

R4.9.12 ・渡良瀬川河川事務所防災講習会（Web参加）

R4.9.17 ・作業デー（足尾砂防堰堤付近の植樹地の除草）

R4.9.21 ・渡良瀬川流域大規模土砂災害対策の所内訓練（運営補助・助言）

R4.4.6 ①砂防施設等の安全利用点検(G・W前）：神流川流域を実施。

R4.4.7 ②砂防施設等の安全利用点検(G・W前）：烏川流域を実施。

R4.4.11 ③砂防施設等の安全利用点検(G・W前）：吾妻川流域を実施。

R4.4.14 ④砂防施設等の安全利用点検(G・W前）：片品川流域を実施。

R4.5.26 ⑤浅間山砂防出張所砂防施設点検を実施。

R4.7.1 ⑥砂防施設等の安全利用点検（夏休み前） ：神流川流域を実施。

R4.7.5 ⑦砂防施設等の安全利用点検（夏休み前） ：片品川流域を実施。

R4.7.8 ⑧砂防施設等の安全利用点検（夏休み前） ：烏川流域を実施。

R4.7.11 ⑨砂防施設等の安全利用点検（夏休み前） ：吾妻川流域を実施 。

R4.7.29 ⑩譲原防災センター臨時開館広報支援（埼玉高校地理部会 29 名）を実施。

R4.7末 ⑪令和4年度 通常総会書面で開催、全議題承認された。

R4.4.28 土木研究所ICHARM研修芋川現地視察案内

R4.5.17 中津川上流切明地区斜面崩壊に関する対策会議

R4.6.23 令和４年度第1回湯沢砂防スペシャルエンジニア総会、切明地区現地調査

R4.6.27 夏休み前砂防施設安全利用点検（中津川出張所等管内）

R4.6.30 夏休み前砂防施設安全利用点検（魚野川・清津川管内）

R4.7.6 夏休み前砂防施設安全利用点検（破間川出張所等管内）

R4.4.12 砂防施設と一体となった公園施設等の安全利用点検（神通砂防）

R4.4.14 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）

R4.5.18 第1回解説員研修会（立山カルデラ砂防博物館）

R4.6.20 立山・神通砂防スペシャルエンジニア総会及び災害支援業務の打合せ

R4.6.28 軌道事故対応訓練（立山砂防）

R4.6.30 令和4年度夏休み前の安全利用点検（立山砂防）

R4.7.5 令和4年度夏休み前の安全利用点検（神通砂防）

R4.7.1

R4.7.8

R4.7.15

R4.7.27

R4.7.28

R4.8.3

R4.8.30

R4.9.13

日光砂防ボランティア協会

利根川水系砂防ボランティア協
会

湯沢砂防スペシャルエンジニア
(YSSE)

R4.4.1

51

渡良瀬川砂防ボランティア協会

50

立山・神通砂防スペシャルエン
ジニア(TJSSE)

49

47

48

体験学習会の案内（立山カルデラ砂防博物館）

立山砂防災害時等支援業務　行政視察支援（立山砂防）

・第２６回春の植樹デー（足尾に緑を、渡良瀬川に清流を！）参加
　“・Aゾーン（足尾砂防堰堤付近）、Bゾーン（久藏口植樹地）

・第２６回春の植樹デー（足尾に緑を、渡良瀬川に清流を！）参加
　“・Aゾーン（足尾砂防堰堤付近）、Bゾーン（久藏口植樹地）



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.4.15 砂防施設安全利用点検 （参加人員1名）

R4.6.9 令和4年度土砂災害防災講演会 （参加人員6名）

R4.7.4 砂防施設安全利用点検 （参加人員1名）

R4.7.13 飯豊山系砂防事務所若手職員勉強会講師 （参加人員1名）

R4.9.29 飯豊山系砂防事務所若手職員勉強会講師 （参加人員1名）

R4.5.11 行動計画打合せ（事務局）

R4.6.6 松本砂防事務所と調整会議

R4.9.12 北陸SSE連絡会

R4.7.28 役員会開催

R4.8.26 砂防講演会　出席（中津川市）

55
越美山系砂防ボランティア協会
(ESV)

R4.5.20 越美山系大規模土砂災害合同防災訓練

56 富士山砂防ボランティア協会 R4.8.19

富士砂防 防災対応演習
＜降灰量調査・浸透能調査演習＞
会員9名参加（稲川・池田・岩本・遠藤・鈴木孝・川島・佐野・落合・八
木）
（１） 降灰量調査（定面積サンプリング法）
火山噴火直後に緊急調査着手判断を行うため、緊急調査において降灰厚1ｃ
ｍ以上堆積している範囲を知るには明瞭な火山灰が堆積している範囲を調査
することが必要となる。ヘリコプターによる調査と合わせて陸上での調査も
実施する。
（２） 浸透能調査（散水式）
火山噴火に伴う大量の降灰が発生した場合、渓流内の斜面の浸透能が低下す
ることにより土石流発生の危険性が高まることが知られている。このことか
ら，浸透能の絶対値を正確に測定できれば土石流の被害が及ぶ恐れのある土
地の区域や時期だけでなく土石流発生の危険性の度合いを把握するために調
査を実施する。

R4.4.26
令和４年度 洪水対応訓練
・令和４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

R4.5.23

高知県砂防ボランティア協会が開催する、「令和４年度 高知県砂防講習
会」が予定され、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する予定。
(高知地区の会員：1名参加)

R4.6.1

「第 23 回砂防ボランティア全国のつどい」への参加 3名
令和 4 年 6 月 1 日（水）11：00～12：00
開催場所：紀南文化会館４階「小ホール」（和歌山県田辺市新屋敷町１番
地）SVAの活動状況を発表

R4.6.16

令和４年度 土砂災害防止月間の砂防学習会においてＳＶＡ会員が学習会の
支援。
・事務所職員による砂防講話、土石流３Ｄ体験シアター 土砂災害模型(土石
流、がけ崩れ)による学習を実施。（生徒：23名参加+教職員）
場 所：徳島県三好市東祖谷小中学校(徳島地区の2名参加)

令和４年度 第１回役員会
・ 令和３年度 活動報告及び決算について
・ 令和４年度 活動計画及び予算案について
・ 令和４年度 ＳＶＡ総会について

令和４年度 ＳＶＡ定期総会
場所：徳島県三好市 三好市中央公民館４Ｆ大ホール
・ 令和３年度活動報告、決算報告 令和４年度活動計画、予算案について

R4.4.1
令和4・5年度阿賀野川河川事務所管内災害時等支援業務の協定締結（16
名）

阿賀野川管内砂防現地検討会（11 名）

令和４年度阿賀野川砂防ｽﾍﾟｼｬﾙｴﾝｼﾞﾆｱ総会（11 名）

R4.5.25 令和４年度　第１回砂防ボランティア全国連絡協議会

R4.7.22 女性特派員白山砂防現場研修

R4.6
令和４年度　全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表会
            ビデオ配信を聴講

R4.8.26 令和４年度　白山砂防スペシャルエンジニア総会（書面決裁）
R4.9.13 北陸地整　砂防スペシャルエンジニア連絡会総会（書面決裁）

54
多治見さぼう・みちボランティ
アクラブ

R4.6.27

52

57
四国山地砂防ボランティア協会
(SVA)

58
阿賀野川砂防スペシャルエンジ
ニア(ASSE)

白山砂防スペシャルエンジニア
(HSSE)

R4.6.29

59

53

飯豊山系砂防スペシャルエンジ
ニア(ISSE)

松本砂防スペシャルエンジニア
(MSSE)



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.6.20 令和4年度 ネパール治水砂防技術交流会 理事会・総会

R4.9.3-9.13 ネパール国における治水砂防技術に関する資料の収集及び調査研究

役員会
令和３年度通常総会

R4.7.25 利賀川・百瀬川の河川クリーン奉仕作業

R4.4.2 監査

R4.4.14 砂防施設整備安全点検

R4.4.24 春のクリーン大作戦(地域の町民によるゴミ拾い)

R4.4.26 第1回理事会

R4.5.30 通常総会

R4.5.30 砂防学習　高山市立本郷小学校四年生(洞谷災害のお話会)

R4.6.1 砂防学習　高山市立栃尾小学校四年生(洞谷災害のお話会)

R4.6.6 砂防学習　高山市立本郷小学校四年生(管内砂防施設巡り)

R4.7.5 砂防施設整備安全点検

R4.7.14 ほたるの里　環境調査(市立本郷小学校四年生)

R4.7.24 ボランティアによる国道471号沿いの草刈り作業

R4.8.7 砂防・ジオツアー(町内会長・防災士他参加)

R4.8.26 カワゲラウォッチング(市立栃尾小学校四年生)

R4.9.22 砂防学習　高山市立栃尾小学校四年生(管内砂防施設巡り他)

- ※NPO神通砂防ニュースの発行(年三回)

63 特定非営利活動法人 湯沢砂防 R4.9.10
役員会及び情報交換会
（国土交通省ＯＢ・湯沢砂防事務所長・市長・ＮＰＯ理事長・理事）

R4.4.20 松本砂防事務所砂防学習館管理運営補助業務入札・落札

R4.4-R4.10
砂防学習館管理運営受託業務（新型コロナウイルス感染防止対策をして実
施）

R4..5.11 第1回理事会開催

R4.5.17 信濃川姫川水系期成同盟会総会　忠地理事長出席

R4.5.25 砂防ボランティア全国連絡協議会総会　忠地理事長出席

R4.5.26 全国治水砂防協会総会 忠地理事長出席

R4.6.16 令和４年度通常総会開催

R4.7.8 上高地行政意見交換会　青柳副理事長出席

R4.7.22 中部縦貫道の早期建設を進める会総会　忠地理事長出席

R4.8.30 長野県治水砂防協会総会 忠地理事長出席

R4.9.14 第2回理事会開催

R4.6 役員会　総会

R4.8 各町会区長会にアンケート調査

特定非営利活動法人 利賀山川ま
もる

特定非営利活動法人 梓川流域を
守る会

特定非営利活動法人 白山麓地域
安全ネットワーク

特定非営利活動法人 神通砂防

特定非営利活動法人 ネパール治
水砂防技術交流会

R4.7

62

64

65

61

60



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.4.1 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.4.6 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.4.13 大野演習林，綾部市　　　　　　　　森林調査

R4.4.14 鷹峯演習林　　　　　　　　　　　　竹林調査

R4.4.20 久多演習林　　　　　　　　　　　　獣害調査

R4.4.21 鷹峯演習林　　　　　　　　　　　　竹林調査

R4.4.25 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.4.27 鷹峯演習林　　　　　　　　　　　　竹林調査

R4.5.8 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.5.9 岡山県関西育種場　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.5.10 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.5.11 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.5.12 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.5.16 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.5.23 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.5.24 三重県鍛治谷又国有林　　　　　　　植生・土壌調査

R4.5.25 兵庫県たつの市礼楽山国有林　　　　植生・土壌調査

R4.5.26 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.5.27 鷹峯演習林　　　　　　　　　　　　竹林調査

R4.5.31 大枝演習林　　　　　　　　　　　　森林調査

R4.6.1 大枝演習林　　　　　　　　　　　　森林調査

R4.6.6 京丹波ひかり小学校　　　　　　　　森林環境教育

R4.6.8 大枝演習林　　　　　　　　　　　　森林調査

R4.6.13 大枝演習林　　　　　　　　　　　　森林調査

R4.6.16 宮津市天橋立公園　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.6.20 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.6.21 左京区岩倉　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.6.24 鷹峯演習林　　　　　　　　　　　　竹林調査

R4.6.28 大枝演習林　　　　　　　　　　　　森林調査

R4.6.29 兵庫県たつの市礼楽山国有林　　　　植生・土壌調査

R4.7.26 大枝演習林　　　　　　　　　　　　森林調査

R4.7.28 大野演習林　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.7.30 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.8.2 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.8.4 兵庫県たつの市礼楽山国有林　　　　植生・土壌調査

R4.8.8 大枝演習林　　　　　　　　　　　　森林調査

R4.8.11 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.8.16 梅ヶ畑演習林　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.8.18 北区京北町　　　　　　　　　　　　植生・土壌調査

R4.8.19 兵庫県マンガ谷国有林　　　　　　　土壌調査

R4.8.22-8.24 大野演習林　　　　　　　　　　　　森林調査

R4.8.26 滋賀県信楽三郷山　　　　　　　　　土壌調査

R4.9.8 大野演習林，北区京北町　　　　　　植生調査

R4.9.19-9.20 滋賀県和邇　　　　　　　　　　　　水質，雨量調査

えいほうＳＡＢＯ66



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

R4.4.24
① 現地調査（西目屋キャニオン、参加者2名【会員：鄒青穎、川上礼央
奈】）

R4.4.29
② 現地調査（上鴇沢地すべり地、参加者3名【会員：鄒青穎、川上礼央奈、
高橋諒】）

R4.5.8 ③ 現地調査（十二湖地すべり地、参加者2名【会員：鄒青穎、川上礼央奈】

R4.6.7

R4.6.8

R4.6.23
⑤ 土砂災害に関する知識の普及・啓蒙（青森県土砂災害防止講演会、参加
者1名【会員：鄒青穎】）

R4.7.8
⑥ 現地調査（大川地すべり地、参加者3名【会員：鄒青穎、川上礼央奈、伊
東聖奈】）

R4.7.9
⑦ 土砂災害に関する知識の普及・啓蒙（防災士講座、参加者1名【会員：鄒
青穎】）

R4.7.12
⑧ 現地調査（留山地すべり地、参加者3名【会員：鄒青穎、川上礼央奈、小
笠原彩】）

R4.7.16

R4.7.17

R4.7.18 ⑩ 現地調査（岳岱地すべり地、参加者2名【会員：鄒青穎、川上礼央奈】）

R4.7.19 ⑪ 現地調査（留山地すべり地、参加者2名【会員：鄒青穎、川上礼央奈】）

R4.7.22 ⑫ 現地調査（岳岱地すべり地、参加者2名【会員：鄒青穎、川上礼央奈】）

R4.7.26
⑬ 現地調査（留山地すべり地、参加者3名【会員：鄒青穎、川上礼央奈、高
橋諒】）

R4.7.30

R4.7.31

R4.8.8

R4.8.9

R4.8.17
⑯ 現地調査（鯵ヶ沢洪水氾濫調査、参加者２名【会員：鄒青穎，小岩直
人】）

R4.8.22
⑰ 現地調査（深浦町土砂災害調査調査、参加者4名【会員：鄒青穎、川上礼
央奈、高橋諒、小笠原彩】）

R4.8.23
⑱ 現地調査（鯵ヶ沢洪水氾濫調査、参加者２名【会員：鄒青穎，小岩直
人】）

R4.8.29
⑲ 現地調査（外ヶ浜町土砂災害調査調査、参加者4名【会員：鄒青穎、川上
礼央奈、伊東聖奈】）

R4.9.2-9.4
⑳ 現地調査（下北北部災害調査、、参加者５名【会員：鄒青穎，小岩直
人、小笠原彩、川上礼央奈、高橋諒】

R4.9.9 ㉑ 現地調査（中里川洪水氾濫調査、参加者1名【会員：鄒青穎】）

R4.9.26
㉒ 土砂災害に関する知識の普及・啓蒙（研究会講師、参加者1名【会員：鄒
青穎】）

R4.9.28 ㉓ 現地調査（中里川洪水氾濫調査、参加者1名【会員：鄒青穎】）

岩盤地下水の挙動調査（長野県上伊那郡飯島町）
雪崩による森林かく乱の調査（長野県伊那市）
樹木根系の引張試験（長野県伊那市）

R4.4.11-4.12 宮川上流域の河川堆積土砂及び崩壊地調査

R4.4.15 雲出川上流域の渓床流木調査

R4.4.18 宮川ダム下流域の河川堆積土砂調査

R4.5.17 雲出川上流域の斜面土砂移動調査

R4.6.7 大台町宮川上流域の堆積土砂及び崩壊地視察

R4.7.5 雲出川上流域の渓床流木調査

R4.8.29 雲出川上流域における林内土砂調査

R4.9.30
菰野町朝明川上流域の土砂流出調査
※コロナ対応のため調査等の活動は県内近隣

⑨ 現地調査（下北北部災害調査、、参加者5名【会員：鄒青穎，小岩直人，
小笠原彩、川上礼央奈、高橋諒】

⑭ 土砂災害に関する知識の普及・啓蒙（防災訓練、参加者1名【会員：鄒青
穎】）

67

⑮ 土砂災害に関する知識の普及・啓蒙（SSH講師、参加者1名【会員：鄒青
穎】）

三重ＳＡＢＯ

アルプス圏域砂防研究会 R4.4.1-9.30

北東北地域砂防研究会

69

68

④ 現地調査（下北北部災害調査、、参加者5名【会員：鄒青穎、小笠原彩、
川上礼央奈、伊東聖奈、高橋諒】



令和４年度 各砂防ボランティア団体の活動状況
(R04.04.01～R04.09.30）

№ 団　　体　　名 年月日 活動内容

70 北海道ＳＡＢＯ研究会 -

2018年9月6日に発生した胆振東部地震による山腹崩壊とそれによる土砂流出
状況、降雨による土砂流出状況などを調査し、厚真町の土砂災害被災地での
危険度リスク評価のための基礎データ収集・整理を行った。
主な調査項目は下記のとおりである。
①火山灰堆積層の水分保持特性の解明と崩壊時の土壌水分の影響評価
②崩壊土砂の長距離移動実態とそのモデル化、地震によって火山灰堆積斜面
が崩壊した時の崩土の高精度氾濫・堆積区域の設定手法、被害程度の予測手
法

また、随時、これらの調査結果(途中段階のものも含めて)を地元の厚真町や
北海道庁砂防関係部局に提供するなど、今後の土砂災害監視、土砂害減災の
ための情報提供を行った。

71
砂防ボランティア活動支援研究
会

R4.5.19 熊本県砂防ボランティア協会が実施する「講演会」に講師を派遣した。


