
2018 年  4 月 23 日 

― 平成 30 年度公益事業の支援対象事業を決定しました ― 
 
 
 
 
 
 

 

【協 定 名】  長井市所管業務の技術アドバイザーに係る協定 

【概 要】 

［公募期間］平成 29 年 12 月 13 日～平成 30 年 2 月 22 日 

◆みちのく国づくり支援事業 

［目 的］ 社会資本整備に関する公益事業を通じて、地域活性化並びに東北地方の自立

的発展を目指します。 

［事業分類］①防災に関する支援事業 ②研究会・講習会等に関する事業 

③広報活動およびその支援に関する事業 

［申請・選定結果］ 申請総数 40 件、うち 36 件の支援を決定 ※別紙１参照 

［みちのく国づくり支援事業選定委員会］ 

    委員長：東北大学大学院環境科学研究科教授 高橋 弘  

 

◆技術開発支援事業 

［目 的］東北地方における新技術の開発を支援し、技術の研鑽や若手技術者の育成を目

指します。 

［申請・選定結果］ 申請総数 10 件、うち７件の支援を決定  ※別紙２参照 

［事業分類］ 調査研究及び研究助成事業 

［技術開発支援事業選定委員会］ 委員長：東北学院大学特別教授 遠藤 孝夫  

 
 

＜問い合わせ先＞ 
 
     

一般社団法人東北地域づくり協会     
専務理事      三浦 清志  電話：022-268-4611 
地域事業部     熊谷 順子  電話：022-268-4711 

記者発表資料 

一般社団法人東北地域づくり協会（渥美雅裕理事長）は、公益事業の一環として、

社会資本整備の推進に関する事業を公募により広く募集し、第三者委員会において支

援対象事業を決定しています。 
この度、平成 30 年度支援事業として「みちのく国づくり支援事業 36 件」および

「技術開発支援事業 7 件」が選定されましたので、お知らせ致します。 



（一社）東北地域づくり協会　

1 311「伝える／備える」次世代塾 後援 宮城 ３１１次世代塾推進協議会（事務局・河北新報社）

2 ゲリラ豪雨展 共催 宮城 水の巡回展実行委員会

3 東日本大震災メモリアル施設整備事業
実行

委員会
宮城 東日本大震災メモリアル施設整備実行委員会

4 第2回防災・減災コンテスト　開催事業 共催 岩手 一般社団法人大船渡津波伝承館

5 防災講演会 共催 宮城 東北地方整備局企画部防災課

6 防災都市仙台確立事業 後援 宮城 公益社団法人仙台青年会議所

7 小川原湖防災フォーラム 共催 青森 小川原湖防災フォーラム実行委員会

8 アイオン台風70年の取組 共催 岩手 東北地方整備局岩手河川国道事務所

9 「近隣地域住民が連携した防災活動」推進事業 協賛 秋田 旭南地区自主防災組合連合会

10 東北地方の橋梁保全に関するシンポジウム 共催 宮城 公益社団法人土木学会東北支部

11 高校生「橋梁模型」作品発表会
実行

委員会
宮城 高校生「橋梁模型」作品発表会実行委員会

12 仙台水環境フォーラム 協賛 宮城 特定非営利活動法人　水・環境ネット東北

13 柴田まち・かわ・みちづくりフォーラム 後援 宮城 柴田まち・かわ・みちづくりフォーラム実行委員会

14 第11回青森土木フォーラム
実行

委員会
青森 青森土木フォーラム実行委員会（事務局：八戸工業大学）

15 北上川流域圏交流推進事業 協賛 岩手 北上川「流域圏」フォーラム実行委員会（事務局：(株)展勝地）

16 世界遺産「平泉」観光渋滞解消に向けた社会実験 協賛 岩手 「道の駅」平泉交通システム勉強会

17 のしろ白神魅力のある地域づくり事業 協賛 秋田 のしろ白神ネットワーク

18 庄内・社会基盤技術フォーラム 協賛 山形 庄内・社会基盤技術フォーラム

19 さくら湖自然環境フォーラム2018 共催 福島 さくら湖自然環境フォーラム実行委員会（事務局：三春町教育委員会）

20 広報講演会 共催 宮城 東北地方整備局総務部総務課

21 土木の日特別行事 後援 宮城 公益社団法人土木学会東北支部

22 東北地方工事安全施工推進大会（SAFETY2018）
実行

委員会
宮城 東北地方工事安全施工推進大会実行委員会

23 フォーラム：がんばろう！東北 後援 宮城 東北の社会資本整備を考える会（事務局：東北建設業協会連合会）

24 ゆきみらい2019 in 新庄（仮称）
実行

委員会
宮城 「ゆきみらい2019in新庄」実行委員会（仮称）

25 東北6県「道の駅」まるごとフェスタ 後援 宮城 東北6県「道の駅」まるごとフェスタ実行委員会

26 北上川フェア2018 共催 宮城 北上川フェア実行委員会（事務局：石巻市建設部）

27 雪みち観察会及び雪の文化と暮らしを語りあう会 後援 青森 あおもり雪国懇談会

28 岩木川改修100周年記念事業
実行

委員会
青森 岩木川改修100周年記念事業実行委員会

29 四十四田ダム50周年記念事業
実行

委員会
岩手 四十四田ダム50周年記念事業実行委員会（仮称）

30 第30回日本海夕陽ラインシンポジウム in 秋田 協賛 秋田 公益社団法人秋田青年会議所

31 とうほく街道会議第14回交流会
イザベラ・バード来日140年記念・山形大会

協賛 山形 とうほく街道会議第14回交流会イザベラ・バード来日140年記念山形大会実行委員会

32 最上川中流直轄河川改修着手60年記念事業
実行

委員会
山形 最上川中流直轄河川改修着手60年記念事業実行委員会

33 東北中央自動車道利活用シンポジウム
実行

委員会
山形 東北中央自動車道利活用シンポジウム実行委員会

34 阿武隈川改修事業100年プレイベント 共催 福島 阿武隈川上流大規模氾濫時の減災対策協議会

35 三春ダム20周年記念　巡回パネル展 後援 福島 三春ダム20周年記念事業実行委員会

36 ふくしま地産地消フェア
～ふくしま道の駅・空の駅まつり～

後援 福島 ふくしま道の駅・空の駅まつり実行委員会（事務局：福島県）
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（一社）東北地域づくり協会

No. 技術開発テーマ 開発代表者 備考

No.1
【産学共同】
樋門・樋管構造物の劣化・変状の解明とその対策に関する研究

東北学院大学工学部環境建設工学科
武田　三弘　〔教授〕

No.2 土壌及び堆積物中の亜ヒ酸の新規不溶化技術の開発
岩手大学理工学部システム創成工学科

伊藤　歩　〔准教授〕

No.3
【産学共同】
土石流・流域内の斜面崩壊に対するリスク情報発信の技術開発

福島大学共生システム理工学類
川越　清樹　〔准教授〕

No.4 微生物を利用した樋門・樋管コンクリートのひび割れ補修工法の開発
東北学院大学工学部環境建設工学科

石川　雅美　〔教授〕

No.5
【産学官共同】
連続鉄筋コンクリート舗装のひび割れ制御設計法の開発

東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科
小梁川　雅　〔教授〕

継続支援

No.6 グリーンインフラの広報手法の活用による政策・事業への実装に向けた実践的研究
東北大学大学院環境科学研究科

香坂　玲　〔教授〕
継続支援

No.7
【産学共同】
空間情報を因子とした河川環境評価手法の開発

山形大学農学部食料生命環境学科
渡邉　一哉　〔准教授〕

継続支援

全 7 テーマ　（新規 4件／継続 3件）

平成30年度技術開発支援テーマ一覧




