
※プログラムの一部を修正
開会あいさつに土木学会東北支部長 川瀧弘之 を追加

　 ■日時
　平成２９年１月２８日（土）　１３時３０分～１６時００分

※受付は１３時００分頃から　４１０２講義室前で行います。
■場所
　石巻専修大学　４号館１階　４１０２講義室
　　（住所：宮城県石巻市南境新水戸新水戸１ ）
■駐車場
　石巻専修大学内　第１学生駐車場　（当日は誘導員の指示に従ってください。）

■プログラム

　主催：　土木学会東北支部、石巻市、国土交通省東北地方整備局

　後援：　河北新報社、石巻かほく、石巻日日新聞社、石巻商工会議所

　（一社）東北測量設計協会、（一社）東北地域づくり協会

〈発表記者会〉

 石巻記者クラブ、古川記者クラブ、宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

　
                              国土交通省　北上川下流河川事務所
　　　　　　　　　          　     宮城県石巻市蛇田字新下沼８０
　　　　　　　　　　　      　     電話　：　０２２５－９５－０１９４（代表）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         こんの　ひろみ

　　　　　　　　　　          技術副所長 　　　今野　裕美　 （内線２０５）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　おおさわ　しゅういち

　　　　　　　　　　          調査第一課長　　大澤　修一　 （内線３５１）

平 成 ２ ８ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日

北 上 川 下 流 河 川 事 務 所
国土交通省東北地方整備局

記者発表資料

～北上川河川改修着手　４００年を記念して～

北上川改修で石巻を繁栄させた男
「川村孫兵衛シンポジウム」を開催

問い合わせ先

　本年は、川村孫兵衛重吉翁による北上川の河川改修事業に着手してから
４００年の節目となります。
　石巻のまちづくりにおける川村孫兵衛翁の業績を振り返るとともに、今後
の石巻市をはじめとする北上川流域の未来について考えることを目的とした
シンポジウムを開催いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※土木学会ＣＰＤプログラム認定（単位数2.0単位）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※参加費無料・事前申込不要。

13：30 開会あいさつ 石巻市長 亀山 紘 氏

土木学会東北支部長 川瀧 弘之
（国土交通省東北地方整備局長）

13：40 基調講演
「北上川改修と川村孫兵衛

～地形と地名に学ぶ先人の土地利用とこれからの防災意識～」
●講師 東北大学准教授 後藤 光亀 氏

14：35 パネルディスカッション
「石巻のまちづくりにおける孫兵衛の功績、そして未来へ」

15：50 閉 会

●コーディネーター／ 河北新報社 石巻総局長 古関 良行 氏

●パネリスト／ 東北大学准教授 後藤 光亀 氏

石巻千石船の会 会長 邊見 清二 氏

石巻商工会議所 会頭、石巻川開祭実行委員会 会長 浅野 亨 氏

石巻専修大学 人間学部人間文化学科 准教授 庄子 真岐 氏

北上川下流河川事務所長 高橋 政則



～北上川改修400年記念～

川村孫兵衛シンポジウム

日時

石巻専修大学 4号館1階 4102講義室

1 /28 （土） 13：30～16：00

会場

■基調講演

「北上川改修と川村孫兵衛 ～地形と地名に学ぶ先人の土地利用とこれからの防災意識～」

●講師 東北大学准教授 後藤 光亀 氏
ごとう こうき

■パネルディスカッション

「石巻のまちづくりにおける孫兵衛の功績、そして未来へ」

●コーディネーター／河北新報社 石巻総局長 古関 良行 氏

●主催／土木学会東北支部・石巻市・国土交通省 東北地方整備局

後援／河北新報社、石巻かほく、石巻日日新聞社、石巻商工会議所、（一社）東北測量設計協会、（一社）東北地域づくり協会

お問い合わせ先／国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 調査第一課 TEL.0225-94-9847

●パネリスト／東北大学准教授 後藤 光亀 氏、石巻千石船の会 会長 邊見 清二 氏、石巻商工会議所 会頭 浅野 亨 氏

石巻専修大学 人間学部人間文化学科 准教授 庄子 真岐 氏、北上川下流河川事務所長 高橋 政則

平成29年

※石巻専修大学内の駐車場を利用できます

参加
無料

※写真はイメージです

参加者全員にプレゼント

北上川改修400年を記念した

孫兵衛ゆかりの地MAP・カード

マンガ ・ ハンディライト
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駐車場

土木の日記念行事
土木学会CPDプログラム認定（単位数： JSCE16 -1207 2.0単位）

※事前申し込み不要



プログラム
13：30 開会あいさつ 石巻市長 亀山 紘 氏

土木学会東北支部長
（国土交通省東北地方整備局長）

13：40 基調講演「北上川改修と川村孫兵衛
～地形と地名に学ぶ先人の土地利用とこれからの防災意識～」

●講師 東北大学准教授 後藤 光亀 氏
14：25 （休憩 10分間）
14：35 パネルディスカッション

「石巻のまちづくりにおける孫兵衛の功績、そして未来へ」

15：50 閉 会

●コーディネーター／河北新報社 石巻総局長 古関 良行 氏

●パネリスト／東北大学准教授 後藤 光亀 氏

石巻千石船の会 会長 邊見 清二 氏

石巻商工会議所 会頭、石巻川開祭実行委員会 会長 浅野 亨 氏

石巻専修大学 人間学部人間文化学科 准教授 庄子 真岐 氏

北上川下流河川事務所長 高橋 政則

出演者プロフィール

基調講演●講師／パネルディスカッション●パネリスト

後藤 光亀 氏 （ごとうこうき氏）

東北大学大学院工学研究科准教授
（河川・運河の歴史や防災対策、水環境などについて研究）

宮城県東松島市出身
東北大学大学院工学研究科
土木工学専攻博士課程修了（工学博士）
○１９９５年/ジョンズホプキンス大学客員助教授
○１９９８年～２００６年/土木学会東北支部 野蒜築港120年委員会 委員長
○２０００年/土木学会選奨土木遺産選考委員会の東北支部委員に就任

パネルディスカッション●コーディネーター

古関 良行 氏 （こせきよしゆき氏）

河北新報社石巻総局長
（日和山にある川村孫兵衛像は河北新報社が建立）

秋田県羽後町出身
○１９９０年/河北新報社に入社
○２０１１年/震災取材班キャップ
○２０１２年/震災取材班総括デスク
○２０１５年/河北新報社石巻総局長・三陸河北新報社取締役編集局長
著書に「飛島ゆらゆら一人旅」（無明舎出版）

パネルディスカッション●パネリスト

邊見 清二 氏 （へんみせいじ氏）

石巻千石船の会会長

（川村孫兵衛をはじめ、石巻市や北上川などの歴史を長
きにわたり研究）

宮城県石巻市出身
○１９８０年/産経新聞社仙台総局編集部 記者
○１９９５年/石巻千石船の会を設立
○２０１３年/旧北上川河口かわまちづくり検討会 委員
○２０１６年/北北上運河釜閘門調査検討会 委員

パネルディスカッション●パネリスト

浅野 亨 氏 （あさのとおる氏）

石巻商工会議所会頭、石巻川開祭実行委員会会長
（石巻市の産業復興と旧北上川を活かしたまちづくりに尽力）

宮城県石巻市出身
○１９６５年/宮城ヤンマー株式会社に入社
○１９７７年/宮城ヤンマー株式会社の社長に就任
○２００４年/石巻商工会議所会頭に就任

パネルディスカッション●パネリスト

庄子 真岐 氏 （しょうじまき氏）

石巻専修大学人間学部人間文化学科准教授
（まちづくりや観光について研究）

宮城県仙台市出身
東北大学大学院経済学研究科博士課程後期修了

博士（経済学）
○２０１０年/学校法人専修大学 石巻専修大学経営学部 助教
○２０１４年/大学生観光まちづくりコンテスト北日本ステージ運営委員
○２０１５年/東松島市復興まちづくり計画市民委員会委員
○２０１６年/石巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員

パネルディスカッション●パネリスト

高橋 政則 （たかはしまさのり ）

北上川下流河川事務所長
（旧北上川の堤防の復旧・復興事業と併せて水辺を活かした

かわまちづくりに従事）
広島県竹原市出身
○１９９３年/建設省入省
○２０１４年/国土交通省 四国地方整備局 河川調査官
○２０１６年/国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所長

川瀧 弘之
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