
1

（公社）土木学会東北支部・（一社）土木技術者女性の会東日本支部 共催

拝啓 残暑の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。

東日本大震災から３年が経過した現在も、被災した沿岸部では、堤防、道路、鉄道など

インフラの整備・復旧工事が鋭意行われています。

この度、国交省東北地方整備局様ならびにＪＲ東日本東北工事事務所様のご協力を頂き、

当会東日本支部の現場見学会を、下記の通り開催することとなりました。「百聞は一見にし

かず」と申します。この貴重な機会に、是非ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

敬具

１．開催日 2014 年 10 月 10 日（金）～11 日（土） 

集合：10 月 10 日（金）10:00 仙台駅東口 ２．集合・解散

解散：10 月 11 日（土）12:30 多賀城駅 

３．概略行程 10/10：10:00 仙台駅集合→仙台海岸防潮堤工事現場→（昼食）→仙塩道

路拡幅工事現場→鳴瀬川河口部災害復旧工事現場→JR 仙石線線路移設

工事現場→ 18:00 多賀城市内にて懇親会 

10/11：8:30 多賀城駅集合→8:45 東北技術事務所→12:30 多賀城駅解散 

４．参加費 ５００円

※集合場所までの交通費、昼食代、懇親会費は各自の支払いになります。

５．申込方法 申込期日：９月１２日（金）

申込方法：必要事項を記載の上、下記メール宛にお申し込み下さい。

土木学会非会員，女性の会非会員の方も参加できます。

申込・連絡先 eventswce@womencivilengineers.com 

土木技術者女性の会東日本支部 担当：小寺

【見学先】

○ 仙台湾南部海岸堤防復旧事業及び仙塩道路拡幅事業（ご協力：国交省

東北地方整備局仙台河川国道事務所）

○ 鳴瀬川河口部河川復旧・復興事業（ご協力：国交省東北地方整備局北

上川下流河川工事事務所）

○ JR 仙石線陸前大塚・陸前小野間線路復旧(線路移設)工事（ご協力：JR
東日本東北工事事務所仙台工事区）

○ 東北技術事務所体験型土木構造物実習施設（ご協力：国交省東北地方

整備局東北技術事務所）

本見学会は CPD 認定を受けています。 
10/10 見学会３．２単位 JSCE14-0420、10/11 体験学習３．０単位 JSCE14-0421 
※全国土木施工管理技士会連合会のＣＰＤＳのユニットを取得する場合には、各自
でＣＰＤＳ学習履歴の受講証明書を持参し、証明印を受領して申請して下さい。 
不明な点は、上記連絡先までお問い合わせください。 
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６．行程

１０月１０日（金）　１０：００仙台駅東口集合
時

分 10 30 30 30 30 30 30 30 30

仙
台
駅
集
合

18時より
懇親会
（多賀城
市内）

１０月１１日（土）　８：３０多賀城駅改札集合
時

分 10 30 30 30 30 30

多
賀
城
駅
集
合

10 11 12 13 14 15 16 17

移動
仙台海岸
堤防工事

移動（バス） 移動及び昼食
仙塩道路
拡幅工事

8 9 10 11 12

鳴瀬川河口部
災害復旧工事

JR野蒜駅工事移動

移動（徒
歩or路
線バス）

国交省東北技術事務所体験型土木構造物実習施設
（監督・検査コース）

移動（徒
歩or路
線バス）

多
賀
城
駅

解
散

７．見学ルート

８．見学先概要

○ 仙台湾南部海岸堤防復旧事業【仙台河川国道事務所】

東日本大震災で被災した海岸保全施設の復旧を進めており、地域の復興計画との整

合を図りながら、概ね 5 年間で高さ 7.2m の海岸堤防を延長約 30km にわたって復旧

します。中でも緊急性が高い、仙台空港や下水処理施設などの重要公共施設保全の

ための延べ約 5km は平成 25 年 3 月末に完成しました。その後も工事は順調に進み、

平成 26 年 5 月末までの完成延長は延べ約 21km（完成率：約 7 割）となっています。

○ 鳴瀬川河口部河川復旧・復興事業【北上川下流河川事務所】

鳴瀬川河口部は、東日本大震災による津波で特殊堤流出など甚大な被害を受けまし

た。現在、地域の復興計画と整合を図り、海岸堤防と一連となって効果を発揮する

よう河川堤防を整備しています。

○ 仙塩道路拡幅事業【仙台河川国道事務所】

仙塩道路は、三陸沿岸道路の一部を形成する延長 7.8km の自動車専用道路で、震災

後の暫定開通以降の交通量増大に伴う交通混雑の解消を目的に、H23 年度より４車

線化及び多賀城 IC（仮）に着手しています。 

Ａ：仙台駅：集合場所

Ｂ：仙台湾南部海岸堤防工事

Ｃ：鳴瀬川河口部災害復旧工事

Ｄ：ＪＲ野蒜駅工事

Ｅ：東北技術事務所実習施設
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○ JR 仙石線陸前大塚・陸前小野間線路復旧(線路移設)工事【JR 東日本東北工事事務所】 

仙石線高城町・陸前小野間については、東日本大震災により甚大な被害を受け不通

となっています。復旧に向けて、津波被害を受けた市街地の移転等に合わせた線路

移設を計画、推進しています。 

○ 東北技術事務所体験型土木構造物実習施設（10/11） 

体験型土木構造物実習施設は、コンクリートの施工不良の再現や施工手順など、「見

て・触って・考える」をコンセプトに橋梁下部工、函渠工、防護柵工等の 15 種類

の構造物が実物大で製作されている実体験型の施設です。今回、「監督・検査コース」

に参加します。 

 

９．集合場所 

○ 10/10 集合場所 

「貸切バス専用昇降口（東口バスプール）」 

  ※東西出口の連絡通路は 2 階に位置しています。貸切バスの発着場所が未定のため，

東口 1 階の連絡通路の下あたりに集合してください（地図参照）。 

  

 

○ 10/11 集合場所 

「8:30 JR 多賀城駅改札」もしくは「8:45 東北技術事務所」（参加申込書にどちらかを

明記する） 

・ 8:30JR 多賀城駅改札集合の方・・集合後、タ

クシーを乗り合わせて東北技術事務所へ向か

います。 

・ 8:45 東北技術事務所集合の方・・右図及び P.4

地図を参考にして下さい。 

 

 

 

１０． 懇親会 

 多賀城駅周辺（会場未定：予算 4500 円） 

※ 会場は追って参加者へご連絡します。 

※ 東北地方整備局東北技術事務所，土木学会東北支部の方々も参加予定です。 

東西連絡通路 
↓（2 階） 

集合場所・東口 1 階
このあたり  
集合時間 10:00 

集合場所イメージ 

東北技術事務所構内マップ

正門 
集合場所 「新アス
ファルト試験棟」前
このあたり  
集合時間 ８：45 
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※ 会費は当日徴収します。 

※ キャンセルの場合は 10 月 8 日（水）までにご連絡下さい。それ以降の場合は、

キャンセル料が発生する可能性がありますのでご了承下さい。 

 

１１． 交通・宿泊施設の紹介 

○ 東京駅から仙台駅へのアクセス・料金 

・東京駅 7:32 発  仙台駅 9:38 着 新幹線やまびこ 125 号 料金 10,890 円（指定席） 

・東京駅 7:56 発  仙台駅 9:30 着 新幹線はやぶさ 101 号 料金 11,200 円（指定席） 

・東京駅 8:20 発  仙台駅 9:51 着 新幹線はやぶさ５号 料金 11,200 円（指定席） 

 

○ 仙台駅～多賀城駅 ダイヤ 

（仙石線）多賀城駅～仙台駅，普通 20-22 分，快速 11 分（○印） 

仙台駅→多賀城駅 

7 10 19 28 34 40 46 52 

8 00 07 14 23 30 42 49 

多賀城駅→仙台駅 

12 19 34 ○47  54 

13 19 34 49 

 

○ 多賀城駅周辺のホテル（駅より徒歩 5～10 分） 

ホテルルートイン

多賀城駅東※ 

多賀城市八幡 4-4-77 

 

050-5847-7301 シングル朝食付き 

6850 円（HP 調べ）

キャッスルプラザ

多賀城 

多賀城市桜木１-１-60 022-367-1111 シングル朝食付き 

6400 円（HP 調べ）

※「ホテルルートイン仙台多賀城」とお間違えなく 

 

 

ホテルルートイン 

多賀城駅東 

正門 

懇親会場（予定）

10/11（土）昼食情報 

○多賀城駅構内（駅中食堂），駅周辺に食

堂が数軒あります。 

○東北学院大学（駅徒歩 7 分）の学食も

利用可能です。 

○仙台駅 3 階（新幹線ホーム階）には，「牛

タン通り」と「すし通り」があります。 

キャッスルプラザ 

多賀城 
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○ 仙台駅周辺のホテル 

     駅周辺ホテル多数あり 

 

【参考◇おすすめ！今回特別◇ＪＲ＋ホテルセットツアー】 

東京からの交通費＋仙台駅近くのホテルセットを特別価格でご用意しました。  

・ １０日（金）７：３２東京発 やまびこ 125 号 ９：３８仙台着 

（⇒１０：００ 仙台駅集合） 

・ 仙台駅西口徒歩５分 ユニゾイン仙台 シングル１泊朝食付 

・ １１日（土）１３：２４仙台発 やまびこ 46 号 １５：２４東京着 

料金１９，２８０円 

※ こちらに申し込まれる方は、個々に 9 月 20 日までに下記へお申し込みください。 

【申込先】yuusuke-yoshida@jreast.co.jp 

JR 東日本千葉支社営業部千葉提携販売デスク 吉田 祐介

043-284-6727 

【メール記載事項】 

氏名、連絡先、もし異なる列車を希望される場合はやまびこ号に限り対応でき

ます。その場合列車を指定してください 

※ 最低履行人数が 2 名となっていますので、1 名しかおられない場合は成立しませ

んのでご承知ください。 

※ 申し込む場合は参加申込書へ記載してください。 

 

１２． 参加申込書 

下記内容を記載の上、下記送付先メールへお申し込み下さい 

   ※該当箇所に○印をご記入ください 

お名前  

ご所属  

緊急連絡先（携帯）  

被災地視察（10/10）  参加する（500 円）  参加しない 

体験学習施設（10/11）  参加する（無料）  参加しない 

懇親会  参加する（4,500 円）  参加しない 

10/11 集合場所  8:30 多賀城駅改札  8:45 東北技術事務所

おすすめJR＋ホテルセット

ツアーを利用する 

 利用する  利用しない 

その他要望 

具体的にご記入下さい 

 

 

★ 送付先：eventswce@womencivilengineers.com 担当：小寺 

★ 申込期日：９月１２日（金） 

 

以  上 




