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【防災情報】（記者発表）仙台河川国道事務所
防災情報（第３３報）

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
平成２３年 ３月２０日２０時００分発表

平成２３年 ３月１１日（金）１４時４６分頃発生した宮城県沖を震源とする地
震により、仙台河川国道事務所管内では、震度７を観測しました。

このため、仙台河川国道事務所では、１４時４６分に非常体制に入りました。
所管施設の点検と復旧作業を実施しております。
被災の状況及び復旧作業状況は以下の通りです。
今後の情報に十分な注意をお願いします。

１．仙台河川国道事務所の体制について
１）非常体制 １４時４６分に災害対策支部を設置
２）TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の調査について

河川・道路において、被災状況調査を実施中です。

２．所管施設の状況

１）河 川

（１）被災状況等
阿武隈川 ５０カ所の被災が確認されております。

（堤防の亀裂・法面崩壊・堤防の沈下）
※ 早急に対応が必要な仙台東部道路から上流側の４２カ所について、

シート張などの応急復旧が概成しました。また、仙台東部道路から
下流側の８カ所のうち、応急復旧が可能な３カ所について、アスフ
ァルト乳剤等の注入などを行い、応急復旧が概成しました。
水門１カ所、監視カメラ１カ所の被害も確認されています。
引き続き、今後の雨に備え大型土嚢の備蓄作業を行っていきます。

名取川 ２４カ所の被災が確認されております。
（堤防の亀裂・堤防の沈下）

※ 早急に対応が必要な仙台東部道路から上流側の１２カ所について、
アスファルト乳剤等の注入などの応急復旧が概成しました。また、
仙台東部道路から下流側の１２カ所のうち、応急復旧が可能な１０
カ所について、アスファルト乳剤等の注入を行い、応急復旧が概成
しました。
水門１カ所、監視カメラ３カ所の被害も確認されています。
引き続き、今後の雨に備え大型土嚢の備蓄作業を行っていきます。

（２）緊急復旧工事
東北地方太平洋沖地震により、被害を受けた阿武隈川下流堤防に対して下記

のとおり緊急復旧工事を実施しております。

○阿武隈川下流坂津田地区緊急復旧工事
工事場所：阿武隈川下流右岸２２．４ｋｍ＋１７４ｍ～２２．６ｋｍ＋

５９ｍ
宮城県角田市坂津田地内

工事内容：堤防復旧（仮締切等） 延長 ８０ｍ
工 期：平成２３年３月１６日～一ヶ月程度



○阿武隈川下流小斉地区緊急復旧工事
工事場所：阿武隈川下流右岸３２．８ｋｍ＋１０３ｍ～３３．０ｋｍ＋

１７０ｍ
宮城県伊具郡丸森町小斉地内

工事内容：堤防復旧（仮締切等） ２７０ｍ
工 期：平成２３年３月２０日～一ヶ月程度

○阿武隈川下流上沼尻地区緊急復旧工事
工事場所：阿武隈川下流右岸３０．６ｋｍ＋３４ｍ～３０．８ｋｍ＋

１５０ｍ
宮城県角田市上沼尻地内

工事内容：堤防復旧（仮締切等）３２０ｍ
工 期：平成２３年３月２０日～一ヶ月程度

○阿武隈川下流枝野地区緊急復旧工事
工事場所：阿武隈川下流右岸３０．８ｋｍ＋１８０ｍ～３１．２ｋｍ＋

８０ｍ
宮城県角田市枝野地内

工事内容：堤防復旧（仮締切等） ２５０ｍ
工 期：平成２３年３月２０日～一ヶ月程度

○阿武隈川下流賀川地区緊急復旧工事
工事場所：阿武隈川下流右岸３１．２ｋｍ＋１５０ｍ～３１．６ｋｍ－

１２ｍ
宮城県角田市賀川地内

工事内容：堤防復旧（仮締切等） ２３０ｍ
工 期：平成２３年３月２０日～一ヶ月程度

２）海 岸
被災の状況（直轄施工施設）は下記のとおりです。

○蒲崎海岸（岩沼市）
海岸堤防の被災（堤防の全壊、半壊、沈下）が全域にわたり
確認されました。

○山元海岸（山元町）
ヘットランド７基の消波ブロックの一部流失が確認されました。

３）道 路

○通行不能の箇所は以下のとおりです（別添参照）
三陸道（鳴瀬奥松島IC～登米東和IC） 約４５ｋｍ

応急復旧完了、緊急車両のみ通行可能。
国道 ４５号 塩竃市尾島町地内 ０．７ｋｍ 車両・漂流物多数
国道 ４５号 塩竃市杉の入～利府町赤沼 １．３ｋｍ 冠水
国道 ４５号 石巻市鹿又地内 ０．８km 路面沈下
国道 ４５号 石巻市河北町大字成田地内 ９．０ｋｍ 法面崩落
国道 ４５号 南三陸町戸倉～気仙沼市岩月宝ヶ沢 約４０km

※ 水尻橋（南三陸町志津川）は下記の時間通行可能
通行可能時間は、７：００から１９：００。
１９：００から７：００までは緊急車両以外通行止
となります。

（詳細は別添資料参照）

歌津大橋（南三陸町歌津） 落橋
二十一浜橋（気仙沼市本吉町）落橋・背面盛土流出
小泉大橋（気仙沼市本吉町） 落橋



○片側交互通行の箇所は次のとおりです。（別添参照）
国道 ４５号 利府町赤沼地内 ０．７ｋｍ 土砂堆積
国道 ４８号 仙台市青葉区八幡６丁目地内 落石・倒木

※ 現在、落石除去作業中

○車線減少箇所は下記のとおりです。
・４車線のうち２車線を開放した箇所

国道 ４５号 仙台市宮城野区中野～多賀城市八幡 １．８ｋｍ
国道 ４５号 塩竃市北浜 １．１ｋｍ

・路上に一部漂流車両が点在する箇所
国道 ４５号 東松島市矢本地内 ０．７ｋｍ

東松島市大曲～赤井 ２．０ｋｍ

○歩道橋の使用不能の箇所は以下のとおりです。（車道は通行可）
国道 ４号 霞ノ目横断歩道橋 階段落橋

○出張所の被災状況
気仙沼国道維持出張所 津波により損壊

※ アンダーラインは、第３２報からの追加・変更の情報です。

＜発表記者会：宮城県政記者会、東北専門記者会＞

お 問 い 合 わ せ 先
国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 ＴＥＬ ０２２（２４８）４１３１

（広報）計画課長 木越 養一（内線２６１）
ホームページＵＲＬ http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/



坂津田地区緊急復旧工事
堤防復旧延長　80m

小斉地区緊急復旧工事
堤防復旧延長　270m

上沼尻地区緊急復旧工事
堤防復旧延長　320m

平成23年3月11日発生（東北地方太平洋沖地震）緊急復旧工事位置
図

枝野地区緊急復旧工事
堤防復旧延長　250m

賀川地区緊急復旧工事
堤防復旧延長　230m

坂津田地区

小斉地区

枝野地区
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国道４５号 通行止め
南三陸町戸倉
～気仙沼市岩月宝ヶ沢

約４０ｋｍ

三陸道全線
通行止め
※緊急車両のみ通行可
鳴瀬奥松島IC
～ 登米東和IC

約４５ｋｍ

宮城県内 国管理道路 被災状況

国管理国道

通行不能区間

主な被災箇所

※通行不能区間、主な被災箇所以外にも
多数の段差や亀裂が確認されています。

落石・倒木 １車線（片側交互通行）

青葉区八幡6丁目地内
※落石撤去作業中

国道45号 車両散乱 ２車線（対面通行）
仙台市宮城野区中野～多賀城市八幡 延長1.8km

国道45号 通行止め 車両・漂流物多数
塩竃市尾島町地内 延長0.7km

国道45号 通行止め 路面沈下
石巻市鹿又地内 延長0.8km
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108

47

平成23年3月20日20:00現在

45

国道45号 漂流物多数 ２車線（対面通行）
塩竃市北浜 延長1.1km

国道45号 通行止め 冠水
塩竃市杉の入～利府町赤沼 延長1.3km

国道45号 土砂堆積 １車線（片側交互通行）

利府町赤沼地内 延長0.7km

国道45号 舗装損傷・車両多数 １車線確保
東松島市大曲～赤井 延長2.0km

国道45号 通行止め 法面崩落
石巻市河北町大字成田地内 延長9.0km

落橋（小泉大橋 橋長=182m）

気仙沼市本吉町下宿地内

落橋・背面盛土流出
（二十一浜橋 橋長=17m）

気仙沼市本吉町二十一浜地内

津波による瓦礫

気仙沼市岩月宝ヶ沢地内

落橋（歌津大橋 橋長=304m）

南三陸町歌津字伊里前地内 ｢別紙資料］

国道45号 車両多数 １車線確保

東松島市矢本地内 延長0.7km

仮橋 １車線供用
（利用時間7:00～19:00）

落橋（水尻橋 橋長=34m）

南三陸町志津川字塩入地内



宮城県内 国管理道路 被災状況 ［南三陸町戸倉～気仙沼市岩月宝ヶ沢］ 平成23年3月20日20:00現在
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国道45号 通行止め区間 （南三陸町戸倉～気仙沼市岩月宝ヶ沢 約４０ｋｍ）

②落橋（水尻橋橋長=34m）
南三陸町志津川字塩入地内

⑤落橋（歌津大橋橋長=304m）
南三陸町歌津字伊里前地内

⑥落橋・背面盛土流出
（二十一浜橋橋長=17m）
気仙沼市本吉町二十一浜地内

⑦落橋（小泉大橋橋長=182m）

気仙沼市本吉町下宿地内

⑨津波による瓦礫

気仙沼市岩月宝ヶ沢地内

国　道

346

国　道

45

三陸道全線通行止め区間
鳴瀬奥松島ＩＣ～登米東和ＩＣ 約４５ｋｍ

※緊急車両のみ通行可

①瓦礫・土砂
一部路肩崩落 ③瓦礫、土砂

④瓦礫・土砂
一部路肩崩落
一部舗装版流出

路肩崩落
舗装版流出
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⑤

通行止め

通行可

凡例
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町
戸
倉

国　道

45

国　道

45

至宮古市

至仙台市

至河北ＩＣ
約3km 約3km 約1km

約1km

約3km

主な被災箇所

別紙資料

南三陸町戸倉地内 南三陸町志津川字塩入
～志津川字磯の沢地内

南三陸町志津川字清水浜地内

瓦礫・土砂
一部路肩崩落
一部舗装版流出

南三陸町志津川字細浦地内

瓦礫・土砂
一部舗装版流出

南三陸町歌津
字伊里前地内

約2km

瓦礫、土砂

気仙沼市本吉町
下宿地内

約1km

約2km
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〜
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瓦礫、土砂

約2km

⑧瓦礫・土砂
一部路肩崩落
一部舗装版流出

気
仙
沼
市
本
吉
町
小
金
沢
地
内

約1km

瓦礫・土砂
一部路肩崩落

気仙沼市本吉町
日門～大谷地内

⑨瓦礫・土砂
一部舗装版流出

気仙沼市字長磯
～宝ヶ沢地内

約2km

国道45号通行止め区間
石巻市相野谷～
登米市津山町柳津

約 9ｋｍ

法面崩落
石巻市河北町
大字成田地内

③

⑦

⑥

⑧

仮橋 １車線供用
（利用時間7:00～19:00）

①

※通行止め延長約４０ｋｍのうち、落橋などの特に甚大な被災箇所を除く、約３７ｋｍについては、関係機関や

地域の協力のもと、１車線が確保され、緊急車両などの通行が可能となりました。

② ④

⑨
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