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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５８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 ４月 ６日１９時００分発表

平成２３年 ３月１１日（金）１４ 時４６分頃 発生した三陸沖を震源とする

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。

※ アンダーラインは、第５７報からの追加・変更の情報です。

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 ５２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）

※ 被災直後から、シート張やアスファルト乳剤の注入などを応急的に

実施し、３月１７日に概成しました。

今後の雨に備えた大型土嚢１，７００袋の備蓄作業は完了しました。

なお、応急復旧対応した箇所のうち、本格的な復旧箇所は

○阿武隈川左岸の河口から１８．０ｋｍ及び１８．４ｋｍ付近（角

田市江尻地先）において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

完了は４月８日の見込みです。

○阿武隈川右岸の河口から１９．１ｋｍ付近（角田市平貫地先）

において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

本日完了しました。（別添参照）

○阿武隈川右岸の河口から７．０ｋｍ及び７．５ｋｍ付近（亘理

町今泉地先）において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

完了は４月１４日の見込みです。



○阿武隈川左岸の河口から２９．３ｋｍ（角田市野田地先）にお

いて、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

完了は４月２０日の見込みです。（別添参照）

名取川 ３２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）

※ 被災直後から、アスファルト乳剤の注入などを応急的に実施し、３

月１８日に概成しました。

今後の雨に備えた大型土嚢２，０００袋の備蓄作業は完了しました。

なお、応急復旧対応した箇所のうち、本格的な復旧箇所は

○名取川左岸の河口から０．９ｋｍ ～ ２．０ｋｍ（仙台市若林

区種次地先）において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

緊急車両の通行を確保しながら施工し、完了は４月２８日の予

定です。

○名取川左岸の河口から０．８ｋｍ（仙台市若林区藤塚地先）に

おいて、瓦礫撤去、堤防舗装補修、法崩れ箇所の補修を実施し、

本日、緊急車両の通行を確保しました。（別添参照）

（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。

阿武隈川下流堤防緊急復旧工事

市町村 場 所 工 事 内 容 工 期

角田市 坂津田地内 堤防復旧（仮締切等） 延長 ８０ｍ ３月１６日～１ヶ月程度

角田市 野田地区 堤防復旧（仮締切等） 延長３３０ｍ ３月２７日～１ヶ月程度

角田市 上沼尻地 堤防復旧（仮締切等） 延長３２０ｍ ３月２０日～１ヶ月程度

角田市 枝野地区 堤防復旧（仮締切等） 延長２５０ｍ ３月２０日～１ヶ月程度

角田市 賀川地区 堤防復旧（仮締切等） 延長２３０ｍ ３月２０日～１ヶ月程度

丸森町 小斉地区 堤防復旧（仮締切等） 延長２７０ｍ ３月２０日～１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

○車線減少箇所の開放について（別添参照）

国道 ４５号 塩竃市北浜 １．１ｋｍ

国道 ４５号 塩竃市尾島町地内 ０．７ｋｍ

漂流物や土砂の撤去が終了し、

４月６日１８：００から全車線通行可能となりました。

○通行不能の箇所は以下のとおりです。(別添参照）

国道 ４５号 石巻市河北町大字成田地内 ０．１ｋｍ 法面崩落

（迂回路のための規制区間 ９．０ｋｍ）

国道 ４５号 歌津大橋（南三陸町歌津） ０．３ｋｍ 落橋

小泉大橋（気仙沼市本吉町）等 ０．６ｋｍ 落橋

※ 水尻橋（南三陸町志津川）は７：００～１９：００の間

仮橋にて片側交互で通行可能

（ただし、１９：００～７：００は緊急車両以外通行止）

※ 二十一浜橋(気仙沼市本吉町)は仮橋にて２車線通行可能

※ 迂回路に関しては、東北地方整備局ホームページを参照（下記をクリック）
http://www.thr.mlit.go.jp/road/jisinkannrenjouhou_110311/ukairo.html

○車線減少箇所は下記のとおりです。（別添参照）

・２車線のうち１車線を開放した箇所

国道 ４５号 南三陸町志津川字清水浜 ０．１ｋｍ

国道 ４５号 南三陸町志津川字蛇王 ０．３ｋｍ

○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

現在、水梨コミュニティセンター（気仙沼市赤岩迎前田地内）へ

仮移転しています。

＜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/



堤防の亀裂箇所の補修を完了
●阿武隈川［右岸河口から19.1k付近 角田市平貫地先］

阿
武
隈
川

右岸河口から
19.1k付近

【延長約３０ｍ】

L=30m

亀裂深さ 約180cm

補修完了



●阿武隈川［左岸河口から29.3k付近 角田市野田地先］

阿
武
隈
川

左岸河口から
29.3k付近

【亀裂延長約７０ｍ】

29.3k付近の被災状況

堤防の亀裂箇所の補修に着手



がれき撤去及び堤防舗装補修等を
実施し、緊急車両の通行を確保

●名取川［左岸河口から0.8k付近 仙台市若林区藤塚地先］

名
取
川 左岸河口から

0.8k付近

自衛隊・消防により
大型のがれきを撤去

倒壊した家屋等により
堤防上の通路が寸断

大型がれき撤去後の状況
（４月４日撮影）

仙台河川国道事務所で
残ったがれきの撤去及び
舗装補修（４月６日撮影）

通
行
可
能
区
間
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宮城県内 国管理道路 被災状況

国管理国道

通行不能箇所

※ご通行の際は安全な速度で十分注意し走行していただきます
ようお願いします。

国道45号 土砂堆積 １車線確保
塩竃市尾島町地内 延長0.7km

→4/6 18:00 ２ 車線解放（規制解除）
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国道45号 漂流物多数
塩竃市北浜 延長1.1km

→4/6 18:00 ４ 車線解放（規制解除）

国道45号 法面崩落
石巻市成田地内 延長約0.1km

国道45号 落橋（小泉大橋）等

気仙沼市本吉町下宿地内 延長約0.6km

国道45号 落橋（水尻橋）
南三陸町志津川字塩入地内 延長約0.1km 

→※仮橋 １車線供用(利用時間7:00～19:00)

国道45号 落橋・背面盛土流出（二十一浜橋 ）
気仙沼市本吉町二十一浜地内 延長約0.1km
→※仮橋 ２車線供用

国道45号 落橋（歌津大橋）
南三陸町歌津字伊里前地内 延長約0.3km

国道45号 路肩崩落 １車線確保
南三陸町志津川字清水浜地内

延長約0.1km

国道45号 路肩崩落 １車線確保

南三陸町志津川字蛇王地内

延長約0.3km

主な被災箇所（通行可）
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