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防災情報（記者発表）

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 ９月２２日 ０時１０分発表

大雨による防災情報（第２８報）

仙台河川国道事務所では、災害対策支部（非常体制：河川、警戒体制：道路・海

岸）を設置し、警戒にあたっております。

国道４８号の作並除雪ＳＴ雨量観測所において通行規制基準雨量１８０ｍｍに達

したため通行止めを行っておりましたが、降雨が終息し、道路巡回により通行の安

全を確認したことから、０時１０分に通行止めを解除しました。なお、「三陸道」に

ついては引き続き通行止めを行っております。

また、道路冠水のため国道４５号の南三陸町志津川地区、気仙沼市本吉町地区、

多賀城市八幡四丁目～松島町手樽地内、登米市津山町横山地区においても通行止め

を継続しております。

現時点で、通行止め解除の見通しは立っておりません。

通行止めの際は、走行中または沿道の皆様にご不便をお掛けしますが、ご協力を

よろしくお願いします。

なお、所管施設の被害は確認されておりません。

引き続き河川・海岸・道路情報にご注意ください。

１．事務所体制

道 路 平成２３年 ９月２０日１５時００分 注意体制

平成２３年 ９月２０日２２時００分 警戒体制

河 川 平成２３年 ９月２１日 ４時００分 注意体制

平成２３年 ９月２１日 ５時１０分 警戒体制

平成２３年 ９月２１日２１時４０分 非常体制

海 岸 平成２３年 ９月２１日１４時１０分 注意体制

平成２３年 ９月２１日１６時３０分 警戒体制

２．通行止め区間

① 国道４８号 宮城県仙台市青葉区作並字長原地内

～山形県東根市大字関山字大滝地内 延長１２．０ｋｍ

② 国道４５号 宮城県本吉郡南三陸町戸倉～汐見町地内 延長 ４．０ｋｍ

③ 国道４５号 宮城県気仙沼市本吉町下宿 地内 延長約１００ｍ

④ 国道４５号 宮城県多賀城市八幡四丁目

～宮城郡松島町手樽 地内 延長約１６ｋｍ

⑤ 「三陸道」 鳴瀬奥松島ＩＣ～登米東和ＩＣ間 延長約４５．３ｋｍ

⑥ 国道４５号 宮城県登米市津山町横山 地内 延長約３ｋｍ

３．迂回路



①については国道４７号等を迂回してください。

②については国道３４２号、国道３９８号等を迂回してください。

③については国道３４２号、国道３４６号等を迂回してください。

④は調査中です。

⑤については国道１０８号、国道３４６号等を迂回してください。

⑥は調査中です。

【注意】迂回路は今後の降雨の状況等により通行できなくなる可能性があります。

４．道路冠水情報

路面冠水箇所がありますので、走行には十分注意願います。

国道 ４５号 本吉郡南三陸町志津川戸倉～汐見町地内（現在通行止め）

〃 志津川折立地内

〃 歌津峰畑地内

気仙沼市 本吉町平貝地内

〃 本吉町下宿地内（現在通行止め）

多賀城市 八幡四丁目～宮城郡松島町手樽地内（現在通行止め）

登米市 津山町横山地内（現在通行止め）

５．河川状況（水位情報：平成２３年９月２２日 ０時００分現在）

阿武隈川 丸森水位観測所 水位２０．６９ｍ はん濫注意水位（１９．５ｍ）

江尻水位観測所 水位１１．１５ｍ はん濫注意水位（１０．８ｍ）

名取川 名取橋水位観測所 水位 ７．８９ｍ はん濫危険水位 （７．４ｍ）

広瀬川 広瀬橋水位観測所 水位 １．２１ｍ はん濫注意水位（１．３ｍ）

（出水状況及び対応状況報告は別紙の通り）

６．道路状況（平成２３年 ９月２２日 ０時００分現在）

路 線 観測所名 連続雨量

三陸道 鳴瀬奥松島ＩＣ観測所（東松島市川下地内） ２０９ｍｍ

三陸道鹿又観測所 （石巻市鹿又地内） ２１９ｍｍ

山居沢橋観測所 （石巻市山居沢地内） ９６ｍｍ

桃生津山ＩＣ観測所 （石巻市桃生町地内） ２３５ｍｍ

新米谷大橋観測所 （登米市中田町地内） １７６ｍｍ

石巻国道観測所 (石巻市蛇田地内) ２７０ｍｍ

国道 ４号 斉川観測所 （白石市斉川地内） １８９ｍｍ

宮観測所 （蔵王町字新西川地内） ２４４ｍｍ

郡山観測所 （仙台市太白区郡山地内） １９９ｍｍ

三ノ関観測所 （黒川郡富谷町地内） ２９６ｍｍ

古川国道観測所 （大崎市古川地内） ２５３ｍｍ

金成観測所 （栗原市金成地内） １５２ｍｍ

国道 ６号 浅生原観測所 (亘理郡山元町浅生原地内) １８６ｍｍ

国道 ４５号 塩釜観測所 (塩竃市錦町地内) ３３６ｍｍ

松島観測所 (宮城郡松島町) １４９ｍｍ

川下観測所 (東松島市川下地内) ２５４ｍｍ

牛網（川下）観測所 (東松島市川下地内) ２５４ｍｍ

石巻国道観測所 (石巻市蛇田地内) ２７０ｍｍ

河北（飯野川）観測所 (石巻市相ノ谷地内) ２６１ｍｍ

横山（柳津）観測所 （登米市津山地内） ２２１ｍｍ

中野（志津川）観測所（南三陸町志津川地内） ２７１ｍｍ



気仙沼国道（長磯船原）観測所（気仙沼市長磯船原地内）

２２５ｍｍ

只越峠観測所 （気仙沼市字大峠地内） ２１０ｍｍ

霧立観測所 （気仙沼市唐桑町地内） １９９ｍｍ

唐桑観測所 （気仙沼市唐桑町地内） １８０ｍｍ

国道 ４７号 上岩出山観測所 （大崎市岩出山地内） １９６ｍｍ

鳴子防災ＳＴ観測所 （大崎市鳴子温泉星沼地内）１８８ｍｍ

国道 ４８号 西道路観測所 （仙台市青葉区折立地内） ２３５ｍｍ

愛子防災ＳＴ観測所 （仙台市青葉区下愛子地内）２３４ｍｍ

作並宿観測所 （仙台市青葉区作並地内） ２２１ｍｍ

作並除雪ＳＴ観測所 （仙台市青葉区作並地内） ２１３ｍｍ

国道１０８号 前谷地観測所 (石巻市前谷地) ２７３ｍｍ

古川国道観測所 （大崎市古川地内） ２５３ｍｍ

７．河川巡回状況

名取川水系 定期的に河川巡回中（名取川、広瀬川、笊川）

８．道路巡回状況

三陸道 定期的に道路巡回中（鳴瀬奥松島ＩＣ～登米東和ＩＣ）

国道 ４号 定期的に道路巡回中（白石市～栗原市）

国道 ６号 定期的に道路巡回中（山元町～岩沼市）

国道 ４５号 定期的に道路巡回中（仙台市～気仙沼市）

国道 ４７号 定期的に道路巡回中（大崎市）

国道 ４８号 定期的に道路巡回中（仙台市）

国道１０８号 定期的に道路巡回中（大崎市～涌谷町）

９．今後の見通し

今後、新たな情報が入り次第お知らせします。

今後の気象情報、河川・道路情報にご注意ください。

＜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

河川 調査第一課長 木村 晃 内線３５１

道路 道路管理第一課長 阿彦 桂 内線４３１



別 紙

2011/09/22 0時00分 低気圧による出水及び対応状況
※これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

平成２３年 ９月２２日 ０時００分現在

１．仙台河川国道事務所の災害対策支部体制

体 制 発令（切替）日時 体制発令（切替）理由

河川 非常体制 平成２３年 ９月２１日２１時４０分 名取橋水位観測所においてはん濫危険水位に達する高水が予想されるため

２．河川情報
２－１ 河川水位情報

水位 水防団待機 はん濫注意 避難判断 はん濫危険
水系名 河川名 観測所名 状況 水位 注1) 水位 注2) 水 位 水位 注4)

0時現在 (指定水位) (警戒水位) 注3) (危険水位)

阿武隈川 阿武隈川 丸森水位観測所 20.69m 上昇中 18.00m 19.50m 21.30m 21.70m

阿武隈川 阿武隈川 江尻水位観測所 11.15m 上昇中 9.50m 10.80m ― ―

名取川 名取川 名取橋水位観測所 7.89m 上昇中 5.50m 6.00m 6.70m 7.40m

名取川 広瀬川 広瀬橋水位観測所 1.21m 下降中 0.50m 1.30m 2.70m 3.20m

注１）水防団待機水位(指定水位)：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注２）はん濫注意水位(警戒水位)：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

注３）避難判断水位：はん濫警戒情報が発表されると市町村から避難勧告等が発令される場合がある水位。

注４）はん濫危険水位(危険水位)：河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水によりはん濫の起こる恐れが

ある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

３．今後の見通し
今後も断続的な降雨が予想され、河川の水位も上昇することが予想されることから十分な注意が必要です。


