
 

防災情報/緊急情報 

令和元年１０月１７日 １６時００分 

国土交通省東北地方整備局 三陸国道事務所 

 

三陸国道事務所管内の国道における通行止めについて（第１７報） 

 

 三陸国道事務所の台風１９号の影響による管内の通行止め箇

所については、別紙の一覧表でご確認ください。 

 新しい情報が入り次第お知らせしますが、今後の気象情報や

道路情報に十分注意をお願いします。 
 
１．通行止め開始時間及び通行止め区間 
     別紙のとおり 
 
２．今後の見通し 

 法面崩落等の被災箇所については、復旧までに期間を要することから、応急復旧により、
交通の確保を行って参ります。 
 なお、通行止め解除は、今後の気象状況等により変更する場合があります。 

今後、新たな情報が入り次第お知らせします。  
 
３．三陸国道事務所の体制 
    令和元年１０月１１日（金） １１時００分 災害対策支部 注意体制 
    令和元年１０月１２日（土） ２２時５０分 災害対策支部 警戒体制 
    令和元年１０月１３日（日）  ３時００分 災害対策支部 非常体制 
 

※災害対策支部設置基準 
警戒体制  ・時間雨量２０ｍｍ以上が３時間連続観測した場合 

             ・時間雨量が５０ｍｍに達した場合 
             ・連続雨量が１５０ｍｍに達した場合 
    非常体制   ・全面通行止めを伴う重大な災害が発生した場合 
 
５．現地情報連絡員（リエゾン）※１の派遣状況 （令和元年１０月１７日（木） １６時００分現在）  

派遣先 派遣人数 備考 

普代村 ２名  

宮古市 ２名  

   ※１ リエゾンとは、災害対策現地情報連絡員のことをいい、リエゾンは大規模な災害が発生したときに「支援の窓口」として職員を派遣す

るものです。 より的確かつ迅速な災害対応支援を実施するためには、積極的な情報の収集及び提供が重要と考え東北地方整備局から

各自治体災害対策本部に対して「現地情報連絡員」を派遣する制度を平成１９年１２月に創設されたものです。 

 
 
６．道路情報 

三陸国道事務所管内の情報は、次のＵＲＬからご覧ください。 
事務所 web サイト   http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/ 
事務所携帯サイト  http://keitai.thr.mlit.go.jp/sanriku/ 
事務所公式 twitter  https://twitter.com/sanriku_mlit 

 
７．道路の異状を発見したら、下記へご連絡ください。 

高速道路・国道、県道 ＃９９１０ 
市町村道          最寄りの市役所、役場へ 
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＜＜発表記者会：岩手県政記者クラブ、宮古記者クラブ、釜石記者クラブ、 

大船渡記者クラブ、久慈報道機関＞＞ 
 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ先 
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 

〒027-0024 宮古市藤の川 4 番 1 号 

Ｔｅｌ（代表）0193－62－1711 

副所長     吉田
よ し だ

 良
よし

勝
かつ

    （２０５） 

管理課長    佐々木
さ さ き

 一茂
かずしげ

   （４３１） 

 



令和元年10月17日　1６時00分　現在

No
前回との
変更箇所

路線名 箇所名 規制原因 種別
迂回路
の有無

迂回路 備考

1  継続  三陸道  陸前高田市髙田町字大隅 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月12日 21:00 10月13日 14:00  有  －

2  継続  三陸道  大船渡市立根町字小林 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月12日 21:00 10月13日 14:00  有  －

3  継続  三陸道  大船渡市三陸町吉浜字上野 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月13日 22:00 10月13日 18:00  有  －

4  継続  Ｒ45号  大船渡市三陸町吉浜字中井 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月13日 4:20 10月13日 13:00  有  －

5  継続  Ｒ45号  釜石市唐丹町字小白浜① 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月13日 0:00 10月13日 18:00  無  －

6  継続  Ｒ45号  釜石市唐丹町字小白浜② 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月13日 0:00 10月13日 18:00  無  －

7  継続  Ｒ45号  釜石市唐丹町字桜峠 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月13日 0:00 10月13日 18:00  無  －

8  継続  Ｒ45号  釜石市大字平田第５地割 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月13日 0:00 10月13日 18:00  無  －

9  継続  Ｒ45号  上閉伊大槌町小槌第２７地割 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月12日 23:30 10月13日 12:20  有  －

10  継続  Ｒ45号  上閉伊大槌町第２４地割 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 0:00 10月13日 14:40  有  －

11  継続  Ｒ45号  大槌町吉里吉里 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 14:00 10月13日 18:00  有  －

12  継続  Ｒ45号  山田町船越 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 6:00 10月13日 18:00  有  －

13  継続  三陸道  山田町豊間根 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月12日 21:00 10月13日 20:30  有  －

14  継続  Ｒ45号  宮古市高浜　地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 00:00 10月13日 20:30  有  －

15  継続  三陸道  山田町飯岡第２地割 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月13日 5:41 10月13日 8:30  有  －

16 継続 R45号 山田町船越 地内 台風19号接近のため 片側通行規制 10月13日 4:53 10月18日 17:00 － －

17  継続  R45号  山田町豊間根第８地割 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 8:40 10月13日 18:00  －  －

18  継続  三陸道  宮古市八木沢第３地割 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月13日 11:30 10月13日 20:30  －  －

19 継続 R45号 山田町船越第１地割　地内 台風19号接近のため 片側通行規制 10月14日 17:00 10月18日 17:00 － －

20 継続 R45号 山田町船越第１地割　地内 台風19号接近のため 片側通行規制 10月14日 17:00 10月18日 17:00 － －

21  継続  三陸道  宮古市金浜第３地割  台風19号接近のため  全面通行止め  10月14日 21:00 10月14日 22:30  有  国道45号

22  継続  Ｒ45号  宮古市藤原 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月12日 23:30 10月13日 5:10  無  －

23 継続 Ｒ45号 宮古市鍬ヶ崎 地内 台風19号接近のため 歩道規制 10月13日 8:30 10月18日 17:00 － －

24 継続 R45号 宮古市崎山第６地割 地内 台風19号接近のため 片側通行規制 10月13日 6:00 10月18日 17:00 － －

25 継続 Ｒ45号 宮古市崎山（宮古第３トンネル） 地内 台風19号接近のため 全面通行止め 10月13日 1:20 10月21日 24:00 有
国道106号～
国道340号～
国道455号

26 継続 R45号 宮古市崎山（宮古第４トンネル終点坑口） 地内 台風19号接近のため 片側交互規制 10月13日 1:20 10月18日 17:00 － －

27  継続  R45号  宮古市田老 地内  台風19号接近のため  片側交互規制  10月13日 6:00 10月16日 17:00  －  －

28  継続  R45号  宮古市田老二丁目 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 6:00 10月16日 17:00  －  －

規制日時 解除予定日時 解除日時

道路交通規制情報（台風19号に伴う通行規制箇所一覧）
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令和元年10月17日　1６時00分　現在

No
前回との
変更箇所

路線名 箇所名 規制原因 種別
迂回路
の有無

迂回路 備考規制日時 解除予定日時 解除日時

29 継続 R45号 宮古市田老乙部 地内 台風19号接近のため 片側通行規制 10月13日 6:00 10月18日 17:00 － －

30 継続 三陸道 宮古市田老駿達 地内 台風19号接近のため 片側通行規制 10月13日 6:00 10月18日 17:00 － －

31 継続 R45号 宮古市田老字重津部 地内 台風19号接近のため 片側通行規制 10月13日 6:00 10月18日 17:00 － －

32  継続  R45号  宮古市田老小堀内 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 6:00 10月15日 11:00  －  －

33  継続  R45号  宮古市田老向新田① 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 6:00 10月16日 11:00  －  －

34 継続 R45号 宮古市田老向新田② 地内 台風19号接近のため 片側通行規制 10月13日 6:00 10月18日 17:00 － －

35 継続 Ｒ45号 宮古市田老字岩瀬張地内 台風19号接近のため 片側通行規制 10月13日 0:39 10月18日 17:00 － －

36  継続  R45号  宮古市田老摂待 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 6:00 10月15日 11:30  －  －

37  継続  三陸道  岩泉ＩＣオフランプ 地内  台風19号接近のため  全面通行止め  10月13日 1:00 10月13日 7:00  －  －

38  継続  R45号  岩泉町小本 地内  台風１９号接近のため  片側交互規制  10月13日 6:00 10月16日 17:00  －  －

39 継続 三陸道 下閉伊郡普代村第8地割 地内 台風19号接近のため 全面通行止め（ランプのみ） 10月13日 1:37 10月22日 17:00 有 三陸道

40 継続 三陸道 下閉伊郡普代村第9地割 地内 台風19号接近のため 全面通行止め（ランプのみ） 10月13日 1:37 10月22日 17:00 有 三陸道

41 継続 三陸道 下閉伊郡普代村第8地割 地内 台風19号接近のため 全面通行止め（ランプのみ） 10月13日 1:37 10月22日 17:00 有 三陸道

42  継続  Ｒ45号  洋野町種市28-111-12  台風19号接近のため  全面通行止め  10月13日 4:50 10月13日 7:02  －  －

43  継続  Ｒ45号  久慈市長内町第17地割①　地内  台風19号接近のため  片側交互規制  10月13日 12:40 10月13日 14:41  －  －

44  継続  Ｒ45号  久慈市長内町第17地割② 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 3:13 10月13日 12:40  －  －

45 継続 Ｒ45号 久慈市宇部町第3地割 地内 台風19号接近のため 片側通行規制 10月13日 3:35 未定 － －

46  継続  Ｒ45号  九戸郡野田村大字野田村第9地割字下米田 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 3:35 10月13日 18:00  －  －

47 継続 Ｒ45号 下閉伊郡普代村第20地割字馬場野 地内 台風19号接近のため 片側通行規制 10月13日 4:09 10月17日 17:00 － －

48  継続  Ｒ45号  下閉伊郡普代村第23地割字小谷地 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 4:15 10月13日 18:00  －  －

49  継続  Ｒ45号  下閉伊郡普代村第16地割字天拝坂 地内  台風19号接近のため  片側通行規制  10月13日 1:15 10月14日 17:00  －  －

50 継続 Ｒ45号 下閉伊郡普代村第12地割中村 地内 台風19号接近のため 全面通行止め 10月13日 13:15 未定 有 三陸道
緊急車両通行可
地域内通行可

51  継続  Ｒ45号  宮古市崎山第５地割  台風19号接近のため  片側交互通行  10月13日 6:00 10月16日 17:00  －  －

52 継続 Ｒ45号 宮古市崎山第５地割 台風19号接近のため 片側交互通行 10月13日 6:00 10月18日 17:00 － －

53 追加 Ｒ45号 岩泉小本字茂師地内 台風19号接近のため 片側交互通行 10月13日 6:00 10月18日 17:00 － －

※赤字は新たに規制を解除した箇所
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