
 

防災情報/緊急情報 

令和元年１０月１９日 １６時００分 

国土交通省東北地方整備局 三陸国道事務所 

 

【防災情報】台風１９号に伴う道路防災情報について（第１８報） 

 

 一般国道４５号宮古市崎山地内の宮古第３トンネルについ

て、復旧の目処が立ったことから、令和元年１０月２１日(月)

午前６時００分に通行止めを解除します。なお、管内で引き続

き通行止め等を行っている箇所については、別紙の一覧表でご

確認ください。 

 また、台風１９号の影響により、道の駅「たろう」の一部施

設が使用不可となっていましたが、駐車場及び仮設トイレの利

用が可能となりましたのでお知らせします。 
 
 
１．通行止めを解除する区間 
  一般国道４５号 宮古市崎山第６地割（宮古第１トンネル）～宮古市田老字向山 約７ｋｍ 
  通行止め解除時刻 令和元年１０月２１日（月） 午前６時００分 
   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ので、新たな情

報が入り次第お知らせします。 
 
２．引き続き、通行止め等を行っている区間 
  別紙のとおり 
 
３．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 

 
４．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 

 
 

＜＜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

    （内線２０５） 

管理課長    佐々木
さ さ き

 一茂
かずしげ

   （内線４３１） 

＜道の駅に関すること＞ 

   交通対策課長  沼田
ぬ ま た

 龍
りゅう

治
じ

      （内線４７１） 

 



国道４５号通行止め解除区間

宮古市崎山第６地割～

宮古市田老字向山

（国道45号宮古第１トンネル～
県道177号有芸田老線交差点）

国道45号

国道４５号通行止め解除予定箇所
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図

（タイル）を複製したものである。【承認番号令1東複、第24号】
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令和元年10月19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20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20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19日 13:00  －  －

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31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 6:00 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  －  －

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  －  －

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19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

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17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31日 17:00 － － 三陸道並行区間

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31日 17:00 － － 三陸道並行区間

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 10月25日 17:00 － －

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 17:30  －  －

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18日 17:00  －  －

53  継続  Ｒ45号  岩泉町小本字茂師地内  台風19号接近のため  片側交互規制  10月13日 6:00 10月18日 17:00  －  －

54 追加 Ｒ45号 宮古市崎山第５地割地内 台風19号接近のため 片側交互規制 10月13日 6:00 10月31日 17:00 － －

55 追加 Ｒ45号 宮古市田老字摂待地内 台風19号接近のため 片側交互規制 10月13日 6:00 10月22日 17:00 － －

※赤字は新たに規制を解除した箇所
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平面図位置図
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岩手県

至 久慈市

宮古市
至 釜石市

台風19号による被災（駐車場の土砂堆積）

一般国道45号 道の駅「たろう」の現在の状況について

産直施設
「とれたろう」

観光情報施設
「たろう潮里ステーション」

道路情報施設

駐車場

駐車場の土砂撤去、清掃作業後の状況

仮設トイレ

仮設トイレ設置

【台風19号による被災により利用できない施設】

・24時間トイレ → 仮設トイレにて応急対応
・道路情報提供施設
・サイネージ
・タブレット端末

上記施設の復旧について、現在のところの目途
はたっておりません。

宮古第3トンネル
（通行止め解除は１０月２１日（月）を目処）

『この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タ
イル）を複製したものである。（承認番号 令1 東複、第24 号）」』
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