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「気仙沼湾横断橋と気嵐（けあらし）」

「気仙沼湾横断橋のライトアップ」
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気仙沼湾横断橋とは？
●東北復興のシンボル

東⽇本⼤震災からの復興のリーディングプロジェクトとして国⼟交通省が整備を進めてき
た「気仙沼湾横断橋（愛称：かなえおおはし）」は、景観という観点も含め、その規模やス
タイルとも、東北復興のシンボルとして、地域内外の⼈々に震災伝承や地域復興を⽰す、東
北復興のシンボルとしての役割を担っています

気仙沼港IC      

浦島大橋IC  
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気仙沼湾横断橋とは？
●設計・⼯事年表

⑩川⼝地区上部⼯⼯事
(株)横河ブリッジ

⑨朝⽇地区上部⼯⼯事
JFE・IHI・⽇ファブ特定建設⼯事共同企業体

⑧⼩々汐地区上部⼯⼯事
MMB・宮地・川⽥特定建設⼯事共同企業体⾼⽥機⼯(株)

⑦松崎地区上部⼯⼯事

不動テトラ(株)
④気仙沼地区下部⼯⼯事

東亜・不動テトラ特定建設⼯事共同企業体
⑤松崎地区下部⼯⼯事

⿅島・東亜特定建設⼯事共同企業体
⑥⼩々汐地区下部⼯⼯事

⑪川⼝地区床版⼯⼯事
佐⽥建設(株)

⑫朝⽇地区舗装⼯事
佐⽥建設(株)

2012年
(H24)

2013年
(H25)

2014年
(H26)

2015年
(H27)

2016年
(H28)

2017年
(H29)

2018年
(H30)

2019年
(R1)

2020年
(R2)

2021年
(R3)

2022年
(R4)

設
計

①朝⽇地区橋梁予備設計業務

②松崎地区橋梁詳細設計業務

③朝⽇地区橋梁詳細設計業務

委
員
会
・
懇
談
会

技術検討委員会

地域懇談会

船舶航⾏安全対調査委員会

⼯
事

④気仙沼地区下部⼯⼯事

⑤松崎地区下部⼯⼯事

⑥⼩々汐地区下部⼯⼯事

⑦松崎地区上部⼯⼯事

⑧⼩々汐地区上部⼯⼯事

⑨朝⽇地区上部⼯⼯事

⑩川⼝地区上部⼯⼯事

⑪川⼝地区床版⼯⼯事

⑫朝⽇地区舗装⼯事

設
計 ⑬維持管理計画検討業務

②松崎地区橋梁詳細設計業務
(株)  

③朝⽇地区橋梁詳細設計業務
⼤⽇本コンサルタント(株)

⑬維持管理計画検討業務
(株)復建技術コンサルタント

開通

●設計・⼯事区分
①朝⽇地区橋梁予備設計業務

(株)  

⑩川⼝地区上部⼯⼯事(床版)
(株)横河ブリッジ
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■懇談会での主な意⾒（全員が海側ルートを⽀持）
・⼭側ルートは市街地をスルーされてしまう
・⼭側ルートを作っても、国道45号と並⾏するので⼆重の防御にならない など
・海側ルートなら津波時に避難場所にできる
・海側で働く⼈が多く需要が⾼い

●ルート選定

気仙沼湾横断橋ができるまで

ルートの決定は懇談会を開催し、地域のみなさまのご意⾒をふまえて決定しました。
海側ルートには以下のメリットがあります。

●災害時における道路ネットワークの多重化
・国道４５号が通⾏⽌めとなった場合の代替路として機能

●災害時における緊急活動の⽀援
・海側からも被災者の救助、⽀援物資の輸送、復旧活動等の緊急活動を⽀援
・三陸道を⼀時的な避難場所として活⽤
・⼤島架橋と連絡し、災害時に⼤島への緊急活動を⽀援

●現道の交通課題を緩和
・国道45号の交通混雑緩和、交通事故の軽減

●医療⽀援
・交通分散により、医療施設へのアクセス時間が短縮

●主要産業（漁業）の⽀援
・主要産業である漁業関連施設の物流輸送に貢献

●観光⽀援
・⼤島を含む、地域の周遊観光へ寄与
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●⾃然や周囲に調和するデザインと⾊彩を採⽤

 建設コンセプト 
気仙沼湾の象徴となり、

⾃然豊かな⾵景と調和した地域の発展・復興を⽀える橋

●気仙沼湾横断橋の特徴

地域懇談会

技術検討委員会

デザインと⾊彩

≪地域懇談会の主な提⾔≫
①橋の⾊彩は『明るい淡⾊系』に
②⾞窓からの『眺望を確保』
③橋の『ライトアップ』

●委員 ：気仙沼市 
●委 員：気仙沼市商⼯会議所会頭ほか

●委員(6名)：委員 中沢正利⽒(東北学院⼤学 環境建設⼯学科 教授)
●オブザーバー(5名)： 越隆史 （国 技術政策総合研道路構造物管理研究室 ）ほか

※所属は2014年時点

①橋梁形式は、経済性、安全性等のもっ
ともすぐれた形式を選定

②維持管理性の向上と効率化に配慮し設
計を実施

③地震や津波など⾃然災害に対して耐え
得る強い構造

船舶航⾏安全対策調査委員会
●委 員：有識者，航路利⽤者（内航タンカー海運組合，漁協，造船業，旅客業）
●関係官庁： 関係機関（海保，宮城県，気仙沼市）

⼯事中及び完成後に気仙沼湾を航⾏する船
舶などへの影響を調査検討し、安全対策を
決定

地域懇談会

技術検討委員会

船舶航⾏安全対策調査委員会

気仙沼湾横断橋ができるまで

主催：気仙沼市

主催：国⼟交通省

主催：国⼟交通省
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2020年

〇気仙沼湾を通過する船や、周りの道
路、養殖場の障害とならないように
橋の位置を決める必要がありました。

〇そのため、橋脚（きょうきゃく）と
呼ばれる橋を⽀える柱と柱の間を
300ｍ以上離す必要がありました。

〇柱と柱の間を300ｍ以上確保しながら、
安全性・耐久性、コスト⾯、⼯事の
しやすさ、完成後の維持管理などを
考慮しつつ、現場条件に最も優れる

「斜張橋」を選定しました。

●陸上部と海上部の違いは？

●斜張橋では東北最 の 間 ！

300ｍ内は建設できない

230ｍ

気仙沼湾内幅
約430ｍ

船
舶

船
舶

吊橋 トラス橋 アーチ橋斜張橋

【 陸上部（延 664ｍ）】 【 海上部（延 680ｍ）

陸上部は市道や河川を跨ぐ⼀般的な鋼箱桁橋
（３径間＋鋼６径間連続箱桁橋）

●なぜ斜張橋にしたのか？

海上部は気仙沼湾をまたぐ
2本の主塔とケーブルで⽀えられる斜張橋

（鋼３径間連続斜張橋）

※泊地は既往最⼤船舶(船 115ｍ)の2倍

気仙沼湾横断橋の２本の主塔は海⾯からの⾼さが115mであり、斜張橋のうち⽀間 （主塔
間の さ）360mは、東北最⼤となります。

：船や⾞の安全を守るために建設できない範囲

気仙沼湾横断橋の⾖知識

斜張橋の
 間 ランキング
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●気仙沼湾横断橋の構造

●気仙沼湾横断橋の規模

主塔(しゅとう)
この塔から斜めに
ケーブルを張って橋
全体を⽀えます。

ケーブル
ケーブルを⽤いることで⽀
間 を くすることができ
ます。

上部(じょうぶ)構造
⾃動⾞が⾛る道路を⽀
える部分をいいます。

下部(かぶ)構造
橋を⽀える⼟台の部
分です。

主塔の⾼さ 橋に使われた鉄の重さ 橋に使われたｺﾝｸﾘｰﾄの体積

気仙沼湾横断橋の⾖知識  構造編 
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●橋梁灯・橋梁標

気仙沼湾横断橋の⾖知識  構造編 

●ケーブル
 約１５０本 ３６０本の細い鉄のケーブルが集まって１本の

太いケーブルになっています。
 ケーブルの１本の直径は１２０ｍｍ １６５ｍｍです。

この太いケーブル４０本で、約５,９００トン
の橋桁を⽀えています。

●防舷材（ぼうげんざい）
 船舶の衝突による橋の損傷を防⽌します。
 衝突した船舶の損傷を軽減します。
 ⾼さ4.8ｍ×幅4.8ｍと⼤きさゴム材が橋と船を守ります。

●国際信号旗
 橋の下⾯には気仙沼湾を⾏き来する船舶に

向けて国際信号旗が掲⽰されています。

「貴船の帰港を歓迎する」

「貴船の安全航海を祈る」

●航空障害灯
 夜間に⾶⾏する航空機に対して橋

の存在を⽰すための電灯です。
 航空法では地表または⽔⾯から６０ｍ

以上の⾼さの構造物に設置が義務付け
られています。

 ちなみに、⽇本で最初に『航空障害
灯』が設置されたのは東京タワーです。

▲航空障害灯

 橋梁灯
夜間に航⾏する船舶が指標とする
灯りです。
 橋梁標
昼間に航⾏する船舶が容易に視認
できるように、湾の港内側と港外
側それぞれに設置しています。

橋梁灯・橋梁標は航路の両端
と中央の3箇所に設置していることによって、船舶が安全に航⾏できます。

橋脚照明
  の光

⾚の光⽩の光

緑の光

▼航空障害灯設置位置

航空障害灯 航空障害灯

中央灯(標) 右側端灯(標)

左側端灯(標)
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気仙沼湾横断橋の⾖知識  防災編 

●津波被害への対策  三陸沿岸道路で唯 、海を渡る橋 

●もしも津波がきたら？
避難階段を設置

 階段をのぼって橋
の上に避難できます。

●橋脚の⾼さは？
 海⾯から出ている⾼さが１５ｍ

●浸⽔区域の回避
●東⽇本⼤震災時の津波浸⽔区域を回避した⾼さ

15m

●海⾯から橋桁までの⾼さは？
⾼さ３２ｍ

 船が安全に航⾏できる⾼さ
 津波で船が流されても橋に

ぶつからない⾼さ

 津波がきても橋を⽀える主塔が海⽔に浸からない
また漂流してきた船が主塔にぶつからない⾼さ

設置場所

これまでに気仙沼湾に
⼊ってきた最も⼤きな船

（昭和54年⼊港貨物船）

橋 桁

 地震や津波など⾃然災害に対して耐え得る強い構造
 災害に強い道路ネットワーク
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●リアルタイム観測

気仙沼湾横断橋の⾖知識   々安全な交通を えています 

エレベーター
梯⼦・段梯⼦

●主塔の中の点検
航空障害灯や橋の点検するために、
主塔の中には
はしごや階段、
エレベーターが付いています。

万が⼀の停電時でもはしごや階段で
のぼることができます。

⽇々安全性の確認を⾏っています。

▲主塔頂部からの眺望

▲主塔内部

●橋桁の中の点検
 上部構造は内空⾼さが２.１ｍある

ため、⼈が歩くことができます。
 主塔のエレベーターとあわせて、橋に異常

がないか中に⼈が⼊って点検できます。 点検が容易な
約2.1mの⾼さ

23
00

点検可能な
空間を確保

▲⾵向⾵速計▲CCTVカメラ

CCTV（管理カメラ）や⾵向
⾵速計・気温計により、リア
ルタイムで情報を取得して
道路の安全管理をしてい
ます。

●通⾏規制基準
利⽤者の安全確保のため規制基準を設けています。
・⾵速15m/s以上
・⾵速20m/s以上
・震度5弱以上
・視程50m以下(濃霧・降雪)
※気仙沼中央IC 気仙沼 折IC間を通⾏⽌め
なお、三陸沿岸道路のうち「⽮本IC 陸前   部IC間」は、「連続⾬量210mm」または「連続160mmかつ時
間⾬量30mm」で通⾏⽌めとなります。

：速度規制(50km/h)
：通⾏⽌め
：通⾏⽌め
：通⾏⽌め

▲エレベーター
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●橋脚の施⼯

●鋼管⽮板基礎の施⼯

コンクリートは塩害から橋を守るために、
エポキシ樹脂塗装鉄筋や低発熱収縮抑制
型⾼炉セメントという特別なコンクリー
トが使われています。

橋の基礎を設置する際に海⽔が⼊ってこないように「⽮板」と呼ばれる鋼の管で囲みます。
気仙沼湾横断橋で使われた鋼管⽮板は28ｍ×38.5ｍでテニスコート2⾯分と同じくらいの⾯
積です。鋼管⽮板を設置し、中に⼊っている⼟砂や海⽔を除去してから海中の⼯事を⾏いま
した。気仙沼湾は漁船やフェリーが多数往来しているほか、わかめや昆布などの養殖場もあ
るため、⽔質汚濁の防⽌と船の安全な通⾏に細⼼の注意を払って⼯事が⾏われました。

▼ｺﾝｸﾘｰﾄを流し込む様⼦

橋脚ｲﾒｰｼﾞ図

気仙沼湾横断橋の⾖知識   事編 

▲ドライアップ(⽔抜き)完了

▲⽔抜き前

⽔質汚濁防⽌ネット

▲鉄筋組⽴作業
（エポキシ樹脂塗装鉄筋）

警戒船
警戒船
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・主桁の架設

●海上部の主塔の架設
橋全体を⽀える「主
塔」は、国内最⼤級
の吊起重機船「富⼠
」によって架けられ
ました。
主塔は千葉県の市原
市で組み⽴てられ、
その後船で気仙沼湾
まで運ばれました。

この「富⼠」は、
「気仙沼⼤島⼤橋」
の⼯事の時にも使わ
れました。

⾃動⾞が⾛る道路を
⽀える主桁も船で運
ばれて架けられまし
た。
仙台側と岩⼿県側の
両⽅から⼯事が進め
られた主桁は橋の真
ん中で接続されまし
た。
この歴史的瞬間を⼀
⽬⾒ようと多くの地
元の⽅々や報道関係
者が訪れました。

▲バランシング架設 ▲主桁閉合

気仙沼湾横断橋の⾖知識   事編 
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●気仙沼湾横断橋の名称
令和2年8⽉31⽇(⽉) 9⽉14⽇(⽉)の２週間にわたり実施したアンケート調査の結果、

「気仙沼湾横断橋」に決定しました。
アンケート回答総数は1,178票と多くの⽅々よりご協⼒をいただきました。

愛称「かなえおおはし」
応募総数552件（気仙沼市在住(436件)・
在勤(26件)・在学(26件)・出⾝(64件)）
の公募から愛称選考委員会で審査した後
に名称が決定しました。 あ べ ま い

【題字】阿部真依さん（当時：気仙沼⾼校３年）

●愛称決定

気仙沼湾の古くからの呼び名でもある
「⿍（かなえ）が浦」と「夢・願い・希望を叶える」の両⽅の意味が込められました。

地域と気仙沼湾横断橋
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●着⼯式（2014年6⽉29⽇(⽇)）

●主桁閉合セレモニー（2020年6⽉21⽇(⽇)）
▲出席者による鍬⼊れ

気仙沼市気仙沼⼩学校・松岩⼩学校・⿅折⼩
学校・ 島 学校の６年 代表、気仙沼市 、
東北地 整備局 によるメッセージプレートの
ボルト締付けが⾏われました。

 メッセージ紹介 
気仙沼市⽴気仙沼⼩学校 ６年⽣⼀同

笑顔・海・緑が最⾼に輝く⿂の町 気仙沼
気仙沼市⽴松岩⼩学校 ６年⽣⼀同

明るい未来の気仙沼 輝く笑顔 豊かな⾃然 ⼈が
集まる町
気仙沼市⽴⿅折⼩学校 ６年⽣⼀同

希望の架け橋  わたしたちの夢をのせて輝く
未来へ届け 
気仙沼市⽴⼤島⼩学校 ６年⽣⼀同

気仙沼の⼤きな⼀歩  For the future 
気仙沼市 菅原 茂

みらいに続くみらいを創る 東北⼀の横断橋
東北地 整備局 佐藤 克英

復興完遂

▲気仙沼⼈⼒⾞・⽊遣り会の皆様

▲記念プレート

▲式典記念写真 ▲児童らによるボルト締付け

地域と気仙沼湾横断橋
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●ハイウェイウォーキング（2021年2⽉21⽇(⽇)）

●ライトアップ点灯・記念花⽕（2021年3⽉1⽇(⽉)）

●開通式（2021年3⽉6⽇(⼟)）

 約６００⼈が横断橋の上を歩き、新
たな復興のシンボルからの眺めを⼼に
刻みました。

参加者はスマートフォンで景⾊を背
に記念撮影したり、⼿でアスファルト
の感触を確かめたりしながら思い思い
に楽しみました。

式典では郷 芸能「浪板 舞」や「
気仙沼⼈⼒⾞⽊遣会」による⽊やり歌
で開催を祝いました。

 気仙沼市と気仙沼市東⽇本⼤震災１
０年復興記念事業（構成団体：気仙沼
ライオンズクラブほか）との共催で⾏
われました。

東⽇本⼤震災の犠牲者への追悼、復
興⽀援に対する感謝と更なる関係継
続・発展、復興の発信とまちの賑わい
の創出を⽬的として、ナイアガラ花⽕
と約４００発の打ち上げ花⽕で夜空と
横断橋を彩りました。

 村井嘉浩宮城県知事や菅原茂気仙沼
市 ら関係者約１３０ が出席しまし
た。
テープカットとくす⽟割りで祝った後
、関係者は⾞で渡り初めをしました。
式典後、午後３時半に⼀般⾞両の通⾏
が始まりました。
気仙沼港ＩＣ 唐桑半島ＩＣ間の7.3キ
ロが開通したことで、宮城県内区間が
全線開通しました。

▲ハイウェイウォーキング

▲開通記念式典

▲ライトアップとナイアガラ・打ち上げ花⽕

主催：国⼟交通省・宮城県・気仙沼市

主催：気仙沼市

主催：気仙沼市

地域と気仙沼湾横断橋
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復興道路・復興⽀援道路 公式ＹｏｕＴｕｂｅ
ＱＲコードから

⼤迫⼒のドローン映像が⾒られます

ドローン映像

ＶＲ映像


