
仙台河川国道事務所

平成23年（2011年）

東日本大震災

応急復旧活動状況
（道路）

平成２４年１０月１日現在



主な箇所の復旧状況

国道６号 山元町坂元字道合地内（土砂・がれき堆積）

3月13日16:00～ ２車線解放（規制解除）

国道45号 石巻市鹿又地内（路面陥没）
3月23日15:00～ ２車線解放（規制解除）

国道45号 南三陸町志津川字塩入地内(水尻橋落橋)
3月19日～ 7:00～19:00 自衛隊による応急橋設置１車線通行可能

国道45号 南三陸町歌津字伊里前地内（歌津大橋落橋）

4月11日 迂回路(延長1.4km)を国道に区域編入、5月 ２車線に拡幅

国道45号 気仙沼市本吉町二十一浜地内（二十一浜橋背面盛土流出）

4月4日15:00～ 仮橋設置２車線通行可能

国道45号 南三陸町志津川字塩入地内(水尻橋落橋)

7月6日8:00～ 仮橋設置２車線通行可能

国道45号 気仙沼市本吉町下宿～中嶋地内（小泉大橋落橋）

6月26日9:00～ 仮橋設置２車線通行可能

国道45号 気仙沼市最知北最知地内(気仙沼国道維持出張所津波被災)
4月1日～ 水梨コミュニティセンター内へ仮移転

三陸道 鳴瀬奥松島IC～登米東和IC間（段差等）
平成23年3月12日9:00～ 緊急車両のみ通行可

三陸道 鳴瀬奥松島IC～登米東和IC間（段差等）
3月22日10:00～ 大型自動車等以外交通規制

三陸道 鳴瀬奥松島IC～登米東和IC間（段差等）
3月30日6:00～ 車両制限全面解除

国道45号 仙台市宮城野区中野～多賀城市八幡地内（車両等堆積）
4月4日17:00～ ４車線解放（規制解除）

国道45号 東松島市矢本字笠松地内（土砂・がれき堆積）
3月22日12:00～ ２車線解放（規制解除）

国道45号 仙台市宮城野区中野～多賀城市八幡地内（車両等堆積）
3月15日14:50～ ４車線のうち２車線解放（対面通行）

国道45号 石巻市成田地内（法面崩落）

2日3日9:00～ １車線解放（片側交互通行）

国道45号 石巻市成田地内（法面崩落）

9日28日9:30～ ２車線解放（規制解除）
※東日本大震災による直轄国道の通行規制が全て解消

平成24年

平成23年3月11日 東日本大震災発災
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主な被災箇所（通行可）

国道４号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

※写真は、主な被災箇所

※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。

平成24年10月1日 現在



国道４号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真4-① 白石市斉川字町西浦地内（路面亀裂補修）

▲写真4-② 仙台市若林区霞目地内（霞目歩道橋階段落橋箇所補修）

霞目歩道橋

平成23年4月22日 復旧状況

▲写真4-③ 大崎市三本木鹿野沢地内（段差補修）

平成23年3月20日 復旧状況

平成23年4月5日17時 階段落橋部解放

平成23年4月5日 復旧状況



国道４号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真4-⑤ 大崎市古川清水沢字向原地内（歩道・法面補修）

平成23年5月7日 復旧状況平成23年4月7日 余震被害

▲写真4-⑥ 栗原市高清水高田地内（段差補修）

平成23年4月12日 復旧状況平成23年4月7日 余震被害拡大

▲写真4-④ 大崎市古川福浦字大谷地地内（段差補修）

新江合橋

平成23年3月22日 復旧状況



国道４号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

平成23年3月30日 復旧状況

平成23年4月11日 復旧状況

▲写真4-⑧ 栗原市築館照越神田地内（歩道・法面補修）

平成23年4月7日 余震被害

▲写真4-⑦ 栗原市高清水新清水権現地内（段差補修）

▲写真4-⑨ 栗原市築館富境地内（段差補修）

平成23年3月24日 復旧状況

新荒瀬橋



金留橋

▲写真4-⑪ 栗原市金成藤渡戸館前地内（法面防護）

国道４号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

平成23年4月13日 復旧状況

平成23年4月9日 復旧状況

▲写真4-⑫ 栗原市金成片馬合沖地内（段差補修）

▲写真4-⑩ 栗原市金成沢辺新宇南地内（段差補修）

新達田橋

平成23年4月11日 復旧状況平成23年4月7日 余震被害拡大



国道６号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真6-② 山元町坂元字道合地内（土砂・がれき撤去）

▲写真6-① 山元町坂元字向山崎地内（歩道・法面補修）

平成23年4月16日 復旧状況
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右図

国管理国道

主な被災箇所（通行可）

※写真は、主な被災箇所

平成23年3月13日16:00～ ２車線解放（規制解除）

平成23年3月13日 復旧状況



国道６号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真6-⑤ 亘理町長瀞字町南地内（歩道補修）

平成23年4月16日 復旧状況

▲写真6-④ 山元町坂元字屋敷前地内（法面補修）

平成23年4月28日 復旧状況

平成23年4月20日 復旧状況

▲写真6-③ 山元町坂元字白山坂地内（段差補修）



国道４５号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

※写真は、主な被災箇所
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主な被災箇所（通行可）

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 落橋（水尻橋）
南三陸町志津川字塩入地内 延長約0.1km 
→※仮橋 ２車線供用

45-⑭⑮

45-⑱⑲

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
→※迂回路（約1.4km）直轄国道に区域編入

平成24年10月1日 現在

国道45号 法面崩落
石巻市成田地内 延長約0.1km
→※H24.9.28規制解除

45-29

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
→※仮橋 ２車線供用



平成23年4月6日16:00～ ２車線解放（規制解除）

▲写真45-② 塩竈市尾島町地内（がれき撤去等）

▲写真45-③ 塩竈市北浜～新浜地内（がれき撤去等）

平成23年4月6日16:00～ ４車線解放（規制解除）

平成23年4月4日17:00～ ４車線解放（規制解除）

▲写真45-① 仙台市宮城野区中野～多賀城市八幡地内（がれき撤去等）

国道４５号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

平成23年3月24日 復旧状況

平成23年4月6日 復旧状況

平成23年4月14日 復旧状況



▲写真45-④ 塩竈市杉の入地内（側溝清掃）

平成23年3月14日 復旧状況

▲写真45-⑤ 松島町松島地内（土砂撤去等）

平成23年3月26日 作業状況

国道４５号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真45-⑥ 松島町高城地内（法面防護）

平成23年4月4日 復旧状況



平成23年3月22日12:00～ ２車線解放（規制解除）

▲写真45-⑦ 東松島市川下字山田地内（路面亀裂補修）

平成23年3月26日 復旧状況

国道４５号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真45-⑧ 東松島市矢本字笠松地内（自衛隊によるがれき撤去等）

▲写真45-⑨ 東松島市赤井字新川前地内（路面仮復旧）

平成23年3月22日12:00～ ２車線解放（規制解除）

平成23年3月23日 復旧状況

平成23年3月18日 復旧状況



▲写真45-⑩ 石巻市鹿又地内（路面陥没応急復旧）

平成23年3月23日15:00～ ２車線解放（規制解除）

▲写真45-⑪ 石巻市成田地内（法面崩落土砂の撤去、復旧工事等）

国道４５号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真45-⑫ 南三陸町戸倉字大畑地内（路面補修）

平成23年4月28日 復旧状況

平成23年4月24日 被災状況 平成24年10月1日 復旧状況

平成23年3月23日 復旧状況

平成24年2月3日9:00～ １車線解放（片側交互通行）
平成24年9月28日9:30～ ２車線解放（規制解除）



▲写真45-⑬ 南三陸町戸倉字大畑地内（路面補修）

平成23年4月28日 復旧状況

▲写真45-⑭ 南三陸町志津川字塩入地内(自衛隊による水尻橋仮橋設置)

平成23年3月19日～ 7:00～19:00通行可能
平成23年4月 9日～ 5:00～19:00通行可能
平成23年4月25日～ 24時間通行可能

国道４５号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

水尻橋

▲写真45-⑮ 南三陸町志津川字塩入地内(２車線の仮橋設置)

平成23年7月6日8:00～ 通行可能

平成23年3月19日 復旧状況

平成23年7月13日 復旧状況



▲写真45-⑯ 南三陸町志津川字汐見町地内（がれき撤去等）

平成23年4月8日 復旧状況

▲写真45-⑰ 南三陸町志津川字清水浜地内（路面補修）

平成23年4月27日 復旧状況

国道４５号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

歌津大橋

▲写真45-⑱ 南三陸町歌津字伊里前地内（迂回路の国道区域編入）

至仙台

至

気
仙
沼

平成23年4月11日 迂回路を国道に区域編入

写真45-⑱

写真45-⑲



▲写真45-⑲ 南三陸町歌津字伊里前地内（迂回路２車線拡幅）

平成23年5月11日 復旧状況

▲写真45-⑳ 南三陸町歌津字牧田地内（路面補修）

平成23年4月27日 復旧状況

国道４５号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真45-21 気仙沼市本吉町蔵内地内（路面補修）

平成23年5月11日 復旧状況



▲写真45-22 気仙沼市本吉町二十一浜地内（二十一浜橋仮橋設置）

平成23年4月4日15:00～ 通行可能

二十一浜橋

▲写真45-23 気仙沼市本吉町下宿～中嶋地内（小泉大橋仮橋設置）

小泉大橋

国道４５号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真45-24 気仙沼市本吉町赤牛地内（路面補修）

平成23年4月22日 復旧状況

仮設計画位置図

←下流

平成23年6月26日9:00～ 通行可能

平成23年4月4日 復旧状況

平成23年6月26日 復旧状況



▲写真45-25 気仙沼市本吉町九多丸地内（路面補修）

平成23年4月21日 復旧状況

▲写真45-26 気仙沼市本吉町三島地内（路面補修）

平成23年4月13日 復旧状況

国道４５号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真45-27 気仙沼市本吉町沖ノ田地内（路面補修）

平成23年5月11日 復旧状況



▲写真45-30 気仙沼市唐桑町荒谷前地内(がれき撤去)

▲写真45-28 気仙沼市最知南最知地内(がれき撤去)

平成23年3月14日 復旧状況

平成23年3月20日 復旧状況

国道４５号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真45-29 気仙沼市最知北最知地内(気仙沼国道維持出張所)

平成23年4月1日～ 水梨コミュニティセンター内へ仮移転

平成24年5月28日～ 国道45号沿い
｢花の道・けせんぬまパーキング｣内へ移転
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▲写真47-① 大崎市古川新田地内（ブロック撤去）

平成23年3月16日 復旧状況

国道４７号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

※写真は、主な被災箇所

47-①

国管理国道

主な被災箇所（通行可）

下図



国道４８号 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真48-① 仙台市青葉区八幡六丁目地内（落石撤去等）

平成23年3月29日17:00 片側交互通行規制解除

▲写真48-② 仙台市青葉区作並字新坂地内（法面崩落箇所切り回し）

平成23年4月4日 復旧状況

※写真は、主な被災箇所

右図

国管理国道

主な被災箇所（通行可）

48-①

48-②

平成23年3月29日 復旧状況



国道１０８号被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真108-① 涌谷町字三軒屋敷二号地内（段差補修）

明治水門橋

▲写真108-② 大崎市古川駅前大通地内（歩道段差補修）

平成23年3月22日 復旧状況

平成23年4月2日 復旧状況

※写真は、主な被災箇所

国管理国道

主な被災箇所（通行可）

右図

108-②

108-①



三陸道 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所

▲写真 三陸道-① 東松島市川下字内響地内（鳴瀬奥松島大橋付近 段差補修）

▲写真 三陸道-② 東松島市小松字沢田前地内（矢本IC 段差補修）

平成23年3月30日 復旧状況

平成23年月28日 復旧状況

※写真は、主な被災箇所

国管理国道

主な被災箇所（通行可）

右図

三陸道-① 三陸道-②

三陸道-③

三陸道-④

三陸道-⑤

3月12日 9時 緊急車両のみ通行可
3月22日10時 大型自動車等以外交通規制
3月30日 6時 車両制限全面解除



▲写真 三陸道-④ 石巻市小船越字遠藤地内（河北IC付近 段差補修）

▲写真 三陸道-⑤ 石巻市桃生町太田地内（桃生豊里IC付近 段差補修）

▲写真 三陸道-③ 東松島市大曲字倉田地内（矢本大橋ジョイント段差補修）

矢本大橋

平成23年3月30日 復旧状況

平成23年3月30日 復旧状況

平成23年3月29日 復旧状況

三陸道 被災箇所の応急復旧活動 ※主な箇所


