
参 考 資 料

・発注工事一覧表

・阿武隈川河口部の変遷

・名取川河口部の変遷
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事務所名 ： 仙台河川国道事務所 

R22.4k+78.2m～22.6k+51.3m H23.03.16

　～H23.07.08

L28.6k+332.3m～29.0k+129.3m H23.03.26

　～H23.07.15

R32.8k+106.0m～33.0k+192ｍ H23.03.24

　～H23.07.15

R30.6k-28.5m～30.8+180m H23.03.20

　～H23.06.30

R30.8k +180.0m～31.2k +80.0m H23.03.24

　～H23.06.30

R31.2k+80.0m～31.6k+23.6m H23.03.20

　～H23.06.30

左岸河口部 H23.03.16

新浜水門

L2.2ｋ付近

R3.6ｋ付近

押分け排水機場

三名生排水樋管（白石川）

神明排水樋管（白石川） 　～H23.08.31

左岸河口部 H23.03.13

新浜水門

R3.0ｋ付近

L4.4k付近

押分け排水機場

L15.4k+165.0m～16.4k+85.0m 　～H24.03.30

右岸河口部 H23.03.13

R0.2ｋ+18.0m～0.8ｋ+20.0m

R1.6ｋ+10.0m～1.6ｋ+216.0m

R2.2ｋ付近

R4.4ｋ付近

R5.0ｋ付近

R7.0ｋ+30.0m～7.4ｋ+210.0m 　～H24.03.30

新堀排水樋管 H23.03.13

L17.4ｋ+100.0m付近

L18.0ｋ付近

L18.4ｋ付近

L20.8ｋ+150.0m付近

裏町排水樋管

L29.2ｋ付近

L29.4ｋ付近

L36.4ｋ付近

舘矢間排水樋管

小原瀬排水樋管

山田排水樋管 　～H23.08.31

R0.0k-184.5m～0.0k+100.0m H23/4/8

　～H23.07.15

L2.0k～5.4k H23.03.13

L5.8k～6.0k

L7.6k～8.0k

R1.6k～6.0k

R8.2k～10.0k

広瀬川L0.0k～0.4k

広瀬川R0.0k～2.0k

笊川LR1.0k～1.6k 　～H23.09.30

発注工事一覧表(応急復旧)

H22

H22

応急復旧工（鋼矢板二重締切工、大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張工）、付帯道
路工、構造物撤去工、仮設工

応急復旧工（鋼矢板二重締切工、大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張工）、構造物
撤去工、仮設工

阿武隈川下流坂津田地区堤防緊急復旧工事

阿武隈川下流野田地区堤防緊急復旧工事

工期（変更含む）
発注
年度

件    名 工事概要

A1

A2

管理
番号

位置 請 負 業 者

㈱ 橋本店

熱海建設 ㈱

H22

H22

H22

H22

H22

H22

H22

H22

A3

A4

阿武隈川下流亘理地区応急復旧工事

阿武隈川下流管内応急復旧工事         

名取川地区応急復旧工事

角田

角田

H22

A5

A6

A7

A8

A9

A10

岩沼
角田

岩沼

阿武隈川下流小斉地区堤防緊急復旧工事

阿武隈川下流上沼尻地区堤防緊急復旧工事

阿武隈川下流枝野地区堤防緊急復旧工事

阿武隈川下流賀川地区堤防緊急復旧工事

阿武隈川下流角田地区及び岩沼地区応急復旧工事

阿武隈川下流岩沼地区及び亘理地区応急復旧工事

出張所

角田

角田

角田

角田

H23 奥田建設 ㈱

N1

A11 岩沼

㈱ 本田組

㈱ 松浦組

㈱ 佐藤建設

伸和興業 ㈱

応急復旧工（鋼矢板二重締切工）、構造物撤去工、仮設工

応急復旧工（鋼矢板二重締切工、大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張）、構造物撤
去工、仮設工

応急復旧工（綱矢板二重締切工、大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張工）、付帯道
路工、構造物撤去工、応急処理工、仮設工

応急復旧工（鋼矢板二重締切工、大型連節ﾌﾞﾛｯｸ工）、　構造物
撤去工、仮設工

岩沼

河川土工、構造物補修工、階段付近沈下補修工、油圧管防護側
溝補修工、路面補修工、堤防復旧工、大型土のう工、応急処理
工

護岸補修工、法面補修工、堤防天端補修工、応急処理工、撤去
物処理工

堤防復旧工、樋管補修工、仮設工

路面補修工（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工、ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工）

応急復旧工（河川土工、付帯道路工）、構造物撤去工、応急処理
工、仮設工阿武隈川下流荒浜地区堤防緊急復旧工事

岩沼

名取川

海岸堤防復旧工、堤防補修工、堤防天端補修工、護岸復旧工、
構造物補修工、押分排水機場周辺施設復旧工、阿武隈大堰周辺
施設復旧工、防護柵復旧工、河川応急処理工、仮設工

㈱ 橋本店

千田建設 ㈱

野村建設 ㈱

㈱ 松浦組

後藤工業 ㈱
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事務所名 ： 仙台河川国道事務所 

発注工事一覧表(応急復旧)

工期（変更含む）
発注
年度

件    名 工事概要
管理
番号

位置 請 負 業 者出張所

R-0.6k+0.0m～0.6k+80.0m H23.03.24

R4.4k+100.0m～4.8k+0.0m

　～H23.10.31

L0.0k+0.0～0.4k+0.0m H23.04.02

L0.8k+100.0m～2.2k+0.0m

L2.8k+0.0～2.8k+100.0m 　～H23.10.31

名取川右岸地区緊急維持工事

N3 H23

H22 伸和興業 ㈱N2

山辰建設 ㈱

名取川

名取川

堤防補修工、管理用通路工、法覆護岸工、根固め工、構造物撤
去工、構造物補修工、応急処理工、雑工事

名取川左岸地区緊急維持工事
堤防復旧工、構造物撤去工、付属物設置工、堤防補修工、法面
補修工、清掃工、応急処理工、仮設工
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事務所名 ： 仙台河川国道事務所 

L2.2k-15.0m～3.0K+93.0m H23.11.02

L12.4k+56.8m～12.6K+5.5m

　～H24.03.21

L28.6k+329.7m～28.8k+150.0m H23/10/6

　～H24.05.31

Ｌ28.8k+150.0m～29.0k+133.0ｍ H23.10.04

　～H24.05.31

L29.2k+11.5m～L29.2k+72.0m H23/10/8

L30.4kk+300.0m～L36.6k+102.3m

R32.0k+188.0m～32.2k+25.0m

R32.2k+189.5m～32.4k+35.7m 　～H24.05.01

R18.4k+194.0m～18.4k+236.0m H23/10/8

R18.6k+65.9m～18.6k+107.0m

L21.0k+49.0m～21.0k+121.0m

R22.4k+88.0m～22.6k+19.4m

R22.8k+45.0m～22.8k+80.0m 　～H24.05.31

R30.6k+0.0m～30.8k+55.7m H23/10/5

　～H24.05.31

R30.8k+55.7m～31.0k+53.1m H23.10.06

　～H24.05.31

R31.0k+53.1m～31.2k+80.0m H23/10/8

　～H24.05.31

R31.2k+80.0m～31.6k+32.1m H23/10/8

　～H24.05.31

R32.8k+98.8m～33.0k+193m H23.10.06

　～H24.05.31
L0.2k-140.0m～0.2k+1.4m H24.11.16

　～H26.03.31

L0.2k-52.0m～0.2k+34.9m H27.08.01

L0.4k+13.0m～0.6k+5.3m

　～H29.03.29

L0.2k+34.9m～0.2k+90.0m H27.09.01

　～H28.07.29

L0.2k+90.0m～0.2k+135.0m H27.09.18

　～H28.08.26

岩沼

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、
法覆護岸工、天端被覆工、付属物設置工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、
構造物撤去工、仮設工

H23

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、付属物設
置工、舗装工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、構造物撤去工、仮設工

岩沼

H27

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、
法覆護岸工、天端被覆工、付属物設置工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、
構造物撤去工、護床工、ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工、橋梁付属物
工、舗装工、踏掛版工、付帯道路工、仮設工

阿武隈川下流寺島２工区災害復旧工事

阿武隈川下流寺島３工区災害復旧工事

岩沼

岩沼

H27

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、
法覆護岸工、天端被覆工、付属物設置工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、
構造物撤去工、仮設工阿武隈川下流寺島川向下流工区災害復旧工事

H27

H23

河川土工、地盤改良工、法覆護岸工、水路復旧工、舗装工、
付属物設置工、構造物撤去工、仮設工

H23

河川土工、法覆護岸工、舗装工、構造物撤去工、光ｹｰﾌﾞﾙ配
管工、付属物復旧工、仮設工

阿武隈川下流小斉地区堤防災害復旧工事

阿武隈川下流舘矢間地区外堤防災害復旧工事

阿武隈川下流前原地区堤防災害復旧工事

阿武隈川下流四日市場地区外堤防復旧工事

角田

角田

角田

角田

角田

角田

角田

工期（変更含む）出張所

角田

H23

河川土工、坂路工、地盤改良工、護岸基礎、法覆護岸工、付
属物設置工、舗装工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、構造物撤去工、仮設
工

H23

河川土工、坂路工、地盤改良工、護岸基礎、法覆護岸工、付
属物設置工、舗装工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、仮設工

H23

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、舗装工、
構造物撤去工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、舗装工、仮設工

H23

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、舗装工、
構造物撤去工、付属物設置工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、仮設工

阿武隈川下流坂津田地区外堤防災害復旧工事

阿武隈川下流野田地区下流堤防災害復旧工事

阿武隈川下流枝野地区堤防災害復旧工事

阿武隈川下流賀川地区堤防災害復旧工事

岩沼

㈱ 佐藤建設

日建工業 ㈱

H23 ㈱ 松浦組

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

H23

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、舗装工、
構造物撤去工、付属物設置工、仮設工

H23

河川土工、地盤改良工、法覆護岸工、付属物設置工、舗装
工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、構造物撤去工、仮設工

阿武隈川下流野田地区上流堤防災害復旧工事

阿武隈川下流上沼尻地区堤防災害復旧工事

発注
年度

件    名 工事概要 位置 請 負 業 者

角田

河川土工、法覆護岸工、付帯道路工、構造物撤去工、根固め
工、仮設工

春山建設 ㈱

伸和興業 ㈱

㈱ 本田組

㈱ 深松組

熱海建設 ㈱

奥田建設 ㈱

奥田建設 ㈱

㈱ 本田組

河北建設 ㈱

伸和興業 ㈱

番号

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

阿武隈川下流寺島１工区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、
法覆護岸工、天端被覆工、付属物設置工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、
CCTV工、清掃工、応急処理工、構造物撤去工、取付工、突堤
基礎工、突堤本体工、仮設工

㈱ 上の組A11 H 24

A12

A13

A14
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事務所名 ： 仙台河川国道事務所 

工期（変更含む）出張所

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

発注
年度

件    名 工事概要 位置 請 負 業 者番号

L0.2k-52.0m～0.6k-17.7m H28.08.01

　～H29.12.15

L0.6k-44.7m～0.8k+114.9m H24.11.20

　～H26.03.20

L0.8k+114.9m～1.6k+145.8m H24.11.13

　～H26.01.31

Ｌ1.6k+145.8m～2.2k+83.1m H25.08.10

　～H26.05.30

R0.0k-184.5m～1.4k+145.0m H24.04.25

　～H24.11.16

R-0.1k-6.4m～0.0+k45.8m H24.12.07

　～H26.02.12

R0.0k+45.8m～0.2k-103.2m H24.12.04

　～H26.01.31

R0.2k-103.2m～0.2k+93.5m H24.12.05

　～H26.03.31

R0.2k+93.5m～R0.4k+219.2m H24.12.05

L3.0k+76.3～Ｌ3.8k+0.0m

　～H26.03.31

R0.0k+120.2m～0.0k+151.5m H25.11.02

R0.4k-129.4m～0.8k+11.0m

R2.0k+99.0～2.3k+0.0

　～H27.03.31

R0.4k+99.9m～1.0k-43.3m H28.09.30

R1.4k+7.0m～1.4k+163.4m

R1.6k-169.0m～1.6k+72.0m

R1.0k-43.3m～1.2k+178.0m 　～H30.01.26

R1.0k-43.3m～1.0k+105.4m H28.03.24

R6.6-46.8m～R7.4k+98.0m

台町第１樋門

　～H29.03.23

R1.0k+105.4～1.2k-23.0m H27.10.30

　～H29.03.29

H27

H28

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、
法覆護岸工、天端被覆工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、構造物撤去工、
樋門･樋管本体工、付帯道路工、付属物設置工、仮設工阿武隈川下流寺島川向上流工区災害復旧工事

阿武隈川下流隈潟下流工区災害復旧工事

阿武隈川下流荒浜５工区堤防災害復旧工事

河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端工、堤防坂路
工、付帯道路工、排水構造物工、付属物設置工、 光ｹｰﾌﾞﾙ配
管工、構造物撤去工、仮設工

H24

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆
工、根固め工、排水構造物工、付属物設置工、構造物撤去
工、仮設工

阿武隈川下流寺島４工区堤防災害復旧工事

岩沼

H25

河川土工、護岸基礎工、 法覆護岸工、堤防天端工、堤防坂
路工、付帯道路工、排水構造物工、付属物設置工、光ｹｰﾌﾞﾙ
配管工、CCTV移設工、津波観測装置設置工、構造物撤去工、
仮設工

河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端工、排水構造
物工、付属物設置工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、河川情報表示設備
工、構造物撤去工、付帯道路工、仮設工阿武隈川下流寺島６工区堤防災害復旧工事

H24

A23

H28

H24

岩沼

岩沼

岩沼

阿武隈川下流荒浜４工区堤防災害復旧工事岩沼

阿武隈川下流荒浜隈潟上流災害復旧外工事

阿武隈川下流寺島５工区堤防災害復旧工事

H27

A20

岩沼

阿武隈川下流荒浜地区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆
工、根固め工、排水構造物工、付属物設置工、構造物撤去
工、仮設工

阿武隈川下流荒浜１工区堤防災害復旧工事

阿武隈川下流荒浜２工区堤防災害復旧工事

阿武隈川下流荒浜３工区堤防災害復旧工事

H24
河川土工、法覆護岸工、堤防天端工、坂路工、雑工事、構造
物撤去工、仮設工

H24

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆
工、根固め工、排水構造物工、付属物設置工、構造物撤去
工、仮設工

A19

A21

河川土工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、根固め
工、堤脚水路工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去
工、観測局舎仮移設、道路土工、舗装工、排水構造物工、縁
石工、区画線工、道路付属施設工、工事用道路工、仮設工

A18

H24

A22

河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、根固め工、付属物設置
工、構造物撤去工、道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構
造物工、縁石工、標識工、区画線工、道路付属施設工、仮設
工

岩沼

岩沼

岩沼

岩沼

岩沼

H24

H25

河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、根固め工、堤防天端
工、付属物設置工、構造物撤去工、坂路工、応急処理工、仮
設工

河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、根固め工、付帯道路
工、付属物設置工、構造物撤去工、区画線工、道路付属施設
工、地盤改良工、樋門・樋管本体工、道路土工、法面工、舗
装工、排水構造物工、応急復旧工、仮設工

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端
工、根固め工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、
道路土工、排水構造物工、舗装工、縁石工、仮設工

阿武隈川下流荒浜６工区災害復旧工事岩沼

岩沼

㈱ 松浦組

㈱ 本田組

㈱ カルヤード

千田建設 ㈱

㈱ 橋本店

㈱ 橋本店

日建工業 ㈱

千田建設 ㈱

㈱ 本間組

㈱ 橋本店

千田建設 ㈱

渋谷建設 ㈱

阿部春建設 ㈱

A15

A16

A17

A24

A25

A26

A27
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事務所名 ： 仙台河川国道事務所 

工期（変更含む）出張所

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

発注
年度

件    名 工事概要 位置 請 負 業 者番号

R1.2k-23.0m～1.2k+187.0m H27.10.29

　～H29.03.29

R1.4k+208.0m～1.6k+95.4m H25.12.04

　～H27.03.31

R1.8k-118.2m～2.0k+154.6m H25.12.03

　～H27.02.10

R1.4k+7.0m～1.4k+163.4m H28.09.01

R1.4k+86.5m～1.6k+54.4m

　～H29.03.29

R0.2k+93.5m～0.4k+99.8m H26.10.01

R1.4k-210.3m～1.4k+23.4

R1.6k+57.8m～1.8k+47.6m

　～H28.03.17

L0.4k+79.1m～0.4k+120.9m H26.06.20

　～H27.03.31

L0.4k+79.1～0.4k+120.9m H27.08.01

　～H28.05.31

L0.4k+50.0m～0.4k+98.8m H28.03.25

　～H29.03.24

R-0.1k+22.8m～0.1k+100.8m H25.07.30

　～H26.08.29

R22.2k+37.5m～22.2k+90.0m H23.07.22

R31.6k+32.1m～31.8k+80.0m

R32.0k+100.5m～32.4k+156.8m

L34.2k+150.0m～36.0k+54.0m

L36.4k+40.0m～36.8k+114.0m

R36.4k+126.0m～36.8k+121.0m 　～H24.03.30

L16.8k+0.0m～17.8k+0.0m H25.08.09

R17.4k+31.5m～18.2k+67.3m

R20.2k-50.0m～20.2k+10.0m

L21.0k+131.3m～21.8k+166.0m

L26.4k+38.5m～26.6k+144.6m

R33.0k+188.5m～33.4k+130.3m 　～H26.03.28

R11.6k-180.0m～13.6k+62.9m H23.07.29

　～H24.03.30

H28

河川土工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、根固め
工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工阿武隈川下流荒浜堤防護岸災害復旧外工事

阿武隈川下流荒浜８工区堤防災害復旧工事

阿武隈川下流荒浜７工区災害復旧工事

H 25

河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、根固め工、付帯道路
工、付属物設置工、構造物撤去工、雑工、道路土工、地盤改
良工、法面工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、
区画線工、道路付属施設工、仮設工

H26

河川土工、矢板護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、根固め
工、堤防天端工、付属物設置工、構造物撤去工、舗装工、縁
石工、区画線工、道路付属施設工、除草工、雑工、仮設工

H26
河川土工、水門本体工、構造物撤去工、仮設工

岩沼

岩沼

H 27
河川土工、水門本体工、護床工、構造物撤去工、仮設工

岩沼

阿武隈川下流荒浜排水樋門等災害復旧工事岩沼

阿武隈川下流新浜水門災害復旧撤去工事

H25

角田

阿武隈大堰外ゲート部設備修繕工事

H25

阿武隈川下流荒浜堤防護岸災害復旧工事

阿武隈川下流新浜水門災害復旧基礎工事

H27

阿武隈川下流新浜水門災害復旧本体外工事岩沼

H27

A35

A36

H23
河川土工、法覆護岸工、舗装工、側帯復旧工、縁石工、付属
物設置工、構造物撤去工、雑工事

阿武隈川下流小山地区堤防補修工事岩沼

阿武隈川下流荒浜９工区堤防災害復旧工事岩沼

H25

管理用通路補修工、法面補修工

阿武隈川下流角田地区堤防補修工事

河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、根固め工、付帯道路
工、付属物設置工、構造物撤去工、道路土工、地盤改良工、
舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工、道路付属施設
工、仮設工

河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、付帯道路工、付属物設
置工、構造物撤去工

A33

A34

角田 阿武隈川角田上流地区堤防等補修工事

堤防復旧工、付属物設置工、階段復旧工、　護岸基礎工、法
覆護岸工、護岸補修工、構造物撤去工、雑工事、仮設工

H23

河川土工、地盤改良工、水門本体工、護床工、護岸基礎工、
矢板護岸工、法覆護岸工、根固め工、付属物設置工、操作室
工、構造物撤去工、仮設工

地盤改良工、樋門･樋管本体工、付属物設置工、構造物撤去
工、河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆工、根固
め工、付帯道路工、仮設工

岩沼

岩沼

岩沼

㈱ 本田組

野村建設 ㈱

岩田地崎建設 ㈱

大日本土木 ㈱

大日本土木 ㈱

野村建設 ㈱

㈱ 本田組

野村建設 ㈱

㈱ 橋本店

日建工業 ㈱

春山建設 ㈱

㈱ 本田組

A40

A28

A29

A30

A31

A32

A37

A38

A39
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事務所名 ： 仙台河川国道事務所 

工期（変更含む）出張所

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

発注
年度

件    名 工事概要 位置 請 負 業 者番号

阿武隈川下流新浜水門ゲート設備設置工事

阿武隈川新浜水門ゲート設備災害復旧工事

押分排水機場外機械設備修繕工事A41

A42

A43

512



事務所名 ： 仙台河川国道事務所 

R2.0k+161.8m～2.0k+266.0ｍ H23.10.05

L3.2k付近

　～H24.03.30

R-0.8k+0.0m～-0.1kk+69.0m H24.04.24

R0.0k-27.7m～0.6k+79.7m

　～H24.12.14

L0.0k-126.3m～0.0k+151.7m H24.11.16

　～H26.03.25

L0.0k+151.7m～0.2k+181.0m H24.11.20

　～H26.03.31

L0.2k+181.0m～0.6k+69.9m H24.11.30

　～H26.03.31

L0.6k+69.9m～L1.6k+0.0m H24.11.28

R0.6k+102.5m～R1.2k+143.8m

　～H26.03.31
R-0.8k-15.6m～-0.7k+12.6m H24.11.22

　～H26.03.31

R-0.7k+12.6m～－0.6k-9.8m H24.11.29

　～H26.03.31

R-0.6k-9.8m～－0.5k+7.3m H24.11.27

　～H26.03.31

R-0.5k+7.3m～－0.4k-12.7m H24.11.30

　～H26.03.31

R-0.4k-12.7m～－0.35k+42.5m H24.11.29

　～H26.03.31

R-0.35k+42.5m～－0.2k-53.9m H25.10.16

　～H27.03.31

R-0.8k-3.0m～-0.7k-13.9m H25.10.08

R-0.6k-9.8m～-0.4k-12.7m

R-0.35k+107.5m～-0.1k-62.4m 　～H27.03.31

R-0.8k+4.7m～R-0.6k-9.8m H25.10.16

R-0.2k+26.1m～-0.1k+7.6m

　～H27.03.31

R-0.8k-11.5m～-0.8k+99.2m H28.09.01

R0.0k+48.9m～0.0k+191.8m

　～H29.08.10

工期（変更含む）

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

番号
発注
年度

出張所 件    名 工事概要 位置

伸和興業 ㈱

N1 H23 名取川 名取川太子堂地区護岸災害復旧工事

N2 H24 名取川

請 負 業 者

河川土工、法覆護岸工、既製杭工、根固め工、間詰工、捨石
工、構造物撤去工、仮設工 千田建設 ㈱

名取川藤塚１工区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆
工、堤防天端工、堤防坂路工、排水構造物工、付属物設置
工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、構造物撤去工、仮設工 熱海建設 ㈱

N4 H24 名取川

名取川閖上２工区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、
法覆護岸工、根固め工、天端被覆工、排水構造物工、付属物
設置工、構造物撤去工、仮設工 ㈱ 本田組

N9 H24 名取川 名取川閖上３工区堤防災害復旧工事

N8

名取川閖上地区堤防災害復旧工事

河川土工、法覆護岸工、擁壁護岸工、根固め工、構造物補修
工、堤防天端工、構造物撤去工、仮設工

名取川藤塚２工区堤防災害復旧工事

N3 H24 名取川

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆
工、堤防坂路工、排水構造物、付属物設置工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管
工、構造物撤去工、仮設工

㈱ 深松組

N5 H24 名取川 名取川藤塚３工区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端
工、堤防坂路工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、付帯道路工、付属物設置
工、構造物撤去工、仮設工 渋谷建設 ㈱

N6 H24 名取川 名取川藤塚４工区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端
工、堤防坂路工、付帯道路工、付帯道路施設工、付属物設置
工、鉄塔基礎工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、構造物撤去工、仮設工 日建工業 ㈱

H24 名取川

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸
工、根固め工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、
仮設工

大豊建設 ㈱

N10 H24 名取川 名取川閖上４工区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸
工、根固め工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、
仮設工

 あおみ建設 ㈱

N11 H24 名取川 名取川閖上５工区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、
法覆護岸工、根固め工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設
工

アイサワ工業 ㈱

名取川閖上６工区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、
法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、付属物設置工、構造物
撤去工、仮設工

㈱ 橋本店

N13 H25 名取川 名取川閖上７工区堤防災害復旧工事

N12 H25 名取川

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、
法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、付属物設置工、構造物
撤去工、仮設工

熱海建設 ㈱

N14 H25 名取川 名取川閖上８工区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、
法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、付属物設置工、構造物
撤去工、排水構造物工、坂路工、仮設工 ㈱ 深松組

N15 H28 名取川 名取川閖上９工区堤防災害復旧工事

河川土工、護岸基礎工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、
銘板工、付帯道路工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、管理用通路補修工、
特殊堤閉塞工、水位計設置工、構造物撤去工、仮設工 泰昌建設 ㈱

N7 H24 名取川 名取川閑上１工区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、
法覆護岸工、擁壁護岸工、根固め工、天端被覆工、排水構造
物工、構造物撤去工、仮設工 岩田地崎建設　㈱
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事務所名 ： 仙台河川国道事務所 

工期（変更含む）

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

番号
発注
年度

出張所 件    名 工事概要 位置 請 負 業 者

R0.2k-4.4m～0.4k+26.5m H27.10.14

　～H28.09.30

R0.4k+26.5m～0.6k+56.2m H27.10.14

　～H28.08.26

R0.6k-65.0m～0.8k+148.8m H27.10.14

R1.0k-35.0m～1.0k+66.6m

　～H29.03.29

R-0.4k-12.7m～-0.1k-2.4m H27.08.13

L0.0k-114.9m～0.0k-261.0m

　～H29.03.06
R-0.1k-2.4m～0.2k-98.7m H26.03.12

　～H29.03.29

L0.0k-64.8m～0.0k-822.4m H24/3/10

　　　　　　（北貞山運河）

L0.8k付近（藤塚警報所）

H25/3/25

L0.0k-822.4m～0.0k-1496.6m H24.03.10

　　　　　　（北貞山運河）

　～H25.06.28

L0.0k-1496.6m～0.0k-2210.1m H24.03.10

　　　　　　（北貞山運河）

　～H25.03.28

L0.0k-2210.1m～0.0k-2470.1m H24.03.10

　　　　　　（北貞山運河）

　～H25.06.28

R2.2k+52.5m～5.6k+32.0m H23.08.02

　～H24.03.30

L2.4k-111.5m～5.4k+262.4m H23.07.22

　～H24.03.30

N25 H23 名取川 名取川中田地区堤紡補修工事
河川土工、法覆護岸工、舗装工、付属物設置工

㈱ 本田組

山辰建設 ㈱

N20 H25

名取川閖上１０工区堤防災害復旧工事

河川土工、護岸基礎工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、
付属物設置工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、構造物撤去工、仮設工 ㈱ 橋本店

N17 H27 名取川 名取川閖上１１工区堤防災害復旧工事

N16 H27 名取川

河川土工、護岸基礎工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、
坂路工、付属物設置工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、構造物撤去工、仮
設工

熱海建設 ㈱

N18 H27 名取川 名取川閖上１２工区堤防災害復旧工事

河川土工、護岸基礎工、矢板護岸工、ﾃﾗｽ工、法覆護岸工、
根固め工、堤防天端工、、付属物設置工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、
視察場整備工、閉塞工、構造物撤去工、仮設工 伸和興業 ㈱

N19 H27 名取川 名取川閖上下流工区堤防災害復旧工事

河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸
工、天端被覆工、付属物設置工、付帯道路工、CCTVｶﾒﾗ基礎
工、構造物撤去工、仮設工 ㈱ 深松組

河北建設 ㈱

N24 H23 名取川 名取川藤塚砂崩地区堤防復旧工事
河川土工、法覆護岸工、堤防天端工、堤防坂路工、排水工、
付帯道路施設工、情報管路工、護岸基礎工、水門本体工、護
床工、通信用鉄塔設置工、操作室工、構造物撤去工、仮設工

栄喜工業 ㈱

名取川藤塚屋敷地区堤防復旧工事

工場製作工（通信用鉄塔製作工）、 河川土工、地盤改良
工、法覆護岸工、擁壁護岸工、付属物設置工、堤防天端工、
堤防坂路工、排水工、情報管路工、構造物撤去工、通信用鉄
塔・反射板設置工、局舎設備工

熱海建設 ㈱

N22 H23 名取川 名取川藤塚井土浦地区堤防復旧工事

N21 H23 名取川

河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端工、排水工、
情報管路工、電力･ｶﾒﾗ用通信管配管工、付属物設置工、構造
物撤去工、施設撤去・復旧工、樋門・樋管本体工、坂路工、
操作室工、水門本体工、護床工、仮設工

熱海建設 ㈱

名取川藤塚地区井土浦樋門機械設備復旧工事

N27 名取川

N23 H23 名取川 名取川藤塚太夫野地区堤防復旧工事
河川土工、法覆護岸工、堤防天端工、排水工、情報管路工、
付属物設置工、構造物撤去工、水門本体工、護床工、仮設工

N26 H23 名取川 名取川日辺地区堤防補修工事
河川土工、法覆護岸工、舗装工、付属物設置工、撤去工、雑
工事、仮設工

名取川 名取川閖上水門災害復旧工事 

河川土工、水門本体工、護床工、付属物設置工、操作室工、
ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC橋)、橋梁付属物工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋)、
舗装工、構造物撤去工、河道掘削工、地盤改良工、護岸基礎
工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、根固め
工、切廻道路工、光ｹｰﾌﾞﾙ配管工、仮設工

前田建設工業 ㈱
東北支店

N29 名取川 名取川藤塚地区貞山運河水門機械設備復旧工事

名取川閖上水門ゲート設備災害復旧工事

N28 名取川
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事務所名 ： 仙台河川国道事務所 

1 H23 - 管内河川用機械設備応急復旧工事

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

番号
発注
年度

出張所 件    名 工事概要 位置 工期（変更含む）

2 H23 - 管内河川用排水設備応急復旧工事

・排水機場地震時臨時点検（押分、中島川2箇所）
・地下燃料貯油槽 燃料レベル計補修、燃料配管ピット加工
・上屋 避雷接地極配線断線補修
・電気配線 配線撤去・再布設、配管敷設
・傾斜コンベア 移動車輪旋回部補修

(株)荏原由倉
ハイドロテック

請 負 業 者

藤塚地区井土浦排水樋門ゲート応急開閉作業

・災害復旧作業を行うためのゲート応急開閉操作

旭イノベックス(株)

・水門設備等地震時臨時点検（大堰No4,8.9は全開確認含む）
・阿武隈大堰No8,10予備ゲート支柱部ボルト修正
・新浜水門 引き込み開閉器盤交換、仮設用電気配線配管新設
・閖上水門 引き込み開閉器盤交換、仮設用電気配線配管新設
・伊古田排水樋管 振れ止補修
・下の内排水樋管 振れ止補修

3 H23 -

6 H24

5 H23

4 H23 -

名取川藤塚地区井土浦樋門機械設備復旧工事

・河川用水門設備製作（戸当たり除く）
・河川用水門輸送工（新設・撤去）
・河川用水門据付・撤去（戸当たり除く）
型式
　引き上げ横転式ゲート Ｂ4.0ｍ×Ｈ2.175ｍ 6門 油圧ﾘﾝｸ式

旭イノベックス(株)

・大堰 水没車両調査引き上げ回収
・引き込み開閉器盤 商用受電復旧のため一次側配管・配線及び動力二次
側系統復旧
・照明灯 商用受電復旧のため既設操作台照明までの電気配管・配線及び
操作室電灯据付及び電気配管・配線復旧

(株)イスミック

押分排水機場外機械設備修繕工事

・吐出・バイパスゲート用電気配線本復旧

阿武隈大堰外ゲート設備修繕工事

H24.10.3
～　H25.3.28

H23.3.11
～　H23.6.15

H23.3.11
～　H23.5.31

H23.4.14
～　H23.5.31

H23.9.29
～　H24.3.16

H23.11.19
～　H24.3.23

(株)荏原由倉
ハイドロテック

(株)イスミック

(株)丸島アクアシステム

(株)丸島アクアシステム

西田鉄工(株)

9

・河川用水門設備製作
型式
　鋼製ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀ構造ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ Ｂ15.27ｍ×Ｈ6.09ｍ 1門 電動ﾗｯｸ式阿武隈川新浜水門ゲート設備災害復旧工事

豊国工業(株)

8 H26 名取川閖上水門ゲート設備災害復旧工事

7 H25

・河川用水門設備製作
・河川用水門輸送工
・河川用水門改造・据付
・仮設
型式
　鋼製ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀ構造ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ Ｂ12.7ｍ×Ｈ5.7ｍ 1門 電動ﾗｯｸ式

名取川藤塚地区貞山運河水門機械設備復旧工事

・河川用水門設備製作
・河川用水門輸送工（新設・撤去）
・河川用水門改造・据付・撤去
型式
　ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ Ｂ9.38ｍ×Ｈ6.78ｍ 2門 揺動式油圧ｼﾘﾝﾀﾞﾚﾊﾞｰ式
　ﾏｲﾀｹﾞｰﾄ Ｂ7.907ｍ×Ｈ6.78ｍ 1門 揺動式油圧ｼﾘﾝﾀﾞﾚﾊﾞｰ式

H27.12.11
～　H29.3.24

H24.9.26
～　H25.3.28

H26.2.8
～　H29.3.31

H26.6.28
～　H27.3.31

10 H27 阿武隈川下流新浜水門ゲート設置工事

・河川用水門設備製作（電気設備関係）
・河川用水門輸送工
・河川用水門設備据付
・仮設
型式
　鋼製ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀ構造ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ Ｂ15.27ｍ×Ｈ6.09ｍ 1門 電動ﾗｯｸ式

H27
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阿武隈川河口部の変遷

H21.10.2撮影H21.10.2撮影

H23.3.12撮影 H23.3.23撮影

H24.6.18撮影 H24.1.18撮影

震災前

震災から約1年

震災直後

震災から約2年

H25.5.17撮影 H25.6.9撮影              516



阿武隈川河口部の変遷

H26.3.4撮影H26.3.4撮影

H27.3.6撮影 H27.3.6撮影

H28.3.12撮影 H28.3.12撮影

震災から約3年

震災から約5年

震災から約4年

震災から約6年

H29.2.28撮影 H29.2.28撮影       517



阿武隈川河口部の変遷

H30.3.3撮影H30.3.3撮影

H30.11.20撮影 H30.11.20撮影

震災前から約7年

震災から約7年7ヶ月
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名取川河口部の変遷

H21.10.12撮影H21.10.18撮影

H23.3.12撮影 H23.3.18撮影

H24.6.18撮影 H24.1.18撮影

震災前

震災から約1年

震災直後

震災から約2年

H25.5.17撮影 H25.6.9撮影        519



名取川河口部の変遷

H26.3.4撮影H26.3.4撮影

H27.3.6撮影 H27.3.6撮影

H28.3.12撮影 H28.3.12撮影

震災から約3年

震災から約5年

震災から約4年

震災から約6年

H29.2.28撮影 H29.2.16撮影        520



名取川河口部の変遷

H30.3.3撮影H30.3.3撮影

H30.11.20撮影 H30.11.20撮影

震災前から約7年

震災から約7年7ヶ月
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