
規制内容 路線名 規制区間 規制距離 通行規制期間及び時間帯

1 夜間通行止め 国道３４７号
山形県境～
加美郡加美町漆沢筒砂子地内

11.0km
12月1日より翌年3月31日まで
午後7時～午前7時まで夜間通行止め

2 終日通行止め （主）最上鬼首線
山形県境～
大崎市鳴子温泉鬼首字大清水地内

4.4km
11月15日正午～
翌年5月10日午前11時まで

3 終日通行止め （一）岩入一迫線
大崎市鳴子温泉鬼首字上岩入
～栗原市境

5.5km 11月24日15時～翌年4月28日正午まで

4 終日通行止め （一）沼倉鳴子線
大崎市鳴子温泉鬼首字下岩入
～大崎市鳴子温泉鬼首字下岩入
（鎌内トンネル出口）

1.0km 11月24日15時～翌年4月28日正午まで

冬期通行規制区間一覧表

１．事務所からのお知らせ

１

第２号 令和３年１１月３０日 発刊

当事務所が管理する国県道のうち，山間部の豪雪地帯を通る３路線では，例年11月中旬より翌年４月
下旬にかけて冬期間の通行止めに入ります。また，国道347号鍋越峠付近は，毎年12月1日より翌年3
月31日まで夜間通行止め（午後7時～翌朝午前7時まで通行止め）になりますので，通行される際はご注
意願います。

（1）県管理道路の冬期通行閉鎖について

この地図は，国土地理院の承認を得て，同院発行の電子地形図を複製して作成した北部土木事務所管内図に
加筆したものである。

国道347号 規制区間（夜間通行止め） L = 11.0 km

加美町

山形県

鍋越トンネル

漆沢ダム

国道３４７号 冬期間通行規制（夜間通行止め）区間



２

（主）河南築館線の被災状況
（一）沼倉鳴子線・（一）岩入一迫線
冬期間通行規制（通行止め）区間 （主）最上鬼首線 冬期間通行規制（通行止め）区間

お問い合わせ ： 道路管理班 0229-91-0734

（３）工事に伴う通行規制について

(主)石巻鹿島台色麻線の大崎市鹿島台地内で夜間通行止め
■工 事 内 容 ：排水施設整備工事（県道横断函渠の更新）

■通行止め日時：令和3年12月中旬の１週間（午後８時～翌朝午前５時）

当管内では，令和３年１月の暴風雪により各地で通行車両のスタック（スリップによる走行不能）

や交通渋滞が発生しました。近年では短時間で急激な風雪になることが増えていることから，早めの

冬用タイヤへの交換、チェーン装着を行っていただくとともに，自ら身の安全を守るため気象情報や

道路状況等の情報などを入手する必要があります。

県では，道路の通行規制や降積雪情報等の提供を行っております。

■宮城県道路管理ＧＩＳ（道路の通行規制情報，降積雪情報，道路状況（カメラ画像）が確認できます）
http://roadgis.pref.miyagi.jp/gispub/Internet/DISP001.aspx

規制区間

迂 回 路

凡　　　　例

通行規制箇所

（２）冬の備えへのお願い

お問い合わせ ： 道路管理班 0229-91-0734，行政班 0229-91-0732

(主)最上鬼首線
規制区間 L=4.4km

山形県

(国)１０８号

(一)岩入一迫線
規制区間 L=5.5km

大崎市

栗原市

(一)沼倉鳴子線
規制区間 L=1.1km

市道区間

(国) 398号

この地図は，国土地理院の承認を得て，同院発行の電子地形図を
複製して作成した北部土木事務所管内図に加筆したものである。

この地図は，国土地理院の承認を得て，同院発行の電子地形図を複製
して作成した北部土木事務所管内図に加筆したものである。

http://roadgis.pref.miyagi.jp/gispub/Internet/DISP001.aspx


完成

R3.4

位置図 佐賀川水門の操作イメージ

水門の操作は，田尻川の水位が上昇し，佐賀川へ逆流が
始まったときに水門を閉めて，浸水被害の軽減を図ります。

佐賀川は，大崎市岩出山を源とする一級河川北上川水系田尻川に合流している河川です。田尻川は，昭
和22年・23年のカスリン・アイオン台風等により度々洪水被害に見舞われてきました。このような災害
を防ぐことを目的として，昭和４３年度より改修事業に着手し，平成7年度に堤防等が概成しました。

佐賀川は，平成9年度から堤防等の整備事業を段階的に行ってきました。このたび，佐賀川と田尻川の
合流点に「佐賀川水門」が完成し，令和3年9月1日から供用を開始しました。

佐賀川水門の整備によって，洪水時に田尻川から佐賀川への逆流を水門を閉鎖することで遮断し，周辺
への浸水被害の低減を図ります。なお，平常時には，水門を開け，これまでどおりに佐賀川からの水は田
尻川へ自然排水いたします。

２．新たに供用開始した施設について

３

○佐賀川水門が９月１日に供用開始しました

お問い合わせ ： 河川砂防第一班 0229-91-0736

佐賀川水門



４

（主）河南築館線の被災状況

３．令和元年東日本台風（台風１９号）での被災箇所の復旧状況について

・鳴瀬川

復旧完了
（９月）

着工前
（４月）

大崎市 涌谷町 美里町 色麻町

河川 道路 河川 河川 砂防 道路 河川

査定件数 41 7 2 20 3 1 24

完了件数 12 1 0 6 2 0 4

率（％） 29% 14% 0% 30% 67% 0% 17%

２）管内市町別の完成状況

加美町
工種

査定決定

件数

現場完了

件数
完成率

県全体 合計 708 478(455) 67.50%

北部土木 計 98 25(24) 25.50%

道路（橋梁含む） 8 1(1) 12.50%

河川 87 22(21) 25.30%

砂防 3 2(2) 66.60%

※括弧内は前月の件数

１）完成状況（１０月末）



着工前（４月）

５

・鳴瀬川

（主）河南築館線の被災状況

３．令和元年東日本台風（台風１９号）での被災箇所の復旧状況について

復旧完了（１０月）着工前（４月）

・名蓋川

復旧完了（１０月）着工前（４月）

・深川

復旧完了（１０月）



着工前（写真）４月

６

・ （主）河南築館線

（主）河南築館線の被災状況

３．令和元年東日本台風（台風１９号）での被災箇所の復旧状況について

復旧完了（８月）着工前（４月）

・国346号 猿手山道路災害復旧工事

復旧完了（8月）着工前（４月）

復旧工事中（１０月末の状況）

（1月完了予定）

・大滝川



７

・大江川床上浸水対策特定緊急事業

（主）河南築館線の被災状況

４．令和３年度の主な事業箇所の進捗状況について

整備中（１０月末）着工前（４月）

整備中（１０月末）着工前（５月）

・岡台道路改良事業

整備中（１０月末）着工前（４月）

・都市計画道路 並柳福浦線

食の蔵 醸室(かむろ)

（12月完成予定）

食の蔵 醸室(かむろ)

（2月完成予定）



８

・高倉道路改良事業

（主）河南築館線の被災状況

４．令和３年度の主な事業箇所の進捗状況について

整備中（１０月末）着工前（写真）４月

・平渡交通安全施設整備事業（歩道設置）

完了（１０月）着工前（４月）

完了（１０月（８箇所中６箇所完了））着工前（４月）

迂回路の仮橋の設置状況

・（主）河南築館線 コラボ事業（地域連携・協働事業）待避所設置



９

（主）河南築館線の被災状況

４．令和３年度の主な事業箇所の進捗状況について

橋脚耐震化完了（１０月）着工前（４月）

・長寿命化の推進（トンネル補修） （国）１０８号 大森トンネル

整備中（１０月）着工前（４月）

・維持管理（舗装補修） （国）３４６号 大崎市鹿島台

完 了（9月）着工前（４月）

・（国）３４７号 長沖橋橋梁耐震補強
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（主）河南築館線の被災状況

５．通学路の安全点検について

合同点検状況 合同点検状況

合同点検状況 合同点検状況

・ 通学路における交通安全の確保については，平成２４年の京都府亀岡市で登校中の児童
等の列に自動車が突入する事故等を受けて実施した緊急合同点検や，「通学路の交通安全
の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」（平成２５年１２月６日付，文部
科学省，国土交通省，警察庁）に基づき，各市町村における推進体制により継続的な取組
を実施していただいているところです。しかしながら，千葉県八街市で令和３年６月に見
通しの良い直線道路で，下校中の児童の列にトラックが衝突し５名が死傷する痛ましい事
故が発生したことに伴い，国土交通省，文部科学省，警察庁が連携し，通学路における交
通安全を一層確保する取り組みとして合同点検を実施することとなりました。

北部管内では大崎市，加美町，色麻町，美里町，涌谷町の合同点検９月～１０月に掛け
て，管内の各小学校の通学路について，各市町・所轄警察署・各PTA・当事務所で合同点
検を実施しました。今後，点検結果等に基づき，各管理者で安全対策を講じて参ります。



１１

長年，県管理道路及び河川における清掃，美化活動等に貢献しているスマイルサポーターに対し
感謝状が贈呈されました。表彰された皆様は以下のとおりです。

日頃の活動に感謝申し上げます。

■団体名 株式会社オイデック
■代表者 尾出 恵一
■認定日 平成２７年３月２４日
■活動場所 （一）中新田三本木線（大崎市三本木）

スマイルロードプログラム功績者宮城県知事表彰

当事務所管内では，スマイルロードサポーターが3９団体，スマイルリバーが１１団体活動いた
だいております。活動に関心や意欲のある方（個人，団体を問いません）の募集を随時受付して
おりますので，お気軽にお問い合わせ願います。

お問い合わせ ： 行政班 0229-91-0732

「道路ふれあい月間」における国土交通大臣表彰

■団体名 川渡地域づくり委員会
■代表者 中鉢 直樹
■認定日 平成１９年９月１０日
■活動場所 江合川（大崎市鳴子温泉）

スマイルリバープログラム功績者宮城県知事表彰

■団体名 プロンプター甲斐有限会社
■代表者 橋本 正弘
■認定日 平成２２年３月１８日
■活動場所 （一）坂本古川線（大崎市古川）

日本道路協会道路功労者表彰

■団体名 株式会社アルプスビジネスクリエーション
古川営業所

■代表者 入野 和之
■認定日 平成１７年１１月１５日
■活動場所 （主）古川佐沼線（大崎市古川）

６．スマイルサポーターの表彰について



１２

電話: 0229-91-0735   ＦＡＸ: 0229-22-5260
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-dbk/

〒989-6117 大崎市古川旭四丁目１－１

本掲載内容等について，お気づきの点やご不明な点などがございましたら，お気軽にお問い合わせ
願います。

宮城県北部土木事務所 企画担当チーム

毎年８月の「道路ふれあい月間」にあわせ，当事務所では宮城県建設業協会大崎支部との協働に
より，「道路クリーンキャンペーン」を実施しております。3５回目となる今年は，8月2６日に県
管理の国県道18路線約134kmについて，路上のゴミや空き缶拾い等の清掃活動を実施しました。

また，実施区間のうち（主）仙台三本木線では，スマイルサポーターの皆さんにも参加いただきま
した。

出発式の様子 清掃活動状況①

お問い合わせ ： 企画担当 0229-91-0735，道路管理班 0229-91-0734，行政班 0229-91-0732

７．「道路クリーンキャンペーン」（～道路ふれあい月間～）を実施しました

「宮城県道路ボランティア協会」は，平成21年度の協会設立後，毎年国道１０８号大森平にある
ポケットパークの除草・清掃活動を実施していただいており，今年で1３回目となりました。

この他，道路安全点検や災害時の支援活動，技術的アドバイスなど活動していただいています。
なお，作業を行っていただいたポケットパークは，鳴子～湯沢間にある数少ない大規模な休憩スペ
ースであり，トラック利用者など多くの方々に利用されています。

当日は，厳しい暑さにも関わらず多数の方にご参加いただき，ありがとうございました。

８．「国道１０８号 道路ボランティア」が実施されました


