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１ 北部土木事務所管内の概要 

２ 北部土木事務所所管施設の概要 

３ 北部土木事務所の目標・運営方針 

４ 主要事業及び取組について 

（１）安全・安心な暮らしを支える治水対策の推進と防災力の強化 

① 令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の確実な完遂 

② 「新・災害に強い川づくり緊急対策事業ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ」による治水対策の推進 

・渋井川大規模特定河川事業（水門整備等） 

・田尻川河川改修事業 

・出来川河川改修事業 

③ 国土強靱化のための、治水安全度向上対策の推進 

・堆積土砂撤去、支障木伐採、堤防強化 

（２）生活・産業基盤の確立と圏域間の連携・交流拡大を支援する道路整備の推進 

① 地域の発展を支える生活・産業基盤の確立に向けた道路整備の推進 

・都市計画道路 並柳福浦線 街路事業 

・都市計画道路 稲葉小泉線 街路事業 

・都市計画道路 古川中央線 街路事業 

・都市計画道路 鹿島台駅前線 街路事業 

・主要地方道 鹿島台高清水線 牛飼道路改良事業 

・主要地方道 河南築館線 太田道路改良事業 

・一般県道  坂本古川線 高倉道路改良事業 

・主要地方道 鹿島台高清水線 平渡交通安全施設整備事業 

・主要地方道 石巻鹿島台色麻線 小島交通安全施設整備事業 

② 圏域間の連携・交流拡大を支援する道路整備の推進 

・国道108号 岡台道路改良事業 

・国道108号 田野原道路改良事業 

・国道457号 矢木道路改良事業 

・主要地方道 古川登米線 大貫道路改良事業 

（３）既存施設の機能強化と適正な維持管理の推進 

① 橋梁耐震化による機能強化及び機能保全の推進 

② 計画的な県道及び河川等の維持管理の推進 

③ 地域等との連携による維持管理 

（４）その他の取組 

① 建築確認等について 

② 道路、河川等の適正な使用について 

③ 建設業の許可について 

④ お問い合わせ先について 
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大崎市 

涌谷町 

加美町 

美里町 

色麻町 

秋田県 

山形県 

栗原市 

登米市 

東松島市 

黒川郡 

石巻市 

宮城郡 

１．北部土木事務所管内の概要 
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２．北部土木事務所所管施設の概要 

【管内の道路現況】 

 管内１市４町の国道（国管理を除く）及び県道の合計約４７５ｋｍについて、道路整備と管理を
行っています。 

令和３年３月３1日現在 

道路種別 路線数 延長（km） 
改良（延長・改良率） 

(Km・％)  

舗装(延長・舗装率) 

(Km・％)  

国道（宮城県管理） 4 116.1 115.4. 99.4 116.1 100.0 

県道 47 358.8 324.5 90.5 354.8 98.9 

 主要地方道 13 137.3 127.7 93.0 135.9 99.0 

 一般県道 34 221.5 196.8 88.9 218.9 98.8 

合 計 51 474.9 439.9 92.6 470.9 99.2 

 「令和３年度 みやぎの道路」から 

【管内の河川現況】 

  鳴瀬川や江合川等の一級河川７０河川、約４６５ｋｍと、高城川や定川等の二級河川７河川、延長
約２６ｋｍの合計７７河川、延長４９１ｋｍについて、河川施設の整備と管理を行っています。

令和４年4月1日 現在 

区分  水系  指定区間 直轄区間 管内計 

河川数 延長(m) 河川数 延長(m) 河川数 延長(m) 

一級 
北上川 36 211,295 3 ※ 44,500 37 255,795 

鳴瀬川 34 254,005 4 ※ 46,400 35 300,405 

二級 高城川(鶴田川)，定川 7 25,700 － － 7 25,700 

合 計  77 491,000 7 ※ 90,900 79 581,900 

 ※印：北上川水系で３河川の内、２河川は指定区間と重複 
   鳴瀬川水系の４河川の内、３河川は指定区間と重複 

【管内の砂防現況】 

   管内には、県内で初めて明治３０年に指
定された砂防指定地のほか、地すべり防止
区域、急傾斜地崩壊危険区域が指定されて
おり、各々の区域において、施設整備や管
理を行っています。 

砂防指定地 令和４年4月1日現在 

水系  指定渓流数 砂防指定地面積(ha) 

北上川 187 1722.53 

鳴瀬川 100 989.86 

計 287 2,712.39 

一級河川  

地すべり防止区域   

水系  市町  指定地数  
防止面積(ha)  

耕地 林地 合計 

鳴瀬川 加美町 3 14.70 58.10 72.80 

北上川 大崎市 4 19.58 118.56 138.14 

その他水系 大崎市 1 10.60 0.80 11.40 

計  8 44.88 177.46 222.34 

令和４年4月1日現在 急傾斜地崩壊危険区域 

市町   指定区域数 指定面積(ha)  

大崎市 38  40.044 

涌谷町 4  9.464 

美里町 3  3.105 

計 45  52.613 

令和４年4月1日現在 

土砂災害警戒区域等指定済み箇所  令和４年4月1日現在 

土石流  急傾斜地 地滑り 

土砂災害 

警戒区域 

土砂災害 

特別警戒区域 

土砂災害 

警戒区域 

土砂災害 

特別警戒区域 

土砂災害 

警戒区域 

土砂災害 

特別警戒区域 

土砂災害 

警戒区域 

土砂災害 

特別警戒区域 

353 284 349 336 29 ０ 731 620 

計 
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３．北部土木事務所の目標・運営方針 

■事業方針  

■目標 

 

 

 

＜主要事業及び取組について＞ 

（１）安全・安心な暮らしを支える治水対策の推進と防災力の強化 

① 令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の確実な完遂 

② 「新・災害に強い川づくり緊急対策事業ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ」による治水対策の推進 

・渋井川における大規模特定河川事業（水門及び排水機場整備）の推進 

・洪水被害低減のため田尻川，出来川などでの河川改修等の推進                   

       ③ 国土強靱化のための，治水安全度向上対策の推進 

・（堤防補強）出来川，渋井川，名蓋川 

・（堆積土砂撤去，支障木伐採）田尻川，蛭沢川，多田川など 

 

（２）生活・産業基盤の確立と圏域間の連携・交流拡大を支援する道路整備の推進 

① 地域の発展を支える生活・産業基盤の確立に向けた道路整備の推進 

      ・地域が進めるまちづくりと連携した(都)並柳福浦線，(都)稲葉小泉線等の都市施設整備の推進 

② 圏域間の連携・交流拡大を支援する道路整備の推進 

・(国)108号田野原工区，(主)古川登米線大貫工区の整備推進など 

 

（３）既存施設の機能強化と適正な維持管理の推進 

① 橋梁耐震化による機能強化及び機能保全の推進 

・(国)108号 追分橋，(国)457号 鳴瀬橋など 

② 計画的な県道及び河川等の維持管理の推進 

・安全な道路交通を維持するための舗装補修，河川の支障木・堆積土砂撤去など 

・地域等との連携による維持管理 
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 令和元年１０月６日に発生した台風１９号による被災は、道路、河川、砂防施設をあわせ約２００箇所に及び

ました。国の災害査定を経て９８箇所の災害復旧工事を実施し、令和３年度までに７６箇所が完了しておりま

す。今年度は残る２２箇所の を一日も早く完遂します。 

 ① 令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の確実な完遂 

令和2年10月復旧完了 

 ○各河川の災害復旧状況 

 ○鳴瀬川 着工前  ○鳴瀬川 復旧完了 

 ○田川 着工前  ○田川 復旧完了 
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令和2年10月復旧完了 

 ○各河川の災害復旧状況 

 ○多田川 着工前  ○多田川 復旧完了 

 ○（国）346号 着工前  ○（国）346号 復旧完了 

 ○各道路の災害復旧状況 

 ○（主）河南築館線 着工前  ○（主）河南築館線 復旧完了 
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②「新・災害に強い川づくり緊急対策事業ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ」による治水対策の推進 

平成２７年９月の関東・東北豪雨及び令和元年１０月

の東日本台風により渋井川が破堤し、西荒井地区を中心

に大規模な洪水被害が発生するなど甚大な被害を受けま

した。このため、多田川との合流点において、

し、多田川からの背水の影響による洪水

被害の防止を図ります。

＜全体事業概要＞ 

 ○事業内容 渋井川水門   １基 

       渋井川排水機場 １基  

 ○事業期間 令和元年度 ～ 令和７年度 

＜令和４年度＞ 

○水門本体工 一式 

○排水機場詳細設計 一式 
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。 

水門及び排水機場 

設置予定箇所 

渋井川 

多田川 

大江川 

国道４号 

    至 仙台 

    至 盛岡 

 ○ 渋井川大規模特定河川事業（水門整備等） 大崎市古川西荒井地内 

渋井川排水機場 

渋井川水門 

渋井川 

(河道切替後) 

イメージパース 

水門工事現況写真 

令和４年４月１８日 撮影 

今年度は、引き続き、水門の整備を進めるとともに、

排水機場の詳細設計を実施します。
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 ○ 出来川河川改修事業 遠田郡涌谷町・美里町 

 ○ 田尻川河川改修事業（佐賀川工区） 大崎市田尻大沢地内   

田尻川の支川である百々川、佐賀川では、洪水時に田尻川の背水の影響により、度重なる洪水被害が発

生しています。洪水被害の低減に向け、田尻川との合流部における百々川樋門・排水機場の整備に続き、

佐賀川についても田尻川との合流部において し、令和３年９月１日に供用開始しました。     

今年度は水門下流の護岸工事を進めます。 

＜全体事業概要＞ 

 ○事業延長 百々川 L=2,800m  

                 佐賀川 L=1,475m 

 ○事業内容 百々川 樋門，排水機場 一式 

       佐賀川 水門 一式 

 ○事業期間 平成15年度～令和８年度 

＜令和４年度以降＞ 

【佐賀川工区】 

 ○護岸工事 

 ○橋梁外詳細設計   
佐賀川水門 

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。 

＜全体事業概要＞ 

 ○事業延長 L=6,330m  

   ○事業内容  

  ・築堤工 V=253,200m3 

  ・河道掘削 V=253,200m3 

    ・道路橋 4橋 

 ○事業期間 昭和63年度 

                          ～令和10年度 

＜令和４年度＞ 

 ○施工延長 L=４５０m 

  ・築堤工 V=１４,８００m3 

出来川は、洪水時に江合川の背水の影響を受け、高い水位状態が長い時間続くため、越水や漏水等が

発生してきました。このため、 により堤防の強化を図り洪水被害の低減を図ります。

出来川改修 L=6,330m 

江合川 

国道108号 

国道346号 
涌谷駅

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。 

ＪＲ石巻線 

至 古川 

至 石巻 

ＪＲ東北本線 

田尻駅 

至 仙台 

至 盛岡 

標準横断図 

出来川築堤工事 

令和4年3月完成 

佐賀川水門 

令和3年9月1日供用
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③ 国土強靱化のための、治水安全度向上対策の推進 

 ○ 堆積土砂撤去・支障木伐採・堤防強化   

河道内の堆積土砂や支障木は流水を阻害し、洪水時に浸水被害を招く危険性があります。このため、

堤防点検による要対策箇所や、河川阻害率が高くかつ重要度の高い箇所の について

は、「新・災害に強い川づくり緊急対策事業アクションプラン」に位置付け、 を図るこ

ととしています。また、 を行い、更なる治水安全度の向上を図ります。          

・今年度は、田尻川の堤防強化や堆積土撤去、江合川などの支障木伐採などを行う予定です。

■堆積土砂撤去 

一級河川北上川水系蛭沢川 

（大崎市岩出山二ノ構地区） 

 

■支障木伐採 

一級河川北上川水系江合川 

（大崎市岩出山下川原町地区） 

 

 施工前                      令和４年３月 

施工前                      令和４年２月 

■堤防強化 

一級河川鳴瀬川水系渋井川 

（大崎市古川西荒井地内） 

施工前                      令和４年３月 

■堤防強化 

一級河川鳴瀬川水系名蓋川 

（大崎市古川矢目地内） 

施工前                      令和４年３月 
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○ 都市計画道路 稲葉小泉線 大崎市古川竹ノ内地内  

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。 

 当路線は、国道３４７号と国道４７号を結

び、（主）古川一迫線桜ノ目橋に至る都市計

画道路です。当該区間は、周辺に新興住宅地

や大崎市民病院、小中学校が並び、古川ＩＣ

や工業団地に近く、生活や物流道路としての

機能のほか、国道４号を補完することで

としての役割を担います。 

  ○ �都市計画道路  並柳福浦線 大崎市古川三日町地内 

現在の道路状況 

Ϯϭϴ͘ϲｍ 

 

 当該区間は幅員が狭小で、歩道も未整備であるため、車両通

行及び歩行者等の安全確保を図るとともに、市役所周辺の

し、大崎市中心

市街地の活性化・観光施設への誘導・回遊等を目指したまちづ

くりの実現と都市交通の円滑化を図ります。 

＜全体事業概要＞ 

 ○事業延長 L=218.6m 

 ○事業内容 

  ・電線共同溝 L=４００m 

    ・橋梁工    １基 

 ○事業期間：平成25年度～令和4年度 

＜令和４年度＞ 

 ○施工延長 L=200m 

  ・橋梁工N=１基 電線共同溝L=３00m 

  ・排水工L=400m 

   ①  地域の発展を支える生活・産業基盤の確立に向けた道路整備の推進 

＜全体事業概要＞ 

 ○事業延長 L=1,640m 

 ○事業内容 

  ・道路盛土 V=13,000m3 

    ・舗装工  A=14,200m2 

      ・橋梁工    １基 

 ○事業期間：平成29年度～令和6年度 

＜令和４年度＞ 

 ○施工延長 L=1,200m 

  ・橋梁工、載荷盛土工 一式 

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。 

 

現在の道路状況(Zϰ͘ϰͿ 

施工状況(Zϰ͘ϰͿ 
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現在の道路状況 

○ 都市計画道路  鹿島台駅前線 大崎市鹿島台地内 

 当路線は、（主）石巻鹿島台色麻線と鹿島台駅を結ぶ、駅前の

にぎわいを創造する都市計画道路です。 によ

り，良好な都市景観と安全な歩行空間の創出，また緊急時におけ

る円滑な車両通行を確保します。 

＜全体事業概要＞ 

 ○事業延長 L=74.7m 

 ○事業内容 

  ・現道拡幅   L=74.7m 

      ・電線共同溝 L=74.7m 

 ○事業期間 令和２年度～令和６年度 

＜令和４年度＞ 

 ○道路詳細設計 一式 

○ 都市計画道路  古川中央線 大崎市古川七日町地内 

 隣接する市役所周辺では、土地区画整理事業や再開発事業が進めら

れ、景観等に配慮し無電柱化を図っています。当該区間においても

を図り、良好な都市景観と安全な歩行空間の創出、また緊急時

における円滑な車両通行を確保します。 

＜全体事業概要＞ 

 ○事業延長 L=300m 

 ○事業内容 

  ・電線共同溝 L=600m 

 ○事業期間 令和元年度～令和４年度 

＜令和４年度＞ 

 ○施行延長 L=200m 

  ・電線共同溝L=200m 

>сϯϬϬŵ 

古川駅 

   国道４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。 

ＪＲ東北新幹線 

至 盛岡 

至 仙台 

>сϳϰ͘ϳŵ 

現道状況 

現在の道路状況 
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○ （主）鹿島台高清水線 牛飼道路改良事業 美里町牛飼地内 

 当路線は、大崎市鹿島台を起点とし栗原市高清水に至る、生活・物流等に重要な役割を担っています。当

該区間は人家連坦で歩道が未整備であり、朝夕は通勤等の車両等で渋滞するほか、通勤・通学の歩行者は危

険な状況で通行しています。このため、 し、快適で円滑な通行と通勤・

通学等の歩行者の安全を確保します。 

現在の道路状況 

＜全体事業概要＞ 

 ○事業延長   L=600m  

 ○事業内容 

  ・道路盛土 V=4,300m3 

  ・舗装工  A=6,600m２ 

 ○事業期間 平成27年度～令和5年度 

＜令和４年度＞ 

 ○用地買収 一式 

 標準横断図 

>сϲϬϬŵ 

国道108号 

小牛田駅 
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。 

至 石巻 

至 古川 

ＪＲ東北本線 

○ （主）河南築館線 太田道路改良事業 涌谷町太田地内 

 当路線は、石巻市河南起点とし、栗原市築館に至る、大崎・栗原圏域との相互交流・連携に重要な役割を

担っています。当該区間は、道路未改良区間であり、幅員が狭く大型車の対面通行も困難な状況となってい

ます。このため、 を行い、快適で円滑な通行と通勤・通学等の歩行者の安全を

確保します。 

約сϭϰϴϬŵ 

＜全体事業概要＞                        ＜令和４年度＞ 

 ○事業延長   L=1,480m     ○用地測量  一式 

 ○事業内容            ○建物調査  一式 

  ・詳細設計中 

 ○事業期間 平成３０年度～令和９年度 

現道状況 
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○ （一）坂本古川線 高倉道路改良事業 大崎市古川堤根地内  

 当路線は、交通量が多い国道４号と並行し、国道４号を補完する役割も担っています。当該区間は車両

のすれ違いが困難な狭隘な道路となっており、朝夕の通勤時間帯には、渋滞が発生しています。このた

め、 を行い、快適で円滑な通行と通勤・通学等の歩行者の安全を確保しま

す。 

＜全体事業概要＞ 

 ○事業延長 L=２５０m 

 ○事業内容 

  ・舗装工 A=1,880m2 

      ・函渠工 1箇所 

 ○事業期間 平成28年度～令和７年度 

＜令和４，５年度＞ 

 ○仮廻し道路工（表層工）， 

  仮廻し水路工，函渠工，地盤改良工        

至 三本木 

至 古川 

現況状況 

 標準横断図 

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。 

４ 

347 

○（主）鹿島台高清水線 平渡交通安全施設整備事業 大崎市鹿島台平渡地内  

 当路線は、大崎市鹿島台を起点とし、栗原市高清水に至る、生活・物流等に重要な役割を担ってい

ます。当該区間は、大崎市鹿島台中心部の医療施設や大型商業施設等に近く、交通量が多いものの、歩

道が未整備で幅員も狭く、通勤・通学等の安全確保が急務となっています。このため、

により快適で安全な通行の確保を図ります。 

＜全体事業概要＞ 

 ○事業延長 L=1,700m 

 ○事業内容 

  ・舗装工 A=14,400m2 

      ・盛土工 V=6,000m３ 

 ○事業期間 平成２１年度～令和５年度 

＜令和４年度＞ 

 ○舗装工 A=1,200m2      

  切土工 一式 

鹿島台駅 

L=1,700m 

 

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。 

標準横断図 

ＪＲ東北本線 

至 盛岡 

至 仙台 

 現道状況 

完成済L=320m 

完成済L=200m 

一部完成(令和3年11月) 
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現道状況 

標準横断図 

○（主）石巻鹿島台色麻線 小島交通安全施設整備事業 美里町小島地内 

 当路線は、石巻市蛇田を起点とし、大崎市鹿島台を経由し加美郡色麻町に至る、生活・物流等に重要な

役割を担っています。当該区間は、交通量が多い状況にもかかわらず、歩道が未整備で幅員も狭く、通

勤・通学等の歩行者等が危険な状況で通行しているため、 により、快適で安全な

通行の確保を図ります。 

 ＜全体事業概要＞ 

  ○事業延長 L=2,800m 

  ○事業内容 

   ・舗装工   A=12,300m2 

       ・補強土壁工 A=12,600m2 

  ○事業期間 平成2５年度～令和１１年度 

 ＜令和4年度＞ 

  ○載荷盛土 一式 

>сϮ͕ϴϬϬŵ 至 鹿島台駅 

至 石巻 

施工状況(令和3年11月) 
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＜全体事業概要＞ 

○事業延長 L=3,600m 

○事業内容 

 ・掘削工 V=3,700m3 

   ・盛土工 V=5,400m3 

   ・舗装工 A=28,200m2 

○事業期間 平成25年度～令和４年度 

＜令和3，４年度＞ 

○施工延長L=1,500m 

  ・掘削工 V=1,400m3 

  ・盛土工 V=1,500m3 

     ・舗装工  A=12,100m２ 

 ○ （国）１０８号 岡台道路改良事業 大崎市鳴子温泉鬼首中川原～軍沢地内 

 当路線は、石巻市を起点に大崎市鳴子温泉を経由して秋田県由利本荘市に至る、物流や観光振興等に重

要な役割を果たしている国道です。当該区間は、除雪により幅員が狭くなるため、大型車のすれ違いが困

難となることから、 し、円滑な交通の確保を図ります。  

着手前 

② 圏域間の連携・交流拡大を支援する道路整備の推進 

↑秋田県 

 山形県 

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。 

標準横断図 

108号 

岡台道路改良事業 L＝1,500m 

R3，４年度実施 

L＝3,600m 

完了区間 
L＝2,100m 

完成状況（令和4年3月） 

＜全体事業概要＞ 

○事業延長 L=340m 

○事業内容 

 ・道路改良工 Ｌ=340m 

   ・路線測量、道路詳細設計など 一式 

   ・用地買収 一式 

○事業期間 令和２年度～令和６年度 

＜令和４年度＞ 

○測量・設計 

  ・路線測量 一式，用地測量 一式 

 ○ （国）１０８号 田野原道路改良事業 大崎市鳴子温泉鬼首田野原地内 

 当路線は、石巻市を起点に大崎市鳴子温泉を経由して秋田県由利本荘市に至る、物流や観光振興等に重

要な役割を果たしている国道です。当該区間は、岡台地区と近接し、狭隘なＳ字カーブになっており、視

認性が悪く、著しく走行性・安全性が低い区間であることから、 を実施し円滑な交通の確保を  

図ります。 

完成状況（令和4年3月） 
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池月駅 

国道47号 
陸羽東線 至 新庄 

至 古川 

至 花山 

標準横断図 

○（国）４５７号 矢木道路改良事業 大崎市岩出山矢木地内 ＜全体事業概要＞ 

 ○事業延長 L=700m 

 ○事業内容 

  ・掘削工 V=83,000m3 

  ・法面工 A=13,800m２ 

      ・舗装工 A=  5,700m2 

 ○事業期間 平成29年度 

          ～令和7年度 

＜令和４年度＞ 

 ○施工延長 L=380m 

  ・掘削工 V=13,300m3 

  ・植生工 Ａ=３,1４0m2 

 当路線は、一関市の国道４号との分岐点を起点に白石市に至

る、生活・物流及び観光振興等に重要な役割を果たしている国道

です。当該区間は、山地部の急勾配でカーブが連続していること

から、 により円滑で安全な通行を確保します。 

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。 

施工状況（令和３年４月現在） 

道の駅 

 切土状況（Zϰ͘Ϯ末） 

○ （主）古川登米線 大貫道路改良事業 大崎市田尻大貫地内 

 当路線は，大崎市古川休塚を起点とし、登米市登米町に至る、生活・物流のほか救急患者の速やかな搬

送等の役割を担っています。当該区間は、道路幅員が狭いため、大型車のすれ違いが難しく、通学児童や

歩行者の安全確保が不可欠であることから、 により快適で安全な通行の確保と圏域間ネットワー

クの強化を図ります。 

 >сϴϴϬŵ 

至 登米 

至 涌谷 

至 古川 

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。 

標準横断図 

＜全体事業概要＞ 

 ○事業延長   L=880m  

 ○事業内容 

  ・掘削工 V=12,700m3 

  ・盛土工   V=5,000m3 

  ・舗装工 A=6,800m2 

 ○事業期間 平成27年度 

         ～令和５年度 

＜令和４年度＞ 

 ○施工延長 L=６０0m 

  ・路盤工、舗装工  一式 

現道状況 

施工状況（令和４年３月現在） 
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 当管内の道路や河川、砂防施設の管理については、定期的にパトロール等を実施し、

に努めているほか、 を図っています。 

 東日本大震災では橋梁耐震化の有効性が確認され、大規模災害時においては救援・支援路の確保が不可欠

であることから、緊急輸送路及び主要幹線道路等において を推進します。また、完成から長年経

過した橋梁の老朽化対策として、長寿命化計画に基づく し、橋梁機能の維持確保を図ります。      

 ①  橋梁耐震化による機能強化及び機能保全の推進 

敷玉橋測道橋 

■橋梁耐震化事業 

＜全体事業概要＞ 

第３次耐震化計画 

〇事業期間：令和元年度～ 

〇対象橋梁数：22橋 

 （前年度までに３橋完了：14％） 

＜令和４年度＞ 

 ○耐震化工事 ３橋 

 ・追分橋、伊鈴橋、田川橋 

 〇耐震設計  ８ 橋 

 ・片倉木もれび橋、八幡橋、久瀬大橋、伊鈴橋、田川 

 橋、大森沢そよかぜ橋、葉巻沢夕焼け橋、大鏑山びこ橋 

■橋梁長寿命化事業 

＜全体事業概要＞ 

第3次長寿命化計画 

○事業期間：平成27年度～令和10年度 

○対象橋梁数：78橋 

 （前年度までに24橋完了：31%） 

＜令和４年度＞ 

 ○長寿命化工事 １6橋 

 ・小迫橋、新川橋、御伊勢坂橋側道橋、船堀橋側道     

  橋、清浦橋、鳴瀬橋、涌谷大橋、長沖橋、名蓋川橋、 

  名蓋川橋側道橋、新堀橋、美女川南側道橋、清水橋、  

  上郷橋、立堀橋、新檀原橋 

○橋梁補修設計 １３橋 

 ・鳴瀬橋、遠田橋、清浦橋、松の木橋、杉ノ下橋、 

  岩ノ下橋、砂町下橋、堂の沢橋、美女川南側道橋、 

  笹立橋、新川橋、草久橋、諷橋 

■トンネル補修事業等 

＜令和４年度＞ 

 ○トンネル修繕工事 ３箇所 

 ・仙秋鬼首トンネル、大森トンネル、黄金山トンネル 

 ○スノーシェッド等修繕工事 ２箇所 

 ・第1ロックシェッド、末沢スノーシェッド  

 ○歩道橋補修 ３橋 

 ・平渡歩道橋、涌谷薔薇島歩道橋、東川原歩道橋 
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 ○ 管内の国県道管理  

管内の国県道５０路線４７４．９ｋｍについて、管理受託者（週２回）及び

職員（月１回）の や、地域住民からの通報など、様々な方法により

道路施設の状況を把握しながら、適切な管理を行っています。冬期において

は、冬季閉鎖路線を除く４６７.１ｋｍの するほか

を行い、良好な路面状況の確保に努めています。  

また、経済活動の進展に伴う交通量の増加と車両の大型化などにより、路面にクラック（ひびわれ）な

どが多く発生していることから、車両通行の安全を確保するため、これらの損傷に対して

を組み合わせ、効率的な路面管理を令和４年度も行って参ります。 

道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ状況 

道路除雪状況 

②計画的な県道及び河川等の維持管理の推進 

支障木伐採 堆積土砂撤去 

宮城県では、土木部総合情報システムを運用しており、インターネットにより雨量、水位、ダム諸量

などの や 、 などを提供しています。  

◇宮城県土木部総合情報システム ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŽďŽŬƵƐŽƵŐŽƵ͘ƉƌĞĨ͘ŵŝǇĂŐŝ͘ũƉͬŵŝǇĂŐŝͬƐĞƌǀůĞƚͬ'ĂŵĞŶϯϬ^ĞƌǀůĞƚ 

 河川流域情報はスマートフォン版サイトもあります。https://www.dobokusougou.pref.miyagi.jp/miyagi_sp/ 

 ○ 管内の河川管理  

管内の７７河川４９１ｋｍについて、管理受託者や河川巡視員による確認、その他職員により住家近在

地域の なども随時行っており、堤防などの管理施設や河川水の異常などを把握しています。 

また、それらの情報などに基づき、 や 、 や などを行い、河川

の適切な管理に努めています。  

堤防補修 

（一）涌谷三本木線 桑折地区（舗装補修） （一）鳴子小野田線 舗装劣化状況 

 ○ 情報の提供 
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 ・道路クリーンキャンペーン 

  国土交通省では毎年８月を「 」と定めており、全国的に愛護活動等をはじめ道路に

関する様々な行事が実施されています。当事務所では、より良い道路環境の維持を目的に、毎年８月

に宮城県建設業協会大崎支部やスマイルサポーターの皆様と協働で『 』を実

施しています。  

 ・みやぎスマイルサポーター 

   を続けてきた方々やボランティア活動に意欲のある方々に対し

て、支援を行っています。また年１回スマイルサポーターの皆様と を実施していす。 

「道路クリーンキャンペーン」における清掃活動状況（令和３年８月） 

  ◇スマイルサポーターの認定状況（令和４年4月1日現在） 

   スマイルロード：３９団体  スマイルリバー：1１団体 

   違反広告物除去サポーター：１団体 

   

  ◇愛護団体について（令和４年4月1日現在）   

   河川愛護団体：８団体  道路愛護団体：５団体 

 地域の方々に、道路や河川等を身近な公共施設として関心を持っていただくため、地域と行政が連携し、

維持管理など様々な取り組みを推進しています。 

◇堤防除草機械の無料貸出について 

 河川愛護会・みやぎスマイルリバー認定団体では、構成員の減少や高齢化等の課題を抱えている団体

があります。このため、これらの団体が継続して活動できる支援策として、河川堤防の除草作業を効率

的に実施できるよう、平成30年度から県が所有する除草機械を１週間単位で無料貸出する取り組みを

行っております。 

 ・問い合わせ先：北部土木事務所河川砂防第一班 電話：０２２９－９１－０７３６ 

                河川砂防第二班 電話：０２２９－９１－０７４７                              

③  地域等との連携による維持管理   

（※令和２年度と令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しました。） 
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涌谷町中江南地区（入居開始） 

 ① 建築確認等について 

【所管区域】栗原市・加美郡・遠田郡 

・ により、建築物の安全性の確保を図ります。   

   
・大規模地震への備えとして、 により、地域社会 

  の安全確保を推進します。   

 ・建築基準法第１２条の規定による定期報告制度や防災査察を通じ、不特定多数の人が利用する

の指導を行っています。 

 ・都市計画法に基づく により、良好かつ安全な市街地の形成を図ります。 

 ・ に基づく届出制度により、公益的施設のバリアフリー整備を 

  推進します。 

 ・建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律（ ）に基づく建築物、工作物の解体 

  等の計画の届出制度により、コンクリート等建設資材の分別や再資源化を推進します。 

令和３年度 

建築確認申請件数 

建 築 確 認  ６７件 

中 間 検 査  ７件 

完 了 検 査  ５１件 

 ② 道路、河川等の適正な使用について 

   県が管理する道路や河川において、一定の工作物や施設を設置し、継続して使用する場合には、

が必要です。また、 に指定されている区域にお

いて、一定の行為を行う場合には、 を受ける必要があります。             

   について、自然や街並みの美しさを守るとともに、屋外広告物による事故を

防止するため規制等を行っています。 

令和３年度 

占用許可等申請件数 

道 路 占 用  ６８８件 

河 川 占 用  １６４件 

砂防指定地内行為 １８件 

急傾斜地危険区域内行為 １件 

屋外広告物 ４１５件 

◇ブロック塀安全対策等  

  平成３０年度 の結果を踏まえ、フォローアップと改善要請を

行っています。スクールゾーン以外の不適格ブロック塀等も建築確認や検査等を通じて助言・指導を行い、耐

震性の確保を推進します。 

◇建築相談窓口 

 建築相談窓口を設置し、 を随時行っています。 



-２０- 

 

涌谷町中江南地区（入居開始） 

 ③ 建設業の許可について 

   知事許可に該当する建設業の許可申請を受け付けています。 （所管区域：大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡）  

◇お知らせ 

◇ 全ての建設業許可申請は予約制になります。（予約は先着順です） 

（変更届、許可証明は予約の必要はありません） 

・予約電話 ０２２９－９１－０７３１（電話か来庁により受付します） 

・予約受付時間 ９時～１１時30分、１３時３０分～１６時３０分 

 ◇ 建設業許可申請等については，下記HP内「建設業許可の手引き（令和3年９月改正版）」を

ご確認ください。 

  ※宮城県土木部事業管理課HP 

 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/  

 ④ お問い合わせ先について 

  当事務所において取り扱う事業等への問い合わせ先は、以下のとおりです。 

 県管理の国県道や河川、砂防施設における工事、道路や河川等における施設等の維持や占用、建築確認等 

 の申請の際にそれぞれ担当窓口がございますので、ご確認のうえご連絡ください。 

令和３年度 

建設業許可申請件数 

新規  ２３ 件 

業種追加 ２５ 件 

更新 ２３８ 件 

許可証明書の交付 ３９ 件 

■総務班 建設業許可・所内庶務など             ☎０２２９－９１－０７３１ 

■経理班 建設工事等の入札・契約など            ☎０２２９－９１－０７６７ 

■用地班 事業等に伴う用地の買収及び登記、補償業務など   ☎０２２９－９１－０７３３ 

■行政班 道路や河川等の占用許可、屋外広告物の許可事務など ☎０２２９－９１－０７３２ 

■道路管理班 県管理の国県道における維持管理、補修など   ☎０２２９－９１－０７３４ 

■道路建設第1班 県管理の国県道の建設事業や都市計画事業など 

（大崎市東部、遠田郡）☎０２２９－９１－０７３５ 

■道路建設第２班 県管理の国県道の建設事業や都市計画事業など 

（大崎市西部、加美郡）☎０２２９－９１－０７４８ 

■河川砂防第1班 河川改修事業や砂防施設整備及び維持管理など 

（北上川水系、高城川水系、定川水系）☎０２２９－９１－０７３６ 

■河川砂防第２班 河川改修事業や砂防施設整備及び維持管理など 

（鳴瀬川水系）☎０２２９－９１－０７４７ 

■建築班 建築基準法に基づく建築確認・検査や都市計画法に基づく開発許可など 

☎０２２９－９１－０７３７ 





  

※表紙写真は、管内市町から提供を受けています。 

むすび丸 

（宮城県） 

みさとまちこちゃん 

（美里町） 

パタ崎さん 

（大崎市） 

城山の金さん 

（涌谷町） 

カミーゴ 

（加美町） 

カッペイ君 

（色麻町） 
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