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平成２７年９月関東・東北豪雨による被害状況等について（第１４報） 

平成 27 年 10 月 16 日（金）12 時 00 分現在 

 

１．公共土木施設の被害状況 

単位：千円 

工種 県所管分 市町村所管分 合計 

箇所 概算被害額 箇所 概算被害額 箇所 概算被害額 

道路 128 1,001,429 150 1,597,205 278 2,598,634

橋梁 1 300,000 5 355,000 6 655,000

河川 496 13,857,450 109 1,240,120 605 15,097,570

海岸 0 0 0 0 

ダム 6 48,400 6 48,400

砂防 10 256,300 10 256,300

急傾斜地 1 1,000 1 1,000

下水道 3 53,100 11 39,780 14 92,880

公園 1 700 8 141,704 9 142,404

都市災 0 0 2 13,000 2 13,000

港湾 0 0 0 0 

県営住宅 0 0 0 0 

その他 1 100 0 0 1 100

合計 647 15,518,479 285 3,386,809 932 18,905,288

※現時点での概算被害額であり，今後の調査により変動する。（調査率：約９８％） 

 

２．土木部関係の被害状況 

① 道路通行規制 

（県管理） 

道路種別 規制箇所数 うち規制中 

一般国道（指定区間外） 12 箇所 (全面 11 箇所) 2 箇所 (全面 0 箇所) 

主要地方道 25 箇所 (全面 19 箇所) 1 箇所 (全面 0 箇所) 

一般県道 27 箇所 (全面 21 箇所) 3 箇所 (全面 1 箇所) 

合計 64 箇所 (全面 51 箇所) 6 箇所 （全面 1 箇所） 

 

被害の状況 規制箇所数 うち規制中 

事前通行規制 7 箇所 (全面 7 箇所) 0 箇所 (全面 0 箇所) 

冠水 26 箇所 (全面 22 箇所) 0 箇所 (全面 0 箇所) 

土砂崩れ 22 箇所 (全面 16 箇所) 4 箇所 (全面 1 箇所) 

落石・倒木 2 箇所 (全面 2 箇所) 0 箇所 (全面 0 箇所) 

舗装損傷 2 箇所 (全面 1 箇所) 0 箇所 (全面 0 箇所) 

法崩れ 4 箇所 (全面 2 箇所) 2 箇所 (全面 0 箇所) 

落橋 1 箇所 (全面 1 箇所) 0 箇所 (全面 0 箇所) 

合計 64 箇所 (全面 51 箇所) 6 箇所 （全面 1 箇所） 

  詳細は別紙のとおり（１０月１４日９時００分現在） 

 

 (市町村管理)  

  ・４７路線 ４７箇所 （１０月１３日１２時現在） 

平成 27 年 10 月 16 日

土 木 部
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② 道路被害状況 

（県管理）   

  道路  ３８路線 １２８箇所 

  橋梁   １路線  １箇所 （落橋：（主）栗駒岩出山線 熊川橋） 

 

（市町村管理） 

  道路  １２１路線 １５０箇所 

  橋梁   ５路線  ５箇所 （うち橋梁流出 １橋：（市）絵図沢
え ず さ わ

１号線 下鵙目
し も も ず め

橋） 

 

③ 河川被害状況 

（県管理河川） 

    被災  １００河川 ４９６箇所 （うち破堤 １１河川 ２３箇所） 

    ※調査継続中 

 

（破堤箇所） 破堤した２３箇所の全箇所で応急工事が完了 

・渋井川（大崎市古川西荒井）で左岸３箇所破堤 → 9/16 応急仮工事完了（国） 

・二迫川（栗原市築館及び鶯沢）で２箇所破堤 → ２箇所で応急仮工事済み 

・芋埣川（栗原市一迫及び栗駒）で５箇所破堤 → ５箇所応急仮工事済み 

・渋川（大崎市古川南沢，保柳及び矢目）で３箇所破堤 → ３箇所応急仮工事済み 

・名蓋川（大崎市古川矢目）で３箇所破堤 → ３箇所仮応急済み 

・西川（大和町鶴巣）で破堤 → 応急仮工事済み 

・善川（大和町落合）で破堤 → 応急仮工事済み 

・田川（加美町小泉）で破堤 → 応急仮工事済み 

・出来川（名鰭越流堤）で破堤 → 応急仮工事済み 

・身洗川（大和町落合）で２箇所破堤 → ２箇所で応急仮工事済み 

・小西川（大和町鶴巣）で破堤 → 応急仮工事済み 

 

（市町村管理河川） 

５５河川 １０９箇所 

※調査継続中 

 

④ 海岸施設 

  ・被災なし 

 

⑤ ダム 

（洪水調節） 

・洪水調節終了ダム：１４ダム 

（惣の関ダム，漆沢ダム，上大沢ダム，二ツ石ダム，小田ダム，荒砥沢ダム， 

樽水ダム，宮床ダム，七北田ダム，化女沼ダム，大倉ダム，南川ダム，花山ダム，

長沼ダム） 

 

（被害状況） 

   ・３ダム ３箇所 （流木異常堆積１箇所，崩土１箇所，分電盤更新１箇所） 

・水位計 ３箇所 （市名坂，小角，郷六） 
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⑥ 砂防施設 

 （被害状況） 

・砂防施設 １０箇所  

・急傾斜地崩壊防止施設 １箇所 

 （その他） 

・民家等の崩土被害 大崎市岩出山 外４３箇所 

・地すべり 白石市越河平 １箇所 

※調査継続中 

 

⑦ 下水道施設被害状況 

 （県管理） 

  ・被災 ３箇所 

    うち 自家発電設備 水没 １箇所 

吉田川流域下水道（大和町） 

 

 （市町村管理） 

  ・被災 １１箇所 

    うち 分電盤水没 ９箇所 

      公共下水道（大郷町，大和町３箇所，名取市，大衡村２箇所，大崎市２箇所） 

 

⑧ 空港施設 

  ○仙台空港アクセス鉄道 

・被災なし 

  ○仙台空港 

・被災なし 

 

⑨ 港湾施設 

  ・被災なし 

 

⑩ 都市施設 

  （県管理施設被害状況） 

   ・被災 １公園 （総合運動公園） 

  （市町村管理施設） 

   ・被災 ６公園８箇所 （大衡村，富谷町，大崎市，加美町，名取市） 

        ２施設 （防災調整池 大和町） 

   ※調査継続中 

 

⑪ 県営住宅 

  ・被災なし 

 

⑫ その他施設 

  ・こども病院改修工事（仙台市青葉区）において，工事用仮設壁から漏水発生。 

  →止水については完了済み。復旧作業完了。 

 

 

３．土木部関連防災協定要請状況 

   ・９団体に要請済み 

 

                                               － 以上 －  



道路交通規制状況 （  9月8日の大雨による通行規制　） （第　50　報）
は，通行規制の解除を示します。 （規制原因）

9 時00分 現在

番号事務所 前回との 道路 路  線  名 交通規制の原因 交   通   規   制   状   況 備          考

変更箇所 種別 種別 有無

1 大河原 国 286号 全面通行止め 平成27年9月8日 16:00 平成27年9月12日 13:00 有

2 大河原 国 349号
 全面通行止め
片側交互通行

 平成27年9月8日
 平成27年9月12日
平成27年9月18日

20:00
10:00
16:00

未定 有

3 大河原 主 白石柴田線 全面通行止め 平成27年9月8日 20:00 平成27年9月11日 14:45 有

4 大河原 一 青根蔵王線 全面通行止め 平成27年9月9日 11:30 平成27年9月11日 15:30 有

5 大河原 主 白石上山線 全面通行止め 平成27年9月9日 20:00 平成27年9月11日 15:30 有

6 北部 国 347号 全面通行止め
 平成27年9月10日
平成27年9月12日

11:00
12:00

平成27年9月14日 11:00 有

7 北部 主 上鬼首線 全面通行止め
 平成27年9月10日
 平成27年9月12日
平成27年9月12日

18:00
12:00
17:00

平成27年9月16日 15:00 有

8 栗原 一 岩入一迫線 全面通行止め
 平成27年9月10日
平成27年9月12日

17:00
12:00

未定 有

9 栗原 国 398号 全面通行止め 平成27年9月10日 18:00 平成27年9月12日 12:00 有

10 大河原 国 113号 全面通行止め 平成27年9月10日 21:20 平成27年9月10日 23:10 有

11 仙台 一 桝沢吉岡線 全面通行止め
平成27年9月10日
平成27年9月12日

22:15
12:00

平成27年9月12日 17:00 無

12 大河原 国 349号 全面通行止め 平成27年9月10日 22:30 平成27年9月15日 14:30 有

13 大河原 主 白石上山線 全面通行止め 平成27年9月10日 23:45 平成27年9月10日 16:00 有

14
大河原
仙台

主 岩沼蔵王線 全面通行止め
平成27年9月11日
平成27年9月12日

0:30
12:00

平成27年9月15日 17:00 有

15
大河原
仙台

一 名取村田線 全面通行止め 平成27年9月11日 0:30 平成27年9月11日 15:00 有

16 大河原 一 上代寺前線 全面通行止め 平成27年9月11日 0:00 平成27年9月12日 13:00 有

17 大河原 主 白石丸森線 全面通行止め 平成27年9月11日 0:00 平成27年9月12日 9:00 有

18 大河原 一 越河角田線 全面通行止め 平成27年9月11日 0:50 平成27年9月11日 15:30 有

19 仙台 主 岩沼蔵王線 全面通行止め 平成27年9月11日 1:00 平成27年9月11日 7:50 有

20 大河原 主 丸森柴田線 片側交互通行 平成27年9月11日 2:00 平成27年9月12日 10:00 有

21 栗原 国 457号 片側交互通行 平成27年9月11日 1:40 平成27年9月11日 11:10 有

22 大河原 一 川前白石線 全面通行止め 平成27年9月11日 2:50 平成27年9月12日 13:00 有

23 栗原 一 文字下細倉線 全面通行止め 平成27年9月11日 1:40 平成27年9月12日 17:00 有

24 栗原 一 真山高清水線 全面通行止め 平成27年9月11日 2:15 平成27年9月11日 8:00 有

25 栗原 国 457号
 全面通行止め
片側交互通行

平成27年9月11日
平成27年9月13日

2:25
12:00

平成27年9月14日 16:00 有

26 仙台 一 加瀬沼公園線 全面通行止め 平成27年9月11日 3:20 平成27年9月12日 5:00 有

27 栗原 国 457号 全面通行止め 平成27年9月11日 2:40 平成27年9月11日 8:00 有

28 栗原 主 築館登米線 全面通行止め 平成27年9月11日 3:25 平成27年9月12日 8:00 有

29 栗原 主 古川一迫線 全面通行止め 平成27年9月11日 3:50 平成27年9月11日 10:20 有

30 栗原 主 築館栗駒公園線 全面通行止め 平成27年9月11日 3:50 平成27年9月11日 17:00 有

31 仙台 主 塩釜七ヶ浜多賀城 全面通行止め 平成27年9月11日 5:10 平成27年9月11日 12:30 有

32 仙台 主 塩釜吉岡線 片側交互通行
平成27年9月11日
平成27年9月12日

6:00
12:00

平成27年9月13日 16:00 有 町道

33 仙台 主 仙台三本木線 片側交互通行 平成27年9月11日 6:10 平成27年9月12日 10:00 有

34 大河原 国 113号 全面通行止め 平成27年9月11日 6:00 平成27年9月12日 5:00 有

35 大河原 主 亘理大河原川崎線 片側交互通行 平成27年9月11日 5:30 平成27年9月11日 10:00 有

36 大河原 一 寄井蔵王線 全面通行止め 平成27年9月11日 6:30 平成27年9月12日 8:30 有

37 栗原 解除 主 栗駒岩出山線 全面通行止め 平成27年9月11日 2:40 平成27年10月15日 10:00 有栗原市鶯沢袋島巡前
 冠水・落橋
落橋

(国)457号
(国)4号

規制延長1.0ｋｍ
熊川橋落橋
仮橋で解放

角田市君萱田中下
～　角田市君萱玉の木

冠水 (一)角田柴田線 規制延長0.2ｋｍ

村田町字鴻ノ巣
～　蔵王町大字塩沢字八前

落石・倒木
(主)岩沼蔵王線
(主)蔵王大河原線

規制延長0.5ｋｍ

大和町落合舞野
～　大和町落合相川

冠水 町道 規制延長0.2ｋｍ

角田市高倉字舘東
～　白石市犬卒都婆

冠水
(国)４号
町道 規制延長8.8ｋｍ

七ヶ浜町金色
～　七ヶ浜町長須賀

冠水 町道 規制延長1.5ｋｍ

大和町鶴巣北目大崎
～　大和町落合舞野

 冠水
法崩れ

規制延長2.3ｋｍ
12日10:00片交切替

栗原市一迫柳目南新田 冠水 町道 規制延長0.1ｋｍ

栗原市栗駒芋埣学校前（芋埣橋） 冠水 町道 規制延長0.1ｋｍ

栗原市鶯沢南郷辻前 冠水 町道 規制延長0.1ｋｍ

栗原市築館照越（玉萩橋～大沢橋） 冠水 町道 規制延長0.3ｋｍ

 栗原市一迫小僧～大崎市岩出山上宮
栗原市一迫字西沢地内

土砂崩れ 町道
 規制延長2.5ｋｍ
規制延長0.1ｋｍ

宮城郡利府町加瀬字新大友
～　宮城郡利府町利府字新谷

冠水 町道 規制延長0.3ｋｍ

栗原市栗駒下山神 土砂崩れ 市道 規制延長0.2ｋｍ

栗原市高清水五輪山田（国道４号交差部） 冠水
(国)４号
町道 規制延長0.2ｋｍ

栗原市鶯沢南郷五輪原（森下住宅山側） 土砂崩れ 町道 規制延長0.1ｋｍ

伊具郡丸森町字登花東
～　伊具郡丸森町字大釜西

土砂崩れ
越河角田線
町道 規制延長1.0ｋｍ

岩沼市字新河原
～　岩沼市字雲井

冠水 愛島名取線 規制延長1.2ｋｍ

角田市坂津田字中
～　角田市平貫字下

冠水 町道 規制延長1.5ｋｍ

伊具郡丸森町字川前
～　伊具郡丸森町字片倉

落石・倒木 (国)113号 規制延長1.6ｋｍ

伊具郡丸森町大張大蔵池の入
～　角田市小田字中島

冠水 (国)113号 規制延長5.0ｋｍ

名取市高舘川上五性寺
～　柴田郡村田町菅生字内田61-3

事前通行規制
(国)286号
仙台村田線

規制延長7.2ｋｍ

角田市高倉字寛明院
～　伊具郡丸森町大張大蔵字上代

土砂崩れ (国)113号 規制延長4.5ｋｍ

刈田郡蔵王町遠刈田温泉字棚村道下
～　刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂

土砂崩れ
国道457号
蔵王川崎線

規制延長3.0ｋｍ

岩沼市志賀字大師11（大師温泉入口）
～　柴田郡村田町小泉字北姥ケ懐3-1

 事前通行規制
土砂崩れ

(国)4号
亘理大河原川崎線

規制延長4.1ｋｍ

黒川郡大和町吉田桝沢（県道起点）
～　黒川郡大和町吉田字欠入西

 事前通行規制
土砂崩れ

規制延長3.7ｋｍ

伊具郡丸森町舘矢間
～　伊具郡丸森町片倉

土砂崩れ
(国)113号
白石丸森線

規制延長4.0ｋｍ

栗原市花山本沢温湯
～　栗原市花山字湯浜（秋田県境）

事前通行規制
(国)47号
(国)108号
(国)457号

規制延長14.4ｋｍ

白石市不澄ヶ池
～　白石市大畑一番

冠水 町道 規制延長0.3ｋｍ

大崎市鳴子温泉鬼首花立峠(山形県境)
～　大崎市鳴子温泉鬼首小向原

 事前通行規制土砂崩れ
(国)47号
(国)108号

規制延長4.4ｋｍ
14日12:00　宮城県側

大崎市鳴子温泉鬼首字岩入
～　栗原市花山字草木沢角間

 事前通行規制
土砂崩れ

(国)47号
(国)108号
(国)457号

規制延長13.1ｋｍ

刈田郡蔵王町（エコーライン分岐）
～　刈田郡七ヶ宿町（山形県境）

事前通行規制 (国)113号 規制延長12.2ｋｍ

加美郡加美町外川（山形県境）
～　加美郡加美町筒砂子

 事前通行規制 土砂崩れ (国)47号 規制延長11.3ｋｍ

白石市白川内親
～　白石市小下倉

事前通行規制 (国)4号 規制延長0.6ｋｍ

柴田郡川崎町前川
～　刈田郡蔵王町倉石（エコーライン分岐）

事前通行規制
(国)457号
(主)白石上山線

規制延長8.4ｋｍ

柴田郡川崎町字今宿笹谷
～　山形県境

事前通行規制 (国)113号 規制延長6.8ｋｍ

伊具郡丸森町川前
～　伊具郡丸森町大張川張

 事前通行規制
土砂崩れ

(主)白石丸森線
(一)越河角田線
(一)川前白石線

規制延長5.3ｋｍ
大型車迂回措置

理   由　等 規制日時 解除予定日時 解除日時 路 線 名

平成27年10月14日 大雨 宮城県土木部道路課

箇  所  名 迂 回 路



番号事務所 前回との 道路 路  線  名 交通規制の原因 交   通   規   制   状   況 備          考

変更箇所 種別 種別 有無理   由　等 規制日時 解除予定日時 解除日時 路 線 名

箇  所  名 迂 回 路

38 栗原 主 築館栗駒公園線
 全面通行止め
片側交互通行

 平成27年9月11日
平成27年9月18日

16:00 未定 有

39 仙台 国 457号 全面通行止め 平成27年9月11日 4:00 平成27年9月11日 5:00 無

40 仙台 主 仙台空港線 全面通行止め 平成27年9月11日 4:00 平成27年9月11日 10:00 無

41 仙台 主 石巻鹿島台大衡線 全面通行止め 平成27年9月11日 7:00 平成27年9月11日 11:30 無

42 仙台 一 小牛田松島 片側交互通行 平成27年9月11日 7:00 平成27年9月12日 12:00 有

43 大河原 一 丸森梁川線 全面通行止め 平成27年9月11日 9:40 平成27年9月14日 16:00 有

44 北部 一 岩出山宮崎線 全面通行止め 平成27年9月11日 6:00 平成27年9月13日 10:00 有

45 北部 一 鳴子小野田線 片側交互通行 平成27年9月11日 6:00 未定 無

46 栗原 主 中田栗駒線 全面通行止め 平成27年9月11日 9:25 平成27年9月12日 14:00 有

47 栗原 一 文字下細倉線 全面通行止め 平成27年9月11日 7:50 平成27年9月18日 11:00 有

48 仙台 一 大衡駒場線 全面通行止め 平成27年9月11日 9:00 平成27年9月11日 13:30 有

49 仙台 一 竹谷幡谷線 全面通行止め 平成27年9月11日 10:00 平成27年9月11日 15:00 有

50 仙台 主 鹿島台鳴瀬線 全面通行止め 平成27年9月11日 10:00 平成27年9月11日 18:30 有

51 仙台 一 大和幡谷線 全面通行止め 平成27年9月11日 12:20 平成27年9月12日 17:00 無

52 大河原 主 亘理大河原川崎線 全面通行止め 平成27年9月11日 11:00 平成27年9月11日 16:30 有

53 大河原 一 大河原高倉線
 全面通行止め
片側交互通行

 平成27年9月11日
平成27年9月19日

6:00
16:00

未定 有

54 北部 一 上小野田線 片側交互通行 平成27年9月11日 6:00 平成27年9月15日 16:00 無

55 北部 一 鳴子小野田線
 全面通行止め
片側交互通行

平成27年9月11日
平成27年9月12日

6:00
8:00

平成27年9月12日 13:00 無

56 北部 主 栗駒岩出山線 片側交互通行 平成27年9月11日 10:00 平成27年9月12日 13:00 無

57 北部 一 小野田三本木線 片側交互通行 平成27年9月11日 5:30 平成27年9月12日 7:30 無

57 北部 主 古川一迫線 片側交互通行 平成27年9月11日 10:05 平成27年9月14日 12:00 無

59 北部 一 鳴子小野田線 全面通行止め
平成27年9月11日
平成27年9月12日

6:00
12:00

平成27年10月3日 9:00 無

60 北部 一 坂本古川線 冠水 全面通行止め 平成27年9月11日 20:50 平成27年9月12日 12:00 有

61 大河原 一 越河角田線 舗装損傷 全面通行止め 平成27年9月12日 9:00 平成27年9月12日 17:00 有

62 仙台 主 大和松島線 法崩れ 片側交互通行 平成27年9月12日 9:00 平成27年9月17日 14:30

63 北部 一 小野田三本木線 土砂崩れ 片側交互通行 平成27年9月12日 17:00 平成27年9月15日 17:00 平成27年9月15日 16:10

64 大河原 国 349号
 全面通行止め
片側交互通行

平成27年9月14日
平成27年9月１８

16:00 未定 有

　 　 　 道路種別 　

一般国道(指定区間外) 12個所 (全面11個所） 2個所 (全面0個所）

主要地方道 25個所 (全面19個所） 1個所 (全面0個所）

一般県道 27個所 (全面21個所） 3個所 (全面1個所）

合計 64個所 (全面51個所） 6個所 (全面1個所）

　 　 　 被害の状況 　

事前通行規制 7個所 (全面7個所） 0個所 (全面0個所）

冠水 26個所 (全面22個所） 0個所 (全面0個所）

土砂崩れ 22個所 (全面16個所） 4個所 (全面1個所）

落石・倒木 2個所 (全面2個所） 0個所 (全面0個所）

舗装損傷 2個所 (全面1個所） 0個所 (全面0個所）

法崩れ 4個所 (全面2個所） 2個所 (全面0個所）

落橋 1個所 (全面1個所） 0個所 (全面0個所）

合計 64個所 (全面51個所） 6個所 (全面1個所）

規制箇所数 うち規制中

規制箇所数 うち規制中

大崎市三本木斉田 規制延長0.01km

福島県境
～　丸森町耕野字登花東

法崩れ
町道、(一)丸森梁川線、
（一)川前白石線

規制延長2.7km
大型車迂回措置

丸森町耕野字大場平下地内
～　丸森町耕野字山下西地内

(国)4号，(一)川前白石
線，(一)越河角田線 規制延長0.4km

大和町北目大崎 規制延長0.03km

大崎市鳴子温泉向山
 冠水
舗装損傷

規制延長1.0ｋｍ

大崎市古川中沢字要害
(一)中新田三本木線
　(国)347号 規制延長1.0ｋｍ

大崎市三本木桜舘 冠水 規制延長0.3ｋｍ

大崎市古川前田 土砂崩れ 規制延長0.02ｋｍ

加美町北川内 土砂崩れ 規制延長0.6ｋｍ

大崎市岩出山真山 土砂崩れ 規制延長0.03ｋｍ

角田市高倉字新町
～　角田市高倉字打越

 土砂崩れ
法崩れ

角田市道 規制延長0.45ｋｍ

加美町宮崎字湯の倉 土砂崩れ 規制延長0.02ｋｍ

大和町落合報恩寺
～　大和町落合三ヶ内

冠水 規制延長2.2ｋｍ

村田町沼辺字寄居
～　村田町字一本杉

冠水
町道
（主）亘理村田線 規制延長1.7ｋｍ

松島町竹谷（二子屋橋）
～　松島町竹谷

冠水 (国）346号 規制延長1.0ｋｍ

 美里町町境～東松島市境
松島町竹谷～東松島市境

冠水
(国)4号
13:00区間縮小

 規制延長3.1ｋｍ
規制延長0.5ｋｍ

栗原市鶯沢四ツ倉 土砂崩れ (国)457号 規制延長0.1ｋｍ

大衡村古舘前
～　大衡村字竹ノ内前

冠水 (国)4号 規制延長0.5ｋｍ

加美町北川内 土砂崩れ 規制延長0.2ｋｍ

栗原市栗駒里谷下沖
～　栗原市金成沢辺神林前

冠水 (一)湯島栗駒線 規制延長3.0ｋｍ

丸森町字大川口
～　丸森町字峠坂下

土砂崩れ
(主)白石丸森線
(一)越河角田線
(一)川前白石線

規制延長10.4ｋｍ

加美町白子田下多田 土砂崩れ
(国)457号
(一)柳沢中新田線 規制延長2.0ｋｍ

大郷町大松沢字泥畑地内 冠水 規制延長0.1ｋｍ

大郷町山崎字熊ノ堂地内 冠水
(主)利府松山線
11月16:50規制切替 規制延長0.2ｋｍ

大衡村大童地内 冠水 規制延長0.3ｋｍ

岩沼市下野郷字新宅地内 冠水 規制延長0.5ｋｍ

 栗原市栗駒沼倉放森（玉山大橋）～栗原市岩鏡
 平
栗原市栗駒沼倉西沼ヶ森（ 洞万橋県道栗駒平泉
線交差点）～栗原市栗駒沼倉耕英東（市道馬場
駒ノ湯線交差点）

土砂崩れ

市道馬場駒ノ湯線
 11日23:00区間縮小
15日15:15区間延長

 規制延長15.0ｋｍ
 規制延長5.5ｋｍ
規制延長7.4km
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