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大江川は住宅地が密集し，異常降雨時には甚大な浸水被害が発生しておりました。
このため，県では国道4号の西側に新たな河川（捷水路）を整備し，市街化の形成と合わ

せた河川改修事業を実施してまいりました。
このたび，上流整備区間において洪水を捷水路に流下させる大江川可動堰及び関連施設が

完成し，施設の供用開始と共に，本事業が完了いたしました。
これにより，捷水路周辺の市街地の円滑な雨水排水機能の確保及び現大江川周辺の浸水被

害の軽減が図られます。

○大江川床上浸水対策特別緊急事業（大崎市古川竹ノ内地内）

お問い合わせ ： 河川砂防第二班 0229-91-0747

位置図

＜事業概要＞

○事業延長 L=1,000m

○事業内容

・捷水路整備

・橋梁工 ４基

・ＪＲ函渠 １基

・分水施設（可動堰・水門）

・用地買収及び建物補償

○事業期間 平成2８年度～令和３年度

○事業費 約２６億円

１．令和３年度 事業完了箇所について

令和３年度の取組状況について

※イメージ図

大江川可動堰大江川水門

※大江川可動堰完成写真
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（主）河南築館線の被災状況

お問い合わせ ： 河川砂防第一班 0229-91-0736

１．令和３年度 事業完了箇所について

○ 素山地区の急傾斜地崩壊対策事業

本事業箇所である美里町素山地区は，急傾斜地に家屋が隣接しており，地震による被害や豪雨によ
る土砂災害が懸念されていました。
急傾斜地崩壊防止施設の整備は本来，がけの所有者や管理者等が実施することを原則としていま

すが，自らの施工が困難あるいは不適当な場合，「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法
律」に基づき，急傾斜地崩壊危険区域に指定のうえ，県が施設の整備を行っています。
地元の方々や美里町の協力も頂きながら，平成11年に急傾斜地崩壊危険区域に指定を行い，順次

着工し一時休止期間を経て，このたび，令和3年12月15日に法枠工・鉄筋挿入工工事が完成し，素
山地区の急傾斜地崩壊対策事業が完了しました。

位置図

事業箇所

完成写真

事業概要

・事業年度 平成１０年度～令和３年度
・総事業費 約１億３千万円

工事概要
・全体延長 L= １３０m
・吹付法枠工 A= １，２００m2
・鉄筋挿入工 Ｎ= ２６０本
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（主）河南築館線の被災状況

お問い合わせ ： 道路建設第一班 0229-91-0735

１．令和３年度 事業完了箇所について

○（主）河南築館線 コラボ事業(地域連携・協働事業) 待避所設置

位置図
■事業概要
・事業年度 平成29年度～令和3年度
・事業内容 退避所設置 N=８箇所
・総事業費 ２８百万円

■事業経過
・平成29年度～令和元年度

検討会(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ5回)
・令和２年度 用地買収
・令和３年度 待避場設置工事

着 手 前 完 成

大崎市田尻宝森地内から北長根地内にかけての約1.8kmは，道路幅員が3.0m未満と狭く，車両の
すれ違いが困難なため，地域住民等から安全で快適に走行できるように，道路改良への要望や関心が
高まっていました。このため，地域代表者や関係機関等で構成する検討会を設置し，当面の対策等に
ついて，平成30年2月7日に第１回検討会(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)を開催し，工事着工までの間に検討会を５回実
施しました。そして，令和２年度に用地買収，令和３年４月から工事を実施し，このたび，８箇所の
退避所の整備が完了し，令和４年２月１０日に供用開始しました。
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（主）河南築館線の被災状況

お問い合わせ ： 道路建設第一班 0229-91-0735

１．令和３年度 事業完了箇所について

○（主）河南築館線 コラボ事業(地域連携・協働事業) 待避所設置

現地確認

意見交換会

大崎市田尻大貫地区の皆さんと，平成30年2月7日に第１回検討会(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)を開催したこと
から始まり，工事着工までの間に検討会を５回実施してきました。令和２年度に用地買収，令和
３年４月に工事着工し，令和４年２月１０日に８箇所の退避所の整備が完了しました。
令和４年３月１６日に，完成報告を兼ねた第６回検討会を開催し，これまでの事業経過や工事

概要について，工事監督職員から説明を行い，実際に完成した待避所を検討員の皆さんと歩いて
見ました
その後，今回のコラボ事業で「良かったこと」「悪かったこと」等について意見交換を実施し

ました。概ね皆さんから，高評価の感想を頂くことが出来ました。
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（主）河南築館線の被災状況

２．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（２２０５）

令和元年東日本台風(台風19号)により被災した９８箇所の土木施設の３月末時点において，多く
の復旧工事が完了しました。完成率は77.6％であります。残る２２箇所の復旧については，令和４
年度上半期の完成を目途に，工事の進行管理を徹底して参ります。

復旧完了（１０月）着工前（４月）

・保野川（２２９６）

復旧完了（１２月）着工前（４月）

工種
査定決定

件数

現場完了

件数
完成率

北部土木 計 98 76 77.6%

道路（橋梁含む） 8 7 87.5%

河川 87 67 77.0%

砂防 3 2 66.7%

１）完成状況（R4.3月末）

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 29 7 2 17 2 0 19

率（％） 71% 100% 100% 85% 67% 0% 79%

２）管内市町別の完成状況

加美町



着工前（４月）

６

・花川（２２６５）

（主）河南築館線の被災状況

２．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（2月）着工前（４月）

・広長川（２４２３）

復旧完了（３月）着工前（４月）

・多田川（２２２４）

復旧完了（１月）



着工前（４月）
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・田川（２３１１）

（主）河南築館線の被災状況

２．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（１月）着工前（４月）

・鹿又川（２５０３）

復旧完了（１２月）着工前（４月）

・新堀川（２４７１）

復旧完了（３月）



着工前（写真）４月

８

・ （主）河南築館線（２００５）

（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

・国346号 （小里）

復旧完了（３月）着工前（４月）

復旧完了（３月）

着工前（写真）４月

・国346号 （猿手山）

復旧完了（１月）



９

・（主）古川登米線 大貫道路改良事業

（主）河南築館線の被災状況

３．令和３年度の主な事業箇所の進捗状況について

整備中（３月末）舗装工着工前（６月）

整備中（３月末）橋台基礎工事着工前（1月）

・都市計画道路 稲葉小泉線

整備中（３月末）工事用道路，サンドマット工着工前（４月）

・都市計画道路 並柳福浦線
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・（国）４５７号 矢木道路改良事業

（主）河南築館線の被災状況

３．令和３年度の主な事業箇所の進捗状況について

整備中（３月末）着工前（写真）４月

・北目交通安全施設整備事業（歩道設置）

歩道設置完了（３月）着工前（４月）

上流側の高覧補修完了（３月）着工前（４月）

迂回路の仮橋の設置状況

・（一）涌谷田尻線 涌谷大橋橋梁補修
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（主）河南築館線の被災状況

３．令和３年度の主な事業箇所の進捗状況について

補修完了（１２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

完了（３月）着工前（４月）

・維持管理（舗装補修） （主）仙台三本木線 大崎市三本木

水門整備 施工中（３月）着工前（４月）

・渋井川大規模特定河川事業
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（主）河南築館線の被災状況

３．令和３年度の主な事業箇所の進捗状況について

完了（３月）着工前（４月）

完了（３月）着工前（４月）

完了（３月）着工前（４月）

迂回路の仮橋の設置状況

・渋井川 堤防補強

・出来川河川改修事業

・大江川 堆積土砂掘削
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（主）河南築館線の被災状況

４．冬期における通行の安全確保について

・（国）３４７号 鍋越峠

・冬期間におけるその他の対策

冬期の県道等の通行において，降雪や路面凍結時には除雪及び融雪作業を行い，道路利用者の安
全と良好な路面状況の確保に努めているところです。
また，国道３４７号鍋越峠については，平成２８年１２月から通年通行(午前7時～午後7時)が出

来るようなっており，宮城県及び山形県と相互連携し，冬道の安全確保に努め，冬期においても地
域間交流が可能となりました。

除雪状況

融雪材散布状況

・（国）１０８号 鬼首道路

除雪状況

防雪柵組立状況 注意喚起看板
設置状況
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■団体名 株式会社環境開発公社エムシーエム
■代表者 本郷 輝朗
■認定日 令和３年５月２０日
■活動場所 （一）岩出山上蝦沢線（大崎市岩出山）

株式会社環境開発公社エムシーエムのみなさん

お問い合わせ ： 行政班 0229-91-0732

株式会社富士電工のみなさん

■団体名 株式会社飯島ショートステイしらとり
■代表者 橋本 正弘
■認定日 令和３年８月２３日
■活動場所 （一）涌谷三本木線（大崎市三本木）

株式会社飯島ショートステイしらとりのみなさん

■団体名 昱機電株式会社
■代表者 中川 崇
■認定日 令和３年１０月１日
■活動場所 （主）仙台三本木線、（一）中新田三本木線

（大崎市三本木）

昱機電株式会社のみなさん

■団体名 株式会社富士電工
■代表者 門脇 基
■認定日 令和３年４月２０日
■活動場所 （主）古川松山線（大崎市古川）

５．令和３年度に「スマイルサポーター」となられた団体の紹介
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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

令和３年度にスマイルロードサポーター
として，５団体の皆さんが当事務所管内で新
たに活動していただくこととなりました。これ
でスマイルロードサポーターが４０団体，スマ
イルリバーが１１団体となり，多くの皆さんに
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 ： 建築班 0229-91-0737

古川電気工事協同組合のみなさん

■団体名 古川電気工事協同組合
■代表者 齊藤 勲
■認定日 令和４年１月２０日
■活動場所 （主）古川佐沼線（大崎市古川）

５．令和３年度に「スマイルサポーター」となられた団体の紹介

６．ブロック塀等フォローアップ

平成３０年度に小学校スクールゾーン内
のブロック塀等を対象に緊急点検を行い,現
在も未改善のブロック塀等について改善指
導を実施しました。ブロック塀等の所有者
の皆様におかれましては,改善指導へのご協
力と,自主的に日常点検を行っていただきま
すようお願いいたします。

お問い合わせ ： 行政班 0229-91-0732

上写真）危険と判定されたブロック塀等の例


