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道路 
 

 

１．県内外をつなぐ高速道路の整備 

県内外の主要地域間を結ぶため、 

高速道路などの整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．県内をつなぐ幹線道路の整備 

県内の空港、港湾、高速道路などの主要施設や、地域間を結ぶため、 

幹線道路の整備を行います。 

 

■ 交通の拠点をつなぐ道路整備 

交通の拠点である仙台空港・県内の港湾・高速道路インター

チェンジへのアクセスが向上する道路整備を行います。 

 

 

 

 

■ 地域の連携を支援する道路整備 

近隣市町村などの地域間の連携や交流を促進するため、バ

イパスの整備や大規模な拡幅などの道路整備を行います。 

 

 

 

道路 

道路 

仙台南部道路 

国道２８４号 新月バイパス（気仙沼市） 
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宮城県内の高速道路整備状況 

平成１８年１０月１日現在
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３．不便を解消する部分的な道路の改良 

自動車が道路をスムーズに、安全に通行できるようにするため、 

交差点や見通しの悪い道路などの改良を行います。 

 

■ 利便性や安全性向上のための道路改良 

ドライバーが運転しにくいと感じる交差点や急カーブ、見通しの悪い道

路などを改良します。 

 

＜事業の具体例＞ 

交差点の改良 （右折レーンの設置など） 

見通しの悪い道路の解消 

自動車がすれ違うための待避所の設置 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．歩行者・自転車の安全を確保する歩道の整備 

歩行者・自転車の安全を確保するため、 

学校などの公共施設の周辺に、歩道を整備します。 

 

■ 交通安全を向上させる歩道の整備 

学校や社会福祉施設などの公共施設を中心に、歩道を整備します。 

 

＜事業の具体例＞ 

歩道のない道路への歩道設置 

歩行者・自転車・車いすがすれ違える歩道の設置 

車道と歩道の不快な段差の解消 

点字ブロックの設置 

 

 

 

 

 

 

道路 

道路 

県道 有壁若柳線（栗原市） 歩道が整備された道路 

急カーブが解消された道路 

県道 石巻鮎川線（石巻市） 

整備後 

整備後 
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５．道路の維持管理 

道路を安全、快適に通行するため、 

道路の除草、除雪や補修などの維持管理を行います。 

 

■ 除草・植樹のせん定 

道路を安全に利用するため、路肩の除草や植樹のせん定などの維持

管理を実施します。 

 

 

 

 

■ 冬期間の道路交通の確保 

降雪時に除雪作業を行います。また、気象情報の提供などを行って、

道路サービスの向上を図ります。 

 

 

■ 舗装のひびわれ・段差の解消 

舗装のひびわれ・段差を解消するために路面の補修を行い、快適な道

路サービスを提供します。 

 

■ 橋梁の塗装や補修 

橋梁塗装や欄かんの補修などを行い、道路の機能を維持します。 

 

ひとくちメモ 

アドプト・プログラム 

「アドプト・プログラム」とは、地域の人々が道路や河川などをわが子のように面

倒を見る制度のことで、「アドプト」とは「養子縁組をする」という意味の語です。 

プログラムの具体的な内容は、ボランティア活動に意欲を持つ地域住民や企

業の方々が、スマイルサポーターとして道路や河川などを定期的に美化活動す

るというものです。また、サポーターとして登録された方々には、県がボランティ

ア傷害保険への加入、活動区間にサポーター名を記した表示板を設置するな

ど、皆さんの活動をバックアップします。 

 

＜実施しているアドプト・プログラム＞ 

道路の清掃・緑化活動 ・・・ スマイルロード・プログラム 

河川の除草・清掃活動 ・・・ スマイルリバー・プログラム 

港湾の清掃・緑化活動 ・・・ スマイルポート・プログラム 

公園の清掃・緑化活動 ・・・ ふれあいパーク・プログラム 

  

道路 

地震時に橋げたが落ちないよう 
落橋防止装置を設置 

イメージキャラクター 
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県土保全 
 

 

６．洪水被害を防止する河川・ダムの整備 

洪水による被害を防ぐため、 

河川の改修やダムの整備を行います。 

 

■ 河川の改修 

洪水による河川の氾濫

を防ぐため、堤防を造る、

河床を掘る、川幅を広げ

るなどして河川を整備し

ています。 

 

■ ダムの整備 

河川の洪水調節によって生命と財産を守るため、また水の有効利用によって経済

活動を支えるため、ダムを建設します。 

 

＜ダムの機能＞ 

治水： 下流域の河川氾濫を防ぎ、河川環境を維持します。 

利水： かんがい用水、上水道、工業用水などを確保します。 

発電： 水力発電を行い、電力エネルギーを確保します。 

 

 
 

ひとくちメモ 

宮城の県土の特徴 

宮城の県土は、西部に奥羽山脈が南北に走り、東部に北上川、鳴瀬

川、名取川、阿武隈川などによってつくられた沖積平野が広がっていま

す。そのため台風や梅雨の時期には海からの湿った風が山にぶつかり、

豪雨が発生しやすく、ひとたび洪水が発生すると大きな被害となります。 

北部の海岸線は、リアス式海岸という地形上の特徴から過去に何度

も津波による甚大な被害が発生しています。また南部の仙台湾沿岸で

は砂浜浸食の影響も相まって、高波や高潮被害が発生しています。 

さらに、仙台市をはじめとする都市部や奥羽山脈沿いには地すべり危

険地帯が多く、その被害も心配されてい

ます。 

県土保全 

花山ダム（栗原市） 

平常時 降雨時－広瀬川（仙台市） 
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７．津波・高潮被害を防ぐための海岸の整備 

津波や高潮による被害を防ぐため、 

海岸施設の整備を行います。 

 

■ 高潮被害を防ぐ海岸整備 

高潮・波浪・津波による被害から海岸周辺の生命・財産を保護するために、堤防や消波ブロック（テトラポットな

ど）を海岸に設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 津波や高潮被害を防ぐ水門の整備 

高潮や津波が発生したとき、河川に海水が逆流し、氾

濫を防ぐために防潮水門を建設しています。 

 

 

 

 

 

 

県土保全 

高潮が堤防を越えている様子 

整備前－菖蒲田海岸（七ヶ浜町） 

新井田川防潮水門（南三陸町） 

整備後 

↑ 突堤

緩傾斜護岸 → 

消波ブロック → 
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地すべり対策 がけ崩れ対策 土石流対策 

８．河川・海岸の堤防や水門などの維持管理 

河川・海岸施設の機能を維持するため、 

堤防の除草や施設の点検などを行います。 

 

■ 河川の維持管理 

洪水を安全に流せるよう、河川堤防の除草や点検、堆積土砂の

撤去、護岸の補修などを実施します。 

 

■ 海岸堤防や水門の維持管理 

海岸堤防の補修、水門の管理・補修などを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．土砂災害を防止する施設の整備 

がけ崩れ、地すべり、土石流などの土砂災害を防ぐため、 

防護施設の整備を行います。 

 

■ 土砂災害を防ぐ施設の整備 

 

     

   

   

県土保全 

県土保全 

対策後 対策後 対策後 

補修前－西沢川樋門（石巻市） 

補修後 

河川堤防の除草状況 

 地すべりストップ！ 
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１０．災害時の避難情報の提供 

災害による被害を最小限にとどめるため、 

避難場所などの情報提供を行います。 

 

 

■ 災害時の情報提供 

気象情報、ダムや河川の水位情報、土砂災害ハザードマ

ップ、道路交通情報などの情報を提供しています。 

 

宮城県土木部総合情報システム 

パソコンから 

http://www.dobokusougou.pref.miyagi.jp/miyagi/

servlet/Gamen30Servlet 

携帯電話から（右の QR コードからもアクセスできます） 

http://www.dobokusougou.pref.miyagi.jp/miyagi/tel 

 

■ 避難誘導標識の設置 

津波が発生した際に速やかに避難場所へ移動できるよう、標識を設置しています。 

 

■ 防災教育の実施 

子どもたちに津波の恐ろしさを伝える

ために、小学校で防災教育を実施して

います。 

 

 

 

 

ひとくちメモ 

ハザードマップ 

ハザードマップとは、災害時に予想される災害危険区域、避

難ルート、避難場所、気象情報の判断、持ち出し品リストなど、避

難に必要な情報を地図や冊子にまとめたものです。 

県土保全 

小学校での防災教育 設置された避難誘導標識

気仙沼市防災マップ 

宮城県土木部総合情報システム 
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港湾・空港 
 

 

１１．くらしを支える港湾の整備 

輸出入の海上物流機能を強化するため、 

岸壁や防波堤などの港湾施設の整備を行います。 

 

■ 港湾の役割 

港湾は物流の拠点であり、わたしたちの生活に必

要不可欠な食糧やエネルギーのほとんどは港湾を

経由しています。 

また、港湾を利用することで海上物流・交流が活

発になり、地域産業の国際競争力が強化されます。 

港湾は、わたしたちが豊かで快適なくらしを維持し

ていくために欠かせない社会資本です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとくちメモ 

くらしを支える「みなと」 

わたしたちがくらす日本は、食糧やエネル

ギー資源など、その多くを海外からの輸入で

まかなっています。 

これらの貨物のほとんどは、「みなと」を経

由してわたしたちのもとに届けられています。

「みなと」は、わたしたちの生活を支える、重

要な役割を担っているのです。 

93%

7%

40%

60%

国内

海外

港湾・空港

エネルギー 

資源自給率 

資料：資源エネルギー庁長官官房
総合政策課  「２００３年度エネル
ギーバランス表」（熱量ベース） 

岸壁にコンテナ船が着船し、大型ク

レーンでコンテナを降ろします 

コンテナをヤードに 

並べます 

トラックにコンテナが積み込まれ、 

わたしたちのもとへ 

港湾の様子－仙台塩釜港（仙台港区）

↓ 大型クレーン 

コンテナヤード ← 岸壁 

資料：農林水産省「Ｈ１５食
糧需給表」（熱量ベース） 

食糧自給率 

日本が輸入しているエネルギー資源 

  ・化石燃料  ・石炭 

  ・液化天然ガス（ＬＮＧ）  ・鉄鉱石 など 
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■ 産業・経済を支える港湾 

原料や商品の調達に便利な港湾の周辺には、いろんな企業や工場が数多く立地し、各種産業拠点を形成して

います。また、そこではたくさんの人々が働いており、地域経済を支えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 交流拠点としての港湾 

フェリー埠頭や観光船桟橋、さらには緑地などの整備により、「ひと」や「もの」が行き交う交流拠点としても利用さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとくちメモ 

仙台国際貿易港 

仙台塩釜港（仙台港区）は、商港機能を備

えた東北地方における交流拠点港湾として昭

和４６年６月に開港しました。現在では東北唯

一の特定重要港湾に指定されています。 

近年では、平成２年から開始したコンテナ

貨物の取扱量が年々順調に増加しており、東

北の国際物流拠点としての重要性がますま

す高まっています。 

仙台港区でのコンテナ貨物取扱量の推移 

（年）

（TEU）

TEU（Twenty-foot Equivalent Unit)： 
20 フィートコンテナ（5.9ｍ×2.3ｍ×2.3ｍ）を 1TEU に換
算したコンテナ取扱個数。40 フィートコンテナは 2TEU と
なります。 

製紙工場－石巻港 

マリンゲート塩釜 

－仙台塩釜港（塩釜港区）

モータープール 

－仙台塩釜港（仙台港区） 

エネルギー関連施設 

－仙台塩釜港（仙台港区） 

フェリー埠頭 

－仙台塩釜港（仙台港区） 

仙台港中央公園 

－仙台塩釜港（仙台港区）
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１２．仙台空港の使いやすさ （路線・便数・空港施設の充実） 

国内外の主要都市間を結び、空港利用者の利便性を確保するため、 

新規路線の開設や既存路線の充実を目ざします。 

 

■ 仙台空港の役割 

仙台空港は、東北の拠点空港として、年間３００万人以上の人々に利

用されています。地域経済の活性化、東北のさらなる国際化のため、東

北と世界を結ぶ玄関口としての役割が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 使いやすい空港を目ざして 

新規路線の開設や既存路線の充実を目ざして、航空会社など

へのセ－ルス活動をはじめとする、空港利用の促進策を実施して

います。 

 

 

ひとくちメモ 世界へつなぐ！仙台空港アクセス鉄道 

 

港湾・空港

名古屋 大阪 沖縄
(中部) (伊丹) (那覇)

全日本空輸 7 1 3 5 1 1 2 2 1

日本航空 3

ＪＥＸ 4 3 6 1

アイベックス 1 1

合計便数 11 2 6 12 2 1 2 5 1

広島 福岡札幌 成田 神戸 小松

行き先 航空会社 運航頻度

ソウル アシアナ航空 7往復/週

グアム コンチネンタル航空 4往復/週

大連／北京 中国国際航空 3往復/週

上海／北京 中国国際航空 3往復/週

長春 中国南方航空 2往復/週

台北 エバー航空 2往復/週

国内定期便 （９路線 毎日就航） 

国際定期便 

平成１８年１０月１日現在

平成１８年１０月１日現在

仙台空港の位置 

国内・国際線就航路線 平成１８年１０月１日現在

（仙台駅－仙台空港駅間） 
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都市計画 
 

 

１３．魅力的な住宅地の整備、市街地の再開発 

土地の有効な活用により市街地を活性化させるため、 

計画的な住宅地の整備、市街地の再開発を実施します。 

 

■ 土地区画整理 

住みやすい計画的なまちづくりを行うために、住宅地などの造成と、道路や公園などの公共施設を一体的に整備

します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 市街地再開発 

中心市街地に新しい活力を創出するため、土地の高度化を図る再開発事業を実施します。 

 

＜再開発ビルの例＞ 

  仙台市 ： １４１ビル、ＡＥＲ（アエル） 

  塩竈市 ： 壱番館 

  気仙沼市 ： 三日町キングス・タウン、ワン・テンビル 

  大崎市 ： リオーネふるかわ 

  大河原町 ： ｏｒｇａ（オーガ） 

 

都市計画 

整備前－多賀城市城南土地区画整理 

整備後 

リオーネふるかわ（大崎市） 

区画整理後の様子 
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１４．下水道の整備 

水質を保全するため、 

下水処理場などの下水道施設の整備を行います。 

 

■ 下水道の役割 

下水道の整備によって、トイ

レが水洗化され清潔で快適な

生活が可能になります。 

また、家庭・工場排水を処

理場で浄化することが可能とな

り、沼・川・海などの水質を保

全します。 

 

 

１５．大規模な都市公園の使いやすさ 

生活に潤いや安らぎを与えるため、 

都市公園の整備や維持管理を行います。 

 

■ 都市公園の役割 

都市の中に緑とオープンスペースを確保する公

園や緑地は、休養やレクリエーション活動の場であり、

生活に潤いを与えます。 

また、災害時には避難場所として利用できるなど、

都市施設として重要な役割を担っています。 

 

■ 都市公園の維持管理 

都市公園を快適に利用することができるよう、公

園内の除草や植樹のせん定、遊具の補修などを行

っています。 

 

 

 

＜県内の主な都市公園＞ 

   
 

都市計画 

都市計画 

下水処理のしくみ 

加瀬沼公園 

（塩竈市・多賀城市・利府町） 

宮城県総合運動公園 

（利府町） 

矢本海浜緑地 

（東松島市） 

県内の都市公園 
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宮城県の土木行政に関するお問い合わせ先 

 

道路 

道路に関すること 道路課 TEL ０２２（２１１）３１５１ 

県土保全 

河川・海岸・ダムに関すること 河川課 TEL ０２２（２１１）３１７１ 

土砂災害、災害対策に関すること 防災砂防課 TEL ０２２（２１１）３１８１ 

港湾・空港 

港湾に関すること 港湾課 TEL ０２２（２１１）３２１１ 

仙台空港に関すること 空港対策課 TEL ０２２（２１１）２４３１ 

仙台空港アクセス鉄道、仙台空港臨空都市に関すること 臨空地域整備推進課 TEL ０２２（２１１）３２２７ 

都市計画 

都市計画、区画整理、都市公園に関すること 都市計画課 TEL ０２２（２１１）３１３４ 

下水道に関すること 下水道課 TEL ０２２（２１１）３１４１ 

建築・宅地行政、市街地再開発に関すること 建築宅地課 TEL ０２２（２１１）３２４１ 

その他 

土木行政全般、土木行政推進計画に関すること 土木総務課 TEL ０２２（２１１）３１０８ 

建設技術、建設業法に関すること 事業管理課 TEL ０２２（２１１）３１０６ 

公共用地に関すること 用地課 TEL ０２２（２１１）３１２２ 

県営住宅に関すること 住宅課 TEL ０２２（２１１）３２５２ 

県有建築物の工事に関すること 営繕課 TEL ０２２（２１１）３２６３ 

 

県内各地の土木行政に関するお問い合わせ先 

 
■大河原土木事務所 TEL ０２２４（５３）３１３５ 

〒９８９-１２４３ 柴田郡大河原町字南１２９－１  

■仙台土木事務所 TEL ０２２（２９７）４１１６ 

〒９８３-０８３６ 仙台市宮城野区幸町四丁目１－２  

■仙台東土木事務所 TEL ０２２（３６４）７１１５ 

〒９８５-０８４１ 多賀城市鶴ヶ谷一丁目４－１  

■大崎土木事務所 TEL ０２２９（９１）０７３１ 

〒９８９-６１１７ 大崎市古川旭四丁目１－１  

■栗原土木事務所 TEL ０２２８（２２）２１６７ 

〒９８７-２２５１ 栗原市築館藤木５－１  

■登米土木事務所 TEL ０２２０（２２）７５３３ 

〒９８７-０５１１ 登米市迫町佐沼字西佐沼１５０－５  

■石巻土木事務所 TEL ０２２５（９５）１１５１ 

〒９８６-０８１２ 石巻市東中里二丁目１－１  

■気仙沼土木事務所 TEL ０２２６（２４）２５３７ 

〒９８８-００３４ 気仙沼市朝日町１－１ 
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宮城県の土木行政に関する詳しい情報を知りたい方は、下記のホームページをご覧下さい。 

土木部ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/doboku/ 

 

この冊子に関するお問い合わせ先 

宮城県土木部土木総務課 

〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

TEL ０２２（２１１）３１０８ FAX ０２２（２１１）３１９９ 

 

平成１８年１０月
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