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宮城県東部土木事務所の概要

 

１．管内の概要 

東部土木事務所は，石巻市，東松島市，牡鹿郡女川町の 2 市 1 町で構成される広域石巻圏を所管しており，

面積及び人口は下表のとおりで，それぞれ県全体の約 1 割を占めています。 

石巻圏域は宮城県の東部に位置し，管内の東部及び南部は太平洋に面しており，東部地域は丘陵リアス式  

海岸が形成された三陸復興国立公園，南部地域は石巻港，南西部は特別名勝松島に接しています。圏域中央を

北上川･旧北上川が流れ，その流域に広大な耕地が開け，西部地域には南北に低い丘陵が連なっています。 

基幹産業は，世界屈指の漁場である金華山・三陸沖を控え，  

古くから漁業・水産加工業が発達しているほか，工業分野では 

石巻工業港を核とする木材関連業などが成長しています。 

当事務所では，東日本大震災からの復旧･復興事業のほか，三

陸縦貫自動車道へのアクセス道路など圏域の産業・生活基盤を支

える道路交通網の整備や，河川・海岸・砂防事業など，安全・安

心な圏域づくりに向けた基盤整備に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 
※R3.8.31 宮城県 HP：県統計課資料より 

 

２．事務所の沿革と体制 

当事務所は，昭和８年土木部発足とともに石巻市門脇に設置されました。昭和３８年に石巻市東中里に移転

し，平成２０年度より事務所名を「石巻土木事務所」から「東部土木事務所」に改名して，平成３０年３月には

現在の石巻合同庁舎に庁舎を移転しました。令和３年度の事務所組織は，１６班体制（全職員数１２４名（事

務職員３１名，技術職員５９名，任期付き技術職員３名，自治法派遣職員１３名，会計年度任用職員１８名）と

なっており，東日本大震災の復旧･復興事業，令和元年東日本台風の災害復旧及び通常事業の道路，公園の建設・

管理，河川海岸等の整備・管理，建築確認等の業務に取り組んでいます。 

 

３．東日本大震災の管内の被害状況 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震において，石巻市，東松島市で震度６強の非常に強

い揺れを観測し，電子基準点「牡鹿」（宮城県石巻市）では，東南東方向へ約 5.3ｍ移動，約 1.2ｍ沈下するな

どの地殻変動が観測されました。さらに，管内沿岸部は大津波に襲われ，女川町では 18.5ｍの津波高を確認す

るなど，管内全ての市町において津波による甚大な被害が発生しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 面 積 世帯数 人 口 

石 巻 市 554.55 ㎢ 62,001 戸 139,274 人 

東松島市 101.30 ㎢ 16,401 戸 39,417 人 

女 川 町 65.35 ㎢ 3,048 戸 6,171 人 

計 721.20 ㎢ 81,450 戸 184,862 人 

施設名称 路線数等 箇  所  被害額(百万円) 全体路線等/延長 備  考 
河川 30 28 137,145 44 河川/163km 堤防の沈下･決壊 

急傾斜 2 2 5  擁壁損傷等 
海岸 24 25 56,713 29 海岸/23km 堤防の決壊等 
道路 34 528 26,109 39 路線/414km 路面損傷等 
橋梁 15 32 29,536 170 橋/7km 落橋，重大な損傷 
計  615 249,508   

東部土木事務所被害状況一覧表                              （R3.3.31） 

宮城県 位置図 
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【(国)398 号･東内海橋（津波被災直後）】          【(国)398 号･新北上大橋（上部工流出）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【石巻市門脇小学校】                   【女川町市街地】 

 

 

４．令和元年台風１９号による被害状況 

令和元年 10 月の台風 19 号により，石巻市雄勝で累加雨量 367mm，時間最大雨量 57mm，牡鹿半島の 

石巻市大原浜で累加雨量 351mm，時間最大雨量 64mm を観測するなど，当事務所管内全域において，非常

に激しい雨となり，この大雨により河川の決壊や流域における大規模な浸水被害，道路の崩壊による通行止め

等が多数発生し，河川，道路及び砂防施設等で大きな被害がありました。 

 
 

 

 

   

全体 着手済 うち完了
河川 26 26 19 1,248 1,074 653 堤防決壊 2河川
道路 22 22 11 1,591 1,142 279 通行止め19箇所
砂防 1 1 1 7 7 7 吉野沢
合計 49 49 31 2,846 2,223 939 着手率:78.1% 完了率:33.0%

工種
事業箇所数 事業費（百万円）

備　　考
全体 着手済 うち完了

東部土木事務所被害状況及び災害復旧進捗状況                                 （R3.3.31） 

【富士川（破堤状況）】        【水沼川（破堤箇所復旧）】      【高木川（堆積土砂撤去）】 

○災害復旧状況等 
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５．令和３年度の主要な取組 

（１）東日本大震災及び令和元年東日本台風からの復旧･復興事業の早期完成 

   平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震と当該地震に伴う津波及び令和元年 10 月の 

台風 19 号により被災した施設等の復旧･復興事業の早期完成に取り組んでいます。 

（２）「宮城県土木･建築行政推進計画」の推進 

東日本大震災から 10 年という節目を迎え，宮城県土木部では次世代に「安全･安心」と「活力」を引き

継ぐ「持続可能」な県土づくりを基本理念とした「宮城県土木･建築行政推進計画（2021～2030）」を

策定し，今年度を「みらいのための新しいインフラ整備に向けて大きな一歩を踏み出す年」と位置付けて

おり，当事務所においても，この計画に基づき，石巻圏域の発展を支援する各種施策に取り組んでいます。 

①防災･減災対策による石巻圏域の強靱化 

・総合的な豪雨災害対策として河川改修及び砂防関係施設の整備 

・離半島部の孤立解消に向けた災害に強い防災道路網の整備 

②富県躍進を支える交流･産業基盤の整備 

・広域道路網及び地域間連携等を担う道路の整備 

③持続可能な地域生活基盤の整備 

・地域生活に密着した交差点改良や歩道整備 

 

６．東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況 

（１）災害復旧事業 

当事務所管内の公共土木施設災害復旧事業は，全 615 箇所のうち，599 箇所（約 97％）において工

事が完了しています。引き続き令和 3 年度は（国）398 号内海橋，（一）釜谷大須雄勝線･尾の崎橋及び

大原川などで早期完成に向けて事業を推進しています。 

 

 

 ○災害復旧事業（令和２年度完了箇所） 

   

【(主)女川牡鹿線 大谷川浜道路】      【真野川 河川災害復旧】         【白浜海岸 災害復旧】 

東部土木事務所 事業箇所及び事業費進捗状況 R3.3.31　［(    )内はR2.3.31］

河川・砂防 30 (30) 30 (30) 26 (19) 100.0% (100.0%) 86.7% (63.3%) 河川関係
海岸 25 (25) 25 (25) 23 (18) 100.0% (100.0%) 92.0% (72.0%) 着手率:100% 完了率:89.1%
道路 528 (528) 528 (528) 523 (522) 100.0% (100.0%) 99.1% (98.9%) 道路関係
橋梁 32 (32) 32 (32) 27 (26) 100.0% (100.0%) 84.4% (81.3%) 着手率:100% 完了率:98.2%
合計 615 (615) 615 (615) 599 (585) 100.0% (100.0%) 97.4% (95.1%)

河川・砂防 1,371 (1380) 1,335 (1260) 1,225 (1146) 97.4% (91.3%) 89.4% (83.0%) 河川関係
海岸 567 (566) 551 (518) 546 (480) 97.2% (91.5%) 96.3% (84.8%) 着手率:97.3% 完了率:91.4%
道路 261 (237) 230 (220) 222 (210) 88.1% (92.8%) 85.1% (88.6%) 道路関係
橋梁 296 (294) 273 (268) 252 (233) 92.2% (91.2%) 85.1% (79.3%) 着手率:90.3% 完了率:85.1%
合計 2,495 (2477) 2,389 (2266) 2,245 (2069) 95.8% (91.5%) 90.0% (83.5%)

着手率（％）
事業費ベース

完了率（％）
事業費ベース

工種
事業費（億円）

備　　考

工種
事業箇所数

全体 着手済 うち完了

全体 着手済 うち完了

着手率（％）
箇所ベース

完了率（％）
箇所ベース

備　　考
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○災害復旧進捗状況 

   

 

 

（２）復興まちづくり支援事業 

被災市街地復興土地区画整理事業や防災集団移転促進事業などの市・町の復興まちづくりに関連する復

興道路の整備は，10 路線 25 箇所で実施しており，令和２年度まで（主）石巻鮎川線･小網倉浜工区，

（主）女川牡鹿線･小乗浜工区及び（都）矢本門脇線など 5 路線 10 箇所が完成するとともに，犠牲者へ

の追悼と鎮魂の場であり，災害時は一時的な避難場所としての防災機能をも有する「石巻南浜津波復興

祈念公園」の整備が完了し，令和 3 年 3 月 28 日に開園しました。引き続き令和３年度は，（国）398

号･相川工区や雄勝工区及び（一）釜谷大須雄勝線･伊勢畑工区などで事業を推進しています。 

   

 

 

 

 

【復興道路整備事業】 R3.3.31

延長 全体事業費 延長 全体事業費
（Km) （百万円) （Km) （百万円)

　(国)３９８号 相川 1.91 8,821
　　　〃 雄勝 2.89 10,314
　　　〃 湊 1.50 2,330
　(主)石巻鮎川線 給分浜 2.06 5,170
　　　〃 十八成浜 2.08 4,092
　(一)石巻雄勝線 藤巻 0.94 2,360
　(一)釜谷大須雄勝線 伊勢畑 1.04 3,276
　(都)門脇流留線 門脇地区 4.20 22,880
　　　〃 南浜地区 1.10 1,400
　　　〃 魚町地区 2.60 11,270

小計 3路線　 5箇所 6.55 6 ,275 5路線　 10箇所 20.32 71 ,913

　(主)奥松島松島公園線 州崎 3.00 5,314
　　　〃 宮戸 1.06 5,560

小計 1路線　 1箇所 3.98 5 ,643 1路線　 2箇所 4.06 10 ,874

　(国)３９８号 市街地 2.9 3,612 　(主)女川牡鹿線 飯子浜 2.86 6,556

　　　〃 市街地(2) 1.47 1,359 　　　〃 高白 1.16 1,895

　　　〃 御前浜 0.72 725

　(主)女川牡鹿線 小乗浜 1.05 2,897

小計 2路線　 4箇所 6.14 8 ,593 2路線　 3箇所 5.22 9,127

合計 5路線　 10箇所 16.67 20,511 8路線　 15箇所 29.60 91,914

770

　　　〃 谷川浜 1.54 1,286

完了済 施工中
備考

　(都)矢本門脇線 街路 3.98 5,643

　(都)大街道石巻港線 －

1.20 676

　(主)石巻鮎川線 小網倉浜 1.82

　(一)出島線

女川町

寺間

東松島市

石巻市

路線名 箇所名
市町名

1,790

　(主)女川牡鹿線 鮫浦 1.40 1,208

　　　〃 大谷川浜 0.92 1,221

0.87

路線名 箇所名

【（国）398 号 内海橋）】         【（一）釜谷大須雄勝線 尾の崎橋】         【大原川 河川災害復旧】 

【（国）398 号･相川復興道路】           【（国）398 号･雄勝復興道路】       【(一)釜谷大須雄勝線･伊勢畑復興道路】 
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○復興道路整備事業及び都市公園整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【(主)女川牡鹿線･小乗浜復興道路】                           【(都)矢本門脇線】 

      

 

 

（３）防災道路ネットワーク整備事業 

①広域的な防災道路や半島部などを連絡する道路の整備 

大規模災害時においても確実に交通ルートが確保できるよう，地域間の連携を強化する道路と，半島

部などを連絡する道路を重点的に整備しています。令和 2 年度までに，（一）石巻女川インター線や

（国）398 号･大瓜バイパスが完成しており，令和３年度は（国）398 号･崎山工区，（一）石巻女川

線･浦宿工区及び（主）石巻鮎川線･風越(Ⅱ)工区などで事業を推進しています。 

 

○防災道路ネットワーク整備進捗状況 

                                           

【防災道路ネットワーク整備事業】 R3.3.31

延長 全体事業費 延長 全体事業費
（Km) （百万円) （Km) （百万円)

　(国)３９８号 大瓜 3.4 13,484 　(主)石巻鮎川線 風越(Ⅱ) 1.2 6,300
　(一)石巻女川ｲﾝﾀｰ線 蛇田 0.34 483 　(一)石巻雄勝線 雄勝峠 17.0 3,577

小計 2路線　 2箇所 3.7 13,967 2路線　 2箇所 18.2 9,877

　(国)３９８号 崎山 0.99 2,730
　(一)石巻女川線 浦宿 1.08 7,392
　(主)女川牡鹿線 高白 1.46 4,502

小計 － － － － 3路線　 3箇所 3.5 14 ,624

合計 2路線　 2箇所 3.7 13,967 5路線　 5箇所 21.7 24 ,501

石巻市

女川町

市町名
完了済 施工中

備考
路線名 箇所名 路線名 箇所名

 【（国）398 号･崎山工区】             【(一)石巻女川線･浦宿工区】          【(主)石巻鮎川線･風越(Ⅱ)】 

【（都）門脇流留線･魚町工区】（本線部供用開始）       【石巻南浜津波復興祈念公園】（R3.3.28 開園） 
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②緊急輸送道路及び主要幹線道路の耐震対策等 

橋梁耐震対策については，第 3 次橋梁耐震化計画に基づき，緊急輸送道路及び主要幹線道路上における 

阪神淡路大震災以前の基準の橋梁耐震補強等を重点的に進めています。 

また，危険法面対策については，道路防災点検結果に基づき，災害防除事業等を推進しています。 

 

 

 

○耐震化等対策状況 

   

 

 

 

７．宮城県水門･睦閘自動閉鎖システムの運用開始 

本県では，東日本大震災などの過去の津波被害の教訓から，通信ネットワークにより水門･睦閘を自動的に閉

鎖し，津波予測時に現地で人が操作することなく，安全かつ迅速･確実に水門･睦閘を閉鎖するシステムの構築

を実施しています。当所管内では８基の水門において当該システムの整備を進めていましたが，令和３年１０

月から，８基全ての水門において運用が開始されました。 

 

（１）システム概要 

①津波情報を冗長化 

・宮城県内の水門･睦閘を一斉閉鎖するために，Ｊアラート及び宮城県総合防災情報システム MIDORI  

から同時に津波情報を伝達します。 

②自動閉鎖指令の冗長化 

・３つの土木事務所（仙台土木事務所，東部土木事務所，気仙沼土木事務所）から各水門･睦閘へ，NTT  

回線のほか，地震災害に強い単一無線回線からも同時に閉鎖指令を出します。このため，どこかの回線

で障害が発生しても通信が可能となります。 

③電源の２重化 

・水門･睦閘の通信施設ごとに，商用と発電機の電源を設置し，停電時でも確実に稼働できるようバック  

アップ機能を持たせています。 

（２）運用状況 

①令和２年度まで稼働：東名水門，清水田３号樋門，谷川防潮水門，白浜 2 号水門，長塩谷１号水門 

②令和３年１０月稼働：大谷川防潮水門，白浜１号水門，長塩谷２号水門 

 

【緊急輸送道路及び主要幹線道路等の橋梁耐震化】 R3.3.31

橋長 全体事業費 橋長 全体事業費
（m) （百万円) （m) （百万円)

　(主)石巻河北線 開北橋 285.0 430 　(主)河南築館線 及川橋 205.9 508
　(主)河南米山線 神取橋 287.1 471 　(主)石巻鮎川線 風越橋 186.0 200
　(国)３９８号 水浜橋 63.0 169 　(国)３９８号 呼沢橋 80.0 155
　　　〃 入釜谷橋 73.0 125 　　　〃 鞍掛橋 116.0 80

合計 3路線　 4橋 708.1 1,195 3路線　 4橋 587.9 943

路線名 橋梁名 路線名 橋梁名
備考市町名

石巻市

完了済 施工中

【(主)河南米山線･神取橋 耐震補強】 【(国)398 号･入釜谷橋 耐震補強】   【(国)398 号･桐ヶ崎 災害防除】 
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８．「見える復興」の推進 

東日本大震災の風化防止や被災者をはじめとする県民の皆様に復旧･復興状況を実感していただくため，

様々な媒体や機会を捉えて積極的な情報発信を行い，「見える復興」の推進に取り組んでいます。 

 

〇現場見学会等の開催状況 

    
【県内工業高校 現場見学会（(仮称)浦宿橋）】          【市内小学校 現場見学会（内海橋）】

   

【復興パネル展（開通式典会場）】            【復興パネル展（イオン石巻店）】 
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【(都)矢本門脇線･定川復興大橋 開通式】R3.3.23 

【(一)大塩小野停車場線･上小松バイパス開通式】R2.4.9      【(都)矢本門脇線･大曲工区 開通式】R2.8.4   

【(国)398 号･内海橋 開通式】R2.9.10          【(主)奥松島松島公園線･松ヶ島橋 開通式】R3.3.23 

   

竣工式等開催履歴

年月日 式典名

H27.4.24 (主)河北桃生線中津山地区開通式

H27.10.4 (一)石巻女川インター線開通式

H27.11.5 東侍浜地区海岸竣工式

H28.6.10 (国)398号新北上大橋開通式

H28.8.31 (主)女川牡鹿線五部浦第二トンネル貫通式

H28.10.15 北上運河災害復旧工事竣工式

H28.10.24 (国)398号小泊トンネル貫通式

H28.12.3 (一)出島線出島道路改良開通式

H29.6.13 (主)女川牡鹿線小乗トンネル貫通式

H29.7.10 (国)398号新相川橋開通式

H29.10.11 (国)398号御前浜復興道路開通式

H30.7.21 定川災害復旧工事竣工式

H30.7.26 (主)女川牡鹿線五部浦第二トンネル開通式

H30.11.17 (国)398号石巻バイパス大瓜工区開通式

H31.4.26 矢本海浜緑地開園式

R1.7.9 (主)石巻鮎川線小網倉復興道路供用式

R1.10.10 (一)石巻工業港矢本線定川大橋開通式

R2.1.9 (国)398号(仮)崎山トンネル貫通式

R2.4.9 (一)大塩小野停車場線上小松バイパス開通式

R2.8.4 (都)矢本門脇線大曲工区開通式

R2.9.10 (国)398号内海橋開通式

R3.3.23 (都)矢本門脇線定川復興大橋開通式

R3.3.23 (主)奥松島松島公園線松ヶ島橋開通式


