
日 ● (一)東和登米線六反工区の災害防除工事完成

日 ● 土砂災害危険箇所パトロール

６月

日 ● みやぎ出前講座「長沼ダムの役割」（佐沼女性セミナー）
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　平成３０年度は，宮城県震災復興計画の発展期の初年度にあたり，登米地域事務所では登
米地域における社会資本の拡充を図ってまいりました。
　東日本大震災からの復興に向けたリーディングプロジェクトである「みやぎ県北高速幹線
道路」の整備をはじめとする道路整備や道路管理により，県北地域の円滑な交通網の構築を
図るとともに，地域の治水安全度の向上を目的として，長沼川等の河川改修の推進や長沼ダ
ム等多くの河川管理施設の適正な維持管理に努めてきたところです。
　おかげさまで，平成23年度より整備を進めてまいりました「みやぎ県北高速幹線道路」の
中田工区（4.7km）につきましては，平成30年12月25日に無事開通することができまし
た。地域の皆様をはじめ，多くの関係者の方々のおかげと，心から御礼申し上げます。
　引き続き，登米地域の発展と地域の皆様の安心・安全な生活の確保に向けて，社会資本の
整備及び維持管理に努めてまいりますので，何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

県道東和登米線 六反工区

　登米地域では，震災以降，国県道の道路
法面における落石や崩壊の恐れのある危険
箇所について，災害防除事業（計10箇所）
を実施しております。今回の六反工区が2箇
所目の完了となり，その他の工区について
も早期の完成を目指して工事を進めている
ところです。

　近年，異常気象に伴うゲリラ豪雨等によ
り，大規模な土砂災害が発生し，全国各地
において，甚大な被害がもたらされていま
す。
　当事務所では，登米市と砂防ボランティ
アのご協力をいただき，登米管内の土砂災
害危険箇所について，６月１９日に実施し
た第２回とあわせて，延べ２２箇所のパト
ロールを行いました。

パトロールの様子
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　登米市迫公民館にて開催された，登米市
佐沼地区在住の女性を対象とした「佐沼女
性セミナー学習会」にて，長沼ダムの役割
と効果について講義させていただきまし
た。
　地域の身近なダムについて知っていただ
く有意義で貴重な機会となり，参加された
皆様からは，大変好評をいただきました。

佐沼女性セミナーの様子

第１９号

登米地域事務所 １年の歩み
平成３０年度

紫雲山大橋完成イメージ
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日 ● ６．１２総合防災訓練

７月

日 ● みやぎ県北高速幹線道路現場見学会（安全協議会主催）

日 ● 「ロードクリーンキャンペーン」

日 ● 親子現場見学会

　　

3

　「みやぎ県北高速幹線道路（中田
工区）」の施工業者で構成している
安全協議会の主催により，工事現場
見学会が開催されました。
　当日は中田ＩＣの工事現場で，地
元にお住まいの方々や，宝江小学校
３，４年生の児童を招待し，建設機
械への試乗や工事現場ＶＲ体験など
が行われました。

見学会の様子
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８月

1

　「道路ふれあい月間」にあわせ，事務所
職員２２名により，夏休みシーズン等多く
の来客が見込まれる長沼フートピア公園沿
いの県道古川佐沼線の除草や清掃を行いま
した。
　当日は，日頃から登米管内の道路美化に
貢献いただいているスマイルロードサポー
ター８団体の皆様にも，それぞれの認定区
間にて清掃等を実施していただきました。

７月
18

訓練の様子

　「みやぎ県民防災の日」である6月12日
に総合防災訓練が行われ，登米地域事務所
では，道路管理委託業者などと連携の上，
事務所職員が，大地震に伴う大規模災害発
生時に想定される被害に対しての対応演習
や，情報伝達訓練を行いました。

６月

　宮城県土木部と宮城県建設業協会との共催により，県内各地で行われる「親子現場
見学会」について，登米地域では「みやぎ県北高速幹線道路」の佐沼工区を会場とし
て，20組42名の皆様の参加をいただき開催しました。当日は天候にも恵まれ，多く
のお子様や親御さんに，普段立ち入れない建設現場での様々な体験を通して，建設産
業への理解を深めていただきました。

清掃活動（長沼フートピア公園沿い）

参加の皆様現場見学会の様子
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日 ● スマイルサポーター&みやぎ県北高速幹線道路パネル展（7～16日）

日 ● 迫川フェスティバル’１８

日 ● スマイルサポーター表彰式

日 ● 登米地域事業検討ワーキング

日 ● 栗原・登米地区建設工事安全管理講習会（栗原・登米地区労働災害防止連絡会議主催）
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　登米市内において，日頃から道路・河川
の美化活動に取り組んでいただいている
「スマイルサポーター」の皆様の活動と，
12月に開通を予定している中田工区などの
「みやぎ県北高速幹線道路事業」の状況を
紹介する写真パネル展を，イオンタウン佐
沼にて開催しました。

パネル展示会場

今年度受賞された団体様

９月

　第29回長沼レガッタ会場において，長沼
ダムの役割や効果，迫川河川改修の歴史な
どのパネル展示や，長沼ダムのネーミング
ライツを取得しているパシフィックコンサ
ルタンツ（株）と協働でクイズ大会等を行
い，来場されたお子様や親御さんに，長沼
ダムへの関心を深めていただきました。

　登米管内においてスマイルサポーターと
して県管理道路や河川の美化活動を積極的
に継続し，長年にわたりご尽力いただいた6
団体に対して知事感謝状を贈呈しました。
【スマイルロード】
   ・仙北信用組合迫支店 様
   ・日下金物店 様
   ・ウジエスーパー南佐沼店 様
   ・ウジエスーパー佐沼本店 様
   ・ウジエスーパー中田店 様
【スマイルリバー】
　・（有）佐沼自動車学校 様

講習会の様子
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フェスティバル会場

１０月
3

　当講習会を主催する連絡会議は，瀬峰労
働基準監督署と，栗原市・登米市及び両市
において事業を実施する県の地方機関で構
成されています。
　今年度は，栗原市若柳の「ドリーム・パ
ル」を会場に，発注者や建設業者およそ
230名が出席し，建設工事における働き方
改革や，労働災害の現状，事故防止対策に
関する講習会が開かれました。
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第１回ワーキング

　宮城県震災復興計画以降（平成33年度以
降）の登米地域における社会資本整備の進
め方を検討し，事業計画を策定するため，
登米市及び東部地方振興事務所登米地域事
務所と協働してワーキングを設置し，検討
を開始しました。（平成３０年度４回）登
米地域における課題を整理し，真に必要と
される整備や取組についてしっかりと検討
を進めてまいります。
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日 ● 登米塾現場研修会

日 ● 迫川河川敷清掃作業（河川クリーンキャンペーン）

日 ● 十五貫橋橋梁耐震補強工事完了

● みやぎ県北高速幹線道路Ⅱ期（中田工区）開通
日 　 開通記念ウォーキング大会

日 　 通行止対応合同訓練

日 　 開通式
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１１月

河川クリーンキャンペーン

みやぎ県北道路Ⅱ期 開通式（佐沼IC）

　宮城県・登米市・栗原市の主催で，村井知事，熊
谷登米市長，千葉栗原市長出席のもと，小野寺五典
衆議院議員をはじめ多くの来賓のご臨席を賜り，盛
大に開通式が開催されました。
　式には，地元行政区長様等，多くの地元の方々に
もご出席いただき，式典の最後には，中田中学校吹
奏楽部の皆様の伴奏でパレードを行い，夜8：00に
供用を開始いたしました。

　登米管内では，震災以降，緊急輸送道路
に架かる７橋の耐震補強事業を進めている
ところですが，今年度，県道瀬峰豊里線の
十五貫橋にて，落橋防止装置の設置や支承
交換などの工事が完了しました。
　現在，計４橋の耐震補強が終了してお
り，残りの橋梁についても，早期の完了を
目指して鋭意工事を進めてまいります。

十五貫橋橋梁耐震補強工事完了

大会（スタート）の様子

合同訓練実施

　中田工区の開通を控え，佐沼警察署と登米市消防
本部との合同訓練を実施しました。
　乗用車による衝突事故の発生を想定し，負傷者の
救急搬送，車両通行止めの連絡や作業に関する訓練
を実施し，有事の際に備えた各機関の連携を確認し
ました。

8

　今年度より，事務所職員の技術力・行
政対応力の強化と工事担当者の説明力向
上を目的に，現場調査と所内検討をセッ
トで行う「登米塾現場研修会」を開始し
ました。12月までの期間中，道路・橋
梁・砂防など色々な工事現場を対象に，
延べ3回（6現場）開催しました。 現場調査 所内検討会
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　河川への不法投棄を防止し，河川愛
護を推進するため，宮城県建設業協会
登米支部と当事務所では，毎年，迫川
の一斉清掃活動「河川クリーンキャン
ペーン」を実施しています。
　40回目の今回は，建設業19社，1
団体103人と事務所職員23人が参加
し，迫川と旧迫川の清掃を行いまし
た。

１２月

8
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　中田工区の開通記念イベントとして，「ウォーキ
ング大会」を開催しました。
　当日は，風も穏やかで天候にも恵まれ，応募いた
だいた約300名の皆様に，熊谷登米市長のスター
ト合図のもと，「佐沼ＩＣ」から「中田ＩＣ」まで
の往復3.4kmを和やかに歩いていただきました。
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日 ● スマイルサポーター意見交換会

日 ● 蕪栗沼環境管理会

日 ● 長沼ダム利活用会議

日 ● 栗原・登米地区労働災害防止連絡会議工事現場安全パトロール

日 ● 2019登米市クリーンアップ湖沼群21

会議の様子

意見交換の様子

　登米地域では，平成31年3月現在，スマ
イルロード（道路）54団体とスマイルリ
バー（河川）23団体の計77団体の皆様に
環境美化に携わっていただいております。
　当日は15団体の代表の方々に出席いただ
き，参加者確保の工夫や，活動行程の調整
などについて，活発に意見交換を行いまし
た。

　今年度も，地域の皆様には，県土木行政へのご理解とご協力を賜り誠にありがとうございました。
今後も引き続き，登米地域の発展と皆様の安全で安心な生活の実現に向けて，職員一同取り組んでま
いりますので，何卒よろしくお願いいたします。
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15
１月

２月

　関係行政機関，土地改良区及び各種NPO
で構成される環境管理会にて，蕪栗沼とそ
の周辺水田に関する環境管理，ほ場整備状
況等に関する意見交換会及び現地視察を行
いました。

管理会及び現地視察

　栗原・登米地区労働災害防止連絡会議では，
建設工事現場における労働災害を防止するた
め，合同安全パトロールを実施しています。
　瀬峰労働基準監督署等の指導の下，県や市な
どの構成機関が発注した１５現場をパトロール
し，施工業者への安全指導を行いました。

パトロール状況

　長沼ダムが管理に移行した平成26年度よ
り，毎年，ダムに関係する地域の代表の皆様と
行政が一堂に会して，情報共有や意見交換・検
討を行っています。
　今年度は，事務所より貯水池運用実績や水質
情報，イベントに関する情報提供をするととも
に，ダム周辺の除草や貯水に関する意見交換が
なされました。

　登米市の重要な湖沼である長沼や平筒沼，長
沼川などの豊かな自然環境の保全と環境美化の
ため，市民・事業者・団体・行政機関の協働で
取組みを推進する「登米市環境市民会議」主催
のクリーンアップ作戦（長沼会場）に参加しま
した。当事務所職員3名と長沼ダムネーミング
ライツ契約者のパシフィックコンサルタンツ２
名は公園周辺を清掃しました。

清掃の様子

３月
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上部工その２工事施工状況 上部工その３工事施工状況

　みやぎ県北高速幹線道路については，おかげさまで中田工区が昨年12月に無事開通し，残
る佐沼工区3.6kmの早期の開通を目指し，鋭意，工事を進めているところです。
　現在は，迫川等を横断する「紫雲山大橋」について橋桁の架設工事を行っています。本橋
は，栗原市側から長沼川→国道398号→荒川→迫川を跨ぐ，延長741mの長大橋です。
　工事にあたっては，国道398号の夜間通行止め等の交通規制も伴うため，看板や道路交通
規制情報等の手段により周知いたします。ご理解・ご協力をお願いいたします。

紫雲山大橋平面図

上部工その２・３工事上空写真

登米地域事務所事業紹介 ①

みやぎ県北高速幹線道路佐沼工区

紫雲山大橋架設工事

上部工その１工事
クレーン架設
架設期間
H31.2月下旬
～4月下旬(予定)

上部工その2工事
クレーン架設
架設期間
H31.2月中旬
～3月下旬(予定)

上部工その3工事
クレーン架設
架設期間
H31.2上旬
～4月下旬(予定)

上部工その２工事
クレーン架設

上部工その３工事
送り出し架設

迫 川

登米IC側→←栗原市側

登米IC側↓

↑栗原市側

←至 栗原市 →至 登米市

紫雲山大橋 全体延長 L=７４１ｍ
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（下部工補強工事）
　橋脚鋼板巻立て工事を行
い，橋梁下部の補強を行い
ました。
　平成30年6月に完了しま
した。

【事業概要】
　事業期間　　平成25年度
　　　　　　　　　～平成32年度（予定）
　全体事業費　約36億円

【工事概要】
　工事名　　豊里大橋橋梁耐震補強外工事
　施工箇所（主）河南米山線
　　　　　　登米市豊里町川前地内外
　工期　　　平成30年2月17日
　　　　　　　　　　～平成33年3月26日
　施工業者　川田工業・只野組・只野建設
　　　　　　特定建設工事共同企業体
　工事内容
　　　橋長：L=348.9m
　　　幅員：W=7.0～7.5(10.0～10.5)ｍ
　　　形式：3径間単純鋼床版曲線鈑桁，
　　　　　　9径間単純鋼床版鈑桁
　　　上部工製作・架設，橋台拡幅，
　　　橋脚梁補強，舗装工

位置図

豊里大橋現況（平成31年3月）

　県道河南米山線は，石巻市前谷地の国道108号と登米市米山町の国道346号を連絡する
18.7kmの幹線道路で，沿岸部と内陸部を結ぶ重要な路線であり，第二次緊急輸送道路に指
定されています。
　本路線において旧北上川に架かる豊里大橋は，昭和45年5月に完成した橋梁であり，現
在，約50年を経過して，著しい床版の損傷や桁の劣化も確認され，今後の交通に支障を来す
状況です。また，車両の大型化，交通量の増加に対応していく必要もあることから，宮城県
では平成25年度より橋梁耐震補強工事を実施しています。

着手前 完了（平成30年6月）

登米地域事務所事業紹介 ②

豊里大橋橋梁耐震補強外工事
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宮城県東部土木事務所登米地域事務所
〒987-0511
登米市迫町佐沼字西佐沼１５０－５

TEL：0220-22-7533
FAX：0220-22-7534

事務所ホームページ
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmdbk/

事務所代表メールアドレス

et-tmdbk@pref.miyagi.lg.jp

予定工程表

　現在，現場では下流側の床版撤去を
行っており，終日（昼夜連続）片側交互
通行，特殊車両通行止めの交通規制を
行っております。
　交通規制については，工事完了まで長
期間になります。通過には時間がかかり
ますので，お急ぎの場合は，三陸道等の
まわり道へご協力をお願いいたします。
　工事期間中，大変ご不便をおかけする
ことになりますが，安全第一で工事を進
めてまいりますのでご理解とご協力をお
願いいたします。

横断図（施工手順イメージ）

①現況断面 ②施工中断面

③完成断面

平面図

側面図

Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度

(2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

予備設計

詳細設計

下部工（耐震化）

上部工（耐震・補強）

工　　種

8


