特集 災害に強い安全な国土づくり〜復旧・復興〜

縦軸をつなぐ横軸 ラダー型防災道路ネットワーク
〜みやぎ県北高速幹線道路の整備事例〜
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宮城県は、東日本大震災の教訓から「ラダー（はしご）型防災道路ネットワーク」として、あらゆる災
害に備えた複数ルート・代替機能を持つ道路網の整備を進めている。本稿では、はしごの横軸にあたる
「みやぎ県北高速幹線道路」の整備事例を紹介する。
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平成６年12月に地域高規格道路の計画路線に指
定され、平成７年４月の第Ⅰ期工区の整備区間指定
を受け、道路区分第１種第３級、設計速度80㎞/h
として事業着手した。
平成15年５月の「地域高規格道路構造要件の見
直し」を受け、第Ⅱ期工区〜第Ⅳ期工区において、
道路区分第３種第２級、設計速度60㎞/h、一部の
交差点を立体交差から平面交差とすること等、設計
の見直しを行った。
そして、平成23年３月の東日本大震災を契機に、
復興支援道路として加速的に整備を進め、第Ⅱ期（中
田工区）を平成30年12月に、第Ⅳ期（築館工区）
を令和元年６月に、第Ⅲ期（佐沼工区）を令和３年
12月に供用開始し、指定された整備区間が全て開
図−１

くしの歯作戦（国土交通省HPより）

通した。

＊宮城県 東部土木事務所 登米地域事務所 道路建設班長

月刊「建設」22-03

15

２）第Ⅱ期（中田工区）
・第
Ⅲ期（佐沼工区）の概要
登米市管内の第Ⅱ期（中田
工区）、第Ⅲ期（佐沼工区）は、
国道398号から登米市市街地
を経て三陸道登米インター
チ ェ ン ジ（ 以 下、IC） へ ア
クセスする工区である。
復興支援道路であることか
ら、一日でも早く整備効果を
発現させるため、構造物が少
図−３

な く、 登 米ICへ の ア ク セ ス

みやぎ県北高速幹線道路全体図

１）第Ⅰ期工区の概要

向上が見込めることなどから、第Ⅱ期（中田工区）

第Ⅰ期工区は平成７年度から事業着手し、平成

を先行整備することとした。第Ⅱ期（中田工区）は

23年11月の全線開通まで、16年余りの期間を要し

本格的な工事着工から約６年、第Ⅲ期（佐沼工区）

ている。

は約９年という、極めて短い期間で供用開始するこ

路線周辺にはラムサール条約の登録湿地「伊豆沼・
内沼」の他、自然環境に恵まれた地域であるため、
環境保全を重視した法面の緑化や、動物類の移動経

とができた。
表−２ 第Ⅱ期（中田工区）
・Ⅲ期（佐沼工区）事業計画諸元
第Ⅱ期（中田工区）

路確保のためのボックスカルバート等の整備を行っ

事業区間

ている。

道路区分

第３種第２級

表−１

第Ⅰ期工区事業計画諸元

事業区間

宮城県栗原市築館萩沢
〜宮城県登米市迫町北方

道路区分

第１種第３級

設計速度

V=80㎞ /h

計画交通量

10,200台/日

延長

L=8.9k㎞

幅員構成

W=12.0m（2.50m＋3.50m×２＋2.50m）

事業費

約240億円

事業期間

平成７年４月28日：整備区間指定
平成23年11月24日：供用開始

設計速度
計画交通量
延長
幅員構成
事業費

写真−１

第Ⅰ期工区伊豆沼インターチェンジ
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V=60㎞ /h
8,200台/日

6,000台/日

L=4.7㎞

L=3.6㎞

W=8.5m（1.00m＋3.25m×２＋1.00m）
約89億円

約186億円

整備区間指定

平成23年11月21日

平成25年５月16日

供用開始

平成30年12月25日

令和３年12月17日

写真−２
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第Ⅲ期（佐沼工区）

宮城県登米市迫町佐 宮城県登米市迫町北
沼〜同中田町宝江
方〜同迫町佐沼

第Ⅱ期（中田工区）中田インターチェンジ

３）第Ⅳ期（築館工区）の概要

間のアクセス時間が短縮される。

栗原市管内の第Ⅳ期（築館工区）は、国道４号築

特に、内陸部と沿岸部の中間に位置する登米市へ

館バイパスから東北道を横過し、第Ⅰ期工区へ繋が

のアクセス時間短縮により、宮城県北の都市間連携

る工区であり、第Ⅱ期（中田工区）、第Ⅲ期（佐沼

が強化され、産業・経済・文化など、さまざまな分

工区）と同様、復興支援道路として、本格的な工事

野への波及効果が期待できる。

着工から約７年で供用開始することができた。
現在、通常事業により東北道へ直接乗入できる
（仮称）栗原ICの整備を進めているところである。

図−５
写真−３
表−４

第Ⅲ期（佐沼工区）紫雲山大橋
第Ⅳ期（築館工区）事業計画諸元

主要都市間のアクセス時間

２）地域産業の支援
みやぎ県北高速幹線道路沿線地域においては、自
動車関連産業をはじめとして様々な企業立地が進ん

事業区間

宮城県栗原市志波姫南堀口
〜宮城県栗原市築館萩沢

道路区分

第３種第２級

設計速度

V=60㎞ /h

計画交通量

9,000台/日

延長

L=1.7㎞

況であり、
「みやぎ県北高速幹線道路」の供用により、

幅員構成

W=8.5m（1.00m＋3.25m×２＋1.00m）

事業費

約69億円

さらなる企業立地が期待される。

事業期間

平成25年５月16日：整備区間指定
令和元年６月９日：供用開始

でいる。
本県においては、高速道路のインターチェンジへ
のアクセスの良好な地域への進出が目立っている状

写真−４ 第Ⅳ期（築館工区）国道４号築館バイパス接続部

3．みやぎ県北高速幹線道路の整備効果
１）主要都市間のアクセス時間短縮

図−６

宮城県内の主な企業立地状況

みやぎ県北高速幹線道路の整備により、主要都市
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３）交通渋滞の緩和・交通事故の減少

４）救急医療の支援

登米市東部から東北道へ、西部から三陸道へアク

みやぎ県北高速幹線道路の整備により、登米市役

セスする場合、迫川を横過するという地理的特性も

所から、第三次救急医療機関である「石巻赤十字病

重なり、この通過交通のほとんどが登米市市街地を

院」までの収容所要時間は、17分短縮される。

経由せざるを得ない状況にある。
登米市市街地の交通量は、主要地方道築館登米線

また、第Ⅳ期（築館工区）の整備により、栗原中
央病院〜登米市民病院間の所要時間は４分短縮され、

の 登 米 市 迫 町 佐 沼 字 八 幡（ 鹿 ヶ 城 大 橋 ） 付 近 で

一刻を争う救急搬送のみならず医療機関の相互連携

12,553台（12時間・平成27年交通センサス）と非

にも大きな効果が期待できる。

常に多く、このうち849台が大型車である。
第Ⅱ期（中田工区）、第Ⅲ期（佐沼工区）の供用
により通過交通が大きく減少することが想定される
とともに、交通渋滞の緩和や交通事故の減少などへ
の効果が期待できる。
H28事故発生箇所ピンマップ

図−８

救急医療の支援

５）ラダー（はしご）型防災道路ネットワークの構築
東日本大震災では、沿岸部の高速道路が、救助・
救援活動や緊急物資輸送などにおいて大きく貢献し、
「命の道」として重要な役割を果たした。これによ
り、防災面での道路ネットワークの必要性や重要性

H28事故発生箇所ピンマップ

ラダー（はしご）型
防災道路ネットワーク
（横軸）を形成

図−７

登米市中心部の渋滞・事故発生箇所図
図−９ 災害に強い道路
（ラダー型防災道路ネットワーク）
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が改めて認識された。

の一助となることを期待している。

有事において、南北（縦軸）ルートの東北道と三

最後に、用地を提供いただいた地権者の方々、国

陸道が有機的に機能するためには、東西（横軸）ルー

交省、復興庁をはじめとした関係機関の方々、業務

トの「みやぎ県北高速幹線道路」による相互連携が

委託、工事関係者の方々、その他みやぎ県北高速幹

極めて重要であり、災害に強い道路網として大きな

線道路事業に携わった全ての方々に、この場を借り

効果を発揮するものである。

て感謝申し上げたい。
【用語解説】

4．おわりに
第Ⅲ期（佐沼工区）の開通後、地域の方から「登
米ICまで早く行けるようになった」「朝晩の渋滞が
減った」などという声をいただいている。
みやぎ県北高速幹線道路が、登米圏域、栗原圏域
のみならず、石巻、気仙沼圏域を含めた広域連携の

※１く しの歯作戦：内陸部を南北に貫く東北自動車道と国
道４号から、「くしの歯」のように沿岸部に伸びる何本
もの国道を、救命・救援ルート確保に向けて切り開く
作戦のこと（国土交通省HPより）
。
※２ラ ダー型防災道路ネットワーク：宮城県の高規格道路
をラダー（はしご）に見立て、縦軸（東北道、三陸道等）
と横軸（みやぎ県北高速幹線道路、仙台北部道路、仙
台南部道路等）を相互連携させ、あらゆる災害に備え
た複数ルート・代替機能を持つ道路網のこと。

強化、産業振興、文化（観光）交流、地域開発促進
【著者紹介】 森 俊哉（もり としや）
昭和47年生まれ。東北大学大学院工学研究科修了。平成17年宮城県入庁（土木職）。石巻（現東部）土木事務所、気仙沼土木事務所、事業
管理課、土木総務課等を経て現職。

「2021年度建設系公務員賠償責任保険制度」中途加入受付中！

どうしますか？!
・インフラの管理瑕疵で･･･ ・入札契約で･･･
◎ １月末日現在の加入者は、 4,551 名 と昨年の同時期と比べ379名も増加しています。
この保険は、毎月１日付の中途加入をいつでも受け付けています（保険料は月割り計算）
。
◎ 全建ホームページ（http:www.zenken.com/）の「建設系公務員賠償責任保険制度」をぜひ、
ご覧下さい！ 2021 年度新規パンフレットをご覧いただけるほか、インターネット
によるお申し込みができます！！ そのほか「よくあるＱ＆Ａ」も備えています。

＝異動のあった皆様へお願い＝
人事異動等により、地方協会の変更があった場合は、異動先（派遣先）の地方協会において、
引き続き全建会員としての入会（継続）手続きを忘れずにお願いします！
また、地方協会や所属など、お申し込み時から変更がありましたら、下記取扱代理店へご連絡ください。
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