
実施箇所 取組状況

【警戒避難支援対策】
・土石流センサー１基設置
・平成20年7月19日　一迫川地区（切留地区）に簡易伸縮計を2基設
置

【宮城県内の対策】（6月19日16時現在）　東北森林管理局　宮城北部森林管理署

①花山湖上流（一迫川地区）

【応急対策】
（一迫川地区（小川原Ⅰ）　崩落土砂流出防止対策（土留工））
・平成20年6月23日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・7月1日　実施設計調査に着手
・8月5日　土留工ほか工事着手
・8月6日　大型カゴ枠工　工事着手
・9月27日　大型カゴ枠工設置完了

【復旧対策】
（一迫川地区（河原小屋沢）　渓間対策（治山ダム））
・平成20年6月27日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・7月4日　資材運搬路の実施設計調査に着手
・7月18日　資材運搬路の実施設計調査終了
・7月24日　資材運搬路の工事着手
・11月15日　資材運搬路（3,550ｍ）工事完了
・11月16日　資材運搬路を利用し、河原小屋林道の奥に取り残され
ていた車両８台を搬出しました。
・平成21年6月8日 資材運搬路を利用し、白糸の滝吊り橋周辺にて
行方不明者の捜索が行われ、6月9日２名のご遺体が発見されまし
た ご冥福をお祈りします

設置済→降雪期のため撤去

河原小屋沢 資材運搬路

工事完了

小川原 大型カゴ枠工完了（平成20年9月27日）

工事完了工事完了

工事完了

・
（一迫川地区（切留地区））
・平成20年7月17日　亀裂に雨水が浸透するのを防止するためのブ
ルーシート張りに着手
・7月22日　ブルーシート張り完了
・7月25日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・8月5日　治山ダムの実施設計調査に着手
　
（一迫川地区（水無沢）山腹崩壊復旧対策）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　土留工の実施設計調査に着手
・平成21年5月27日 工事着手（ｺﾝｸﾘｰﾄ土留工ほか）
・
（一迫川地区（小川原Ⅱ））
・平成21年6月6日 工事着手（山腹工ほか）
・
（一迫川地区（小川原Ⅲ）山腹崩壊復旧対策）

た。ご冥福をお祈りします。
・
・平成21年2月3日　スリットダム工工事着手
・6月15日　スリットダム工事完了

（一迫川地区（河原小屋沢）　施設復旧対策）
・平成20年7月25日　国有林野内直轄治山施設災害復旧事業採択
・8月5日　治山ダムの実施設計調査に着手
・平成21年3月6日　工事着手（谷止工）

（一迫川地区（湯ノ倉上流）　渓間対策（治山ダム））
・平成20年7月2日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・7月11日　実施設計調査に着手
・平成21年2月24日 工事着手（コンクリート谷止工）

設置済→降雪期のため撤去

河原小屋沢 資材運搬路

工事完了

小川原 大型カゴ枠工完了（平成20年9月27日）

工事完了工事完了

河原小屋沢 資材運搬路を利用し、

取り残された車両を搬出

工事中

工事中

河原小屋沢スリットダム

工事状況（平成21年5月28日）

工事中

行方不明者捜索 白糸の滝付近

（平成21年6月8日）

工事中

工事完了

（ 迫川地区（小川原Ⅲ）山腹崩壊復旧対策）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　法切工の実施設計調査に着手

設置済→降雪期のため撤去

河原小屋沢 資材運搬路

工事完了

小川原 大型カゴ枠工完了（平成20年9月27日）

工事完了工事完了

河原小屋沢 資材運搬路を利用し、

取り残された車両を搬出

工事中

工事中

河原小屋沢スリットダム

工事状況（平成21年5月28日）

工事中

行方不明者捜索 白糸の滝付近

（平成21年6月8日）

工事中

工事完了

注：下線部は新たな動き 1



実施箇所 取組状況

【宮城県内の対策】（6月19日16時現在）　東北森林管理局　宮城北部森林管理署

②花山湖上流〔民有林〕 【応急対策】
（温湯地区）
・平成20年8月13日　山腹工(ロックネット）と崩土除去に着手
・10月10日　山腹工（ロックネット）設置完了

【復旧対策】
（温湯地区・浅布地区・本沢軽井沢地区）
・平成20年7月3日　民有林直轄治山災害関連緊急事業採択
・7月17日　実施設計調査に着手
・8月11日　民有林直轄治山災害関連緊急事業採択（復旧工事）

（浅布地区）
・平成20年11月11日　工事着手（(Ⅰ）大型カゴ枠工、吹付枠工）
・平成21年2月23日　工事完了（Ⅰ）
・3月3日　工事着手（（Ⅱ）吹付枠工ほか）
　
・6月2日　工事着手（浅布Ⅰ（H21）落石防護柵工ほか）
・・・
(温湯地区）
・平成21年2月28日　工事着手（コンクリート土留工）
・
・6月3日 工事着手（温湯Ⅰ（H21）落石防護柵工ほか）
・
（本沢軽井沢地区）
平成21年2月25日 工事着手（コンクリ ト谷止工）

工事完了

工事中

浅布地区工事状況（平成21年5月22日）

工事中

工事中

工事中

工事中

・平成21年2月25日 工事着手（コンクリート谷止工）

③国道３９８号線へ接続する林道の緊急整備 ・鎌内国有林林道の緊急点検を実施するとともに、被災した国道３９
８号線の緊急復旧工事のための資材運搬路の確保を支援（平成20
年6月18日より緊急車両（工事車両）通行可能）

【応急・復旧対策】
（二迫川地区　地すべり地内の排水工事）
・平成20年6月23日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・7月1日　工事現場までの仮設道整備開始
・7月5日　排水工事に着手
・9月12日　シヅミクラ沢河道掘削工事着手
・10月20日　シヅミクラ沢河道掘削工事完了
・10月25日 仮設道工事完了

（二迫川地区　ダム上流部の地すべり調査）
・平成20年6月27日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・7月3日　地すべり調査に着手
・平成21年3月10日　地すべり調査完了

（二迫川地区（マダラ沢）土砂流出抑制対策）
・平成20年7月25日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・8月5日　治山ダムの実施設計調査に着手
・平成21年6月13日　工事着手（谷止工Ⅰ）

（二迫川地区（小野松沢）土砂流出抑制対策）

④荒砥沢ダム上流（二迫川地区）

シヅミクラ沢河道掘削工事完了

工事完了

工事完了

荒砥沢ダム滑落崖（平成21年5月15日）

工事中

浅布地区工事状況（平成21年5月22日）

工事中

工事中

工事中

調査完了

工事中

工事中

工事中

（二迫川地区（小野松沢）土砂流出抑制対策）
・平成20年7月25日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・8月5日　治山ダムの実施設計調査に着手
・平成21年3月7日　工事着手（コンクリート谷止工）

シヅミクラ沢河道掘削工事完了

工事完了

工事完了

荒砥沢ダム滑落崖（平成21年5月15日）

工事中

浅布地区工事状況（平成21年5月22日）

工事中

工事中

工事中

調査完了

工事中

工事中

工事中

注：下線部は新たな動き 2



実施箇所 取組状況

【宮城県内の対策】（6月19日16時現在）　東北森林管理局　宮城北部森林管理署

④荒砥沢ダム上流（二迫川地区）（つづき） （二迫川地区（シヅミクラ沢）土砂流出抑制対策等）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　法切工ほかの実施設計調査に着手
・平成21年3月12日　工事着手（谷止工）

（二迫川地区（マダラ沢）山腹崩壊復旧対策）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　土留工の実施設計調査に着手
・平成21年6月13日　工事着手（谷止工Ⅱ）

(二迫川地区（ヒアヒクラ沢）山腹崩壊復旧対策）
・平成20年9月17日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・10月8日　谷止工ほかの実施設計調査に着手
・平成21年6月18日 工事着手（山腹工ほか）

(二迫川地区（荒砥沢ダム上流）大規模地すべりの復旧対策）
・平成20年11月25日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・平成21年3月3日　工事着手（集水井工ほか）
　
・4月23日 入札公告（排土工）
・
・6月15日 工事着手（鋼管杭打工、鋼製土留工）
・
・6月13日 工事着手（流路工）

⑤耕英地区〔民有林〕 ・平成20年7月3日　民有林直轄治山災害関連緊急事業採択
・7月13日 専門家による現地調査

車両搬出の様子
工事完了

工事中

工事中

工事中

荒砥沢ダム上流集水井工

工事状況（平成21年5月28日）

工事中

工事中

工事中

工事中

7月13日 専門家による現地調査
・7月17日　実施設計調査に着手
・8月11日　民有林直轄治山災害関連緊急事業採択（復旧工事）
・10月21日　宮城県・栗原市との合同踏査を実施
・11月1日　工事着手（吹付枠工・資材運搬路）
・12月16日　宮城県・栗原市・工事請負業者の協力の下、耕英地区
の治山工事用の資材運搬路を利用し、耕英地区に 後まで取り残
されていた車両１台を搬出しました。
・平成21年1月13日　吹付枠工・資材運搬路工事完了

・平成21年3月10日　工事着手（谷止工ほか）

⑥市道馬場駒の湯線の整備 荒砥沢ダム上流部の復旧対策のほか、孤立化した集落（栗原市耕
英地区）への通行確保にも資する（市道）馬場駒の湯線の崩土を除
去（国有林に接する部分の崩土除去を平成２１年６月２２日完了）

工事完了

車両搬出の様子
工事完了

工事中

工事中

工事中

荒砥沢ダム上流集水井工

工事状況（平成21年5月28日）

工事中

工事中

工事中

工事中

工事完了

車両搬出の様子
工事完了

工事中

工事中

工事中

荒砥沢ダム上流集水井工

工事状況（平成21年5月28日）

工事中

工事中

工事中

工事中

注：下線部は新たな動き 3



実施箇所 取組状況

【宮城県内の対策】（6月19日16時現在）　東北森林管理局　宮城北部森林管理署

⑦栗駒ダム上流（三迫川地区） 【警戒避難支援対策】
・土石流センサー１基設置

【応急・復旧対策】
（放森地区）〔民有林〕
・平成21年7月4日　応急対策として大型土のう積工に着手
・7月10日　国有林側への据付完了（３３０個）
・7月15日　県道沿いの据付完了（１２０個）

（三迫川地区（行者滝）山腹崩壊復旧対策）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　土留工ほかの実施設計調査に着手
・平成21年6月17日　工事着手（床固工・谷止工ほか）

（三迫川地区（ドゾウ沢）土砂流出抑制対策）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　治山ダムの実施設計調査に着手
・平成21年3月12日　工事着手（鋼製谷止工）

（三迫川地区（岩ノ目沢）土砂流出抑制対策等）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日 谷止工ほかの実施設計調査に着手

放森地区
工事完了

柳沢崩壊地

設置済→降雪期のため撤去

工事中

工事中

工事中

工事中

工事中

・9月18日 谷止工ほかの実施設計調査に着手
・平成21年5月27日　工事着手（山腹工）

（三迫川地区（栗駒ダム脇）山腹崩壊復旧対策）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　法枠工ほかの実施設計調査に着手

（三迫川地区（日影森）土砂流出抑制対策）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　谷止工の実施設計調査に着手
・平成21年2月13日　工事着手（谷止工ほか）

（三迫川地区（三迫川）土砂流出抑制対策等）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　谷止工ほかの実施設計調査に着手
・平成21年3月3日　工事着手（谷止工）
・4月2日　土石流センサーの設置

(三迫川地区（放森上流）山腹崩壊復旧対策)
・平成20年8月12日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　土留工の実施設計調査に着手
・平成21年6月3日　工事着手（吹付枠工）

(三迫川地区（柳沢）山腹崩壊復旧対策）
・平成20年9月17日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・10月8日　排土工ほかの実施設計調査に着手
・平成21年5月25日 工事着手（切土工ほか）

放森地区
工事完了

柳沢崩壊地

設置済→降雪期のため撤去

工事中

工事中

工事中

土石流センサーの設置（平成21年4月2日）

工事中

工事中

工事中

工事中

注：下線部は新たな動き 4



実施箇所 取組状況

【宮城県内の対策】（6月19日16時現在）　東北森林管理局　宮城北部森林管理署

⑧栗駒ダム下流（三迫川地区） （三迫川地区（栗駒ダム下流）　　山地崩壊復旧対策）
・平成20年7月25日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・8月5日　法枠工ほかの実施設計調査に着手
・11月7日　工事着手（法枠工）
・平成21年2月27日　工事完了（法枠工）

・3月12日　工事着手（法枠工）
　
（三迫川地区（栗駒ダム下流Ⅲ）山腹崩壊復旧対策）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　法枠工ほかの実施設計調査に着手
・平成21年3月7日　工事着手（落石防止網工）
・6月12日　工事完了

⑨栗駒ダム上流〔民有林〕 （洞万・日影森地区）
・平成20年7月3日　民有林直轄治山災害関連緊急事業採択
・7月17日　実施設計調査に着手
・8月11日　民有林直轄治山災害関連緊急事業採択（復旧工事）

（日影森地区）
・平成20年11月8日　工事着手（大型カゴ枠工、木柵工）
・平成21年2月7日　工事完了（大型カゴ枠工、木柵工）

工事中

工事完了

工事完了

工事中

工事状況 法枠工（平成21年5月25日）

工事中

工事状況 （平成21年5月19日）

工事完了

・3月3日　工事着手（吹付枠工）
 
（洞万地区）
・平成21年5月27日　工事着手（洞万Ⅰ（H21）コンクリート谷止工）
・
・
・
・平成21年5月18日　入札公告（洞万Ⅱ（H21））落石防護工ほか）

⑩北鬼首地区（根松） （北鬼首地区（根松）山腹崩壊復旧対策）
・平成20年8月8日　国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択
・9月18日　吹付工ほかの実施設計調査に着手
・平成21年6月13日　工事着手（土留工ほか）

⑪県道築館栗駒公園線（行者の滝周辺） 【応急対策】
・流木による二次災害を防ぐため、行者滝周辺の倒木等を処理
・平成20年7月15日　落合橋付近の倒木処理を実施

工事完了

行者の滝周辺の応急対策後の様子

（平成20年10月30日）

工事中

工事完了

工事完了

工事中

工事状況 法枠工（平成21年5月25日）

工事中

工事状況 （平成21年5月19日）

工事完了

工事中

工事完了

行者の滝周辺の応急対策後の様子

（平成20年10月30日）

工事中

工事完了

工事完了

工事中

工事状況 法枠工（平成21年5月25日）

工事中

工事状況 （平成21年5月19日）

工事完了

工事中
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実施箇所 取組状況

【宮城県内の対策】（6月19日16時現在）　東北森林管理局　宮城北部森林管理署

⑫林道の復旧事業 【応急・復旧対策】
・平成20年７月8日　国有林林道３路線の林道施設災害復旧事業採
択　　　　　　　（揚石林道、マダラ沢林道、山王林道）

・7月29日　国有林林道４路線の林道施設災害復旧事業採択
　　　　　　（揚石林道、マダラ沢林道、岩ノ目林道、伊豆根林道）

・7月31日　国有林林道２路線の林道施設災害復旧事業採択
　　　　　　（金山林道、大荒沢林道）

・8月19日　マダラ沢林道①の工事着手（モルタル吹付等）

・8月22日　揚石林道(ブロック擁壁）、伊豆根林道（ブロック擁壁
等）、金山林道（鬼首地区・二段式擁壁等）、山王林道（鬼首地区・
ブロック擁壁）の復旧工事着手

・11月14日　山王林道（鬼首地区）のブロック擁壁工完了

・12月2日　国有林林道２路線の林道施設災害復旧事業採択
　　　　　　（ヒアヒクラ沢林道、河原小屋林道）

・12月4日　国有林林道１路線の林道施設災害復旧事業採択
　　　　　　（マダラ沢林道）

・12月19日　金山林道（鬼首地区）の二段式擁壁工完了

12月29日 揚石林道のブロック擁壁工完了
マダラ沢林道①工事完了

伊豆根林道のブロック擁壁工完了

・12月29日 揚石林道のブロック擁壁工完了

・平成21年1月21日　伊豆根林道のブロック擁壁工ほか完了

・2月3日　マダラ沢林道①のモルタル吹付等完了

・3月10日 マダラ沢林道②工事着手(コンクリートブロック擁壁ほか)
・
・5月27日　ヒアヒクラ沢林道（付替新設）工事着手
・
・5月20日　河原小屋林道（橋梁工ほか）入札公告

（再掲）
○マダラ沢林道②（コンクリートブロック擁壁ほか）
　 ヒアヒクラ沢林道（付替）

●山王林道（鬼首地区/ブロック擁壁工）、
   金山林道（鬼首地区/二段式擁壁工）、
　 揚石林道(ブロック擁壁工)、伊豆根林道（ブロック擁壁等）、
   マダラ沢林道①（モルタル吹付等）

工事完了

マダラ沢林道①工事完了

工事中

伊豆根林道のブロック擁壁工完了

マダラ沢林道② 工事状況

（平成21年5月13日）

注：下線部は新たな動き 6



実施箇所 取組状況

【宮城県内の対策】（6月19日16時現在）　東北森林管理局　宮城北部森林管理署

⑬国有林における裏山対策 ・国有林の裏山対策（人家等近くの国有林の被災地の応急対策）の
ための調査を平成20年7月16日までに、花山地区・栗駒地区の６箇
所で実施し、崩落やクラック等の被害状況を把握しました。その結
果、放森地区において県道への土砂の流入を防ぐため大型土のう
積工を実施した他、切留地区において亀裂に雨水が浸透するのを
防止するためブルーシート張り等の応急対策を実施。

・平成20年10月22日　栗原市による今後の復興対策の検討に資す
るため、専門家による合同現地調査を東北地方整備局・宮城県と合
同で実施。
・平成21年5月7日 融雪後に実施した民家裏斜面防災点検の結果
について、栗原市長へ報告しました。

⑭現地調査等の結果 ・平成21年5月14、15日　ヘリコプターによる一迫川流域等の現況調
査を行いました。

・平成20年12月20日　第８回山地災害対策検討会を開催しました。
　荒砥沢地すべりについての対策を含め、岩手・宮城内陸地震によ
る山地災害に係る治山計画のとりまとめが行われました。
※山地災害対策検討会の報告書等については、東北森林管理局
のホームページ
（http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/koho/saigaijoho/kyoku/kento
kai/hokokusho.html）をご覧下さい。

民家裏斜面防災点検

一迫川流域（河原小屋）

（平成21年5月15日）

⑮民有林直轄治山事業の新規着手 ・平成21年度から民有林直轄治山事業について、迫川地区（耕英、
洞万･日影森、温湯、浅布・本沢軽井沢）の民有林を対象に新規着
手しました。

⑯復旧対策実施組織の充実 ・平成21年4月1日　栗原治山事業所（国直）、迫川治山事業所（民
直）が開設されました。

民家裏斜面防災点検

栗原（国直）・迫川（民直）治山事業所開設

(平成21年4月1日）

一迫川流域（河原小屋）

（平成21年5月15日）
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