主な事業の計画と見通し（道路・港湾）

H30.5.24現在

凡例
高規格道路

インフラ整備情報サポートセンター
（企画部 広域計画課内）
022-225-2171（内線3212または3231）

みやこ

みやこ
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宮古盛岡横断道路 一部
(宮古～箱石)
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まつやま

かみきた てんまばやし

ひきめ

上北天間林道路

国道45号

三陸沿岸道路(侍浜～階上)
【平成32年度開通予定】※２

国道45号

三陸沿岸道路(久慈北道路)
【平成31年度開通予定】※１

さむらいはま

くじ

みやこ

かわい
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ふだい

国道45号

三陸沿岸道路(尾肝要～普代)
【平成32年度開通予定】

国道45号

三陸沿岸道路(宮古中央～田老)

はらたい

しもかわい

はしかみ

おかんよう

●宮古市蟇目～腹帯地区
【平成32年度開通予定】
みやこ

【平成30年度開通予定】

国道45号

ねいち

●(仮)松山IC～(仮)根市IC＜岩手県施工＞
【平成30年度開通予定】
みやこ

地すべり対策等が速やかに完了する場合
土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合

まつやま

●宮古市藤原～(仮)松山IC
【平成32年度開通予定】

直轄国道

未事業化

※１
※２

国道106号

地域高規格道路

供用中

●宮古市下川井地区
【平成31年度開通予定】
はこいし

●宮古市川井～箱石地区
【平成32年度開通予定】
みやこ

国道106号

もりおか

宮古盛岡横断道路
くざかい

(区界道路)
【平成32年度開通予定】
みやこ

国道106号

もりおか

宮古盛岡横断道路
となん

たろう

まさき かいがん

●宮古中央IC～田老真崎海岸IC
【平成32年度開通予定】

かわめ

(都南川目道路)
【平成31年度開通予定】
しもはま

国道7号 下浜道路
【平成31年度開通予定】
かまいし はなまき

国道283号

みやこ ちゅうおう

たろう

みやこ ちゅうおう

かまいし やまだ

国道45号

三陸沿岸道路(釜石山田道路)

かまいし

かまいし りょういし

●(仮)釜石JCT～釜石両石IC
おおつち

【平成30年度開通予定】

やまだ みなみ

●(仮)大槌IC～山田南IC
かまいし きた

【平成30年度開通予定】

おおつち

●釜石北～ (仮)大槌IC

【平成31年度開通予定】

釜石花巻道路

かまいし

かまいし にし

(釜石～釜石西)
【平成30年度開通予定】
かまいし はなまき

国道283号

釜石花巻道路

とおの

すみた

よしはま

(遠野住田～遠野)
【平成30年度開通予定】

三陸沿岸道路(吉浜～釜石)
【平成30年度開通予定】※２

国道45号

三陸沿岸道路(唐桑北～陸前高田)
【平成30年度開通予定】

からくわ きた

しんじょう ふるくち

国道47号

新庄古口道路 一部

とざわ むら

つや

ふるくち

●戸沢村津谷～古口
【平成30年度開通予定】

国道45号

さかた

けせんぬま

けせんぬま

けせんぬま こう

●（仮）気仙沼IC～(仮)気仙沼港IC
【平成31年度開通予定】

もとよし けせんぬま

国道45号

三陸沿岸道路(本吉気仙沼道路(Ⅱ期))
【平成30年度開通予定】

国道45号

三陸沿岸道路(歌津本吉道路(歌津～本吉))

うたつ

もとよし

●(仮)卯名沢IC～(仮)本吉IC
ひがしね

うなさわ

うたつ

●(仮)歌津IC～(仮)卯名沢IC

ひがしね きた

からくわみなみ

(気仙沼道路(気仙沼～唐桑南)) 一部

うなさわ

東北中央自動車道 一部

りくぜんたかた

三陸沿岸道路
けせんぬま

酒田港
国際物流ターミナル整備事業
【平成31年度完了予定】

かまいし

国道45号

とおの

もとよし

うたつ

もとよし

【平成32年度開通予定】
【平成30年度開通予定】

●東根IC～(仮)東根北IC
【平成30年度開通予定】
かじょう

国道112号 霞城改良〔4⾞線化〕
【平成31年度開通予定】

水沢東バイパス 一部
【平成31年度開通予定】

みやぎ県北高速幹線道路＜宮城県施工＞

東北中央自動車道
なんよう たかはた

国道4号

なかだ

やまがた かみのやま

(南陽高畠～山形上山)＜NEXC0＞
【平成30年度開通予定】

●第Ⅱ期（中田工区）
さぬま

●第Ⅲ期（佐沼工区）
つきだて

国道115号

そうま

ふくしま

相馬福島道路 一部
りょうぜん
ふくしま
(霊山～福島)

ふくしま きた

●(仮)福島北JCT～(仮)国道4号IC
【平成32年度開通予定】
りょうぜん

ふくしま

●第Ⅳ期（築館工区）

国道108号

【平成30年度開通予定】
【平成32年度開通予定】
【平成30年度開通予定】

ふるかわひがし

古川東バイパス 一部
【平成31年度開通予定】

ほばら せん

●(仮)霊山IC～(仮)福島保原線IC
【平成32年度開通予定】

国道115号

そうま

ふくしま

相馬福島道路
そうま

わたり

いわぬま

やまもと

わたり

仙台東部道路(亘理～岩沼)＜NEXC0＞〔4⾞線化〕
【平成32年度開通予定】
そうま にし

(相馬～相馬西)
【平成31年度開通予定】

常磐自動車道(山元～亘理)＜NEXC0＞ 〔4⾞線化〕
【平成32年度開通予定】

国道4号

かねがせ

金ヶ瀬拡幅〔4⾞線化〕【平成30年度開通予定】
ちゅうおう

ひろの

常磐自動車道(いわき中央～広野)＜NEXC0＞ 〔4⾞線化〕
【平成32年度開通予定】
かがみいし

国道4号 鏡石拡幅〔4⾞線化〕 一部
【平成31年度開通予定】
おなはま

港湾事業の完了等を反映しました！

小名浜港

国際物流ターミナル整備事業
【平成32年度完了予定】

主な事業の計画と見通し（道路・港湾）

H30.4.2現在

●開通⽬標 〔復興道路・復興⽀援道路情報サイトより〕
●復興道路・復興⽀援道路の開通⾒通しが「約９割」確定

（平成28年10⽉28⽇）

●東北中央⾃動⾞道（東根〜尾花沢）の開通⾒通しについて
●国道108号古川東バイパスの開通⾒通しについて
●国道4号⽔沢東バイパスの開通⾒通しについて

（平成29年8⽉1⽇）

（平成30年2⽉28⽇）
（平成30年3⽉8⽇）

●三陸沿岸道路「久慈北道路」の開通予定の⾒直しについて

（平成29年8⽉1⽇）

●⼀般国道４７号新庄古⼝道路の開通予定の⾒直しについて

（平成29年8⽉3⽇）

●東北中央⾃動⾞道相⾺⻄道路の開通予定の⾒直しについて

（平成29年8⽉10⽇）

●東北中央⾃動⾞道 福島⼤笹⽣IC〜⽶沢北IC間 平成29年11⽉4⽇（⼟）に開通します。
〜冬期間においても福島〜⽶沢間の安全、安⼼な通⾏を確保〜

（平成29年9⽉13⽇）

●東北中央⾃動⾞道 福島⼤笹⽣IC〜⽶沢北IC間 平成29年11⽉4⽇（⼟）15時00分に開通します。
〜⼭形県内で初めて⾼速道路ナンバリング標識を設置〜
●三陸沿岸道路⼭⽥宮古道路（⼭⽥IC〜宮古南IC） 平成29年11⽉19⽇（⽇）に開通します。

（平成29年10⽉23⽇）

（平成29年9⽉25⽇）

●三陸沿岸道路 ⼭⽥宮古道路（⼭⽥IC〜宮古南IC）が平成29年11⽉19⽇（⽇）15時に開通します
〜岩⼿県内で初めて⾼速道路ナンバリング標識を設置〜
●⼀般国道279号 下北半島縦貫道路 「吹越バイパス」開通のお知らせ

（平成29年11⽉1⽇）

（平成29年9⽉28⽇）

●国道279号下北半島縦貫道路【吹越バイパス】の開通式典を開催します。

（平成29年10⽉26⽇）

●「南三陸道路（南三陸海岸IC〜歌津IC）」が、平成29年12⽉9⽇（⼟）に開通します！
●「南三陸道路（南三陸海岸IC〜歌津IC）」が、平成29年12⽉9⽇（⼟）15時に開通
●鷹巣⼤館道路（⼤館能代空港IC〜鷹巣IC）が平成30年3⽉21⽇（⽔）に開通します。

（平成29年11⽉22⽇）
（平成29年11⽉29⽇）
（平成30年1⽉29⽇）

●鷹巣⼤館道路（⼤館能代空港IC〜鷹巣IC）が平成30年3⽉21⽇（⽔）15時30分に開通します
〜秋⽥県内で初めて⾼速道路ナンバリング標識を設置〜
●三陸沿岸道路 ⽥⽼第2IC(仮)〜岩泉⿓泉洞IC間が平成30年3⽉21⽇（⽔）に開通します。

（平成30年3⽉9⽇）

（平成30年1⽉30⽇）

●三陸沿岸道路 ⽥⽼真崎海岸IC〜岩泉⿓泉洞IC間が平成30年3⽉21⽇（⽔）15時30分に開通します
●相⾺福島道路 相⾺⽟野IC〜霊⼭IC間 平成30年3⽉10⽇（⼟）に開通します。

（平成30年2⽉2⽇）

●相⾺福島道路（相⾺⽟野IC〜霊⼭IC）が平成30年3⽉10⽇（⼟）15時00分に開通します

（平成30年3⽉1⽇）

●「本吉気仙沼道路（⼤⾕海岸IC〜気仙沼中央IC）」が、平成30年3⽉25⽇（⽇）に開通します！

（平成30年2⽉6⽇）

●「本吉気仙沼道路（⼤⾕海岸IC〜気仙沼中央IC）」が、平成30年3⽉25⽇（⽇）15時30分に開通
●国道47号余⽬酒⽥道路（庄内町廻館〜酒⽥市新堀）が平成30年3⽉18⽇（⽇）に開通します

●「相⾺港沖防波堤」の災害復旧⼯事業が完了しました

（平成30年3⽉9⽇）

（平成30年2⽉6⽇）

●国道47号余⽬酒⽥道路（庄内町廻館〜酒⽥市新堀）が平成30年3⽉18⽇（⽇）16時に開通します

●国道6号常磐バイパスが平成30年3⽉30⽇（⾦）に全線４⾞線開通します

（平成30年3⽉6⽇）

（平成30年3⽉2⽇）

（平成30年3⽉29⽇）

（平成30年3⽉16⽇）

●復興道路・復興⽀援道路の整備は順調に進捗 〜被災地の復興に⼤きく貢献〜

（平成29年6⽉14⽇）

