
山口県 全国
年度 記事

主な出来事

S29 国道2号防府市江泊地区改良着手

S30 国道2号防府市末田地区改良着手

S32
国道2号防府市江泊地区完成
国道2号関門トンネル完成（33.39）

S33
国道9号が直轄事業となる（33.4）
中国地方建設局発足（33.6.10）

第2次（S33～S37）

S35 国道2号二次改築着手

S36
国道2号錦橋完成(37.3)
国道9号木戸山トンネル完成

第3次（S36～S40）

S37 国道2号（山口市～楠町）完成

S38
国道2号一次改築完成
国道262号（山口～防府）完成 第4次（S39～S43）

S40

国道9号二次改築着工
国道188号（徳山～岩国）完成
国道190号直轄事業となる
青海大橋完成(40.10.27)

S41

国道2号岩国バイパス完成(41.6.25)
国道190号厚東川大橋完成
県道防府阿東線（防府市～徳地町掘）完成
県道徳山甘日市線（徳山市杉ヶ峠地区）完成
県道徳山日原線（徳山市～鹿野町）完成
中国縦貫自動車道（下関～美祢）着工

S42 
国道188号、190号二次改築着工
県道下関長門線湯本バイパス完成(42.4.21)

第5次（S42～S46）

S43

国道2号周南バイパス着工(43.7)
国道190号床波バイパス完成
国道191号（長門～萩）完成
国道262号佐々並バイパス完成(43.8.7)
県道下関長門線全線完成

S44

県道下関萩線完成
県道小郡三隅線完成
上関大橋完成(44.6.21)
国道187号一時改築完了(44.10)

S45

315号、316号国道昇格
国道2号小郡バイパス着工
国道191号宇田トンネル完成
秋吉台有料道路完成(45.10.5)
笠戸大橋完成(45.11.14)

第6次（S45～S49）

S46
国道262号新佐波山トンネル完成(46.7)
国道316号（長門市正明市～湯本）完成(46.9.22)

S47

国道188号下松バイパス着工
欽明路有料道路完成(47.4.1)
国道262号（山口市～旭村）完成(47.11.21)
山陽自動車道（徳山市～山口市）着工

■第2次山口県勢振興の長
期展望
（S47.3策定）

S48

国道9号山口拡幅完成
国道191号（奈古～宇田間）完成
中国縦貫自動車道（小月IC～下関IC）完成（48.11.14)
関門自動車道（下関IC～文字IC）完成(48.11.14)
国道190号小野田バイパス完成(48.12.1)
国道262号新佐波山トンネル完成(48.9.18)

第7次（S48～S52）

S49 

中国縦貫自動車道（小郡IC～小月IC）完成(49.7.31)
国道376号（山口市仁保～徳地町）完成(49.12.20)
山口宇部有料道路開通(50.2.27)
国道2号小郡バイパス2車完成(50.2.27)

道路特定財源暫定税率運
用開始（S49）

S50

中国縦貫自動車道（山口IC～小郡IC）完成(50.4.1)
国道2号周南バイパス2車完成(50.6.5)
彦島有料道路開通(50.9.30)
国道191号惣郷、大刈トンネル完成（51．1．12）

道路特定財源制度創設
（S29）
第１次道路整備５箇年計画
（S29～S33）

■山口県勢振興の長期展
望
（S37.6策定）

S51

大島大橋完成(51.7.4)
国道191号（萩市～須佐町）完成(52.3.25)
国道190号阿知須バイパス完成(51)

S52
国道2号周南バイパス市街路部4車完成
国道262号明木バイパス完成(52.8.8)

S53

国道188号下松バイパス2車部分完成
国道315号徳山市栄谷地区完成(53.10.4)
県道下関長門線　田部バイパス完成

■第3次山口県勢振興の長
期展望（S53.9策定）

第8次（S53～S57）

S54
国道2号戸田拡幅、戸田駅前4車完成
山口秋吉台公園自転車道（山口～仁保津）完成(54.7.21)

S55

国道9号山口バイパス県庁前完成
国道316号（美祢～長門）完成(55.6.28)
パークロード（山口駅県庁線）完成(55.7.3)
中国縦貫自動車道（徳地IC～山口IC）完成(55.10.17)
（鹿野IC～徳地IC）暫定完成(55.10.17)

S56 国道315号阿武・須佐工区完成(56.11.28)

S57

434号、435号、437号国道昇格(57.4.1)
国道2号防府バイパス（富海～右田間）暫定2車完成(57.4.10)
国道262号大内宮野バイパス　暫定２車完成(57.8.9)
国道9号山口バイパス（県庁～市道木崎新町線）暫定2車完成(57.9.7)
中国縦貫自動車道（広島北JCT～徳地IC）暫定完成(58.3.24)
沖家室大橋完成(58.3.18)

S58
国道315号（阿東町～むつみ村）完成(58.10.20)
国道434号（宇佐郷工区）完成(59.3.27)

第9次（S58～S62）

S59

県道山口秋吉台公園自転車道線完成(59.5.12)
県道新南陽徳地線（津浦ヶ峠工区）完成(59.6.18)
県道岩国美和線（大根川～佐波）完成(59.8.25)
県道防府阿東線（間方工区）完成(59.12.3)
国道316号（美祢工区）完成(60.3.27)

S60

国道315号金山谷トンネル完成(60.11.9)
国道376号（桧余地工区）完成(60.2.28)
山陽自動車道（徳山西IC～防府東IC）完成(61.3.27)

地方道路整備臨時交付金
制度創設（S60）

S61

国道316号（山陽町工区）完成(61.7.18)
国道9号山口バイパス（吉敷～朝田間）暫定２車完成(61.7.24)
中国縦貫自動車道（鹿野IC～徳地IC）完成(61.11.10)

S62

欽明路有料道路無料化(62.7.1)
国道315号（徳佐工区）(62.8.24)、（長穂工区）(62.11.4)完成
山陽自動車道（防府IC～山口J.C.T）完成(62.12.4)
関彦橋架替(63.2.24)
山陽自動車道（岩国IC～広島岩国道路大竹IC）完成(63.3.29)
国道2号小月バイパス（松屋～県道豊浦清末線）暫定2車完成(63.3.30)

■第4次山口県勢振興の長
期展望（S62.2策定）
◆県土１時間構想
　（S62～H9）

S63

国道2号防府バイパス(63.11.22)暫定2車全線完成
国道2号小月バイパス(63.11.28)暫定2車全線完成
国道188号平生バイパス（平生町平生～宇佐木）完成(63.11.24)
県道下関長門線西市バイパス完成(63.11.22)

第10次（S63～H4）

H元

国道376号（和田工区）完成(H元6.29)
中国縦貫自動車道（六日市IC～鹿野IC）完成（H元.11.20)
県道下松田布施線河内バイパス完成(H元12.2)
山陽自動車道（徳山東IC～徳山西IC）完成(H2.3.30)
国道262号（佐古工区）完成(H2.3.30)
県道新南陽徳地線（小畑～車木工区）完成(H2.3.29)
国道191号三隅バイパス部分完成(H2.2.27)
国道2号小郡道路4車線自専道化(H2.3.31)

H2

秋吉台有料道路無料化（H2.7.1)
山陽自動車道（熊毛IC～徳山東IC)完成（H2.12.20)
国道315号（須佐工区）完成（H3.3.15)
国道188号下松BP暫定2車完成（H3.3.19)
防府環状線（中ノ関工区）完成（H3.3.26)
国道191号（萩工区）完成（H3.3.30)
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H3
周防大橋及び南部海岸道路完成（H4.3.21)
萩有料道路完成（H4.3.27)

H4

山陽自動車道（岩国IC～熊毛IC)完成（H4.6.25)
国道262号宮野バイパス全線完成（H5.3.26)
県道大島環状線（出井～津海木工区）完成（H5.3.22)
国道9号山口バイパス（折本～滝町間）完成（H5.3.26)

H5

県道山口福栄須佐線押原バイパス完成（H5.4.6)
国道435号薬王子バイパス完成（H5.4.27)
国道435号（山口～美東バイパス）全線完成（H5.6.3)
町道八重広谷線（カルストロード）完成（H5.7.3)
南周防大橋（臨港道路）完成（H6.3.23)
県道大島環状線（橘町日前～安高工区）完成（H6.3.29)

第11次（H5～H9）

H6

国道435号桃木バイパス完成（H6.4.25)
県道仙崎（T)小浜線白潟トンネル完成（H6.9.6)
県道萩篠生線生雲トンネル完成（H6.12.15)
国道9号山口バイパス完成（H7.2.10)
国道437号大崎橋完成（H7.3.13)
国道376号長野バイパス完成（H7.3.16)
県道山陽豊田線(美祢市大日工区）完成（H7.3.22)
県道岩国美和線(岩国市松尾峠～美和町長谷工区）完成（H7.3.28)
国道262号宮野バイパス4車線化完成（H7.3月末）

H7

国道437号大畠～柳井バイパス完成（H7.12.26)
国道188号末武中交差点立体工事完成（H8.3.25)
県道鹿野夜市線矢地峠トンネル完成（H8.3.28)
国道489号線徳地バイパス完成（H8.3.29)

H8

県道山口防府小郡自転車道線完成（H8.4.28)
県道宇部防府線（台道～浜田工区）完成（H8.5.16)
県道山口秋穂線(鋳銭司工区）完成（H8.5.31)
大島大橋無料化（H8.6.1)
国道434号（小山田工区）完成（H8.7.8)
国道316号（杣尻バイパス）完成（H9.2.7)
県道小野田山陽線（杣尻工区）暫定工事完成（H9.2.7)

H9

県道岩国錦線美郷トンネル完成（H9.4.15)
県道下関長門線深川バイパス完成（H9.8.7)
中国縦貫自動車道美祢西IC完成（H9.9.13)
国道435号滝部バイパス一部完成（H9.10.1)
県道下関美祢線四郎ヶ原トンネル完成（H9.12.2)
国道437号柳井～由宇バイパス完成（H10.3.31)
国道437号祖生バイパス一部完成（H10.3.31)

H10

県道柳井上関線池ノ浦トンネル（H10.10.27)
国道2号厚狭埴生バイパス一部暫定完成（H11.3.10)
国道188号岩国南バイパス一部暫定完成（H11.3.27)
国道437号祖生バイパス一部完成（H11.3.31)

新道路五箇年計画
（H10～H14）

H11

国道2号下関拡幅（長府工区）4車線解放（H11.6.1)
県道美祢油谷線バイパス完成（H11.6.12)
県道徳山本郷線バイパス完成（H11.11.20)

H12

国道9号山口バイパス（朝田地区）4車線化（H12.10.20)
角島大橋完成（H12.11.3）
国道2号小郡道路完成（H13.3.10）
山口宇部有料道路4車線化（H13.3.10）
山陽自動車道宇部下関線開通暫定2車完成（H13.3.11）

H13

県道小郡阿知須道路完成（H13.6.2）
山陽自動車道山口南ICのフル化（H13.6.27）
国道9号小郡改良一部暫定完成（H13.7.3）
県道秋芳三隅線バイパス完成（H14.3.22）

H14

国道191号萩拡幅完成（H14.6.29）
県道橘東和線（東和町平野工区）完成（H14.7.23）
県道益田阿武線（阿武町中山工区）完成（H14.10.29）

■やまぐち未来デザイン21
　 （H10.2策定）
◆ジョイフルロード構想
　 （計画期間H10～H22）
●ジョイロードプラン（第1次）
　 （計画期間H10～H14）

H15

国道188号柳井バイパス一部暫定完成（H15.4.22）
国道椋野交差点立体交差化（H15.5.26）
県道粟野二見線完成（H15.7.24）
県道防府環状線完成（H15.7.26）
国道190号厚東川大橋完成（H15.12.15）
町道御山聞波目畑線・目畑線完成（H16.2.2）
国道2号厚狭埴生バイパス一部暫定完成（H16.3.6）

●ジョイロードプラン（第2次）
  （計画期間H15～H19）

社会資本整備重点計画
（H15～H19）

H16

山陽自動車道富海PA完成（H16.4.23）
県道湯ノ口美祢線完成（H16.8.7）
県道篠目地福上線完成（H16.9.10）
県道吉部下篠目線完成（H16.9.10）
国道2号花岡拡幅完成（H17.3.12）
周南大橋（臨港道路）完成（H17.3.19）

H17

県道藤生停車場錦帯橋線平田バイパス完成（H17.8.20）
彦島有料道路無料化（H17.9.30）
県道岩国大竹線関々バイパス一部暫定完成（H17.11.18）
国道191号下関北バイパス一部暫定完成（H18.3.19）
県道武久椋野線暫定完成（H18.3.19）

道路公団4公団民営化
（H17）

H18

国道2号厚狭・埴生バイパス一部暫定完成（H18.7.29）
県道萩川上線完成（H18.10.7）
国道262号萩バイパス完成（H19.3.24）

H19

県道妻崎開作小野田線完成（H19.12.5）
国道2号厚狭・埴生バイパス暫定完成（H20.1.26）
山陰道（国道191号萩・三隅道路）明石IC～三隅IC暫定完成（H20.2.23）
県道萩三隅線完成（H20.2.23）
県道大内右田線完成（H20.3.12）
国道188号岩国南バイパス暫定完成（H20.3.29）

社会資本整備重点計画(第
2次)
（H20～H24）

H20

県道新下関停車場稗田線一部完成（H20.4.4）
県道妻崎開作小野田線（小野田～新生三丁目工区）一部完成（H20.6.18）
山陽自動車道山口J.C.Tのフル化（H20.11.11）
県道下関長門線（楢崎工区）完成（H21.3.2）

H21

国道１８８号柳井バイパス暫定完成（H21.4.28）
県道柳井上関線（上浜工区）完成（H21.6.19）
県道光柳井線（庄山工区）完成（H21.11.27）
萩有料道路無料化（H22.3.20）
地域高規格道路小郡萩道路（中国縦貫自動車道接続部）完成（H22.3.20）
県道萩三隅線（津雲～生島工区）完成（H22.3.25）
国道376号須々万バイパス一部完成（H22.3.30）

H22 地域高規格道路小郡萩道路（十文字IC～秋吉台IC）完成（H23.1.29）

H23

地域高規格道路小郡萩道路（秋吉台IC～絵堂IC）暫定完成（H23.5.28）
地域高規格道路山口宇部道路（朝田IC～嘉川IC）暫定完成（H23.7.30）
都市計画道路宇部湾岸線（西中町IC～藤曲IC）暫定完成（H23.8.21）
山陰道（国道191号萩・三隅道路）（明石IC～萩IC）暫定完成（H23.9.23）
国道2号戸田拡幅4車線化一部完成（H23.9.29）
国道2号小月バイパス4車線化一部完成（　　〃　　）
国道9号小郡改良4車線化完成（　　〃　　）
国道491号豊田油谷バイパス一部完成（H24.3.21）
山口宇部有料道路無料化（H24.3.28）
主要県道南岩国尾津線完成（H24.3.30）

H24

国道376号須々万バイパス完成（H24.7.24)
国道１８８号新寿橋完成（H24.12.12）
都市計画道路宇部湾岸線（藤曲IC～東須恵IC)暫定完成（H25.3.24）

社会資本整備重点計画(第
3次)
（H24～H28）

H25

国道434号須川バイパス一部完成（H25.4.26)
国道2号戸田拡幅4車線化完成（H25.5.20）
県道新下関停車場稗田線完成（H25.10.16）

路特定財源制度廃止
　　　　　↓
一般財源化（H21）
地方道路整備臨時交付金
制度廃止
　　　　　↓
地域活力基盤創造交付金
制度創設（H21）
　　　　　↓
社会資本整備総合交付金
制度創設（H22）

高速道路無料化社会実験
（H22）
東日本大震災発生
（H23.3.11)
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