岩 手 県 の 道 路 の 略 年 表

明治以前
奥州街道を整備。一里塚を築き、江戸日本橋までの距離が決まる

１６０９年

盛岡城下の中津川上ノ橋に擬宝珠を取り付ける

１６５６年

夕顔瀬橋架橋（土橋）

１６５７年

南部重直、奥州街道を改修、松並木を植える

１６６３年

新舟山橋（明治橋の前身）完成

１７５０年

鞭牛和尚、はじめて小枝街道（橋野～大槌）を開く

１７７５年

鞭牛和尚、閉伊街道工事に着手

明

１６０４年

治
明治橋が完成。仙岩峠が開かれ、秋田街道開通

１８８１年

宮古街道開通

１８８２年

横手街道開通

１８８３年

盛岡～一関間の定期馬車が開業

１８８５年

本県で一番古い旧白石トンネル（107 号）開通

１８９０年

盛岡の開運橋が私橋として架設

１８９５年

花巻～釜石間新道開道

１８９６年

盛岡に大洪水、夕顔瀬橋、開運橋流失

１９０４年

県内道路延長

１９１０年

朝日橋（板橋Ｌ＝144ｍ）が架設される

大

１８７４年

国道 174 km、県道 815 km

正
１９１３年

盛岡～宮古間の定期バス開業

１９２０年

盛岡秋田線等 37 路線県道認定

昭和元～４０年
１９３２年

新明治橋開通

１９３５年

太田橋完成（当時永久橋として東北一の長大橋 432 m）

１９４８年

茂市刈屋間が完了（340 号）
小倉トンネル開通（現一戸山形線）

１９５１年

北上川狐禅寺のもぐり橋「千歳橋」が完成

１９５３年

開運橋開通

１９５４年

仙人トンネル開通
主要地方道路線指定（八戸軽米線等 20 路線）

１９５８年

一般国道のうち国が管理する区間として指定区間制ができる

１９５９年

仙人有料道路開通
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１９６０年

大船渡市と三陸村を結ぶ大峠トンネル開通

１９６３年

一般国道 45 号、46 号、106 号、107 号の指定

１９６４年

一級国道、二級国道の区別を廃し、一般国道とする
一般国道 46 号岩手・秋田間開通
県道八戸軽米線等 26 路線主要地方道に指定

昭和４１～５０年
１９６６年

一般国道 106 号の一部直轄代行区間に決定

１９６７年

一般国道４号

県内全線舗装完成。（延長 186.8 km）

一般国道 107 号新白石トンネル開通
１９６８年

一般国道４号日詰バイパス開通

１９６９年

一般国道４号盛岡バイパス全線開通

１９７０年

八幡平及び小岩井有料道路開通
一般国道 281 号、282 号、283 号、284 号指定
一般国道４号水沢バイパス開通

１９７２年

一般国道４号前沢バイパス開通
一般国道 45 号開通

１９７３年

県下最長橋の藤橋完成
一般国道 107 号「田瀬大橋」完成

１９７５年

一般国道 340 号、342 号、343 号、346 号指定
一般国道 106 号区界トンネル開通
北上花巻温泉自転車道開通

昭和５０～６３年
１９７６年

一般国道４号石鳥谷バイパス開通
一般国道 46 号仙岩道路開通

１９７７年

東北縦貫自動車道一関～盛岡南間開通

１９７８年

一般国道 106 号全線開通
主要地方道一関大東線千歳橋開通

１９７９年

東北縦貫自動車道盛岡南～滝沢間開通
一般国道４号一関バイパス開通

１９８０年

東北縦貫自動車道滝沢～西根間開通
主要地方道盛岡横手線湯本バイパス開通

１９８１年

一般国道４号金ヶ崎バイパス開通

１９８２年

東北縦貫自動車道西根～安代間開通
一般国道 395 号、396 号、397 号の指定

１９８３年

東北縦貫自動車道安代～鹿角間開通
2

一般国道 106 号宮古バイパス開通

１９８４年

一般国道 45 号田野畑村思惟大橋開通
一般国道 396 号大迫バイパス開通
１９８６年

東北縦貫自動車道八戸線一戸～八戸間開通
一般国道４号川口バイパス開通

１９８７年

一般県道川目津志田線「都南大橋」完成

平成元～１１年
１９８９年

東北縦貫自動車道八戸線安代～一戸間開通
一般国道３４３号「坂下工区」開通
一般国道３９７号「種山工区」開通
主要地方道水沢人首住田線「桜木橋」完成
主要地方道一関大東線、一般国道 343 号摺沢バイパス開通

１９９０年

一般国道 343 号神明前工区開通

１９９１年

一般国道 107 号世田米バイパス開通
一般国道 283 号遠野バイパス開通

１９９２年

一般県道長坂束稲前沢線「箱石橋」完成
一般国道３４０号赤羽根工区開通
一般県道宮古港線「小山田トンネル」開通

１９９３年

三陸縦貫自動車道「新三陸トンネル」開通
一般国道 455 号、456 号、457 号指定
一般国道 107 号「新珊瑚橋」完成
八戸久慈自動車道「久慈道路」開通

１９９４年

東北横断自動車道釜石秋田線

東和～花巻間施行命令

東北横断自動車道釜石秋田線

北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ間開通

一般国道 281 号「川井バイパス」開通
１９９５年

東北横断自動車道釜石秋田線

湯田ＩＣ～横手ＩＣ間開通

一般国道 396 号「小峠道路」開通
１９９６年

一般国道４号「金田一バイパス」開通
一般国道 340 号「狩屋、堂道バイパス」開通
東北縦貫自動車道

１９９７年

北上金ヶ崎ＩＣ開通

一般国道 107 号「江釣子バイパス」開通
東北横断自動車道釜石秋田線

湯田ＩＣ～北上西ＩＣ間開通

一般国道３４３号「鳶ヶ森道路」開通
一般国道３９５号「軽米バイパス」開通
１９９８年

一般県道相去飯豊線「九年橋」完成
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主要地方道盛岡横手線「山伏トンネル」開通
東北横断自動車道釜石秋田線

宮守～東和間施行命令

平成１１年～１５年
１９９９年

三陸縦貫自動車道大船渡三陸道路 新三陸トンネル～大船渡 IC 間開通
主要地方道大船渡広田陸前高田線「仁田山工区」開通
一般国道 340 号高田バイパス「高田工区」開通
主要地方道一関大東線「前掘工区」部分開通
一般国道４号「平泉バイパス」部分開通
一般国道 46 号「盛岡西バイパス」部分開通
一般国道 343 号「滝尻工区」開通
一般国道 107 号「清水工区」開通
主要地方道一関大東線「狭山工区」開通
一般国道 106 号「達曽部道路」開通

２０００年

一般県道花巻衣川線「横川目バイパス」開通
主要地方道盛岡大迫東和線「古田峠工区」開通
主要地方道盛岡和賀線

２００１年

矢巾町北伝法寺～紫波町吉水間

開通

一般県道東和花巻温泉線「西宮野目工区」（花巻市）開通［4 月 25 日］
一般県道東和花巻温泉線「土沢工区」（東和町～花巻市）開通［7 月 13 日］
主要地方道盛岡横手線「湯本バイパス」（湯田町）開通［8 月 1 日］
一般国道 395 号「小軽米バイパス」
（軽米町）開通［12 月 21 日］
主要地方道戸呂町軽米線「宮沢工区」（軽米町）開通［12 月 21 日］
一般県道相川平泉線「高館橋」
（平泉町）開通［12 月 21 日］

２００２年

一般国道 340 号「横道バイパス」開通（岩泉町）［3 月 28 日］
主要地方道二戸安代線「合川・似鳥工区」開通（二戸市）［7 月 5 日］
三陸縦貫自動車道「山田道路」開通（山田町）［8 月 2 日］
主要地方道花巻大曲線「花巻-沢内間」暫定開通（花巻市～沢内村）
［8 月 5 日］
一般県道明戸種市線「小路合工区」開通（種市町）［9 月 20 日］
一般県道岩崎藤根線「和賀中央橋」開通（北上市）［10 月 8 日］
一般国道４号花巻東バイパス部分開通（花巻市）［11 月 1 日］
一般国道 283 号「高木拡幅」開通（花巻市）［11 月 1 日］
一般県道東宮野目二枚橋線「宮野目工区」部分開通（花巻市）［11 月 1 日］
東北横断自動車道釜石秋田線 東和ＩＣ～花巻ＪＣＴ間開通
（東和町～花巻市）［11 月 7 日］
主要地方道二戸九戸線「折爪工区」開通（二戸市～九戸村）［11 月 22 日］
一般国道４号「金田一バイパス」開通（二戸市）［11 月 24 日］
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一般国道 46 号「橋場改良」開通（雫石町）［12 月 4 日］
一般国道 45 号「茂師改良」開通（岩泉町）
［12 月 7 日］
２００３年

一般国道 342 号『厳美バイパス』（一関市）部分開通［1 月 24 日］
一般国道４号「盛岡拡幅」（盛岡市）開通［3 月 24 日］
一般国道 456 号「大平バイパス」（江刺市）開通［3 月 25 日］
一般国道 284 号「薄衣バイパス」（川崎村）部分開通［4 月 22 日］
一般国道 397 号『石淵道路』（胆沢町）部分開通［5 月 31 日］
一般県道薄衣舞川線『砂鉄橋』（川崎村）部分開通［6 月 25 日］
一般国道４号「北上拡幅」（北上市）部分開通［7 月 25 日］
一般国道 107 号『大荒沢拡幅』（湯田町）開通［10 月 21 日］
主要地方道久慈岩泉線『山根工区』（久慈市）開通［10 月 29 日］
一般国道 456 号『久傳橋』(千厩町)開通［11 月 1 日］

平成１６年
２００４年

主要地方道久慈岩泉線『安家工区』（岩泉町）開通［1 月 15 日］
一般県道宮古山田線『長沢橋』（宮古市）開通［1 月 29 日］
主要地方道一関北上線『生母工区』（前沢町）開通［8 月 9 日］
一般国道 4 号渋民バイパス（玉山村）部分開通［12 月 18 日］
一般県道藤沢大籠線『大籠工区』
（藤沢町）開通［12 月 19 日］
一般県道東山薄衣線『門崎橋』（川崎村）開通［12 月 20 日］
主要地方道栗駒衣川線『天土工区』（衣川村）開通［12 月 21 日］

平成１７年
２００５年

三陸縦貫自動車道『大船渡三陸道路』（大船渡市）全線開通［3 月 19 日］
主要地方道一関大東線『東大橋』
（一関市）４車線化［3 月 25 日］
一般国道 282 号『西根バイパス』（西根町）部分開通［3 月 31 日］
都市計画道路釜石駅東前線（主要地方道釜石港線）『大渡橋工区』
（釜石市）開通［4 月 17 日］
一般国道 284 号『沢工区』（一関市）開通［7 月 19 日］
一般県道薄衣舞川線『中谷起工区』（一関市）開通［8 月 9 日］
一般国道 456 号『熊川橋』（江刺市）開通［8 月 10 日］
主要地方道花泉藤沢線『老松工区』（花泉町）開通［8 月 27 日］
一般県道土淵達曽部線『附馬牛工区』（遠野市）開通［11 月 9 日］
農免農道整備事業『野場和野地区』（田野畑村）［12 月 3 日］
主要地方道盛岡横手線『松川橋』
（西和賀町）開通［12 月 7 日］
一般県道藪川川口線『岩手川口工区』（岩手町）開通［12 月 8 日］
一般国道 282 号『西根バイパス』（八幡平市）一部開通［12 月 9 日］
5

平成１８年
２００６年

一般国道 284 号『砂子田工区』
（一関市）開通［3 月 27 日］
一般県道東山薄衣線『門崎工区』（一関市）開通［4 月 7 日］
主要地方道大船渡広田陸前高田線『小友工区』
（陸前高田）部分開通［9 月 22 日］
一般県道田野畑岩泉線『沼袋工区』（田野畑村）開通［9 月 25 日］
一般国道 456 号『関口工区』（花巻市）開通［10 月 13 日］
一般国道 107 号『長岩工区』（大船渡市）開通［11 月 2 日］
都市計画道路盛岡駅本宮線『杜の大橋』（盛岡市）開通［11 月 17 日］

平成１９年
２００７年

一般国道 281 号『下川井工区』
（久慈市）開通［1 月 16 日］
一般県道普代小屋瀬線『芦渡工区』（普代村）開通［1 月 19 日］
主要地方道大船渡綾里三陸線『赤崎中学校前工区』
（大船渡市）開通［1 月 31 日］
主要地方道大船渡綾里三陸線『小石浜工区』（大船渡市）開通［3 月 5 日］
一般国道 283 号『仙人峠道路』
（釜石市～遠野市）開通［3 月 18 日］
主要地方道盛岡和賀線『笹間工区』（花巻市）部分開通［3 月 28 日］
一般県道遠野住田線『九重沢工区』（遠野市）開通［6 月 1 日］
一般県道雫石東八幡平線『網張～松川工区』（雫石町～八幡平市）
［6 月 29 日］
一般県道北上和賀線『煤孫工区』（北上市）部分開通［7 月 9 日］
一般国道 455 号『早坂道路』（盛岡市～岩泉町）開通［10 月 8 日］
一般国道 397 号『石淵道路』（奥州市）部分開通［11 月 6 日］
一般国道 283 号『菖蒲沢工区』
（遠野市）開通［12 月 21 日］
一般国道 282 号『西根バイパス』（八幡平市）部分開通［12 月 28 日］
一般国道 283 号『新坂矢沢工区』（花巻市）［12 月 28 日］
一般県道岩手大更線『竹花踏切工区』（八幡平市）開通［12 月 28 日］

平成２０年
２００８年

一般国道 397 号『分限城～赤金工区』（奥州市）部分開通［1 月 11 日］
主要地方道大船渡広田陸前高田線『船河原工区』（大船渡市）開通［1 月 25 日］
一般国道 340 号『和井内道路』
（宮古市）部分開通［1 月 28 日］
一般国道 283 号『駒板工区』（花巻市）開通［2 月 2 日］
一般国道 340 号『高田バイパス』（陸前高田市）部分開通［2 月 16 日］
主要地方道一戸葛巻線『小鳥谷工区』（一戸町）開通［3 月 10 日］
主要地方道軽米名川線『笹目工区』（軽米町）開通［3 月 18 日］
主要地方道一関北上線『下門岡工区』（北上市）部分開通［4 月 4 日］
一般県道佐倉河真城線『関谷工区』（奥州市）開通［11 月 27 日］
一般国道 342 号『厳美バイパス』（一関市）部分開通［12 月 22 日］
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平成２１年
２００９年

一般県道桜峠平田線『本郷工区』（釜石市）開通［2 月 17 日］
主要地方道一関北上線『舞川工区』（一関市）部分開通［3 月 10 日］
一般国道 283 号『上郷道路』（遠野市）部分開通［3 月 13 日］
三陸縦貫自動車道高田道路

通岡 IC～大船渡碁石海岸 IC 間開通
（陸前高田市～大船渡市）
［3 月 15 日］

一般国道 106 号『片巣地区ゆずり車線』（川井村）開通［3 月 18 日］
一般国道 340 号『高田道路』（陸前高田市）開通［3 月 25 日］
一般国道 397 号『分限城～赤金工区』
（奥州市）部分開通［3 月 26 日］
一般県道東宮野目二枚橋線『宮野目工区』
（花巻市）開通［4 月 8 日］
一般国道 342 号『厳美バイパス』（一関市）部分開通
主要地方道一関北上線『稲瀬工区』（奥州市）開通
一般国道 455 号『北山バイパス』（盛岡市）開通［10 月 26 日］
主要地方道一関北上線『下門岡工区』（北上市）開通［11 月 30 日］
一般県道侍浜夏井線『本波工区』（久慈市）部分開通［12 月 28 日］
平成２２年
２０１０年

三陸縦貫自動車道『宮古道路』
（宮古市）開通［３月 21 日］
一般国道 106 号『宮古西道路』
（宮古市）部分開通［３月 21 日］
主要地方道大船渡広田陸前高田線『小友工区』（陸前高田市）開通［３月 25 日］
主要地方道盛岡和賀線『笹間工区』部分開通（花巻市）［10 月 28 日］
一般県道侍浜夏井線『本波工区』部分開通（久慈市）
［10 月 29 日］
主要地方道一関北上線『柵の瀬工区』開通（一関市）
［10 月 30 日］
一般国道 282 号『一本木バイパス』（滝沢村）部分開通［11 月 11 日］
主要地方道一関北上線『北鵜ノ木工区』（奥州市）部分開通［11 月 27 日］
三陸北縦貫道路『中野バイパス』（岩泉町～田野畑村）開通［11 月 28 日］
一般国道 284 号『清田工区』（一関市）開通［11 月 30 日］
一般国道 397 号『分限城工区』
（奥州市）部分開通［12 月 20 日］
一般国道 46 号『盛岡西バイパス』（盛岡市）部分開通［12 月 21 日］

平成２３年
２０１１年

三陸縦貫自動車道『釜石山田道路（釜石両石 IC～釜石北 IC 間）』
（釜石市）
部分開通［３月５日］
一般県道水海大渡線『女遊部工区』
（釜石市）開通［３月５日］
一般国道 107 号『大石拡幅工区』（西和賀町）開通［６月３日］
一般国道 107 号『札押道路』（奥州市）開通［10 月 26 日］
一般国道 342 号『花泉バイパス』（一関市）部分開通［11 月 29 日］
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平成２４年
２０１２年

一般国道 282 号『西根バイパス』（八幡平市）部分開通［３月 16 日］
一般国道 340 号『土淵バイパス』（遠野市）部分開通［７月 22 日］
一般国道 284 号『真滝バイパス』（一関市）開通［８月７日］
一般県道釜石住田線『金ノ倉～山脈地工区』（住田町）開通［８月７日］
一般県道長部漁港線『長部工区』（陸前高田市）開通［８月 24 日］
主要地方道久慈岩泉線『龍泉洞工区』（岩泉町）開通［８月 28 日］
一般県道侍浜夏井線『本波工区』（久慈市）開通［９月 30 日］
東北横断自動車道釜石秋田線『宮守 IC～東和 IC 間』開通［11 月 25 日］
主要地方道花巻衣川線『森下工区』（奥州市～平泉町）開通［12 月 20 日］

平成２５年
２０１３年

宮古盛岡横断道路（一般国道 106 号）『簗川道路』（盛岡市）開通［３月 10 日］
主要地方道盛岡大迫東和線『簗川工区』（盛岡市）部分開通［３月 10 日］
主要地方道盛岡和賀線『笹間バイパス』（花巻市）開通［3 月 27 日］
三陸沿岸道路『普代道路』（普代村）開通［10 月 13 日］
一般国道 340 号『土淵バイパス』（遠野市）開通［12 月 25 日］

平成２６年
２０１４年

一般国道 456 号『中堰工区』（奥州市）開通［１月 28 日］
三陸沿岸道路『尾肝要道路』（田野畑村）開通［３月２日］
三陸沿岸道路『高田道路』（陸前高田市）開通［３月 23 日］
一般国道 343 号『大原バイパス』（一関市）開通［３月 28 日］
一般国道 342 号『花泉バイパス』（一関市）開通［８月 30 日］
一般国道 397 号『津付道路』（住田町）開通［10 月 26 日］
一般国道 282 号『西根バイパス』（八幡平市）開通［12 月 25 日］

平成２７年
２０１５年

主要地方道盛岡和賀線『飯岡・羽場工区』
（盛岡市）開通［３月 21 日］
主要地方道北上東和線『平成大橋』（北上市）開通［９月 13 日］
主要地方道二戸五日市線『浄法寺バイパス』（二戸市）開通［９月 19 日］
三陸沿岸道路『吉浜道路』開通［11 月 29 日］
東北横断自動車道釜石秋田線『遠野～宮守』開通［12 月５日］
一般県道遠野住田線『新里工区』（遠野市）開通［12 月５日］

平成２８年
２０１６年

宮古盛岡横断道路 都南川目道路『川目～田の沢』開通［３月 12 日］
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