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平成２５年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて 

 

 

 

今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るため、

平成２５年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを公表いたします。 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞  
   中国地方整備局   ０８２－２２１－９２３１（代表）：（平日・昼間）

【担当】 

   道路部 道路計画課長   嶋 田
し ま だ

 博 文
ひ ろ ふ み

 （内線４２１１） 

【広報担当窓口】 

    広報広聴対策官       坂 本
さ か も と

  繁 幸
し げ ゆ き

 （内線２１１７） 

企画部 環境調整官    江 角
え す み

  忠 也
た だ な り

 （内線３１１４） 

 

 



平成25年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るた

め、平成25年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを公表いたします。

≪開通の見通し≫

用地取得に一定の進捗が見られるなど、開通に向けた円滑な事業実施環境

が整った事業について、平成25年度予算を踏まえた開通の見通しをお知ら

せいたします。

なお、中国横断自動車道尾道松江線は、従来からお知らせしているように、

平成２６年度に全線開通となります。

（１／３）

開通予定 路線名 箇所名 事業規模 段階

H25年度 一般国道９号 駟馳山バイパス ７．７キロ 工事
岩美郡岩美町本庄

～福部IC（仮称）

H25年度 一般国道９号 鳥取西道路 １．８キロ 工事
鳥取IC～鳥取空港IC（仮称）（山陰道）

H25年度 一般国道９号 中山・名和道路 ４．３キロ 工事
赤碕中山IC～西伯郡大山町下市（山陰道）

H25年度 一般国道９号 名和・淀江道路 ４．３キロ 工事
西伯郡大山町下市～名和IC（山陰道）

H25年度 一般国道９号 仁摩・温泉津道路 ５．９キロ 工事
湯里ＩＣ（仮称）～福光ＩＣ（仮称）（山陰道）

H25年度 中国横断自動車道 尾道松江線 １０．３キロ 工事
吉舎ＩＣ（仮称）～三次東ＪＣＴ・ＩＣ

H25年度 一般国道２号 東広島バイパス ４．４キロ 工事
瀬野西ＩＣ（仮称）～中野ＩＣ

H25年度 一般国道２号 広島南道路 ２．６キロ 工事
広島市中区光南

～広島市西区観音新町

中 国 地 方 整 備 局
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（２／３）

開通予定 路線名 箇所名 事業規模 段階

H25年度 一般国道54号 可部バイパス ２．２キロ 工事
広島市安佐北区三入

～広島市安佐北区大林３丁目

H26年度 一般国道９号 仁摩・温泉津道路 ５．９キロ 工事
仁摩ＩＣ（仮称）～湯里ＩＣ（仮称）（山陰道）

H26年度 一般国道９号 浜田・三隅道路 ８．１キロ 工事
熱田ＩＣ（仮称）～西村ＩＣ（仮称）（山陰道）

H26年度 一般国道２号 玉島・笠岡道路 ４．５キロ 工事
倉敷市玉島阿賀崎

～浅口市金光町佐方

H26年度 中国横断自動車道 尾道松江線 ２０．４キロ 工事
世羅ＩＣ～吉舎ＩＣ（仮称）

H26年度 一般国道375号 東広島・呉道路 ８．８キロ 工事
黒瀬ＩＣ～馬木ＩＣ

H26年度 一般国道188号 柳井バイパス １．０キロ 工事
柳井市柳井地内

H26年度 一般国道191号 下関北バイパス ５．８キロ 工事
下関市汐入町

～下関市安岡駅前２丁目

H27年度 一般国道54号 三刀屋拡幅 ０．５キロ 工事
雲南市三刀屋町下熊谷

～雲南市木次町里方

H27年度 一般国道180号 総社・一宮バイパス １．５キロ 工事
岡山市北区楢津

～岡山市北区一宮山崎

H28年度 一般国道９号 浜田・三隅道路 ６．４キロ 工事
西村ＩＣ（仮称）～三隅ＩＣ（仮称）（山陰道）

H28年度 一般国道２号 松永道路 ２．５キロ 工事
福山市神村町～福山市今津町

H28年度 一般国道２号 小月バイパス ３．４キロ 工事
下関市松屋～下関市清末東町



（３／３）

開通予定 路線名 箇所名 事業規模 段階

H29年度 一般国道９号 鳥取西道路（Ⅱ期） ５．９キロ 工事
吉岡温泉ＩＣ（仮称）★ ※１ （山陰道）
～瑞穂ハーフIC（仮称）

H29年度 一般国道９号 鳥取西道路（Ⅲ期） ６．４キロ 工事
瑞穂ハーフIC（仮称）★ ※１ （山陰道）

～青谷IC

H30年度 一般国道９号 多伎・朝山道路 ９．０キロ 工事
多伎IC（仮称）★ ※２ （山陰道）

～朝山IC（仮称）

H30年度 一般国道９号 朝山・大田道路 ６．３キロ 工事
朝山IC（仮称）★ ※２ （山陰道）

～大田IC（仮称）

★ ： 新たな公表箇所

用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査がH27年度迄に完了する場合※１：

用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合※２：

開通の見通しは、標準的な工程を想定した場合の目安であり、今後の予算

状況や施工上の条件変化等により、変更の可能性があります。



（参考） 開通見通し未公表箇所の課題等

用地取得に一定の進捗が見られるものの、課題等により、開通見通しを公表

していない主な箇所は以下のとおりです。

今後、課題の解消等により、開通見通しが明らかになった場合には、随時公

表いたします。

路線名 箇所名 事業規模 主な課題等 段階

一般国道９号 鳥取西道路 ５．２キロ 用地取得及び埋蔵文化財調 工事
（山陰道） 査に関する調整等鳥取空港ＩＣ（仮称）

～吉岡温泉ＩＣ（仮称）

一般国道２号 倉敷立体 ２．７キロ 関係機関との調整等 工事
倉敷市片島町

～倉敷市船穂町

一般国道180号 総社・一宮バイパス ０．７キロ 用地取得に関する調整等 工事
岡山市北区一宮山崎

～岡山市北区今岡

一般国道180号 総社・一宮バイパス １．９キロ 用地取得に関する調整等 工事
総社市総社

～総社市小寺

一般国道２号 岩国・大竹道路 ９．８キロ 用地取得に関する関係機関 用地買収
との調整等大竹市小方１丁目

～岩国市山手町

一般国道185号 休山改良 ２．６キロ 関係機関との調整等 工事
呉市本通６丁目

～呉市阿賀中央６丁目



＜平成25年度の主な工事着手箇所＞

路線名 箇所名 事業規模

一般国道９号 鳥取西道路（Ⅲ期） ６．４キロ
瑞穂ハーフIC（仮称）～青谷IC（山陰道）

一般国道９号 出雲・湖陵道路 ４．４キロ
出雲IC～湖陵IC（仮称）（山陰道）

一般国道９号 静間・仁摩道路 ７．９キロ
静間IC（仮称）～仁摩IC（仮称）（山陰道）

＜道路事業のプロセス＞




