
名四国道事務所

60年のあゆみ



・3月 事務所庁舎完成

・4/1 弥富出張所を設置

・名四国道工事事務所新設

・6月 名四国道建設工事起工式

・9月 現住所に仮庁舎を建て移転 ・6月 名四国道工事事務所開所式

・6/17 首都高速道路公社発足

・1/1 メートル法施行 ・4/10 米関税交渉妥結

・2/1 黒部トンネル開通

・4/10 皇太子ご成婚 ・6/25 道路交通法施行

・4/20 新幹線起工式 ・愛知用水工事完成

・11/1 国民年金法施行

昭和36年(1961年）

・4/1 名古屋出張所、桑名出張所、
　四日市国道出張所を同時設置

・「国民所得倍増計画」を閣議決定

・カラーテレビ本放送開始

・2/1 夕張炭鉱で爆発事故
　（死者40名）

・5/24 太平洋沿岸にチリ地震による
　津波被害（死者139名） ・10/25 西日本に集中豪雨

　（死者・不明者106名）

昭和34年(1959年） 昭和35年(1960年）

・伊勢湾台風 愛知県直撃
　（死者・不明者　5,089名）

・米国大統領にケネディ就任

・9/16 第二室戸台風上陸
　（死者202名）

・1/1 愛知県挙母町が「豊田市」に
　市名変更

名四国道事務所の60年

・4月 第１期工事期間の土工、主要
　橋梁工事に着工

・4月 名四国道工事、全区間にわたり
　最盛期に入る

・8/15 国道14号京葉道路が自動車
　専用道路に
　（日本で初の自動車専用道路）
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完成当時の庁舎全景

開 所 式

名四国道 起工式 施工中の名四国道宝神地区



・2月 名四国道第二期工事着手

・4/1 名古屋東部出張所を設置 ・8月 港新橋完成

・9月 新幹線跨線橋完成

・6/10 北陸トンネル開通

・日本初の都市高速開通

・6/6(16) 新潟地震発生
　（死者・不明者26名）

・7/18 山陰地方で豪雨
　（死者・不明者128名）

・10/1 東海道新幹線（東京～新大
　阪）営業開始

・東京オリンピック開催
　（参加　94カ国・5,541名）

・7/7 九州・西日本で集中豪雨
　（死者・不明者227名）

・1/23 北陸地方で豪雪
　（死者・不明者84名）

昭和37年(1962年）

・東京都が世界初の1,000万人都市に ・ケネディ米国大統領暗殺さる

・11/9 三井三池三川炭鉱炭塵爆発
　事故（死者458名）

・11/23 日米間宇宙テレビ中継実験
　成功

・8/24 三宅島雄山　22年ぶりの噴火

昭和38年(1963年） 昭和39年(1964年）

・7/15 名神高速道路開通
　（栗東～尼崎）

・4/11 名神高速道路開通
　（関ヶ原～栗東）

・9/5 名神高速道路開通
　（一宮～関ヶ原）

・4/1 桑名・弥富出張所を廃止

・2月 名四国道第一期工事完成
　名四国道開通（寛政町～弥富町）

・4/1 名古屋出張所を名古屋西部
　出張所に名称変更

・5/1 阪神高速道路公団・水資源開
　発公団発足

第１期工事完成 開通式

開通を祝し、荒子高架橋へと続くパレード

港新橋架設状況

港新橋桁下からのぞむ



・7/1 豊明出張所を設置

・12/16 名阪国道開通

昭和42年(1967年）

・3/31 住民登録で人口１億人突破

・8/3 公害対策基本法公布

・3月 東部路線（名古屋市南区弥次
　ヱ町～緑区大高町）半幅完成

・祝日法改正（建国記念の日、敬老の
　日、体育の日制定）

・12/15 西加茂郡猿投町大字越戸地
　先で交通事故
　（通園中の園児等11名死亡）

・豊田西バイパス事業化
　(L=5.0km)

・8月 東部路線（名古屋市港区寛政
　町～港栄町）完成

・4月 名古屋市緑区大高町～知多郡
　大府町工事着工

・2/22 北炭夕張炭鉱でガス爆発
　（死者62名）

・7/7 西日本に集中豪雨
　（死者・不明者371名）

昭和41年(1966年）

・3/18 犬山市に博物館「明治村」開
　村

・6/1 福岡県山野炭鉱でガス爆発
　（死者237名）

・8/28 新潟・山形地方で豪雪
　（死者・不明者146名）

名四国道事務所の60年

・4月 東部路線（名古屋市南区弥次
　ヱ町～緑区大高町）工事着工

・6/30 名神高速道路開通
　（小牧～一宮）
　※名神高速道路全線開通
　（小牧～西宮）

・道路交通改正法公布 ・総人口１億人突破

・12月 中央高速道路開通
　（調布～八王子）

昭和40年(1965年）

・7月 西部路線名阪国道工事事務所
　に移管
　四日市国道出張所を所属替

・3月 東部路線（名古屋市南区弥次
　ヱ町～緑区大高町）全幅完成

・4月 知多郡大府町～愛知郡豊明町
　工事着工

・4月 豊田西バイパス事業化
　(L=6.2km)
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供用直前の共和インター～大高インターをのぞむ



・3月 共和～有松間開通

・11月 有松～豊明間開通

・7月 大高町～共和間開通 ・4月 築地口インター３号ランプ開通

・10月 築地高架橋完成 ・12月 道徳高架橋着工

・知多半島道路開通

・9/24 名古屋高速道路公社設立

・2/11 初の国産人工衛星打ち上げ

・6/15 都市計画法公布 ・9/6 新東京国際空港建設工事開始

・8/2 東京で初の歩行者天国

･交通事故死亡者ピーク　年間で
　16,765名に

・3/31 日本航空機「よど号」ハイ
　ジャック事件発生

・4/17 東名阪自動車道開通
　（四日市～亀山）

・12月 西部路線四日市市昌栄町～
　四日市市采女町完成

・4月 東部路線（名古屋市緑区大高
　町～知多郡大府町）半幅完成

・6/10 国民総生産（GNP)世界第二位
　に

昭和44年(1969年） 昭和45年(1970年）

・アポロ１１号人類初の月面着陸に成功 ・日本万博博覧会（大阪万博）開催

・6/10 大気汚染防止法・騒音規制法
　公布

昭和43年(1968年）

・8/18 飛騨川バス転落事故
　（死者・不明者104名）

・10/14 米国、宇宙衛星アポロ７号か
　ら初のテレビ中継

・5/26 東名高速道路全線開通
　（東名・名神が小牧ICでつながる）

・1/16 ソ連、人間宇宙船ソユーズ４・
　５号、有人ドッキングに成功

・4/24 東名高速道路一部開通
　（東京～厚木）
　（富士～静岡）
　（岡崎～小牧）

・東京府中で三億円強奪事件発生

・4/1 豊明出張所を名古屋国道工
　事事務所に所属替

完成した築地高架橋 完成した豊明地区をのぞむ

建設中の道徳高架橋をのぞむ



・3月 竜宮高架橋開通

・4月 寛政交差点立体化工事着工 ・豊橋バイパス事業化(L=17.6km)

・3月 築地口インター２号ランプ完成 ・4月 知立バイパス事業化(L=７.0km) ・4月 西部路線拡巾工事に着工

・10月 名四国道全線開通 ・4月 豊田西バイパス工事着工

・猿投グリーンロード開通

・北海道に初の高速道路完成

昭和48年(1973年）

・2/3 札幌で冬季オリンピック開催 ・2/1 浅間山１２年ぶりに大噴火

・3/15 新幹線（新大阪～岡山）開通

・9/27 日中国交正常化

・11/5 中国からパンダ寄贈

・4月 豊田西バイパス事業化
　(L=8.3km) ・4/16 名古屋東部出張所を豊田出

　張所に名称変更

・沖縄県誕生

・7/30 自衛隊機のF-86戦闘機と全
　日空機が岩手県上空で衝突（乗員
　・乗客162名全員死亡）

・9/6 中央自動車道一部開通
　（瑞浪～多治見）

・沖縄返還協定調印

名四国道事務所の60年

・4/12 祝日法改正
　振替休日制に

・第一次オイルショック

・8/9 東名阪自動車道開通
　（桑名～四日市）

・12月 名四国道（弥富～桑名）無料
　開放

・7/3 東亜国内航空YS－11函館横津
　岳に追突（死者68名）

昭和46年(1971年） 昭和47年(1972年）

・10/5 東名高速と中央自動車道が小
　牧JCTで直結

・11/14 関門橋開通（山口県下関市
　～北九州市門司）
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名四国道 全線開通パレード



・知立バイパス事業化(L=6.8km)

・4月 日光川橋拡巾工事に新規着工 ・4月 刈谷市築地地区改良工事着工

・11月 寛政高架橋開通

・東北自動車道開通（埼玉～仙台間） ・11/29 九州自動車道開通

・3/31 名古屋市の市電廃止 ・3/10 山陽新幹線博多まで開通

・7/19 沖縄国際海洋博覧会開催

・9/1 プッシュ式公衆電話設置

・6/26 国土庁設置 ・12/10 三億円強奪事件時効

・1/15 軽自動車規格改正
　（360cc～550ccに）

・9/12 台風１７号東海地方直撃　長
　良川堤防決壊

・8/23 中央自動車道恵那山トンネル
　（１期）開通

昭和51年(1976年）

・10/22 東名阪自動車道開通
　（蟹江～桑名）

・8/20 新幹線「こだま」号に「禁煙車
　両」登場

・国鉄の蒸気機関車（SL) 後の運行
　（北海道室蘭本線）

・モントリオールオリンピック人種差別で
　アフリカ諸国がボイコット

・4月 知立バイパス境川橋新設工事
　着工

・4月 知立バイパス一ツ木高架橋、安
　城地区道路改良工事着工

昭和50年(1975年）

・4月 日光川治水３カ年計画関連に
　よる合併施工に着工

昭和49年(1974年）

・4/3 知立出張所に名称変更(4/1 愛
　知国道工事事務所より所属替)

・10/22 伊勢自動車道開通
　（関～久居）

・5/9 伊豆半島沖地震
　（死者・不明者30名）

・9/1 台風16号関東直撃、多摩川堤
　防決壊

・東京丸の内三菱重工ビル爆破事件
　（死者8名、負傷者376名）

完成した寛政高架橋



・知立バイパス事業化(L=2.6km)

・岡崎バイパス事業化(L=7.0km)

昭和54年(1979年）

・5/20 新東京国際空港（成田）開港

・6/12 宮城県沖地震（死者28名）

・11/25 ハイジャック防止法が成立 ・10/28 木曽御嶽山、有史以来初の
　噴火

・1/14 伊豆近海沖地震（M7.0)
　（死者25名）

・7/12 東名日本坂トンネルで玉突き
　追突事故（死者7名、173台延焼）

名四国道事務所の60年

・12/5 知立バイパス
　（安城市榎前町～知立市野田町）
　L=4.3km ２車線開通

・知立バイパス今川・富士第２高架橋
　着工

・4月 知立バイパス刈谷市泉田地区
　の改良工事着工

・7/25 名古屋高速３号大高線開通
　（高辻～大高）

・7/29 名鉄豊田線と地下鉄鶴舞線相
　互乗り入れ開始

・4/2 知立バイパス（和泉IC）
　L=0.107km 開通

・4月 名港西大橋および取付区間
　事業化　(L=3.2km)、本格的な調
　査設計開始

・7/30 沖縄県の道路システムが右側
　通行から左側通行に

・10/2 名神高速道路　関ヶ原地区で
　一部線形改良

昭和52年(1977年） 昭和53年(1978年）

・12月 東名阪自動車道開通
　（名古屋～蟹江）

・知立バイパス
　上重原地区（新幹線跨線橋・猿渡
　川）高架橋工事着工

・3/18 名古屋市地下鉄鶴舞線（伏見
　～八事間）開通

・日中平和友好条約調印

・7/14 日本初の静止気象衛星「ひま
　わり」打ち上げ

・白黒テレビ放送中止

・国民栄誉賞創設
・東京サミット開催
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知立バイパス刈谷市泉田地区改良工事

知立バイパ今川高架橋 下部工

事業化された岡崎バイパス



・知立バイパス西中高架橋着工

・豊橋バイパス工事着工

・知立バイパス板倉高架橋着工

・足助バイパス事業化(L=2.4km)

・豊田南バイパス事業化(L=3.65km)

・6/23 東北新幹線開業

・11/15 上越新幹線開業

・12/23 カード式公衆電話登場

・11/10 中央自動車道全線開通
　（甲府南IC～勝沼IC）

･4月 豊橋バイパス二十間川橋工事
　着工

･4月 豊田西バイパス豊田市内工事
　着工

・国道１号潮見バイパスの管轄を浜
　松工事事務所に移管

・12/17 豊田西バイパス
　（名古屋市天白区植田～日進市浅
　田）L=3.2km ２車線開通

・4/1 名古屋西部出張所を豊橋出張
　所に名称変更

昭和57年(1982年）

・2/5 神戸市で日本初の新交通シス
　テム（ポートライナー）開業

昭和55年(1980年） 昭和56年(1981年）

・3/26 名阪国道全線４車線開通

・10/29 宮崎自動車道全線開通
　（えびのJCT～宮崎市）

・五百円硬貨発行

・7/29 九州北部に豪雨
　（死者・不明者299名）

・6/1 気象庁が東京で初めて「降水
確率予報」を開始

・実用静止衛星「ひまわり」の打ち上げ
　に成功

・3/20 神戸ポートアイランドで博覧会
　開催

・3/20 中国残留孤児47名が初めて
　来日

・JOCがモスクワオリンピック不参加決定

・日本の自動車生産台数が世界１位に

･8/16　静岡駅地下街でガス漏れに
　よるガス爆発
　（死者・不明者200名以上）

知立バイパス 新幹線跨線橋 下部工

知立バイパス 西中高架橋 下部工

一部開通した豊田西バイパス



・豊田南バイパス工事着工

・3/24 中国自動車道全線開通

・6/8 大鳴門橋開通

昭和60年(1985年）

・4/1 日本電信電話公社、民営化

・5/12 衛生放送始まる

・10/3 三宅島雄山大噴火

昭和58年(1983年）

・3/10 JR北海道の青函トンネル本坑
　貫通

昭和59年(1984年）

・11/1 新貨幣1,000円、5,000円、1万
　円発行

・4/1　三陸鉄道開業（第三セクター
　へ転換した初の鉄道）

・8/7 日航ジャンボ機群馬県山中に
　墜落　（乗員・乗客520名死亡）

・7/22 山陰地方で豪雨
　（死者・不明者118名）

・東京ディスニーランド開園

・5/17 夕張炭鉱で爆発（死者62名、
　不明者24名）

・運転免許所有者５千万人突破 ・国際科学技術博覧会（つくば博）開催

・5/26 日本海沖地震で津波被害
　（死者・不明者104名）

・1/18 三井三池鉱業所で坑内火災
　（死者・不明者83名）

・7/15 ファミリーコンピューター発売
　開始

名四国道事務所の60年

・3/17 松山自動車道開通
　（三島川之江IC～土居IC）
 ※四国で初の高速道路

・2/17 豊橋バイパス
　（豊橋市神野新田～前芝）
　L=5.4km ２車線開通
　（公団含む）

・3/30 知立バイパス
　（知立市西中町～豊明市栄町）
　L=7.2km ２車線開通

・国道302号（伊勢湾岸道路）事業化
　（東海IC～名四東IC）

・3月 名四バイパス万場藤前線新設
　に伴う交差点立体化完成

・3/28 阪和自動車道開通
　（海南IC～吉備IC）

・5/7 名古屋高速都心環状線開通
　（東新町～東別院）及び３号大高線
　開通（鶴舞南JCT～高辻）
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知立バイパス 開通パレード

大臣臨席のもと、祝賀会を挙行

豊橋バイパス 開通テープカット

開通式の三代夫婦渡り初め



・7月 庁舎増築工事着工

・岡崎バイパス工事着工

・足助バイパス工事着工

・9/9 東北自動車道全線開通 ・4/10 瀬戸大橋開通

・3/13 青函トンネル開通

・7/8 岐阜県で「未来博」開催

・7/11 世界の人口５０億人突破 ・9/17 ソウルオリンピック開催

・愛知環状鉄道開業

・3/18 九州中心に西日本一帯に
　M6.9の地震発生

・12/17 関東地方を中心にM6.6の
　地震発生

・3/17 豊田西バイパス
　（東郷町和合～北山台）
　L=2.0km ２車線開通

・10/27 名古屋高速２号線開通
　（新州崎～白川）及び５号万場線
　開通（新州崎～名古屋西JCT）

・男女雇用機会均等法施行

・8/31 名古屋高速都心環状線開通
　（新州崎JCT～名駅）

・国鉄、分割民営化

昭和62年(1987年）

・11/1 道路交通法改正（シートベルト
　着用義務化）

・11/21 伊豆大島三原山大噴火、全
　島民１万人に避難勧告

・4/1 知立出張所を西三河出張所へ
　名称変更

・2/17 豊田西バイパス
　（東郷町北山台～三好町三好）
　L=1.8km ２車線開通
・3/3 知立バイパス
　（刈谷市松栄町～知立市新林町）
　L=1.0km ２車線開通

・日本初の屋根付野球場（東京ドーム）
　開場

・3月 東名阪自動車道開通
　（清須東～名古屋西）

・4/26 名古屋高速都心環状線開通
　（東別院～新州崎JCT）及び２号東
　山線開通（白川～吹上）

・12/21 名古屋高速１号楠線開通
　（萩野～楠）

・1/21 豊田南バイパス
　（豊田市駒場町～堤町）
　L=5.2km ２車線開通

・2/17 知立バイパス
　（安城市髙棚町～刈谷市松栄町）
　L=1.5km ２車線開通

昭和63年(1988年）昭和61年(1986年）

・東海道新幹線（新富士駅、掛川駅、
　三河安城駅）開業

・10/30 豊田西バイパス
　（日進町浅田～東郷町和合）
　L=2.1km ４車線開通

・10/27 東名阪自動車道開通
　（名古屋西～七宝）

開通直後の神野新田付近

豊田西バイパス 開通式の様子

豊田南バイパス 開通パレードの様子

増築工事により完成した東庁舎



・9/27 横浜ベイブリッジ開通

・4/1 消費税がスタート（3%）

・5/18 中国で「天安門事件」発生

・7/15 名古屋市で「デザイン博」開催

・6/20 東北新幹線開通(上野～東京)

・12/6 伊勢自動車道開通
　（久居～勢和多気）

・3月 東海環状自動車道（豊田～瀬
 戸間）L=29.2km都市計画決定

・三遠南信自動車道の三遠道路（愛
　知県北設楽郡東栄町～静岡県引
　佐郡引佐町の約２０ｋｍ）の基本計
　画決定

・3/19 名古屋高速１号楠線開通
　（楠JCT）

・7/25 秋田自動車道開通
　(横手IC～秋田南IC)

・11/28 知立バイパス
　（安城西尾IC～和泉IC）
　L=2.5km ２車線開通
　※知立バイパス全線開通

・3/20 豊田西バイパス
　（三好町～豊田市東新町間）
　L=3.4km ２車線開通
　※豊田西バイパス全線開通

・東海環状自動車道（豊田～瀬戸間）
 　L=27.0km事業化

・11/30 豊橋バイパス
　（豊田市神野新田町～大山町間）
　L=1.8km ２車線開通

・12/15 豊田南バイパス
　（豊田市堤町～上丘町間）
　L=1.3km ２車線開通

名四国道事務所の60年

平成元年(1989年） 平成2年(1990年） 平成3年(1991年）

・東西ドイツ４５年ぶりに統一 ・湾岸戦争勃発、自衛隊、初の海外派遣

・1/14 国の行政機関　隔週土曜日閉
　庁始まる

・1/1 軽自動車規格改正
　（550cc～660ccに）

・5/14 信楽高原鐵道で追突事故
　(死者42名、負傷者400名)

・6/3 長崎県普賢岳で大規模な火砕
　流発生(報道関係者37名死亡)

・3/14 広島新交通システム工事現場
　で鋼鉄製橋桁落下

･11/9 ベルリンの壁崩壊（東西ドイツ
　統一へ）

・11/30 台風28号和歌山県上陸
　1990年以前で一番遅く日本に上陸
　した台風）

・12/31 海外渡航者数初の１０００万
　人突破

・昭和天皇崩御、昭和から平成へ改元
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豊田南バイパス 開通式

東海環状自動車道 中心杭打式

開通した岡崎バイパス

岡崎バイパス 開通式



・名四共同溝・東海共同溝工事着工

・伊勢湾岸道路の全面的な工事着工

・3/25 長野自動車道全線開通

・1/1 大学入試センター試験始まる

・名四共同溝（豊明市～名古屋市緑
　区）５．３ｋｍ、東海共同溝（名古屋
　市緑区～東海市）４．５ｋｍ事業化

・豊橋東バイパス
　（東細谷IC～野依IC間）
　L=9.2km事業化

・12/8 屋久島・白神山地・法隆寺周
　辺・姫路城が世界遺産に認定

・7/12 北海道南西沖地震、奥尻島を
　中心に死者176名

・9/3 台風１３号　九州・四国・中国地
　方縦断
　（死者・不明者48名、負傷者210名）

・12/18 三陸沖でM7.9の地震
　（死者287名)

・4月 豊橋出張所を廃止、豊橋建設
　監督官詰所を設置

・9/10 知立バイパス
　（知立上重原～刈谷市一ツ木町間）
　L=1.5km ４車線開通
・9月 伊勢湾岸道路建設監督官詰所
　を設置

・12月 豊田西バイパス
　（東郷町和合～北山台間）
　L=2.0km ４車線開通

・日本人初の宇宙飛行士毛利衛さんエ
　ンデバーに搭乗

・5/2 国家公務員
　週休二日制スタート

・3/4 東海道新幹線で「のぞみ」運転
　開始

・7/1 山形新幹線開業
　（福島駅～山形駅間）

・日本人初の女性宇宙飛行士「向井
　千秋」宇宙へ

・関西国際空港開港

平成6年(1994年）

・3/27 岡崎バイパス
　（西尾市中原町～南中根町間）
　L=3.4km ２車線開通

平成4年(1992年） 平成5年(1993年）

・3月 徳島自動車道開通
　（全都道府県で高速自動車道開通）

・9/12 名古屋高速都心環状線開通
　（名駅～丸の内）

・12月 国道１５５号豊田南バイパスが
 国道４１９号とともに衣浦豊田道路と
 して地域高規格道路の計画路線に
 指定

・12月 国道２３号豊橋東バイパスが
　豊橋浜松道路として地域高規格道
　路の計画路線に指定

・4/28 豊橋バイパス
　（豊橋市大崎町～大山町間）
　L=2.4km ２車線開通

・3/29 伊勢自動車道開通
　(勢和多気～伊勢)

・プロサッカーリーグ「Jリーグ」開幕

・4/26 中華航空機　名古屋空港で着
　陸失敗（乗員・乗客264人死亡）

・6/27 オウム真理教による「松本サ
　リン事件」
　（死者7名、重軽傷者58名）

供用をひかえた豊橋バイパス ４車化された豊田西バイパス 東郷町和合から東をのぞむ



・12/18 東京湾アクアライン開通

・3/15 ナゴヤドーム完成

・7/20 「海の日」施行 ・7/1 香港、英から中国に返還

・新東名、新名神着工

平成7年(1995年） 平成8年(1996年）

・2/20 足助バイパス
　（起点～足助大橋）
　L=0.4km 開通

・10/4 豊田西バイパス
　（東郷町北山台～三好町油田間）
　L=1.9km ４車線開通

・国道１５５号豊田南バイパス、起点
　から東名豊田ＩＣ間が国道４１９号と
　ともに地域高規格道路の計画路線
　に指定

・7/7 九州自動車道全線開通（青森
　から宮崎・鹿児島まで高速道路で
　つながる）

・9/19 名古屋高速都心環状線開通
　（丸の内～東新町）及び １号楠線
　開通（東片端JCT～萩野）
　 ※都心環状線が全線開通

・7/30 知立バイパス
　（知立市新林町～上重原間）
　L=1.7km ４車線開通

・4/9 知立バイパス
　（安城市榎前町～高棚町芦池間）
　L=3.8km ４車線開通

・8/22 豊田西バイパス
　「東山台歩道橋」完成

・12/22 国道302号「なかよしブリッ
　ジ」完成

・蒲郡バイパス
　（蒲郡IC～幸田芦谷IC間）
　L=5.9km 事業化

・11/26 大分自動車道全線開通
　（佐賀県鳥栖市JCT～大分米良IC）

名四国道事務所の60年

・12/10 山陽自動車道開通
　（神戸～山口間）

・2/10 北海道豊浜トンネル内で岩盤
　崩れ、バス下敷きに
　（乗客20名生き埋めに）

・4/1 消費税率引き上げ
　(3%から5%に)

・長野新幹線開通

・3/20 オウム真理教による「地下鉄
　サリン事件」
　（死者13名、負傷者5,510名）

・12/9 白川郷・五箇山の合掌造り集
　落、世界遺産に登録

・ 阪神・淡路大震災
　M7.2の直下型地震
　死者・不明者6,437人

・原爆ドーム、厳島神社が世界遺産に
　登録

・韓国・ソウルのデパート「三豊百貨
　店」が営業中に崩壊500人以上死
　亡

・12月 中部縦貫自動車道
　（国道158号）安房トンネル開通

平成9年(1997年）
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４車線化供用された知立バイパス

なかよしブリッジ開通

開通したなわっこ橋



・7月 名四共同溝シールド工事着工

・8月 名四共同溝シールドが貫通

・5/1 瀬戸内しまなみ海道開通 ・3/11 徳島道路開通

・10/30 上信越自動車道開通 ・7/26 四国縦貫道路全線開通

・6/9 中央省庁等改革法案成立 ・7/29 新紙幣「二千円札」を発行

・9/11 東海集中豪雨

・9月 国道23号豊明市栄～大高IC間
　を24時間通行止めにし、第二東名
　橋梁架設工事を実施

・2/7・2/21・3/19 国道302号歩道橋
　「夢色橋」他2橋完成

・3/12 名四バイパス栄交差点東進立
　体部完成

・3/30 伊勢湾岸道路及び国道302号
　（名古屋南IC～飛島IC間）
　L=4.3km 開通

・6月 知立バイパスから豊橋バイパス
　が名豊道路として地域高規格道路
　の計画路線に指定

・10/28 岡崎バイパス
　（西尾東IC～中原IC間）
　L=2.2km ２車線開通

・12月 国道247号東海インター交差
　点立体化完了

・豊田出張所が現在の豊田市喜多町
　６丁目へ移転

・世界の人口６０億人突破

・1/15 ハッピーマンデー制
　一部の国民の休日を月曜日に

・11/12 規制緩和による新規航空会
　社運航開始 ・9/30 茨城県東海村で日本初の原

　子力臨海事故発生

・5/14 ナンバープレートの分類番号
　３桁化と希望番号制に

・道路交通法改正（チャイルドシート
　義務付け）

・BS（衛生放送）始まる・冬季長野オリンピック大会開催

・7/25 和歌山県で毒入りカレー事件
　発生

・3/28 豊田西バイパス
　（三好町東山台～打越間）
　L=1.4km ４車線開通

・東海環状自動車道　猿投山トンネ
　ルの掘削開始
※事務所開設以来、初のトンネル

平成10年(1998年） 平成11年(1999年）

・東海北陸自動車道と名神高速が
　直結

・4/5 明石海峡大橋開通
　（全長3,911m）

・12/11 名古屋高速２号東山線開通
　（吹上～四谷(西行き））

平成12年(2000年）

当事務所が調査に係わった名港トリトンをのぞむ

２４時間通行止め（第二東名橋梁架設工事）

シールド貫通



名四国道事務所へと事務所名変更

・豊橋東バイパス　工事着工

・3月 京滋バイパス全線開通

・1/6 １府１２省庁スタート ・10/11 オアシス２１オープン ・4/1 郵政事業庁が日本郵政公社に

・学校週５日制「ゆとり教育」スタート ・10/1 東海道新幹線「品川駅」開業

・9/11 米国同時多発テロ発生

・大阪「ユニバーサル・スタジオ・ジャパ
　ン」開園

・FIFAワールドカップ日韓共同開催
・東京・大阪・名古屋地域で地上デジタ
　ル放送開始

・7/20 九州地方で集中豪雨
　（死者23名）

・7/21 兵庫県明石市の横断歩道橋
　で転倒事故　（死者11名）

・12/1 東北新幹線開業
　（盛岡～八戸）

・1/6 「中部地方建設局」から「中部
　地方整備局」へ

・3/24 伊勢湾岸自動車道開通
　（湾岸弥富IC～みえ川越IC）

・12/25 豊田南バイパス
　（豊田市花園町～堤町）
　L=3.5km ４車線開通

・3/10 名古屋高速１１号小牧線開通
　（楠JCT～小牧南）

・3/21 伊勢湾岸自動車道全線開通
　（豊田東JCT～四日市JCT）

・3/23 名古屋高速３号大高線開通
　（大高～名古屋南JCT）

・3/29 名古屋高速２号東山線開通
　（四谷～高針JCT）

・11月 東海環状自動車道
　猿投山トンネル貫通・11月 名四バイパス栄交差点西進立

　体部完成

・3/30 ETC(自動料金収受システム）
　開始

・6/1 名古屋高速２号東山線開通
　（吹上～四谷(東行き））

・10/6 知立バイパス
　（上重原IC～豊明IC間）
　L=3.8km ４車線開通

・12/25 豊田南バイパス
　（豊田市上丘町～美山町）
　L=1.6km ２車線開通

・2月 東海環状自動車道
　鞍ヶ池トンネル貫通

名四国道事務所の60年

平成13年(2001年） 平成14年(2002年） 平成15年(2003年）

・10/19 名古屋高速１１号小牧線開
　通（小牧南～小牧IC）
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立体化された栄交差点付近

４車化された知立バイパス

豊明方面をのぞむ

猿投山トンネル貫通点にて握手

を交わす瀬戸市長と豊田市長

豊田南バイパス 開通式

豊田南バイパス 開通区間

美山町方面をのぞむ



・1/15 年末年始の大雪で死者158名

・1/23 日本郵政株式会社発足

・10/3 あおなみ線開通 ・4/1 個人情報保護法全面施行 ・4/1 ハイウェイカード廃止

・6/1 クールビススタート

・10/1 道路公団、分割民営化

・8/2 知立バイパス
　（野田IC～西中IC間）
　L=1.0km ４車線開通

・豊田北バイパス
　（豊田市上原町～扶桑町）
　L=2.9km 事業化

・9月 足助バイパス　足助トンネル貫
　通

・12/5 豊田西バイパス
　（豊田市千足地区）
　L=1.0km ４車線供用開始
　※豊田西バイパス全線４車線が完
　成

平成18年(2006年）

・秋篠宮家、悠仁さまご誕生
　皇室に４１年ぶり男子

・新紙幣発行（千円・五千円・一万円）

・10/3 地下鉄名城線が地下鉄として
　日本で初めてのループ化運転開始

・10/23 新潟中越地震発生
　（死者40名、負傷者4,559名）

・道路交通法改正（運転中の携帯電
　話に罰則規定）

・4/24 岡崎バイパス
　（西尾市家武町～西尾東IC間）
　L=1.5km ２車線開通

・2月 東海環状自動車道
　五ヶ丘トンネル貫通

・3/28 豊橋バイパス
　（野依IC～大崎IC間）
　L=3.8km ２車線開通

・3/19 東海環状自動車道
　（豊田東JCT～美濃関JCT間）
　L=73km 開通

・3月 足助バイパス　足助トンネル着
　工

・3/27 名四バイパス
　（豊明IC～有松IC間）
　L=4.1km ６車線開通

・9/30 豊橋バイパス
　豊川橋を日本道路公団より買取り
　無料開放

・愛知万博「愛・地球博」開幕

平成17年(2005年）

・2/11 名古屋高速１６号一宮線開通
　（清須JCT～一宮）

・2/17 中部国際空港（セントレア）開
　港

・4/25 JR福知山線脱線事故
　（死者107名、負傷者562名）

平成16年(2004年）

東海環状自動車道 開通式テープカットの様子

豊田東ＪＣＴから豊田

松平ＩＣ方面をのぞむ

６車化の名四バイパス北崎ＩＣ付近

名古屋方面をのぞむ

豊田西バイパス 最後の４車化区



・7/5 東海北陸自動車道が全線開通

・4/1 後期高齢者医療制度スタート

・7/16 新潟中越沖地震（M6.8）

・道路特定財源制度廃止

・8/11 駿河湾沖地震(M6.5)発生

平成19年(2007年） 平成20年(2008年） 平成21年(2009年）

・新名神高速道路開通
　（亀山JCT～草津田上IC）

・12/9 名古屋高速６号清須線開通
　（明道町JCT～清須JCT）

・郵政民営化スタート
・アメリカの証券大手リーマン・ブラザー
ズが破綻（リーマン・ショック）

・「新型インフルエンザ」が国内に蔓延

・3/28 高速道路上限千円制度スター
　ト

・10/1 気象庁が「緊急地震速報」を
　開始

・5/31 東名豊橋料金所及び北陸道
　米原本線料金所が廃止 ・6/14 岩手・宮城内陸沖地震発生

　(M7.2)（死者・不明者23名）
・4/22 道路整備事業に係わる国の
　財政上の特別措置に関する法律
　制定

・7/19 中国、九州北部に豪雨
　（死者31名、負傷者55名）

名四国道事務所の60年

・7/30 蒲郡バイパス　坂野トンネル
　貫通

・11月 岡崎バイパス
　「道の駅　にしお岡ノ山」が開駅

・2/26 豊橋東バイパス
　（七根IC～野依IC間）
　L=2.3km ２車線開通

・3/26 岡崎バイパス
　（幸田芦谷IC～幸田須見IC間）
　L=5.5km ２車線供用開始
　※岡崎バイパス全線開通

・蒲郡バイパス
　（豊川為当IC～蒲郡IC間）
　L=9.1km 事業化
　※名豊道路全線73kmが事業化区
　間となる

・2月 東海環状自動車道鞍ヶ池PAに
　おいてスマートIC社会実験開始
・3/26 足助バイパス　バイパス部
　（豊田市足助町）
　L=2.5km 開通
・豊田北バイパス
　（豊田市逢妻町～上原町）
　L=2.8km 事業化
・10/3 知立バイパス
　（高棚北IC～野田IC間）
　L=2.1km ４車線開通
・11/25 蒲郡バイパス　坂野トンネル
　着工

・12/6 知立バイパス
　（和泉IC～髙棚北IC間）
　L=3.8km ４車線中、２車線高架化

・4月 岡崎バイパス
　「道の駅　筆柿の里・幸田」が開駅

・3月 豊橋バイパス
　豊川橋３車線化開通
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豊橋東バイパス 初の開通式典

足助バイパス 足助大橋

付近より東方面をのぞむ

鞍ヶ池ＰＡスマートインター社会実験

道の駅 にしお岡の山

施設棟および開駅式の様子

道の駅 筆柿の里・幸田

施設棟および開駅式の様子岡崎バイパス 東端

幸田芦谷ＩＣをのぞむ



･2/11 蒲郡バイパス神ノ郷トンネル貫通

･6/18 蒲郡バイパス坂本トンネル着工

･1/29 蒲郡バイパス坂本トンネル貫通

･9/7 蒲郡バイパス神ノ郷トンネル着工

・3/10 名二環の東南部が開通

・12/9 「道の駅　藤川宿」が開駅

・2/29 東京スカイツリー竣工

・7/24 アナログ放送終了

・復興庁発足

・3/11 東日本大震災により福島第一
　原子力発電所で深刻な原子力事故

・女子サッカーW杯ドイツ大会で「なで
　しこジャパン」初優勝

・9/15 東海環状自動車道２車線開
　通（大垣西IC～養老JCT間）

・12/1 音羽蒲郡有料道路
　（オレンジロード）無料開放

・11/19 名古屋高速４号東海線開通
　（木場～東海JCT間）

平成24年(2012年）

・東北地方に世界最大級の地震と津波
　（2011年3月11日　東日本大震災）

・京都大学の山中伸弥教授「iPS細胞」の
　作成でノーベル医学・生理学賞

平成23年(2011年）

・12/2 中央自動車道笹子トンネル上
　り線で天井板崩落事故
　（死者9名、負傷者2名）

・9/4 名古屋高速４号東海線開通
　（山王JCT～六番北間）

平成22年(2010年）

・７月～８月にかけて記録的な猛暑

・12/4 東北新幹線（八戸～新青森）
 開業し同線全通

・9/7 尖閣諸島沖で中国漁船が海上
 保安庁の巡視艇に衝突

・10月 生物多様性条約第１０回締約
 国会議（COP１０）が名古屋市で開催

・4/14 新東名高速道路開通
　（御殿場JCT～三ヶ日JCT間）

・3/24 豊橋東バイパス
　（細谷IC～七根IC間）
　L=4.4km ２車線開通

・9/4 豊橋バイパス
　（前芝IC～豊川為当IC間）
　L=4.2km ２車線開通
　※豊橋バイパス全線開通
・11/10 知立バイパス
　（安城西尾IC～和泉IC間）
　L=2.62km ４車線化完了
　※知立バイパス全線整備完了

・12/19 岡崎バイパス
　（藤井IC～安城西尾IC間）
　L=1.482km ４車線化完了

・12/17 知立バイパス
　（和泉IC～髙棚北IC間）
　L=3.8km ４車線高架化完了

・11/6 豊橋バイパス
　（神野新田IC～豊川橋南IC間）
　２車線立体化開通

・10/30 足助バイパス
　（富岡町西洞～豊岡間）
　L=1.1km 供用開始
　※足助バイパス全線整備完了

知立バイパス 和泉ＩＣから髙棚福釜ＩＣ方面

へ４車線高架化完成間近の高架橋をのぞむ

足助バイパス 林間橋

稲武方面から足助市街地方面をのぞむ

豊橋バイパス 豊川為当ＩＣから

小坂井御津ＩＣ方面をのぞむ

蒲郡バイパス 坂本トンネル

安全祈願祭



・4/11 西知多道路都市計画決定

・「特定秘密保護法」が成立 ・リニア中央新幹線が着工

・3月 豊橋建設監督官詰所、西三河
　出張所を廃止
・4/1 豊川建設監督官詰所を設置

平成25年(2013年）

・「和食　日本人の伝統的な食文化」が
　無形文化遺産に登録

・9/8 2020年東京オリンピック・パラリ
　ンピック開催決定

・11/23 名古屋高速４号東海線開通
　（六番北～木場間）
　※名古屋高速道路全線が開通

・6/16 豊橋バイパス
　（大崎IC～前芝IC間）
　L=9.4km ４車線化完了
・6/23 豊橋東バイパス
　（豊橋東IC～細谷IC間）
　L=2.5km ２車線開通
・蒲郡バイパス
　（豊川為当IC～蒲郡IC間）
　L=9.1km 工事着工
 10/4 着工式開催

・豊田北バイパス
　（国道419号～豊田外環状線間）
　L=2.9km 工事着工
　10/19 起工式開催

・3/23 蒲郡バイパス
　（蒲郡ＩＣ～幸田芦谷ＩＣ）
　L=5,900m　２車線開通

・9/9関東・東北豪雨
　関東から東北地方にかけて甚大な
　被害が発生

・4/1 消費税率引き上げ
　(5%から8%に)

・9/27 御嶽山噴火事故（死者63名、
負傷者69名）、戦後最悪の火山災害

・公職選挙法改正でインターネット
　選挙運動が解禁となる

・北陸新幹線が延伸開業
　（長野～金沢間）

･10月 蒲郡バイパス
　五井トンネル着工

・12/11 新東名高速道路開通
　（浜松いなさJCT～豊田東JCT間）

・1/15 豊田西バイパス
　（東新地区）立体化完了

・豊田南バイパス
　（国道153号～155号）
　L=3.6km 工事着工
　2/19 起工式開催

・3/16 豊田南バイパス
　（豊田市美山町～東新町）
　L=1.1km　２車線開通

名四国道事務所の60年

・マイナンバー制度スタート
・イスラム過激派「IS（イスラム国）」国家
　樹立を宣言

平成26年(2014年） 平成27年(2015年）
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豊橋東バイパス 細谷ＩＣから豊橋東IC方面をのぞむ

蒲郡バイパス 開通式

蒲郡バイパス 蒲郡ＩＣから

蒲郡西IC方面をのぞむ

豊田南バイパス 開通式

豊橋東バイパス 開通式

豊田北バイパス 起工式



･10月 蒲郡バイパス豊沢トンネル着工

･8/7 蒲郡バイパス五井トンネル貫通

･10月 蒲郡バイパス国坂トンネル着工

・3/6 小坂井バイパス無料開放

・3月 北海道新幹線が開業

・4/1 名古屋にレゴブロックのテーマ
　パーク「レゴランド」がオープン

・7/5 九州北部豪雨
　（死者・不明者41名）

・9/4 台風21号により関西空港が一
　時全面閉鎖

・8/14 イタリアで高速道路の高架崩
　落（死者43名）

・9/6 北海道胆振東部地震（M6.7）
　（死者42名、重軽傷者762名）

・1/28 新東名高速道路開通
　（海老名南JCT～厚木南IC間）

・10/22 東海環状自動車道２車線開
　通（養老JCT～養老IC間）

・7月 西日本豪雨
　（死者・不明者245名）
　前線・台風７号の影響により、西日
　本を中心に広範囲で記録的な大雨

・4/14 熊本地震発生（M6.5）
　（死者273名、重軽傷者2809名）

・イギリス、EU離脱を問う国民投票で
　離脱派が勝利

･2/26 岡崎バイパス
　（西尾東ＩＣ～藤井ＩＣ）
　L=4,048m　４車線化完了

・4月 西知多道路
　（東海市新宝町～東海町）
　L=2.0km　事業化（権限代行）

・3月 国道１号４車線化
　（名古屋市下之一色～権野間）

・8/11 新名神高速道路開通
　（四日市JCT～新四日市JCT間）

・8/11 東海環状自動車道開通
　（新四日市JCT～東員IC間）

・築地８３年の歴史に幕、日本一の魚河
　岸　豊洲へ

・ドナルド・トランプ氏がアメリカ大統領に
　就任

・選挙権年齢が１８歳以上に引き下げ、
　参政権拡大は７１年ぶり

・西知多道路
　（東海市新宝町～東海町）
　L=2.0km　工事着手
　12/1　起工式開催

平成30年(2018年）

・11/30 東海北陸自動車道
　４線供用開始
　(白鳥IC～高鷲IC間）

・12/8 東海北陸自動車道
　４車線供用開始
　（ひるがの高原SA～飛騨清見IC）
　※H30.7豪雨被災法面部分は２車
　線

平成28年(2016年） 平成29年(2017年）

･11/25 蒲郡バイパス
　国坂トンネル貫通

岡崎バイパス 西尾東ＩＣから

小島江原IC方面をのぞむ

国坂トンネル 貫通式

西知多道路 起工式

五井トンネル 貫通式



・8/31 蒲郡バイパス豊沢トンネル貫通

･5/26 道の駅「とよはし」開駅

・10/12・13　台風19号　豪雨災害

・5/1　令和に改元
・8/28 九州北部豪雨
　記録的な豪雨で市街地の約４割が
　冠水した地域もあった
・9/9 台風15号の強風により千葉県
　内で大規模停電、家屋の損壊２万
　戸越え
・10/1　消費税率引き上げ
　(8%から10%に)

・天皇陛下の退位によって、４月３０日に
　「平成」が幕を閉じる

平成31年〔令和元年〕(2019年）

・3/17 新名神高速道路開通
　（新四日市JCT～亀山西ＪＣＴ間）

・3/17 東海環状自動車道２車線開通
　（大安IC～東員IC間）

名四国道事務所の60年

・6/8 豊田北バイパス
　（平戸大橋区間）
　L=0.8km　２車線開通

名
四
国
道
事
務
所
の
あ
ゆ
み

道
路
整
備
の
情
勢

社
会
の
出
来
事

豊田北バイパス 開通式

豊田北バイパス 開通パレード

豊沢トンネル 貫通式 豊沢トンネル 鏡開き

供用直前の豊田北バイパス平戸大橋区間
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