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今回開通

国道２８８号

※東部幹線は、郡山都市圏内

三春街道
入口交差点

の「骨格幹線道路」である内環
状線を補完する「幹線道路」に
位置づけられている道路です。

開通にそえて
行徳11方部育成会会長

行徳小学校6年

至 富久山町

村上 美智子 さん

佐藤 新(あらた) くん

長年、国道288号と荒井郡山線の渋滞を経験してきた

僕が今までいつも使っていた道路は、歩道がなかったり、

令和３年６月現在

あってもせまいところが多かったです。

ので、混雑回避にとても期待しています。

そのため、車が通るときにスレスレでぶつかりそうになっ

歩道が幅広いのも魅力の一つですね。自転車通学の学

たり、危ない場面がありました。

生も走りやすくなりそうです。すぐ近くには小学校があり、

けれども、新しい道路は道はばが広く、歩道もあり、安全

通学路に信号機が設置されました。ドライバーの皆さんに

に通れると思いました。

はより一層の安全運転をお願いしたいと思います。

この道路を作ってくださりありがとうございました。

今後の全線開通も楽しみにしています。

これからも交通安全に気をつけて使いたいと思います。

開通式の様子はこちらでご覧になれます
開通式当日の状況は、以下でも後日配信する予定ですので、是非、ご覧ください。

県中建設事務所

◆県中建設事務所ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/

◆県中建設事務所インスタグラム

Instagram

https://www.instagram.com/kentyu_public_works_office/

善宝池（郡山市富久山町）

ＪＲ磐越西線 郡山富田駅（郡山市富田町）

◆県中建設事務所Youtube ケンチューブ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/kentyu-bu.html
ケンチューブ

福島県県中建設事務所 事業部 道路課
〒963-8540

郡山市麓山一丁目１番1号

TEL 024-935-1431

FAX 024-935-1444

令和３年６月１０日
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事業の概要
□事業名 ： 県中都市計画道路 東部幹線・荒井郡山線整備事業
□事業区間 ： 郡山市富久山町久保田字三御堂地内～郡山市富久山町久保田字水神山地内
□事業延長 ： L=１,１８０m （うち東部幹線Ｌ＝８２０ｍが今回開通）
□幅員
： 全幅２７m（車道３．２５ｍ・４車線、歩道５．５ｍ・両側）
□道路規格 ： 第４種第１級 設計速度 ： ６０km/h
□事業費 ： C=８０億円

全体延長 Ｌ＝１１８０ｍ Ｗ＝１３．０（２７．０）ｍ
今回開通区間 Ｌ＝８２０m

荒井郡山線（暫定供用中）
Ｌ＝３６０m

東部幹線 久保田工区
Ｌ＝４２０m

東部幹線 水神山工区
Ｌ＝４００ｍ
善宝池

至
三春町
至
郡山富田駅
写真②

東部幹線
富久山工区

郡山市
施工範囲

Ｌ＝１８５m

事業の経緯

～関係者の皆様に支えられ、このたび開通となりました～

平成16年度～平成25年度

調査・測量・設計

平成17年度～令和2年度

用地交渉・用地取得

平成25年度～令和3年度

橋梁・道路本体工事

事業効果

郡山市街地（うねめ通り）方面へ

都市計画道路東部幹線は、市街地の交通渋滞を緩和及び環境改善を図り、経済活動と
くらしを支える社会資本として重要な役割を果たす道路に位置づけられています。
善宝池

至 三春町

至 郡山富田駅

今回の久保田・水神山工区の開通により、新たな道路ネットワークが構築され、市街地
の交通の円滑化が図られるとともに利便性の向上が期待されます。

現場の状況
①道路を整備するにあたり、多くの家屋の移転や高圧鉄塔の移設が伴いました。
写真① 久保田工区より三春町方面

写真② 水神山工区より郡山富田駅方面

②工事の実施にあたり、舗装工事でＩＣＴ技術を用いて施工しています。
③軟弱な地盤に対応するための標識基礎（鋼管杭）を採用しています。

標準横断図

①多くの家屋や物件が移転

施工中 Ｈ２３．１０．２

②舗装工事でＩＣＴ技術を導入

施工中 Ｒ３．２．２５

③Ｒ３．６月に標識工が完成

施工後 Ｒ３．６．１
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