
記者発表資料 平成 ２４年 ２月２２日
国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所

東日本高速道路(株)東北支社鶴岡工事事務所

日本海沿岸東北自動車道 あつみ温泉ＩＣ～鶴岡ＪＣＴ間が

平成２４年３月２４日（土）に開通します
～山形県内初の日本海沿岸東北自動車道の開通区間～

国土交通省と東日本高速道路(株)が共同で事業を進めてきました、日本海沿岸東北自動
車道のあつみ温泉インターチェンジ(ＩＣ)～鶴岡ジャンクション(ＪＣＴ)間の延長２５．８ｋｍが開
通します。
・インター名称は、起点側より、「あつみ温泉ＩＣ」、「いらがわＩＣ」、「三瀬ＩＣ」、「鶴岡西ＩＣ」

さ ん ぜ

に決定しました。（別添図参照)

・開通後、当区間の呼称は「日本海東北自動車道」となり、併せて、鶴岡ＪＣＴ～酒田みなと
ＩＣ間の呼称は「山形自動車道」から「日本海東北自動車道」に変更となります。

●開通区間： あつみ温泉ＩＣ ～ 鶴岡ＪＣＴ （延長２５．８km）

(山形県鶴岡市大岩川) （山形県鶴岡市友江）
つ る お か お おいわかわ つ る お か と も え

※あつみ温泉ＩＣ～鶴岡西ＩＣ間は無料で通行が可能ですが、
鶴岡西ＩＣ～鶴岡ＪＣＴ間は有料となります。(別添図参照)

※鶴岡ＪＣＴでは、ハーフジャンクション形式のため、温海方面－酒田方面
及び山形方面－酒田方面の通行は可能ですが、温海方面－山形方面の通行
はできませんので、ご利用の際は、一度、鶴岡ＩＣ又は鶴岡西ＩＣで降り、

国道７号を経由して、再度ご利用下さい。(別添図参照)

※今回の開通区間については自動車専用道路となり、歩行者、自転車、軽車両、

二輪車(125cc以下)は通行できません。また、あつみ温泉IC～鶴岡西IC区間では

危険物積載車両の通行はできません。

●開 通 日： 平成２４年３月２４日（土）

●開通式典： 【会場式典】１３：００～１４：００(鶴岡市温海ふれあいセンター)
（別添図参照) 【現地式典】１４：３０～ (あつみ温泉ＩＣ付近)

【一般開放】１７：００

※インター名称については、地元自治体の意見を反映し、東北ブロック道路標識適正化委員会

山形県部会に諮り、決定しております。

青森県政記者会、岩手県政記者クラブ、秋田県政記者会、宮城県政記者会、山形県政記者クラブ、福島県政記者クラブ、

新潟県政記者クラブ、新県政記者クラブ、東北電力記者クラブ、東北専門記者会に資料をお配りしています。

問 合 せ 先
国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所

技術副所長（道路担当） 伊藤 啓一 TEL ０２３４－２７－３３３１(代 表)
い と う け い い ち

FAX ０２３４－２７－３３６３(代 表）

東日本高速道路(株)東北支社 (※受付時間 平日９：００～１７：２５となります。）

広報課 根本 昇 TEL ０２２－２１７－１７０６(代 表)
ね も と のぼる



開 通 式 典

日 時：平成２４年３月２４日(土)１３：００～

式典会場：鶴岡市温海ふれあいセンター【会場式典】
あつみ温泉ＩＣ付近 【現地式典】

主 催：山形県、鶴岡市
国土交通省東北地方整備局
東日本高速道路(株)東北支社

さんぜ

日本海沿岸東北自動車道
あつみ温泉ＩＣ～鶴岡ＪＣＴ

至
酒田みなとIC



～ 開通式典概要 ～

温海ふれあいセンター
（鶴岡市温海戊577-1）

会場式典会場（１３：００～１４：００）

現地式典会場（１４：３０～）

あつみ温泉ＩＣ

日本海沿岸東北自動車道本線上

■現地式典

日 時： 平成２４年３月２４日（土）１４：３０～

場 所： 日本海沿岸東北自動車道あつみ温泉ＩＣ付近本線上

主 催： 山形県、鶴岡市、国土交通省東北地方整備局、東日本高速道路(株)東北支社

■会場式典

日 時： 平成２４年３月２４日（土）１３：００～１４：００

場 所： 温海ふれあいセンター（鶴岡市温海庁舎 隣）
（鶴岡市温海戊５７７－１）

主 催： 山形県、鶴岡市、国土交通省東北地方整備局、東日本高速道路(株)東北支社
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◆今回開通する区間の通行料金表 

（単位：円） 

 庄内空港IC 

車 種 通常料金
ETC平日昼間割引 

ETC平日夜間割引 

ETC通勤割引 

ETC深夜割引 

ETC休日特別割引

鶴岡 

ＪＣＴ 

軽自動車等 200 150 100 100 

普通車 200 150 100 100 

中型車 250 200 150 － 

大型車 350 250 200 － 

特大車 550 400 300 － 

距離（km） ９．３ 

 

◆鶴岡ＪＣＴと主なＩＣまでの通行料金表 

   ①通常料金                   （単位：円）      ②平日昼間割引              （単位：円） 

 

   ③平日夜間割引                （単位：円）      ④通勤割引                 （単位：円） 

 

   ⑤深夜割引                   （単位：円）      ⑥休日特別割引              （単位：円） 

 

※距離には、鶴岡ＪＣＴ～鶴岡ＪＣＴ料金所間１．５ｋｍを含みます。 

※鶴岡ＪＣＴ～鶴岡ＪＣＴ料金所間（延長１．５ｋｍ）は有料です。あつみ温泉ＩＣ方面からご利用の場合、 

鶴岡西ＩＣを過ぎると無料出口はありませんので、ご注意ください。 

※ETC 時間帯割引の適用条件等は、ドラぷら（http：//www．driveplaza．com/dp/ETC）をご覧下さい。 

※料金のお支払い方法は、現金の他、ＥＴＣカード、クレジットカ－ドがご利用になれます。 

         車 種 庄内空港ＩＣ 酒田ＩＣ 酒田みなとＩＣ

鶴岡 

ＪＣＴ 

 

軽自動車等 200 350 550 

普通車 200 400 650 

中型車 250 450 750 

大型車 350 600 1,000 

特大車 550 1,000 1,650 

距離（km） 9.3 16.4 28.3 

   車 種 庄内空港ＩＣ 酒田ＩＣ 酒田みなとＩＣ 

鶴岡 

ＪＣＴ 

軽自動車等 150 250 400 

普通車 150 300 450 

中型車 200 350 550 

大型車 250 450 700 

特大車 400 700 1,150 

距離（km） 9.3 16.4 28.3 

    車 種 庄内空港ＩＣ 酒田ＩＣ 酒田みなとＩＣ

鶴岡 

ＪＣＴ 

軽自動車等 150 250 400 

普通車 150 300 450 

中型車 200 350 550 

大型車 250 450 700 

特大車 400 700 1,150 

距離（km） 9.3 16.4 28.3 

   車 種 庄内空港ＩＣ 酒田ＩＣ 酒田みなとＩＣ 

鶴岡 

ＪＣＴ 

軽自動車等 100 200 300 

普通車 100 200 350 

中型車 150 250 400 

大型車 200 350 550 

特大車 300 550 850 

距離（km） 9.3 16.4 28.3 

    車 種 庄内空港ＩＣ 酒田ＩＣ 酒田みなとＩＣ

鶴岡 

ＪＣＴ 

軽自動車等 100 200 300 

普通車 100 200 350 

中型車 150 250 400 

大型車 200 350 550 

特大車 300 550 850 

距離（km） 9.3 16.4 28.3 

   車 種 庄内空港ＩＣ 酒田ＩＣ 酒田みなとＩＣ 

鶴岡 

ＪＣＴ 

軽自動車等 100 200 300 

普通車 100 200 350 

中型車 － － － 

大型車 － － － 

特大車 － － － 

距離（km） 9.3 16.4 28.3 

通行料金のお知らせ 別 表 




