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平成２５年１０月１７日

国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所

東日本高速道路(株)東北支社 十和田管理事務所

日本海沿岸東北自動車道（大館北ＩＣ～小坂JCT）が

平成２５年１１月３０日（土）に開通します。
～日沿道が東北道と直結～

・日本海沿岸東北自動車道の大館北インターチェンジ（ＩＣ）～小坂ジャンクション（ＪＣＴ）の
延長１６.１kmについて平成２５年１１月３０日（土）に開通します。

・インターチェンジ名称等は起点側より「大館北ＩＣ」、「小坂北ＩＣ」、「小坂ＪＣＴ」に決定しました
おおだてきた こ さかきた こ さ か

のでお知らせします。（別添図参照）

・また、開通後の当区間の名称は琴丘能代道路、大館西道路の既開通区間と合わせ「秋田自
動車道」となります。（※秋田自動車道は北上ＪＣＴ～小坂ＪＣＴの道路名です。）

○今回の開通による主な整備効果
効果１ ： 地域経済活性化を支援
効果２ ： 迅速・安定した救急搬送を支援
効果３ ： 広域周遊観光ルートの形成を支援 等

●開通区間 ： 大館北ＩＣ ～ 小坂ＪＣＴ （延長１６．１ｋｍ）
※大館北ＩＣ～小坂北ＩＣ間の通行は無料ですが、小坂ＪＣＴ（料金所）から東北道は有料となり

ます。（別添図参照）
※今回の開通区間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。
※小坂北ＩＣは、ハーフインターチェンジ形式のため、小坂北ＩＣから東北道、東北道から小坂北

ＩＣへは乗り降りはできません。（別添図参照）

●開 通 日 ： 平成２５年１１月３０日（土）

●開通式典 ： １．時 間 １１：１０～
２．場 所 大館市釈迦内 地内 （大館防災ステーション）
３．主 催 秋田県、大館市、小坂町、東北地方整備局、

４． 東日本高速道路(株)東北支社
４．一般開放 １５：３０予定 (大館北IC～小坂JCT間)

記者発表先：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、

東北電力記者クラブ、東北専門記者会、能代市記者クラブ､北秋田市記者クラブ､大館市記者クラブ

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所

副所長（道路担当） 宮川 浩幸 （内線２０５） TEL ０１８５－７０－１００１(代)
みやかわ ひろゆき

東日本高速道路（株）東北支社 十和田管理事務所

副所長（技術担当） 植本 直之 TEL ０１８６－３５－３３００
う え も と なおゆき

（受付時間 平日8:50～17:20）
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※小坂北ICから東北道、
東北道から小坂北ＩＣへは
乗り降りできません。

※インターチェンジ名称等については、地元自治体の意見を反映し、秋田県道路交通環境
安全推進連絡会議等に諮り、決定しております。

小坂ＪＣＴ
（料金所）



●効果３：広域周遊観光ルートの形成を支援
・県北地域には世界遺産「白神山地」や国重要文化財「康楽館」などの観光資
源が点在しており、高規格ネットワークによる周遊型の広域周遊観光ルート
形成が期待されます。

・大館市から 寄りの三次救急医療施設のある弘前方面への代替路を確保し、
迅速・安定した救急搬送を支援します。

●効果１：地域経済活性化を支援
・大館市内の工業団地と東北自動車道とのアクセス性が向上し、
新たな企業立地や工場増設などさらなる産業集積が期待されます。

【開通６ヶ月後】一般国道１３号日沿道（大館北～小坂）の整備効果

●効果２：迅速・安定した救急搬送を支援

矢立峠では交通規制
が頻繁に発生

災害時等 迂回ルート
距離迂回率 約１．７倍

■国道７号 矢立峠付近（H17.12.23）
・16時間で58cmの降雪を記録し、大型車が堆雪

に乗り上げ立ち往生
・大型車のUターン場所が無く、11km以上渋滞

■国道103号 鹿角市（H25.8.9）
・記録的豪雨により米代川支流が溢れ
盛土が流失し、国道が分断

市内からの管外搬送の
うち６割が弘前方面

秋田・新潟方面

岩手・宮城方面

青森方面

大館・大館第二・二井田工業団地

世界自然遺産白神山地

男鹿半島（男鹿市）

秋田竿燈まつり（秋田市）

鳥海山（由利本荘市）
かまくら（横手市）

十和田湖

日本 古の木造芝居小屋
康楽館（小坂町）

角館桜まつり（仙北市）

周遊型
観光ルート

を形成

大曲全国花火競技
大会（大仙市）



式典会場案内図式典会場案内図

開 通 区 間

式典会場

※会場にて係員が誘導させていただきます。
係員の指示に従って、ご来場くださいますようお願いいたします。

開 通 区 間

式典会場式典会場出入口出入口

至 小坂町

式典会場式典会場
（大館防災ステーション）（大館防災ステーション）



◆小坂ＪＣＴと主なＩＣまでの通行料金表
※今回開通する大館北ＩＣ～小坂北ＩＣ間の通行は無料です。

※割引料金は、ＥＴＣ車に適用されます

(単位:円)
◆青森IC◆

料金種別 普通車 大型車 特大車 中型車 軽自動車等

通常料金 1,800 2,850 4,650 2,100 1,450

平日夜間割引３０%
平日昼間割引

1,250 2,000 3,250 1,450 1,000

深夜割引５０%
通勤割引

900 1,450 2,350 1,050 750

休日特別割引５０% 900 ― ― ― 750

(単位:円)
◆碇ヶ関IC◆

料金種別 普通車 大型車 特大車 中型車 軽自動車等

通常料金 500 750 1,150 600 450

平日夜間割引３０%
平日昼間割引

350 550 800 400 300

深夜割引５０%
通勤割引

250 400 600 300 250

休日特別割引５０% 250 ― ― ― 250

(単位:円)
◆小坂IC◆

料金種別 普通車 大型車 特大車 中型車 軽自動車等

通常料金 350 450 650 350 300

平日夜間割引３０%
平日昼間割引

250 300 450 250 200

深夜割引５０%
通勤割引

200 250 350 200 150

休日特別割引５０% 200 ― ― ― 150

(単位:円)
◆盛岡IC◆

料金種別 普通車 大型車 特大車 中型車 軽自動車等

通常料金 2,850 4,600 7,550 3,400 2,300
平日夜間割引３０% 2,000 3,200 5,300 2,400 1,600

平日昼間割引 2,050 3,300 5,400 2,450 1,650
深夜割引５０% 1,450 2,300 3,800 1,700 1,150

休日特別割引５０% 1,450 ― ― ― 1,150
通勤割引 1,500 2,400 3,950 1,800 1,200

(単位:円)
◆仙台宮城IC◆

料金種別 普通車 大型車 特大車 中型車 軽自動車等

通常料金 6,200 10,150 16,800 7,450 5,000
平日夜間割引３０% 4,350 7,100 11,750 5,200 3,500

平日昼間割引 5,550 9,100 15,050 6,650 4,450
深夜割引５０% 3,100 5,100 8,400 3,750 2,500

休日特別割引５０% 3,100 ― ― ― 2,500
通勤割引 5,100 8,350 13,850 6,150 4,100

 一般レーンは『料金精算機』によるお支払いとなります。

　今回開通する小坂ＪＣＴ料金所には、料金精算機が設置されます。
　支払方法などの詳細はこちらをご覧ください。

　→http://faq2.driveplaza.com/faq/attachment/1004_1.pdf
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東北自動車道の通行料金のお知らせ


