
記者発表資料
平成２６年 ２月２６日

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
東日本高速道路(株)東北支社 八戸管理事務所

三陸沿岸道路 八戸・久慈自動車道（八戸南環状道路）が
さ ん り く え ん が ん は ち の へ く じ はちのへみなみ

平成２６年３月２９日（土）に開通します。
～三陸沿岸道路（復興道路）としては

初めて東北縦貫自動車道に繋がります～

国土交通省と東日本高速道路(株)が事業を進めてきました、八戸南環状道路 延

長約４．８ｋｍが平成２６年３月２９日（土）に開通します。

今回の開通は、三陸沿岸道路（復興道路）としては初めて東北縦貫自動車道に繋

がり、地域産業や観光の活性化と東日本大震災で被災した沿岸地域の復興の加速に

寄与するものです。

なお、今回の開通により八戸南環状道路Ｌ＝８．６ｋｍが全線開通となります。

○今回の開通による主な整備効果
効果１：復興加速化に向けた支援
効果２：エネルギー輸送の効率化を支援
効果３：迅速・安定した救急搬送を支援
効果４：北東北の観光産業の活性化を支援 等

１．開通区間 ： 八戸南環状道路（延長約８．６ｋｍ）
八戸ＪＣＴ～八戸是川ＩＣ（延長約４．８ｋｍ）【今回開通】

※今回の開通区間は無料ですが、八戸ＪＣＴ(料金所)から東北縦貫自動車道は有料となります。
※八戸是川ＩＣから八戸ＩＣ、八戸ＩＣから八戸是川ＩＣ方面への乗り降りはできません。
※八戸ＩＣから八戸ＪＣＴ、八戸ＪＣＴから八戸ＩＣへの乗り降りは従来どおりできません。
※今回の開通区間について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。

２．開 通 日 ： 平成２６年３月２９日(土)

３．開通式典 ： 【時 間】１１：１５～
【式典会場】八戸是川ＩＣ （八戸市大字十日市 地内 ※別添図参照）
【主 催】青森県、八戸市、東北地方整備局

東日本高速道路(株)東北支社
【一般開放】１５：３０

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、八戸市政記者室、建設関係専門紙、津軽新報社

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

副所長(道路担当) 大森 祐一 (内線205) 電話 017-734-4521(代表)
おおもり ゆういち

東日本高速道路(株)東北支社 八戸管理事務所

副所長 三浦 憲 電話 0178-27-2100
み う ら けん

(受付時間 平日8:50～17:20)
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●効果２ ： エネルギー輸送の効率化を支援
八戸港は、東北の主要エネルギー基地で、ガソリン等石油製品の約２３％

を岩手県内に供給しており、八戸南環状道路の全線開通により岩手県内
（内陸・沿岸）への効率・安定的なエネルギー供給が期待されます。

八戸南環状道路の整備効果八戸南環状道路の整備効果

●効果３ ： 迅速・安定した救急搬送を支援
八戸南環状道路の整備により、救急医療施設（八戸市立市民病院）

までの高速道路ネットワークが構築され、救急患者の迅速かつ安定的
な搬送が可能ほか、重篤患者の救命率向上を目的としたドクターカー
の機動性向上が期待されます。

●効果４ ： 北東北の観光産業の活性化を支援
三陸沿岸道路と東北縦貫自動車道との連結強化により、これらの観光資

源を含む多様な広域観光ルートが形成され、北東北の観光産業の活性化が
期待されます。

●効果１ ： 復興加速化に向けた支援
東北縦貫自動車道との直結により、久慈市や野田村等の復興事業

における物資輸送の円滑化・効率化が図られるなど、三陸沿岸地域の
復興加速化が期待されます。



ご し ょ が わ ら に し

式典会場案内図
※会場にて係員が誘導させて頂きます。

係員の指示に従って、ご来場下さいますようお願い致します。

式典会場 位置図

八戸是川ＩＣ

至 八戸ＪＣＴ

至 久慈

式典会場

※式典会場へはこちらからしか入れ
ませんので、係員の指示に従いま
すよう、お願いいたします。

式典会場



◆八戸JCTと主なICまでの通行料金表
(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 4,300 7,000 11,600 5,150 3,500
平日夜間割引30 3,000 4,900 8,100 3,600 2,450

平日昼間割引 3,600 5,850 9,700 4,300 2,900
深夜割引50 2,150 3,500 5,800 2,600 1,750

休日特別割引 2,150 ― ― ― 1,750
通勤割引 3,100 5,050 8,400 3,750 2,550

(単位:円)

◆八戸北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 500 700 1,050 550 400
平日夜間割引30
平日昼間割引

350 500 750 400 300

深夜割引50
通勤割引

250 350 550 300 200

休日特別割引50 250 ― ― ― 200

(単位:円)

◆南郷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 350 450 650 400 300
平日夜間割引30
平日昼間割引

250 300 450 300 200

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 3,050 4,950 8,100 3,650 2,450
平日夜間割引30 2,150 3,450 5,650 2,550 1,700

平日昼間割引 2,250 3,650 6,000 2,700 1,800
深夜割引50 1,550 2,500 4,050 1,850 1,250

休日特別割引 1,550 ― ― ― 1,250
通勤割引 1,750 2,800 4,600 2,100 1,400

(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 6,400 10,450 17,350 7,650 5,150
平日夜間割引30 4,500 7,300 12,150 5,350 3,600

平日昼間割引 5,750 9,400 15,600 6,850 4,650
深夜割引50 3,200 5,250 8,700 3,850 2,600

休日特別割引 3,200 ― ― ― 2,600
通勤割引 5,300 8,700 14,400 6,350 4,300

　　　　※4/1に料金改定が実施される予定です。上記通行料金は、3/31までのものとなりますのでご注意ください。

 一般レーンは『料金精算機』によるお支払いとなります。

　今回開通する八戸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

通行料金のお知らせ
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