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記者発表資料
平成２９年１１月１６日

国土交通省 山形河川国道事務所

山 形 県

米 沢 市

東北中央自動車道 福島大笹生IC～米沢北IC 開通記念
ふ く し ま お お ざ そ う よ ね ざ わ き た

『首都圏での山形県の魅力ＰＲイベント』の詳細が決定！！
「東北中央道ＩＣからの観光地アクセスＭＡＰ」を作成！！

東北中央自動車道（福島大笹生IC～米沢北IC間（延長35.6Km））の開通により、経済
活動の流出を上回る経済活動を呼び込み地域活性化を図るため、県外からの観光客の来
訪促進や、県外での県産品の販売促進を行う「首都圏での山形県の魅力ＰＲイベント」
を１１月１８日・１９日の２日間関係機関と連携し、山形魅力ＰＲサポーターと協力し
実施する詳細が決まりましたのでお知らせします。

また、東北中央自動車道各ＩＣから主要観光施設への来訪がより分かりやすくなるよ
う「東北中央自動車道インターチェンジからの観光地アクセスＭＡＰ」を作成しました。

■山形県の魅力ＰＲイベント

日 時 平成２９年１１月１８日（土）・１９日（日） ２日間

１０：００～１５：００

場 所 山形県アンテナショップ「おいしい山形プラザ」１階入口専有スペース

（東京都中央区銀座一丁目５－１０）

内 容・１１月１８日（土）

○東北中央道開通特典ＰＲ

○山形県観光ＰＲ

・１１月１９日（日）

○温泉米沢八湯会と福島の温泉地のＰＲ

○東北中央道開通特典ＰＲ

○山形県観光ＰＲ

協力団体・山形魅力ＰＲサポーター

○温泉米沢八湯会

○ネットショップ最上川

詳しくは、別添資料を参照下さい。

■東北中央自動車道インターチェンジからの観光地アクセスＭＡＰ

内 容 東北中央自動車道４インターチェンジ（米沢八幡原ＩＣ、米沢中央ＩＣ、米沢北ＩＣ、

高畠南陽ＩＣ）から、最寄りの観光施設への距離（経路）・時間を紹介。

詳しくは、別添資料を参照下さい。

＜記者発表記者会：山形県政記者クラブ、米沢市政記者クラブ＞

【 問 合 せ 先 】

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所

調査第二課長 河 本 直 志 TEL 023-688-8940（直通）

山形県 県土整備部 道路整備課 高速道路整備推進室

室 長 安 食 稔 也 TEL 023-630-2609（直通）

米沢市 建設部 都市整備課

課 長 山 口 正 廣 TEL 0238-22-5111(代）（内線5200）



東北中央自動車道（福島大笹生IC～米沢北IC間）開通記念
『首都圏で山形県の魅力ＰＲイベント』の実施について

１．目的
東北中央自動車道（福島大笹生ＩＣ～米沢北ＩＣ間）開通による経済活動の流出

を上回る経済活動を呼び込み地域活性化を図るため、関係機関が連携し県外からの
観光客の来訪促進や、県外での県産品の販売促進を行うもの。

２．日時
平成２９年１１月１８日(土)・１９日(日)（２日間）

１０：００～１５：００

３．場所
山形県アンテナショップ「おいしい山形プラザ」１Ｆ入口専有スペース

東京都中央区銀座一丁目5-10ギンザファーストファイブビル

４．実施内容の詳細
１）１１月１８日（土）

○東北中央道開通記念特典ＰＲ
・東北中央自動車道開通チラシ（じゃらん まる得宿泊クーポン情報付き）
・やまがた冬のあった回廊キャンペーン手形 プレミアム

○山形観光ＰＲ
・東北中央自動車インターチェンジからの観光アクセスＭＡＰ
・山形県観光ガイドブック
・「山形日和。」冬の観光キャンペーンガイドブック
・やまがた冬のあった回廊ガイドブック
・上杉雪灯籠まつりチラシ など

２）１１月１９日（日）
○温泉米沢八湯会と福島の温泉地のＰＲ

・「近いよ米沢・福島・相馬１泊２県のインスタ旅キャンペーン」ＰＲ
・各種パンフレットの配布
・ポスター展示

○東北中央道開通記念特典ＰＲ
・上記と同様

○山形県観光ＰＲ
・上記と同様

５．関係機関及び協力団体
・山形県県土整備部道路整備課高速道路整備推進室
・山形県観光文化スポーツ部観光立県推進課
・やまがた冬のあった回廊キャンペーン実行委員会

（事務局：山形県置賜総合支庁観光推進室内）
・米沢市建設部都市整備課
・国土交通省山形河川国道事務所
・協力団体（山形魅力ＰＲサポーター）

○温泉米沢八湯会
※米沢八湯と呼ばれる八つの温泉・24軒の宿が立ち上がり、「温泉米沢八湯
会」を結成。

○ネットショップ最上川
※インターネットを活用した事業を手がけるインターネット文明研究所ホー

ルデイングス（東京都、横山三四郎社長）が、ネットを活かした産直サイ
ト「ネットショップ最上川」を今年9月開設。基本的に出店料は取らず、
広告料で運営。現在は道の駅いいでめざみの里観光物産館などが出展して
いる。



米沢中央ICから

区分 観光地 距離
（km）

時間
（分）

温泉 14.⽩布温泉
県道1号(1.6km)→市道(1.0km)→県道3号(0.4km)→
県道2号(17.9km)

20.9 37

15.新⾼湯温泉
県道1号(1.6km)→市道(1.0km)→県道3号(0.4km)→
県道2号(18.3m)→市道(1.6km)

22.9 40

16．⼩野川温泉
県道1号(1.6km)→県道152号(1.1km)→国道121号(3.3km)
→県道233号(2.0km)→県道234号(1.7km)→市道(0.4km)

10.1 21

スキー場 17．⼩野川スキー場
県道1号(1.6km)→県道152号(1.1km)→国道121号(3.3km)
→県道233号(2.0km)→県道234号(2.5km)

10.5 21

18．天元台スキー場
県道1号(1.6km)→市道(1.0km)→県道3号(0.4km)→
県道2号(18.3km)→市道(0.6km)

21.9 39

名所・
旧跡観光

19．松が岬公園
県道1号(1.6km)→市道(1.0km)→県道3号(0.4km)→
県道2号(0.8km)→市道(0.1km)

3.9 10

20．上杉家御廟
県道1号(1.6km)→県道152号(1.1km)→国道121号(1.4km)
→県道152号(1.0km)→市道(0.3km)

5.4 15

21．⼩野川⼤⿊天
県道1号(1.6km)→県道152号(1.1km)→国道121号(3.3km)
→県道233号(2.0km)→県道234号(1.7km)→市道(0.7km)

10.4 21

道の駅 22．道の駅⽥沢
県道1号(1.6km)→県道152号(1.1km)→国道121号(12.8km) 15.5 25

その他の
観光地

23．笹野⺠芸館
県道1号(1.6km)→市道(1.0km)→県道3号(0.4km)→
県道2号(4.1km)→県道245号(0.4km)

7.5 18

24．東光の酒蔵
県道1号(1.6km)→市道(1.9km) 3.5 6

25．宮坂考古館
県道1号(0.4km)→国道13号(1.3km)→県道1号(0.5km)
→市道(0.6km)

2.8 6

16.⼩野川温泉

⽶沢駅

関根駅

南⽶沢駅

⻄⽶沢駅

米沢中央IC、米沢八幡原IC

19.松が岬公園（上杉雪灯篭まつり）

20.上杉家御廟所

18.天元台スキー場

27.⽶沢スキー場

15.新⾼湯温泉

19.松が岬公園

E13

E13

米沢八幡原ICから

区分 観光地 距離
（km）

時間
（分）

温泉 26.湯の沢温泉
国道13号(0.9km)→市道(2.9km)→県道232号(3.1km)→
市道(0.1km)

7.0 12

スキー場 27.⽶沢スキー場
国道13号(6.9km) 6.9 7

名所･
旧跡観光

28.普⾨院
国道13号(0.9km)→市道(2.9km)→県道232号(1.3km)→
市道(0.6km)

5.7 10

■米沢中央インターから観光地までの距離と時間

東北中央自動車道インターチェンジからの観光アクセスMAP

■米沢八幡原インターから観光地までの距離と時間



7.安久津⼋幡神社

1.⾚湯温泉

置賜駅

⾼畠駅

⾚湯駅

中郡駅

⽻前⼩松駅

⽝川駅

南陽市役所駅

宮内駅
おりはた駅

梨郷駅⻄⼤塚駅

有
料
区
間

東北中央自動車道インターチェンジからの観光アクセスMAP

南陽高畠IC、米沢北IC
南陽高畠ICから

区分 観光地
距離
(km)

時間
(分)

温泉 1．⾚湯温泉
国道13号(2.7km)→県道156号(0.5km)

3.2 7

名所・旧跡観光 2．熊野⼤社と双松公園
国道113号(4.9km)→県道3号(2.4km)→
県道5号(0.5km)→市道(0.7km)

8.5 15

3．烏帽⼦⼭公園と⼋幡神社
国道13号(2.7km)→県道156号(0.9km)→
県道246号(0.2km)→市道(0.2km)

4.0 8

4．蛭沢湖と観⾳岩
国道113号(9.4km)→県道268号(2.0km)→
市道(0.5km)

11.9 17

道の駅 5．道の駅たかはた
国道113号(5.2km)

5.2 9

その他
観光地

6．南陽愛菜館
国道113号(4.9km)→県道3号(1.5km)

6.4 9

7．安久津⼋幡神社と郷⼟資料館
国道113号(5.4km)

5.4 9

8．よねおりかんこうセンター
国道113号(1.3km)→国道13号(3.8km)

5.1 8

9．浜⽥広介記念館
国道113号(0.2km)→市道(2.9km)→
県道7号(0.5km)→市道(0.4km)

4.0 6

【お問い合わせ先】
国土交通省 山形河川国道事務所 調査第二課
TEL:023-688-8940

■南陽高畠インターから観光地までの距離と時間

12.⻲岡⽂殊

1.⾚湯温泉

※平成28年度山形県観光者数調査に掲載された
東北中央道沿線観光地（置賜地域）を対象に作成しています。

E13

米沢北ICから

区分 観光地
距離
(km)

時間
(分)

温泉 10．太陽館温泉
国道121号(0.6km)→国道13号(4.6km)→
県道155号(0.6km)→市道(0.9km)

6.7 11

11．川⻄温泉・置賜公園
国道121号(0.6km)→国道13号(1.9km)→
県道239号(5.8km)→国道287号(4.6km)→
県道250号(0.7km)→市道(1.3km)

14.9 22

名所・旧跡観光 12．⻲岡⽂珠
国道121号(0.6km)→国道13号(4.6km)→
県道155号(3.8km)→市道(0.8km)

9.8 19

その他
観光地

13．⾼畠ワイナリー
国道121号(0.6km)→国道13号(4.6km)→
県道155号(0.7km)→市道(0.2km)

6.1 10

■米沢北インターから観光地までの距離と時間


