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第９回東北中央自動車道の利活用促進による地域活性化協議会



① 広域的なイベント実施
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●複数自治体の広域連携により、広範囲なエリアで一体的なイベントを開催し、広域的な周遊を促進

出典：環鳥海地域観光情報発信サイト

出典：四国地区「道の駅」連絡会HP

◆実施エリア
・秋田県由利本荘市、にかほ市
◆実施主体
・由利地域道の駅連絡会・
由利地域観光推進機構

◆参加店舗数
・10店舗
◆参加特典
・豪華賞品が当たる抽選
・特典カード
・全店舗制覇した方に記念品

■地元食材を活かした道の駅間対抗食イベント
（日本海沿岸東北自動車道（由利地域（秋田県）））

◆実施エリア
・四国地方全域
◆実施主体
・四国地区「道の駅」連絡会
◆参加店舗数
・87駅（H31.3時点）
◆参加特典
・道の駅のお土産
・全店舗制覇した方に認定証

■道の駅をめぐるグルメコースの設定やスタンプラリー
（大洲・八幡浜自動車道（大分県・愛媛県））



② 道路開通を契機としたイベント実施
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●道路開通に併せたイベントの実施により、道路が開通する事を強力にPRし、地域への誘客を促進

■東北中央自動車道 開通記念プレイベント
（東北中央自動車道（米沢市））

◆実施場所
・米沢市役所～米沢北IC～栗子トンネル山形側坑口（開通前）
◆実施主体
・東北中央自動車道マラソン実行委員会
◆実施内容
・道路の開通PRを図るため、開通前の高速道路をコースとしたマラソン及びサイクリングイベン
トを企画し、市内外から集客
・高速道路をコースとするマラソン・サイクリングとして多くの注目を集め、無料の高速道路とし
てPRに大きく寄与

◆実施場所
・米沢八幡原IC（開通前）
◆実施主体
・米沢市、山形県、山形河川国道事務所
◆実施内容
・セレモニー
・記念ウォーキング
・トンネル見学会
・ステージイベント
・食の振る舞い
・パネル展、関係団体PRブース
・はたらく車大集合

■東北中央自動車道開通を記念したマラソン＆サイクリングイベント
（東北中央自動車道（米沢市））



③ 広域的なアクティビティ創出
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●複数自治体の広域連携により、広範囲なエリアを満喫できるアクティビティを創出し、広域的な活性化を促進

出典：平成29年度南予地方局予算の実施状況

出典：豊予ふれ愛協議会

出典：令和元年度南予地方局予算の実施状況

■隣接地域を繋ぐサイクリングコースの設定
（大洲・八幡浜自動車道（大分県・愛媛県） ）

◆実施主体
・愛媛西伊予・大分中部
地域間交流促進協議会
（愛媛・大分両県及び管
内市町）
※R2年度をもって事業完
了に伴い、解散

◆主な取組概要
・両県が連携したサイクリン
グコースの設定
・コース周辺の観光拠点等
も掲載したコースマップの
作成
・両県を繋ぐフェリーへの自
転車用ピクトの敷設

■自治体や観光協会等の広域連携により地域の「観る」「食べる」
「体験する」をテーマとした情報発信

（陸中海岸（岩手県））
◆実施主体
・三陸海岸魚菜王国実行委員会
◆主な取組概要
・陸中海岸エリアの魅力（観る・食べ
る・体験する）を広く発信

■ロングトレイルコースを基盤に、よりみちマップを作成
（みちのく潮風トレイル（福島県～青森県））

▼愛媛県と大分県を結ぶサイクリングコースの設定

▼協議会により作成したPR動画

▼フェリーへの自転車用
ピクト敷設

出典：魚彩王国HP

◆実施主体
・たかたコンテンツらぼ
（陸前高田市観光物産協会を事務
局に、地域住民有志等と設立）

◆主な掲載内容
・ロングトレイルコース
・市内の景勝地、商業施設、文化等
に触れる七つの寄り道ルート

出典：陸前高田トレイルよりみちマップ



④ 広域的な周遊コースやテーマの創出
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●地域に潜在する文化や歴史等の資源を軸にコースやテーマを設定し、広域的な周遊を促進

■秋田犬ツーリズム（秋田県）

出典：桑折宿まちなか街道事務局

◆事例の概要
・高規格幹線道路の整備により、クルーズ船の寄港を拠点とした周遊エリアが拡大

◆実施主体
・（一社）秋田犬ツーリズム
（秋田県大館市、北秋田市、小坂
町の連携により設立した地域連携
DMO）

◆主な取組概要
・世界的に知名度のある秋田犬を核
とした地域活性化を推進

（マーケティング、商品開発、広報・情
報発信、来訪・周遊・滞在促進）

■クルーズ船寄港地を拠点に、道路整備を活用したオプショ
ナルツアーのエリア拡大

（三陸沿岸道路・宮古盛岡横断道路（岩手県） ）

◆実施主体
・桑折町商工会
（福島県、宮城県等後援）
◆主な取組概要
・旧街道の宿場町と伊達氏ルーツ等、
地域の歴史的資産をテーマとしたツ
アーの実施

■“桑折宿まちなか街道” 伊達氏ルーツをめぐるツアー（福島県）
出典：秋田犬ツーリズムHP

▼秋田犬の訴求力に基づくマーケティング

▼秋田犬と連携した商品開発

出典：国土交通省三陸国道事務所 三陸沿岸道路等利活用懇談会資料



⑤ 広域的な情報発信
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●広域的な地域間で連携し、エリア全体の魅力を発信することにより、地域への来訪や周遊を促進

出典：三陸グルメマンガプロジェクト実行委員会

出典：福島商工会議所HP

■オリジナルマンガによる三陸沿岸道路沿線の飲食店PR
（三陸沿岸道路（青森県～岩手県） ）

■観光ドライブマップの作成及び無料配布
（東北中央自動車道（相馬～米沢）（山形県～福島県））

◆実施主体
・三陸グルメマンガプロジェクト実行委員会
（沿線自治体の商工会議所、岩手県の
連携）

◆掲載内容
・漫画家が自ら対象エリアの人気店に立ち
寄り、オリジナルのグルメマンガで各店舗
の魅力を伝えている

◆実施主体
・道路沿線の商工会議所が連携
◆掲載内容
・高速道路を中心に、沿線地域を結ぶ道路を分かりやすく紹
介する他、各地のお祭りや観光スポット、旬な取組等を掲載



⑥ 道の駅を拠点とした地域間連携
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●複数の道の駅が連携し、一体的な取組を行うことにより、道の駅を拠点とした周遊を促進

出典：岩手県「道の駅」連絡会HP

出典：大分市HP

■地域の特産品等の相互出店（道の駅等交流事業）
（大洲・八幡浜自動車道（大分県・愛媛県） ）

■各道の駅の特産品等を紹介するガイドマップを作成
（三陸沿岸道路（岩手県））

◆実施主体
・愛媛・大分交流市町村連絡
会議
（愛媛県側9自治体、大分県
側9自治体により構成）

◆参加市町
・愛媛県側4市5町、大分県側
7市（R3.9現在）

◆主な取組概要
・両県の交流市町の道の駅など
がおススメする特産品を参加
道の駅等で相互に販売・紹介

◆実施主体
・国土交通省岩手
河川国道事務所

◆掲載道の駅数
・35駅
◆主な掲載情報
・各道の駅におけるイ
チオシの特産品とア
イスクリームを紹介

◆実施主体
・由利地域重点「道の駅」推進協議会
（由利本荘市、にかほ市、秋田県、国土交通省
秋田河川国道事務所、東北道の駅連絡会）

◆関係道の駅数
・6駅
◆主な取組概要
・観光拠点センターの整備による環鳥海広域観光
情報の発信
・6駅連携による商品開発
・各駅の個性（独自商品）を活かした周遊促進

◆施設位置
・岩手県久慈市
◆主な機能、役割
・広域の魅力発進基地
・地域のシンボル
・4市町村内の既存道の駅
や観光施設への誘導
・地域住民の日常利用
◆主な施設
・情報発信・休憩スペース
・広域ホール
・物販・加工施設
・飲食施設
・キッズスペース
・屋根付きイベント広場
・子育て応援機能

■6駅の連携による商品開発や独自商品を活かした周遊促進
（日本海沿岸東北自動車道（由利地域（秋田県）））

■広域的な地域の拠点となる広域道の駅の整備
（三陸沿岸道路（岩手県） ）

出典：国土交通省秋田河川国道事務所HP

出典：三陸沿岸道路等利活用懇談会資料



⑦ 道の駅の交通結節点化
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●道の駅を交通結節点化し、様々な移動手段の提供や乗継拠点とすることで、来訪者の地域内への波及行動を促進

出典：国土交通省秋田河川国道事務所HP

■空港や新幹線駅から道の駅への交通手段の提供（高速バスやレンタカー等）及びパーク＆ライドの導入
（日本海沿岸東北自動車道（由利地域（秋田県）））
◆実施主体
・由利地域重点「道の駅」推進協議会
（由利本荘市、にかほ市、秋田県、国土交通省秋田河川
国道事務所、東北道の駅連絡会）

◆関係道の駅数
・6駅
◆主な取組概要
・空港・新幹線駅から「道の駅」への高速バスやレンタカー等の
交通手段の提供
・パーク＆ライドの導入により、地域内のコミュニティ交通に乗り
換え、「道の駅」や「地域内観光名所」を周遊できるミニ周
遊観光の提供



⑧ 地域外の拠点を活用した情報発信
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●都市部の拠点等で地域に関する情報発信やPRを行い、地域への来訪を促進

出典：気仙沼、久慈、福島情報ステーションおかえり館HP

■気仙沼、久慈、福島情報ステーション
“おかえり館”を東京・有楽町に設置

(三陸沿岸道路(福島県～岩手県))

■三陸復興国立公園観光PRブースへの出展
(青森県～宮城県)

◆実施主体
・気仙沼市、久慈市、福島市（3市共同）
◆主な取組概要
・東京都に地域の情報発信拠点を設置し、3市の特
産品販売に加え、観光スポットや移住定住に関す
る情報等を発信

◆実施主体
・三陸復興国立公園協会（公園区域内のうち17市町村及び民
間企業）（その他、交通事業者も協力）

◆主な取組概要
・道路の全線開通によって繋がる3県の旅行者を誘客するためのPR
活動を、各県の集客拠点にて実施
・関連市町村の景勝地やプロジェクトロゴマーク入りのビニール袋やチ
ラシを作成し、配布・掲示を実施

▼配布したPR用品

▼出展状況

◆実施主体
・米沢エリアスキー場協議会
◆主な取組概要
・無料の東北中央自動車道（大笹生IC～米
沢北IC）の開通を契機に、福島県及び北
関東からの冬の観光誘客を目指すため、地
域外のスポーツ系店舗（郡山市、宇都宮市
等）においてPR活動や特産品等が当たる抽
選会を実施
・道路の開通による利便性向上に関する内容
や、無料である事等を説明し、米沢や東北
中央自動車道についての印象づけを実施

物販ブース・ゆるキャラ(八戸)

抽選会・PR活動(八戸) 三陸沿岸道路のPR(仙台)

各市町村の物販販売(仙台)

アンケート・抽選会(盛岡)

マリンアクティビティPR(盛岡)

出典：国土交通省 3.11復興道路・復興支援道路情報サイト

■スキー場への誘客キャンペーン
(東北中央自動車道(米沢市))

▼開催風景



⑨ 地域への来訪手段や環境の整備
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●道路整備による移動圏域拡大等、ハード整備の効果を活用し、新たな旅行商品の創出や公共交通を新設
●ソフト面の環境を整備することにより、地域への来訪や周遊を促進

出典：愛媛県高規格道路等利活用検討会資料

出典：国土交通省資料

■道路整備を契機とした新たな旅行商品の創出や
バス路線の新設及び改編に向けた検討

（松山外環状道路（愛媛県））
◆実施主体
・商工会議所・観光物産協会・バス協会等
◆主な取組概要
・道路整備による1時間圏域の拡大や空港からのアクセス性向上等を
活かし、新たな旅行商品やバス路線の新設や改編に取組んでいる

◆事例の概要
・道路整備により、都市間移動が円滑化したことにより、新たな都市間高速バス路線が新設され、
公共交通サービスの利便性向上により地域間の連携が強化

■高速バス路線の新設
（中国横断自動車道尾道松江線（広島県～島根県））



⑩ 地域内の情報発信・案内
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●高速道路外も含めた地域一体的な案内誘導を行い、来訪者の地域内への誘導や周遊を促進

出典：国土交通省鳥取河川国道事務所 地域活性化のための鳥取自動車道の利活用に関する検討委員会資料

■休憩施設や観光地案内看板等への案内標識の設置
（鳥取自動車道（鳥取県））
◆実施主体
・鳥取道路利活用推進協議会構成員（国土交通省中国地方整備局、鳥取県、岡山県、兵庫県、その他沿線市町、西日本高速道路(株)）
◆主な取組概要
・新直轄方式による無料区間としての整備に伴い、コスト縮減の面から休憩施設の整備がなされないことから、高速道路外に存在する各種施設への案内誘導を充実させ、道
路利用者サービスの向上及び地域活性化を図る

◆協議会の役割
・案内誘導の考え方の改定、ガイドラインの策定
・案内誘導の考え方に基づく誘導施設の審査
・鳥取道の利活用に関する地域からの提案の検討
▼案内誘導の考え方 ▼高速道路外の案内誘導標示



⑪ まちづくりとの連携
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●企業や定住の促進等、地域のまちづくりの課題に対し、道路整備と連携した取組を推進

出典：愛媛県高規格道路等利活用検討会資料 出典：国土交通省三陸国道事務所 三陸沿岸道路等利活用懇談会資料

■都市計画と連携した沿線の工業系土地利用の促進
（松山外環状道路（愛媛県））

■道路整備を活用した定住促進
（三陸沿岸道路（青森県～岩手県））

◆実施主体
・国、県、市
◆主な取組概要
・都市計画手法を活用した土地利用の促進
・沿線市町のHPによる、企業進出の手助けとなる道路整備状況や効果に関する
情報発信

◆事例の概要
・道路整備により市町村間の通勤・通学の利便性が向上し、定住促進を目的に分譲され
た宅地が順調に販売されている



⑫ 産業活性化に向けた取組
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●道路整備によるアクセス性向上等の効果を、積極的な情報発信や企業等に働きかけ、地域の産業活性化を促進

出典：愛媛県高規格道路等利活用検討会資料

出典：愛媛県高規格道路等利活用検討会資料

■自治体HPの企業立地ガイドと連携した企業進出支援
（松山外環状道路（愛媛県））
◆実施主体
・国、県、市
◆主な取組概要
・都市計画手法を活用した土地利用の促進
・沿線市町のHPによる、企業進出の手助けとなる道路整備状況や効果に関す
る情報発信

◆実施主体
・県、沿線自治体、商工
会議所等

◆主な取組概要
・県内への企業進出を目
的とした、地域の優位性
に関する情報発信
・企業進出・活動の活性
化を目的に、整備状況
等の周知や整備効果に
関する情報を発信

◆事例の概要
・道路整備を通じて沿線
企業の連携が強化され、
原料の安定確保や共同
出資による新規販路拡
大に展開

■路線の優位性を検証し、運送事業者へPR
（大洲・八幡浜自動車道（愛媛県））

■水産品・水産加工品の共同輸送による効率化
（三陸沿岸道路（岩手県））

出典：国土交通省三陸国道事務所 三陸沿岸道路等利活用懇談会資料


