
第一回地方からの提案型社会実験実施案件一覧表
都道府県名 路線名 種別 社会実験の目的と概要 割引概要 実験時期・期間（予定） 実験に関する

政令市名 有料道路名 問い合わせ先

北海道 道東自動車道
ＪＨ（高速）

・冬期間の交通円滑化及び道東自動車
道の利用促進を図るため、期間限定パス
ポートを導入。

■対象車両：全車種
期間限定パスポート（普通車5,000円/月程
度と仮定；現行料金（最大）1700円）
※パスポートの料金設定については、今後
協議会にてマーケット調査等を実施した後
に決定。

■H15.11～H16,1（調整
中）
■３カ月間（調整中）

部署：北海道建設部道路
計画課高速道室
担当：倉持
住所：札幌市中央区
北３条西６丁目
TEL.011-231-4111
FAX011-232-6329

福島県
磐梯山有料道路
第二磐梯吾妻道路

福島県道路公社

・観光有料道路２路線の料金割引を行
い、周辺一般道路の混雑緩和と有料道
路の利用促進を図る。

■対象車両：全車種
■実施時間：終日
■割引率：約３割～４割
・磐梯山有料道路
　（普通車の場合）730円　→　500円
・第二磐梯吾妻道路
　（普通車の場合）930円→ 500円

■平成１５年９月１３日～
９月３０日
■１８日間 部署：福島県土木部道路

領域道路企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ
担当：目黒
住所：福島市杉妻町2-16
TEL 024-521-7467
FAX 024-521-7951

長野県 白馬長野有料道路 長野県道路公社

・旧道部から有料道路へ交通を転換させ
る事で、夜間騒音レベルを低減させ、旧
道沿線に良好な住環境を提供する。

■対象車両：全車種
■実施時間：夜間（午後10時から午前６時）
■割引率：通行料金一律100円
普通車　200円→100円

■Ｈ１５年５月末から独自
に実施中
■実験対象期間は、
H15.10（２週間）（予定）

部署：長野県道路建設課
担当：小林
住所：長野県長野市大字
南長野字幅下692-2
TEL 026-232-0111
FAX 026-235-7391

茨城県
常磐自動車道
日立有料道路

ＪＨ（高速）
茨城県道路公社

・国道６号･245号の交通を常磐道・日立
有料道路へ転換させ、市内各所で発生
する交通渋滞の緩和を図る。（日立南太
田、日立中央、日立北の３ＩＣ相互間の交
通に限定）

■対象車両：全車種
■実施時間：終日
■割引率：約50％割引
普通車　650円　→　300円

■H15.11.10～H15.12.10
（予定）
■１ヶ月間

部署：日立市都市建設部
都市政策課
担当：小林
住所：茨城県日立市助川
町1-1-1
TEL 0294-22-3111
FAX 0294-24-7296

茨城県
常磐自動車道
北関東自動車道
東水戸道路

ＪＨ（高速）
JH（一般有料）

・国道６号、国道51号、国道245号におけ
る交通渋滞緩和や沿道環境の改善、交
通安全対策の推進
【対象区間】
①常磐自動車道：桜土浦ＩＣ～千代田石
岡ＩＣ
②常磐自動車道・北関東自動車道：千代
田石岡ＩＣ～茨城町東ＩＣ
③北関東自動車道・東水戸道路：茨城町
東ＩＣ～ひたちなかＩＣ
④常磐自動車道：日立北ＩＣ～北茨城ＩＣ

■対象車両：特大車、大型車
■実施時間：終日
■割引率：中型車料金と同額に引き下げ
特大車1,300円、大型車850円→650円
常磐道（桜土浦ＩＣ～千代田石岡ＩＣ）

■平成１５年１１月（予定）
■１ヶ月間

部署：茨城県土木部
道路建設課
担当：古平
住所：茨城県水戸市笠原
町978-6
TEL 029-301-4438
FAX 029-301-4449

別　表



都道府県名 路線名 種別 社会実験の目的と概要 割引概要 実験時期・期間（予定） 実験に関する

政令市名 有料道路名 問い合わせ先

千葉県他 東京湾アクアライン ＪＨ（一般有料）

・東京湾アクアラインの一層の利用促進
を図り、湾岸道路等の交通円滑化ならび
に周辺地域の地域振興、地域住民の利
便性向上

■対象車両：全車種（ＥＴＣ限定）
■実施時間：終日
■割引率：23％値下げ
普通車　3,000円　→　2,320円
※ただし、実験期間中に内容を変更してそ
の影響を検証する場合がある（その場合の
割引率は平均２３％以下とする）

■H15.7.19～H16.3.31
　(H14.7.19より実施中）
■約9ヶ月

部署：千葉県道路計画課
担当：長谷川
住所：千葉市中央区市場
町1-1
TEL 043-223-3297
FAX 043-224-3150

日東道、北陸道 終日、特に朝の通勤時間帯の渋滞緩和
を目的として普通乗用車等を対象に割引
実験を行い、主要地方道新潟新発田村
上線、一般国道７号等の渋滞緩和及び
日東道、北陸道の有効利用を検証する。
【対象区間：日東道  中条ＩＣ～北陸道  新
潟西IC】

■対象車両：普通車、軽自動車等、ETC設
置車は全車種
■実施時間：終日
■割引率：約５０％割引
普通車400～1,200円→200～600円

○秋期
■H15.10.1～H15.10.31
■１ヶ月間
○ETC設置全車種
■H15.10.1～H16.2.29
■５ヶ月間
○冬期
■調整中

磐越道
北陸道
日東道

終日、特に朝の通勤時間帯の渋滞緩和
を目的として普通乗用車等を対象に割引
実験を行い、一般国道８号、４９号、４０３
号などの渋滞緩和及び磐越道、北陸道、
日東道の有効利用の可能性を検証す
る。
【対象区間：北陸道 巻潟東IC、磐越道 安
田ＩＣ→日東道  新潟空港IC】

■対象車両：普通車、軽自動車等、ETC設
置車は全車種
■実施時間：終日
■割引率：約５０％割引
普通車250～1,000円　→　150～500円

■H15.11.4～H15.11.14
■11日間

北陸自動車道

終日、特に朝の通勤時間帯の渋滞緩和
を目的として普通乗用車等を対象に割引
実験を行い、一般国道８号などの渋滞緩
和及び北陸道の有効利用の可能性を検
証する。
【対象区間：北陸道　糸魚川IC～能生IC】

■対象車両：普通車、軽自動車等、ETC設
置車は全車種
■実施時間：終日
■割引率：約５０％割引
普通車500円→250円

■H15.11.4～H15.11.28
■１ヶ月間

富山県 北陸自動車道 ＪＨ（高速）

終日、特に朝の通勤時間帯の渋滞緩和
を目的として普通乗用車等を対象に割引
実験を行い、一般国道８号などの渋滞緩
和及び北陸道の有効利用の可能性を検
証する。
【対象区間：滑川IC～朝日IC】

■対象車両：普通車、軽自動車等
■実施時間：終日
■割引率：約５０％割引
普通車350～850円　→　200～450円

■Ｈ１５．１１月
■３週間

部署：富山県土木部企画
用地課
担当：岡崎
住所：富山市新総曲輪
1-7
TEL 076-444-3316
FAX 076-442-7954

新潟県

部署：新潟県土木部道路
建設課高規格道路推進
室
担当：山岸
住所：新潟市新光町
４－１
TEL 025-280-5406
FAX　025-285-6225

ＪＨ（高速）



都道府県名 路線名 種別 社会実験の目的と概要 割引概要 実験時期・期間（予定） 実験に関する

政令市名 有料道路名 問い合わせ先

石川県 北陸自動車道 ＪＨ（高速）

恒常的な一般国道８号の渋滞緩和及び
北陸道の有効利用の可能性を検証す
る。
【対象区間：金沢東IC～美川IC】

実験①
■対象車両：全車種
■実施時間：終日
■割引率：約３０％割引
普通車350～650円　→　200～500円
実験②
■対象車両：全車種（ＥＴＣ限定）
■実施時間：終日
■割引率：約５０％割引
普通車（ETC限定）350～650円　→　200～
350円

■H15.12月上旬～（調整
中）
■約２週間～（調整中）

部署：石川県土木部道路
建設課　企画係
担当：竹俣
住所：金沢市鞍月1-1
TEL　076-225-1722
FAX 076-225-1723

静岡県

一般国道１号
　藤枝バイパス
　掛川バイパス
　磐田バイパス
　浜名バイパス

JH（一般有料）

・国道１号有料４バイパスへ交通を転換
することにより、一般道路等の沿道環境
の改善、渋滞の緩和、交通安全対策等
の推進を図るため社会実験を実施。

■対象車両：全車種
■実施時間：無料時間の延長
　（現況：22:00～6:00→計画：20:00～9:00）
■割引率：無料
普通車　200～400円　→　無料

■H15.11～H16.1
■3ヶ月間 部署：静岡県土木部道路

企画室
担当：渡邉
住所：静岡市追手町9番6
号
TEL 054-221-3013
FAX 054-221-3337

兵庫県 播但連絡道路 兵庫県道路公社

・有料道路の利用促進により国道３１２号
の朝夕ピーク時の渋滞緩和、利用促進を
図る。

■対象車両：普通車。軽自動車
■実施時間：終日
■割引率：約５０％割引回数券
　  姫路ＪＣＴ～市川北ランプ
　　　900円　→　450円

■H15.9.1～H15.11.30
■３ヶ月間 部署：兵庫県道路公社建

設部企画課建設部
担当：北村
住所：神戸市中央区下山
手通4丁目18-2
TEL:078-232-9635
FAX:078-232-9640

滋賀県 湖西道路 ＪＨ（一般有料）

・有料道路の利用促進により国道１６１号
沿道環境改善、渋滞緩和を図る。

■対象車両：全車種
■実施時間：終日
■割引率：約５０％割引
大型車1,250円　→　600円
普通車830円 → 400円
（志賀ＩＣ～坂本北ＩＣ）

■H15.10.18～H15.10.31
■２週間 部署：滋賀県土木交通部

道路課
担当：三和
住所：大津市京町4-1-1
TEL: 077-524-1121
FAX:077-528-4903

滋賀県 日野水口道路 滋賀県道路公社

・有料道路の利用促進により国道３０７号
の沿道環境改善、交通安全を図る。

■対象車両：全車種
■実施時間：終日
■割引率：通行料金を一律１００円
 大型車310円、普通車200円　→　100円

■H15.10.18～H15.10.31
■２週間 部署：滋賀県土木交通部

道路課
担当：三和
住所：大津市京町4-1-1
TEL: 077-524-1121
FAX:077-528-4903



都道府県名 路線名 種別 社会実験の目的と概要 割引概要 実験時期・期間（予定） 実験に関する

政令市名 有料道路名 問い合わせ先

兵庫県
阪神高速
５号湾岸線

阪神高速道路公団

大阪府
阪神高速
１１号池田線
（特定料金区間）

阪神高速道路公団

・有料道路の利用促進により国道176号、
173号の渋滞緩和を図る。

■対象車両：全車種
■実施時間：終日
■割引率：約３３％割引
大型車（特定区間）  600円  →   400円
普通車（特定区間）　300円　→　200円

■H15.11
■２週間 部署：大阪府土木部交通

道路室道路整備課交通
計画グループ
担当：原田
住所：大阪市中央区大手
前2-1-22
TEL:06-6941-0351
FAX:06-6944-6787

島根県
山陰自動車道
安来道路
松江自動車道

ＪＨ（高速）
ＪＨ（一般有料）

・一般国道９号の交通円滑化、渋滞緩和
を目的として料金割引実験を実施。
山陰自動車道：松江玉造Ｉ．Ｃ～宍道Ｉ．Ｃ
安来道路：米子西Ｉ．Ｃ～東出雲Ｉ．Ｃ
松江自動車道：三刀屋木次Ｉ．Ｃ～宍道Ｉ．
Ｃ

①回数券割引実験
■対象車両：普通車、軽自動車
■実施時間：終日
■割引率：約３０％割引
(但し、松江自動車道（三刀屋木次Ｉ．Ｃ～宍
道Ｉ．Ｃ間は対象外）
②料金割引実験
■対象車両：全車種
■実施時間：終日
■割引率：約５０％割引

○割引回数券
■H15.9～H16.2.29
■６ヶ月
○料金変更
■H15.10.20～H15.10.29
■10日間

部署：島根県土木部
高速道路推進課
担当：小宮山
住所：島根県松江市殿町
8
TEL 0852-22-6134
FAX 0852-22-5190

広島県
呉市

広島呉道路
（呉～天応～坂）

ＪＨ（一般有料）

・一般道路（国道３１号）から並行する有
料道路（広島呉道路）への交通の転換に
より、広島呉道路の利用促進及び国道３
１号の渋滞緩和や沿道の環境改善を図
る。

■対象車両：全車種
■実施時間：終日
■割引率：約４３％割引
　普通車（呉ＩＣ～天応ＩＣ,10月）
　 普通車（呉ＩＣ～天応ＩＣ,11月）
　 普通車（天応ＩＣ～坂ＩＣ,11月）
　　　　350円　→　200円

○呉～天応
■H15.10.1～H15.11.30
■２ヶ月間
○天応～坂
■H15.11.1～H15.11.30
■１ヶ月間

部署：呉市都市交通推進
室
担当：松原、橋村
住所：呉市中央４－１－
６
TEL 0823-25-3239
FAX 0823-24-9645

・実験内容等について関係者との調整を実施しており、実験内容が確定し次第、実施するものとする。



都道府県名 路線名 種別 社会実験の目的と概要 割引概要 実験時期・期間（予定） 実験に関する

政令市名 有料道路名 問い合わせ先

広島市

山陽自動車道
広島岩国道路
広島高速１号線
広島高速４号線
草津沼田道路

ＪＨ（高速）
JH（一般有料）
広島高速道路公社
広島市

・一般国道２号（西広島ＢＰ）をはじめとし
た朝の広島西部方面の慢性的な渋滞や
県道広島中島線の渋滞の緩和等の効果
を検証するため、山陽自動車道・広島岩
国道路（廿日市I.C⇒五日市I.C・広島I.C、
五日市I.C⇒広島I.C）、広島高速４号（都
心方向行き）、広島高速１号線（都心方向
行き）、草津沼田道路の料金割引を実施
予定。

■対象車種：全車種
■実施時間：朝ピーク時（６：００～９：００）
　　（山陽自動車道、広島岩国道路は終日）
■割引率：約５０％割引
　　（草津沼田道路は無料）

■H15.10.14～H15.12.19
■平日（土日祝休日を除
く）朝の６時から９時の３時
間（山陽自動車道・広島岩
国道路については毎日の
２４時間）

部署：広島市道路交通局
道路部道路計画課
担当：橋國
住所：広島市中区国泰寺
町1-6-34
TEL 082-504-2727
FAX 082-504-2134

徳島県
香川県
愛媛県
高知県

四国縦貫自動車道
四国横断自動車道
高松東道路
今治小松自動車道

ＪＨ（高速）
JH（一般有料）

・並行する一般道路から有料道路への交
通の転換を図り、一般道路等の沿道環境
の改善、渋滞対策、交通安全対策等を推
進するため、ＪＨの販売する３日間乗り放
題チケット（土日を含む３日間）の更なる
割引による有利性を拡大し、一般道路の
課題の改善等を図る実験を実施。（詳細
は調整中）

■対象車種：中型車、普通車、軽自動車等
■割引額：約２５％割引
　 四国周遊割引３ＤＡＹｓチケット
　8,000円　→　6,000円

■H15.10.31～H15.12.1
   （詳細は調整中)
（ＪＨ３日間乗り放題チケット販
売期間：９月５日～１２月２２日）

部署：四国地方整備局道
路部道路計画課
担当：石田
住所：香川県高松市福岡
町4-26-32
TEL 087-851-8061
FAX 087-823-7809

※関係機関との調整や協議会での議論により実施時期、割引内容に変更が生じる可能性がある。


