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は じ め に 

 

本県では、2009 年度（平成 21 年度）に 10 年間の中長期的な計画である「山形県道路中

期計画 山形のみちしるべ 2018」を策定（2013 年度（平成 25 年度）に改訂）し、これま

での「道路整備」の計画から、多様な道路の役割や機能などを活かした県民が求める安全・

安心と豊かさを実感できる県土づくりのための「みちづくり」計画への転換を掲げ、計画

的かつ効率的な道路整備及び維持管理に努めてまいりました。 

 

この 10 年を振り返ると、本県の高速道路ネットワークは、官民を挙げた取組みの成果と

して、東北中央自動車道では福島 JCT から東根北 IC までの一連の区間、日本海沿岸東北自

動車道ではあつみ温泉 IC～鶴岡 JCT までが供用開始するとともに、高速道路のその他の区

間や横軸となる地域高規格道路の整備についても大きく前進しました。 

 県においても、高速道路等の供用開始に合わせたアクセス道路や地域間を結ぶ幹線道

路等の整備、通学路等の交通安全対策、市街地の渋滞対策、ぜい弱箇所における防災対策、

道路インフラの長寿命化対策等を進めてまいりました。 

 

高齢化を伴う人口減少が進行する本県において、今後も雇用と生活を維持するためには、

産業、観光振興などによる国内外との交流拡大が必要不可欠です。 

私どもは、道路がこれらの「やまがた創生」の実現に向けて最も基本的なインフラであ

ることを常に念頭におきながら取組を進める必要があり、今後概ね 10 年の本県の道路行政

の方針を示す新たな計画として「山形県道路中期計画 2028」を策定しました。 

本計画には、県民、県議会、市町村長、道路利用者の意見を反映するとともに、さらに

は、新たに創設された重要物流道路制度、インバウンドを含む観光ニーズの増大、自転車

活用の推進などの新たな動きを盛り込んでおります。 

 

時代の変化が早く、先が見通せない中ではありますが、この「山形県道路中期計画 2028」

に基づき、県土づくりのための道路行政に取組むとともに、政府に対しても高速道路網整

備のさらなる推進や、道路予算の確保及び道路施設の老朽化対策への支援などを、引き続

き、提案・要望してまいります。 

 

最後に、本計画の策定にあたり貴重な助言をいただいた山形大学の柴田洋雄名誉教授を

はじめとした「山形のみちづくり評議会」の委員の皆様に感謝を申し上げます。 

 

  2019 年 3 月 

山形県県土整備部長  角湯 克典
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（注）年号の標記について 

 2019年 5月 1日の平成からの改元が予定されていることから、本計画では年号を下記の

とおり標記しています。 

 2019年 4月 30日まで  西暦（和暦）と併記 （例：2018年（平成 30年）） 

 2019年 5月 1日以降   西暦のみを標記   （例：2020年） 

図表等において、紙面の都合により 2019年以降においても平成の元号（H）のまま標記

したものが一部ありますが、「H32」とあるのは「新元号 2」等と読み替えてください。 
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