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栄DEスルーしない三条PR 
 



 新潟県の中央部に位置し、信濃川と五十嵐川の合流点にあるまち。平成17年5月の市町
村合併により、旧三条市・栄町・下田村が合併し、人口10万人強の新しい「三条市」が誕生。
新潟市、長岡市と隣接している。 
 主要な産業は、包丁や工具などの金物産業、いわゆる「ものづくりの町」として知られて
いるが、全体面積の７割は山々に囲まれ、稲作や果樹などの農業も盛んな地域である。 
 また、JR信越本線と弥彦線の分岐点にあたり、上越新幹線駅（燕三条駅）、北陸自動車
道の三条燕インターチェンジ、国道8号、289号、290号、403号などの交通網も整備されて
いて、新幹線を使えば東京から2時間で来ることもできる。 

三条市とは 

 産業も盛んでありながら、豊かな自然環境にも恵まれ、なおかつ首都圏や市外からの交
通の便も良い“程よく都会で、程よく田舎”を兼ね備えた恵まれた地域である！ 

実は 
それって・・・ 

こんな恵まれた環境を 
もっと利用しなくては！！ 

当たり前だと思ってた・・ 

１ 三条市 

１ 



【三条地区】 
三条祭り、凧合戦、三条夏まつり、 

お取越、鬼踊り、マルシェ、まち歩き、 

三条鍛冶道場、工場の祭典など 

【栄地区】 
しらさぎ森林公園花ショウブ祭り、 

栄夏まつり、世界一神社など 

【下田地区】 
ひめさゆり祭り、しただふるさと夏まつり、 

道の駅、いい湯らてい、八木ヶ鼻、山歩き（粟ヶ岳、 

守門岳、吉ヶ平散策など） 

各地区における観光資源のほか
にも、畑の朝カフェや、ものづくり、
カレーラーメンなど、三条には、ま
だまだ魅力が満載!! 

２ 三条市の観光資源 

三条市にはたくさんの観光資源が存在!! 

しかし 

車による移動が効果的！ 

三条地域は面積が広大 

観光資源が点在 

２ 



  
 市内には、燕三条地域の観光・産業の情報発信拠点「燕三条Ｗｉｎｇ」や、下田地域の「道の駅 漢学の

里しただ」、また、今後、保内地区の交流拠点施設や、旧競馬場跡地に建設される「かわまちづくり河川
防災ステーション」など、情報発信基地となりえる施設が点在する。 

情報発信拠点施設 

 【道の駅 漢学の里しただ】 

下田地域のイベント情報や
観光情報を発信。下田地域
の交流拠点施設 

【保内地域交流拠点施
設整備事業.】 

 ～植木を活用した地域
の魅力発信と交流～ 

 【かわまちづくり河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ】 
水辺を活用した地域の魅力を発信  【燕三条駅】 

三条市の新幹線の玄関口 

２Ｆには燕三条地域の観光・
産業の情報発信拠点「燕三
条Ｗｉｎｇ」がある。 

 【北陸自動車道栄PA】 

三条市の高速道路唯一のPA 
スマートＩＣあり 

３ 三条市内の情報発信施設 

       情報発信拠点として活用されていない！ 
  情報発信拠点として活用することができれば高速道路上の 

交流拠点になるのでは！！ 
３ 



 
 

 

４ 三条市への交通手段と抱える問題点 

上越新幹線燕三条駅 
東京駅から約2時間 

燕三条駅 北陸自動車道三条燕IC 
練馬ICから約3時間 

三条燕IC 

 施設と施設を移動する場合 しかし しかし ４ 



５ 問題点と改善提案 

 燕三条駅には、市の特産物等の販売、情報提供を行
う施設が整備されている 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 三条燕IC出口には案内看板が設置されているのみで

市の特産物等の販売、情報提供を行う施設は整備され
ていない 
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６ 改善に向けた４つの取組 

②栄スマートIC（ＳＩ）の活用 

 たまたま（い
つも）スマートＩ
Ｃを利用した人
達へのＰＲ 

便利でよく使う
けど周りに何も
ないなぁ… 

③観光ﾏｯﾌﾟ作成・割引ｸｰﾎﾟﾝ導入 

 観光目的で来ようと思っている、三条
市に興味がある人たちへのＰＲ 

おすすめのド
ライブコース
とか無いか
なぁ… 

①栄PAの活用 

 トイレ休憩や、
昼食の為たま
たま（いつも）
立ち寄った人
たちへのＰＲ 

普通のＰＡだ
なぁ… 

６ 

④看板リニューアル（協賛企業募集） 

 何気なく（い
つも）三条市を
通りかかる人
達へのＰＲ 

あの看板代わり映え
しないなぁ… 

栄ＤＥスルー 
しない！！ 

さんじょう 
観光マップ 

くらしの品 ハイテクのまち 
三条市 



 栄ＰＡの一角を改修 

 栄ＰＡを、トイレ休憩や通過点から、ラーメンをきっかけに“目的地”とすることで、車利用者である市外・県外の人を
取り込み、交流人口を増やし、三条市の魅力を発信する。 

目的 

 栄ＰＡの空きスペースに簡易施設を整備。三条カレーラーメン王国と協働により、市内ラーメン店（マップ掲載37店舗

など）へ声掛け等の出店募集を行い、既存の店舗から定期的に店舗が入れ替わり（レギュラー出店も可）ながら、栄Ｐ
Ａにおいて三条のＢ級グルメカレーラーメンを提供する。 

手法 

三条市 
東日本高速道路 
株式会社（栄PA） 

【栄PA】 
カレーラーメン出店 

市内カレーラーメン 
提供店 

定期的に 

入れ替わり 

カレーラーメンをきっかけににぎわいを創設し、三条市をＰＲ!! 

【出店イメージ】 

 『三条カレーラーメンミュージアム』の創設 

 ＰＡエリアは、地域の情報が得られる貴重な場であり、ドライブでの休憩で立ち寄るケースが大半。栄ＰＡがカレー
ラーメンというツールをきっかけに“目的地”となることで、ＰＡの利用率向上はもちろん、取り込んだ車利用者に対し
て効率的に三条市の情報発信等が行えるなどから、高速道路上の交流拠点施設となり得る。 
 また、栄ＰＡにはスマートＩＣも併設されていることから、市内への流入効果も期待できる。 

効果 

①栄PAの活用・・・(仮称）三条カレーラーメンミュージアム 

＜三条カレーラーメン王国＞ 

施設はＮＥＸＣＯ東日本所有のためあくまでも提
案という形でＮＥＸＣＯに提案書を提出する！！ 

７ 

包括的連携協定 



 ・春、夏、秋各季節に１回程度（土日２日間）とし、マルシェ開催前に行う（マルシェのＰＲも併せて行う） 
 ・出店者は栄地区の農家（振り売り農家等）、商工業者、小売店及びマルシェ出店者から募る。出店スペースは 
  ５～６ブース程度とし、通常の高速バス利用者の駐車の妨げにならないようにする 
 ・出店者の利便性を考慮して、軽トラ市的な出店方法も検討する（ＪＡ主催の市や即売所設置団体の活用） 
 ・出店用具はマルシェの用具を活用、出店料は徴収しない 
 ・季節ごとの市内イベントや観光施設の周知のためのブースを設置する 

 駐車場の一角を借用して出
店する（軽トラ市的なやり方も
可能） 

 通常の高速バス利用者
のための駐車スペースの
確保が必要 

出店スペース(例) 

実施概要 

  今まで通過するのみだった高速利用者に三条市の良いところを知るきっかけと、次の観光目的の来条につなげる 
 ために、栄PA直下にある高速バス利用者用の駐車場を活用し、特産品の即売会を定期的に実施する。 

目
的 

  今まで直接的なシティセールスが無かった高速道路利用者 へのＰＲにより、観光目的での来場の増加及び、栄 
 地区等の特産品の周知が図られる。 

効
果 

将来はＰＡ内への
出店も視野に！！ 

②栄ＰＡの活用その２、栄ＳＩの活用・・・高速バス利用者駐車場を活用した特産品即売会 
                         （仮）三条栄えんでく市 

～必要な経費～ 
・誘導看板10,800×4=43,200 
・のぼり旗 1,150×20=23,000 
・会場看板       21,600 
・ﾎﾟｽﾀｰ、チラシ用紙   7,000   
           合計 94,800 

８ 

配置図 



③大学生による観光マップ作成 

栄PAでの三条観光PRの一つとして、オリジナル三条観光マップを置き、PA利用者に三条の観光PR促進
を図り、三条に足を運んでもらうきっかけ作りをする。 

   【 三条まんきつアー 】 
〇  ツアー実施日   春 / ５月   秋 / 11月 
〇  参加対象 首都圏の大学生及び大学の留学生 
〇  定員 ２０名（先着順） 
〇  申し込み 携帯・スマートフォンのQRコード、インターネット 
〇  行程（市のバスで送迎） 
    １日目 
  池袋駅（7:00）→高速道路→栄PA→諏訪田製作所の爪切り工場見学 →（昼食）→北五百川棚田→ 
  いい湯らてい→よってげ亭ORかわせみ（宿泊） 
        ２日目 
   八十里工事現場見学→漢学の里・道の駅（昼食）→地場産センター→三条燕IC→高速道路→池袋駅 
                                                          （19:00） 
〇  参加費 無料（宿泊・食事付き） 

モニターツアー例 
～実施に係る経費～（１回につき） 
・旅行保険      750円×20人= 15,000円 
・飲食費       4,000円×20人= 80,000円 
・事前準備出張費60,000円×2人=120,000円 
・高速代        8,950円×2  = 17,900円   
                    計  232,900円 

目的 

方法 

  観光マップ完成！ 

 大学生対象にモニターツアーの実施！！  
１ 

 割引クーポン導入！！ 
２ 

３ 

割引クーポンを使ったおすすめ観光ルートも掲載 

栄ＰＡ 
上下 

黒埼 
ＰＡ上 

米山 
ＳＡ下 

越後川口 
ＳＡ下 

設置場所 
～５箇所～ 

～観光マップ印刷費～ 
50円×2,000部×1.08×2回=216,000円 

参加者からの感想や意見をもとに観光マップを作成 

※設置は平成２６年 
９ 



④看板リニューアル１ 

看板設置箇所 

位置図 

・設置場所：三条市直江町四丁目地内 
・設置工事費用：約2,800万円 
・サイズ：7m×40m 
・設置期日：平成元年3月～ 
・当該看板は、設置して20年以上経過しているがリニューアルされていない。 
 
 
 

現状 

１０ 

くらしの品 ハイテクのまち 
三条市 



④看板リニューアル２ 

企業広告 

 ・北陸道三条燕ＩＣ～栄ＰＡ間に設置されている看板の内容をリニューアルする。市の推進する事業
等に合わせて、3～5年ごとにリニューアルしていく 
・市内企業広告ゾーン①、②それぞれ1社ずつ（表裏）広告を募集する。広告掲載料・・・700,000円/年 
cf.三機スタジアムバックスタンドラバーフェンスは約1m×10mで年間100,000円の広告掲載料 
・広告の掲載及び撤去の費用は、市負担とする 
・費用概算 1社（看板設置 材料費＋施工費）7m×10m=812,000円 
※積算シミュレーション（5年間掲載 6年目に更新） 
○１年目：企業エリア４社分の掲載料－ 看板掲載工事費（企業・市）=△3,696,000円 
○２～５年目：掲載料2,800,000円/年×4年=11,200,000円 
○６年目：看板撤去工事費（1件500,000円、企業・市）及び看板（市）掲載工事費（企業） 
                                                                                                      =△5,748,000円 

◎１～６年目までで ・・・ トータル１,７５６,０００円 黒字 
 

実施概要 

リニューアル案 

企業広告 

市内企業の広告
ゾーン① 

7m×10m 

市内企業の広告
ゾーン② 

7m×10m 

伝統を受け継ぐ 
   刃物づくり 

市の推進する目玉事業等 
市の広告ゾーン 

7m×20m 

１１ 



７ 各種取組に要する経費 

               三条カレーラーメンミュージアム 
               の創設 
①栄PAの活用その１ 

               高速バス利用者駐車場を活用した                                                   
               特産品即売会 
②栄PAの活用その２ 
   栄ＳＩの活用 

               大学生による観光マップ作成                                                  
③観光ﾏｯﾌﾟ作成、 
  割引ｸｰﾎﾟﾝ導入 

               企業広告料を活用した看板の 
               リニューアル（市実負担） 
④看板リニューアル 

 合計で 約４５０万円必要 

但し、企業広告収入が年間２８０万円入ると仮定して、６年間に全
ての事業を行ったとしても、トータルの負担は２５０万円 

（１年間平均約４１万円の負担） 
12 

NEXCOに提案の 
ため費用なし 

約１０万円 

約６８万円 

１年目 
 約３７０万円 



８ 導入効果 

○何気なく通過するだけの三条市の魅力をＰＲすることで・・・ 
 ・三条に訪れる人の増加（観光、ビジネス、買物、趣味）  

交流人口の拡大 

○訪れて三条市の良さを知ることで・・・ 
 ・三条市のファンが増える（特産品等の売り上げ増加） 経済的な効果 

○市外の人から三条市の良いところを聞くことで・・・ 
 ・三条市の新たな魅力の発見、栄地域のＰＲ 

新分野の開拓 

○リニューアル看板を設置することで・・・ 
 ・市有物への付加価値化、企業のイメージＵＰ 市有物の有効活用 

三条が元気になる！！ 

三条市に住む人、訪れる人の笑顔がふえる 
総じて・・・ 
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９ 今後のスケジュール 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

栄PAの活用 
カレーラーメン 

ミュージアム ※ 

栄PA、SIの活用 

特産品即売会  

観光マップ作成 

（但し、マップの設置
は翌年の春・秋） 

割引クーポン導入 

（但し、クーポンの利
用は翌年の春・秋） 

看板リニューアル 

提案書提出  

   出店者募集・会場準備 

作成協議 

設置 

三条ｶﾚｰﾗｰﾒﾝ 

ﾐｭｰｼﾞｱﾑ営業 

印刷 

新しい看板 

秋の即売会 

 出店募集 

 出店準備  

加盟店募集 作成協議 

作成協議 広告主募集 

14 

施設整備  

※ｶﾚｰﾗｰﾒﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑについては、NEXCO東日本に提案し、採用された場合を前提としている 

作成協議 

印刷 

加盟店募集 作成協議 



○スマートウエルネス三条との関係 

 ・車で三条に来た人が自然と歩いて健康になる仕組みの構築 

   → パンフレット作成時に車では行けない場所、車を置いていける場所を明確に示 

    す（歩いて観光することがおすすめのスポットなど） 

 

１０ 問題点とその解決策 

15 

○NEXCO東日本との関係 

 ・栄ＰＡは市の建物、敷地ではないためPRできる取組に制限がある 

   → 三条市とＮＥＸＣＯ東日本による「包括的連携協定の締結」  

     取組を通じて三条の魅力を認識してもらい、施設活用の見直しも提案する 

中心市街地における人や自転車に 
やさしい道路環境は維持する 

NEXCO東日本による栄ＰＡの活用（地
域の魅力を活かした）につながる 



三条が元気になる！！ 

交流人口の拡大 経済的な効果 

新分野の開拓 市有物の有効活用 

ご清聴ありがとうございました。 

栄DEスルーしない取組を行うことで･･･ 


