新東名 岡崎ＳＡ（下り）駐車マス増設工事
ＮＥＸＣＯ中日本 名
古屋支社は、新東名高速
道路岡崎ＳＡ（下り）の
日（月）

駐車マスの増設工事に、
令和４年７月
物流の基幹となる高速

ＮＥＸＣＯ中日本は、令 業が舞台となった地域の魅 蚕センターなど長野県内
月

日 （ 月 ） ま で の 期 リーとなっている。ＮＥＸ 《抽選で当たる景品》

和４年８月１日（月）から 力を感じられるスタンプラ カ所
間、信州シルクロード連携 ＣＯ中日本の公式スマート ▽特賞 スタンプ 個

かたくらシルクホテルペ

（ネクタイまたはストー

シルク製品１万円相当

プラリー「信州シルク回廊 品をプレゼントする。

ル）／５名

ドした長野県の岡谷市をは 症の影響により、企画内容 チ）／ 名

として日本の近代化をリー ※新型コロナウイルス感染 （カードケースまたはポー

シルク製品３千円相当

令和４年８月１日（月） ▽銀賞 スタンプ５個以上

「蚕糸（さんし）天国」 ～ 月 日（月）

施している。

電子スタンプラリー」を実 《実施期間》

ックポイントとするスタン でシルク製品など素敵な景

なった観光名所などをチェ を３点以上集めると、抽選 ▽金賞 スタンプ 個以上

信州シルクロードが舞台と ハイウェイ」で、スタンプ ア宿泊商品券／１名

協議会と共同で、長野県の フォン用アプリ「わくわく

15

駒ヶ根シルクミュージア 桑の葉クッキー／ 名

ミヤサカシルクソープ＆

じめとする県内各地の蚕糸 が変更となる場合がある。 ▽銅賞 スタンプ３個以上
カ所のチェックポイン

文化を持つ地域を中心に、 《チェックポイント》
全

とを目的とした「せとうち魅力発

で、瀬戸内地域への来訪に繋げるこ

戸内の魅力に触れていただくこと

Ａ）で開催し、より多くの方々に瀬

ど、特定の会場ではなく、瀬戸内地

クｉｎさかいで」との同時開催な

ベント「ナポリンピッ

ーマにした地域の麺イ

催するナポリタンをテ

商工会議所青年部の主

図っていくこととしている。

ることで、イベントの定着、周知を

し、地域のイベントとの連携を深め

・ベストブロック賞８作品

る、高速道路で再発見。』 券３万円〉

〔部門〕

部門

▽募集期間

フト券１万円〉

①高速道路ベストショット （各ブロック２作品）〈ギ

▽内容

令和４年８月１日（月）

ＮＥＸＣＯ西日本管内の ・ＷＥＢサイトから応募

四季折々の美しい風景の中

時 分

にある高速道路やＳＡ・Ｐ ～令和５年７月 日（月）

Ａを撮影した写真。（建設

中の高速道路も含む）

▽入賞賞品

令和５年７月 日（月）

・プリントして郵送で応募

～令和５年７月 日（月）

令和４年８月１日（月）

▽撮影期間

・最優秀賞１作品〈ギフト 消印有効

券 万円〉

・優秀賞２作品〈ギフト券

５万円〉

プロ・アマ問わない

・ベストシーズン賞４作品 《応募資格》

〈ギフト券３万円〉

サイトまたはサービスエリ

ＮＥＸＣＯ西日本ＷＥＢ

・ベストブロック賞８作品 《応募方法》

ＮＥＸＣＯ西日本は、管 （各ブロック２作品）〈ギ

スポットを題材としたフォ ▽内容

ＮＥＸＣＯ西日本管内の

あるチラシより応募

ＮＥＸＣＯ西日本ＷＥＢ

《入賞発表》

高速道路周辺で発見したベ サイトで令和５年９月下旬

入賞した作品には豪華賞 ストスポット（絶景、名所 発表

概要」冊子、ＳＡ等で配布

ＮＥＸＣＯ西日本「会社

《応募作品の活用方法》

する高速道路ガイドマップ
る。

子スタンプラリー」の画面 Ａ等で配布する「高速道路 写真は、部門①で応募
ボタンをタッチ

タ」や「バスまつり」などを開催す

こととしており、「バイクフェス

利用者の認知度もまだまだ低く、地

ンは始まったばかりで、発信力も、

また、瀬戸内が、中

う」といった印象を持っていいただ

ものに出会うため、瀬戸内に行こ

ドキドキさせてくれる」、「新しい

版物や、ＮＥＸＣＯ西日本

・ベストシーズン賞４作品 グループの各種広報活動に

③スタンプが貯まったら、 《フォトコンテスト概要》 〈ギフト券５万円〉

ンは、「食」をテーマにしたものに

る予定としている。
には地域の商工会議所

域内外での浸透はこれからである。

国・四国地方を結び、近畿や九州も

けるよう、今後も取り組んでいきた

『 と る 、 み る 、 で か け （各季節１作品）〈ギフト 活用する。

応募フォームにアクセスし 〔募集テーマ〕

限らず、９月には瀬戸内各地の窯元

て応募

（丹波焼、備前焼、砥部焼）によ

や観光協会、行政等が

本四３ルートを使って瀬戸内を往

「せとうち魅力発見」キャンペー

ＳＡ・ＰＡで地域の特

来している利用者に、「瀬戸内のＳ

月

産品の販売や観光ＰＲ

Ａ・ＰＡではいつも何かが起きてい

る「せとうち焼きもの市」や

を行う「せとうちマル

含めた西日本の中心に位置する地域

る」、「瀬戸内はいつもワクワク、

シェ」も開催予定であ

的特性を活かし、広域的な交流拠点

い。

る。

・ベストスポット賞１作品 の表紙、カレンダー等の出

で「スタンプを押下する」 ガイドマップ」等に掲載す ▽入賞賞品

画面の「信州シルク回廊電 本の「会社概要」冊子やＳ ※被写体に高速道路を含む

催中のイベント特集・一覧 品のほか、ＮＥＸＣＯ西日 等）を撮影した写真。

ウェイ」にアクセスし、開

ポイントで「わくわくハイ る。

②観光名所などのチェック トコンテストを実施してい

ンストール

ハイウェイ」を検索してイ ・ＰＡ等及び周辺のベスト 門

フォン用アプリ「わくわく の中にある高速道路・ＳＡ ②西日本ベストスポット部 アのインフォメーションに

ＣＯ中日本の公式スマート 内の四季折々の美しい風景 フト券１万円〉

①スマートフォンでＮＥＸ

トを巡りながら、シルク産 ム・奈良井宿・安曇野市天 《参加方法》

見」キャンペーンを展開している。

域全体で繰り広げられる、地域連携

31

31

から着手した。
道路ネットワークにおい
ては、深夜の時間帯を中
心とした大型車駐車マス
不足による駐車エリア全
体の混雑が発生している
ことから、ＳＡ・ＰＡの
駐車マスの拡充を進めて
おり、今回、岡崎ＳＡ
（下り）でも令和５年度
の完成を目指し、駐車マ
今回の工事では、既存

ス増設工事に着手した。
の敷地を有効活用した駐
車エリアの拡大、全体レ
イアウトの変更および普
通車と大型車のどちらで
も利用できる「普通車・

大型車兼用マス」を増設

する。これにより、大型

車が駐車可能な駐車マス
台）

麺と同様、 月には丼をテーマに

を 約 １・５ 倍 （ ＋

に増加する。

した「せとうち丼まつり」を開催す

戦している。

「せとうち麺フェスタ」では、Ｓ

麺フェスタ」を開催した。
Ａ・ＰＡのテナントが期間限定の麺
のほか、瀬戸内地域の

は、今春から、瀬戸内

１００店舗以上の麺飲

地域の食や特産品をテ
を、四季を通じて本四３ルート（神

食店が参加した「麺ス

る予定であり、ラリー参加者を増や

戸淡路鳴門自動車道、瀬戸大橋、瀬

メニューを競い合う「麺バトル」

戸内しまなみ海道）のサービスエ

10

としてＳＡ Ｐ
･ Ａを最大限活用する

せとうちの魅力発見！

その第１弾として、春休みに「せ

タンプラリー」や坂出

とうち春のスイーツバトル」を開催

「せとうち魅力発見」キャンペー

型の新しいスタイルのイベントに挑

リア・パーキングエリア（ＳＡ Ｐ
･

31

59

15
10

20

31

10

23

31

15

10

10

ーマにしたイベント

本四高 速 グ ル ー プ で

（1）既存の敷地を有効活用し、駐車エリアを拡大する。
（2）全体レイアウトを変更し、大型車が駐車できるマスを増やす。
（3）普通車の混雑時間（主に休日昼間)と大型車の混雑時間（主に平日夜間）が異なるため、混雑状況に応じて普
通車と大型車のどちらでも利用可能な普通車・大型車兼用マスを増やす。

し、さらに、今夏には、「せとうち

9月30日(金)は「交通事故死ゼロを目指す日」です

https://www.w-nexco.co.jp/

【工事通行止め】
◇東名阪自動車道 蟹江IC 上り線（名古屋方面）出口
９月26日（月）～９月29日（木） 各日20：00～翌６：00
◇新名神高速道路 鈴鹿PAスマートIC 上り線（名古屋方面）入口
９月26日（月）～９月27日（火） 各日23：00～翌６：00
◇東名阪自動車道 四日市東IC 上り線（名古屋方面）入口
10月８日（土）５：00～10月10日（月）３：00
◇東名阪自動車道 桑名東IC 上り線（名古屋方面）出口
10月17日（月）～10月20日（木） 各日20：00～翌６：00
【リニューアル工事】
◇札樽自動車道 朝里IC～銭函IC
８月22日（月）～10月28日（金）
◇関越自動車道 塩沢石打IC～六日町IC
８月17日（水）～11月８日（火） 終日
◇関越自動車道 堀之内IC～越後川口IC
８月17日（水）～11月８日（火） 終日
◇中国自動車道 吹田JCT～中国池田IC
10月４日（火）１：00～11月12日（土）５：00

秋の全国交通安全運動

令和4年9月21日(水)～30日(金)

第21回
NEXCO西日本フォトコンテスト
高速道路の主な工事に伴う通行止め・規制情報

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/page/?id=230

◇NEXCO東日本 http://www.e-nexco.co.jp/
◇NEXCO中日本 http://www.c-nexco.co.jp/
◇NEXCO西日本 http://www.w-nexco.co.jp/
◇首都高速 http://www.shutoko.jp/
◇阪神高速 http://www.hanshin-exp.co.jp/
◇本四高速 http://www.jb-honshi.co.jp/
◇日本道路交通情報センター
http://www.jartic.or.jp/
全国JARTICインフォメーションダイヤル
全国共通ダイヤル／050-3369-6666
全国高速ダイヤル／050-3369-6700
携帯短縮ダイヤル／#8011
北海道地方・札幌方面／050-3369-6601
東北地方・宮城／050-3369-6604
全国・関東甲信越／050-3369-6600
中部地方・愛知／050-3369-6623
近畿地方・大阪／050-3369-6627
中国地方・広島／050-3369-6634
四国地方・香川／050-3369-6637
九州地方・福岡／050-3369-6640
10

45

信州シルク回廊
電子スタンプラリー
11

8月はお出かけ前に交通情報のチェックを！
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（第３種郵便物認可）
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