
 

 

【参考】 各メニューの主な対象ＳＡ・ＰＡ 

 

１） 駐車マスの増設 

◆ 平成３２年度末までに予定しているＳＡ・ＰＡ駐車場改良の規模 

箇所数 

駐車マス数 

改良前 改良後 増減 

小型 大型 小型 大型 小型 大型 

約 60 箇所 約 3,900 マス 約 2,500 マス 約 4,600 マス 約 3,300 マス 
+約 700 マス 

（+18%） 

+約 800 マス 

（+32%） 

（※ 詳細な検討及び関係機関との協議により、変更となる場合があります） 

 

◆ 上表のうち平成３０年度に改良予定の主なＳＡ・ＰＡ 

路線名 ＳＡ・ＰＡ名 

駐車マス数 増加率 

（％） 改良前 改良後 増加数 

小型 大型 小型 大型 小型 大型 小型 大型 

Ｅ２５ 西名阪道 天理ＰＡ（上） 24 37 27 54 +3 +17 +13% +46% 

Ｅ２ 山陽道 

瀬戸ＰＡ（上） 17 71 42 96 +25 +25 +147% +35% 

瀬戸ＰＡ（下） 25 70 38 84 +13 +14 +52% +20% 

吉備ＳＡ（上） 66 83 157 121 +91 +38 +138% +46% 

吉備ＳＡ（下） 70 89 126 115 +56 +26 +80% +115% 

宮島ＳＡ（下） 120 48 120 72 0 +24 0% +50% 

Ｅ１１ 高松道 

鳴門西ＰＡ（上） 20 17 36 23 +16 +6 +80% +35% 

鳴門西ＰＡ（下） 20 17 26 20 +6 +3 +30% +18% 

津田の松原ＳＡ（下） 60 25 82 35 +22 +10 +37% +40% 

府中湖ＰＡ（上） 36 17 51 23 +15 +6 +42% +35% 

府中湖ＰＡ（下） 36 15 54 16 +18 +1 +50% +7% 

Ｅ３ 九州道 

古賀ＳＡ（下） 151 36 181 72 +30 +36 
+20% +100% 

須恵ＰＡ（上） 19 7 28 7 +9 0 +47% 0% 

緑川ＰＡ（下） 49 10 50 19 +1 +9 +2% +90% 

Ｅ３４ 長崎道 大村湾ＰＡ（上） 50 20 68 20 +18 0 
+36% 0% 

（※ 詳細な検討及び関係機関との協議により、変更となる場合があります） 

 

  



 

 

２） 駐車場混雑案内情報板の設置 

◆ 平成３２年度末までに設置を予定している路線 

主な対象路線 

Ｅ１ 名神、Ｅ２５ 西名阪道に約 5 箇所 

Ｅ２ 山陽道（広島地区、山口地区）に約 20 箇所 

Ｅ３ 九州道（福岡北九州地区）に 8 箇所 

 

◆ 上表のうち平成３０年度に設置予定のＳＡ・ＰＡ 

路線名 ＳＡ・ＰＡ名 箇所数 

Ｅ３ 九州道 直方ＰＡ（上）、鞍手ＰＡ（下）、古賀ＳＡ（上）/（下）、須恵ＰＡ（上）/（下）、基山ＰＡ（上）/（下） 8 箇所 

（※ 詳細な検討及び関係機関との協議により、変更となる場合があります） 

 

◆ 現在、駐車場混雑案内情報板を運用中のＳＡ・ＰＡ 

路線名 ＳＡ・ＰＡ名 箇所数 

Ｅ１ 名神 菩提寺ＰＡ（上）、草津ＰＡ（上）/（下）、大津ＳＡ（上）/（下）、桂川ＰＡ（上）/（下）、吹田ＳＡ（下） 8 箇所 

Ｅ１Ａ 新名神 甲南ＰＡ（上）/（下）、茨木千提寺ＰＡ（上）/（下）、宝塚北ＳＡ（上）/（下） 6 箇所 

Ｅ２６ 近畿道 八尾ＰＡ（上） 1 箇所 

Ｅ２ 山陽道 淡河ＰＡ（上）/（下）、三木ＳＡ（上） 3 箇所 

Ｅ２Ａ 中国道 西宮名塩ＳＡ（上）/（下）、赤松ＰＡ（上）/（下） 4 箇所 

計 22 箇所 

 

 

３） 駐車場ライブ映像提供カメラの設置 

◆ 平成３２年度末までに設置を予定している路線 

主な対象路線 

Ｅ１ 名神、Ｅ１Ａ 新名神、Ｅ２ 山陽道、Ｅ２Ａ 中国道、Ｅ２６ 近畿道、Ｅ４２ 阪和道、Ｅ９３ 第二神明道路、Ｅ１１ 高松道、 

Ｅ３２ 高知道、Ｅ５６ 松山道、Ｅ３ 九州道、Ｅ３４ 長崎道 他 

 

◆ 上表のうち平成３０年度に設置予定のＳＡ・ＰＡ 

路線名 ＳＡ・ＰＡ名 箇所数 

Ｅ１ 名神 菩提寺ＰＡ（上）、草津ＰＡ（上）/（下）、大津ＳＡ（上） 4 箇所 

Ｅ１Ａ 新名神 甲南ＰＡ（上）/（下） 2 箇所 

Ｅ２６ 近畿道 八尾ＰＡ（上） 1 箇所 

Ｅ２Ａ 中国道 西宮名塩ＳＡ（上）/（下）、赤松ＰＡ（上）/（下） 4 箇所 

Ｅ２ 山陽道 淡河ＰＡ(上)、三木ＳＡ（上） 2 箇所 

Ｅ３ 九州道 直方ＰＡ（上）、鞍手ＰＡ（下） 2 箇所 

計 15 箇所 

（※ 詳細な検討及び関係機関との協議により、変更となる場合があります） 



 

 

◆ 現在、駐車場ライブ映像配信中のＳＡ・ＰＡ 

路線名 ＳＡＰＡ名 箇所数 

Ｅ１ 名神 黒丸ＰＡ（下）、大津ＳＡ（下）、桂川ＰＡ（上）/（下）、吹田ＳＡ（上）/（下） 6 箇所 

Ｅ１Ａ 新名神 宝塚北ＳＡ（上）/（下） 2 箇所 

Ｅ２ 山陽道 淡河ＰＡ（下）、三木ＳＡ（下）、小谷ＳＡ（上）/（下）、奥屋ＰＡ（下） 5 箇所 

Ｅ２Ａ 中国道 大佐ＳＡ（下）、鹿野ＳＡ（下） 2 箇所 

Ｅ２５ 西名阪道 香芝ＳＡ（上）/（下）、天理ＰＡ（上）/（下） 4 箇所 

Ｅ２７ 舞若道 加斗ＰＡ（下） 1 箇所 

Ｅ４２ 阪和道 紀ノ川ＳＡ（上）/（下） 2 箇所 

Ｅ７３ 米子道 蒜山高原ＳＡ（上） 1 箇所 

Ｅ３ 九州道 
古賀ＳＡ（上）/（下）、須恵ＰＡ（上）/（下）、基山ＰＡ（上）/（下）、広川ＳＡ（上）/（下）、 

北熊本ＳＡ（上）、桜島ＳＡ（下） 
10 箇所 

Ｅ１０ 東九州道 別府湾ＳＡ（上） 1 箇所 

Ｅ１０ 宮崎道 霧島ＳＡ（下） 2 箇所 

Ｅ３４ 長崎道 川登ＳＡ（上）、大村湾ＰＡ（上） 2 箇所 

Ｅ３４ 大分道 水分ＰＡ（上）、由布岳ＰＡ（下） 1 箇所 

計 39 箇所 

 

◆ アイハイウェイ（アプリ版）でのライブ映像提供画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


