
別紙

　ＮＥＸＣＯ西日本では、２０１９年春の全国交通安全運動にあわせ、関係機関の協力のもと、各地のサービスエリア・パーキングエリア、料金所等で交通安全キャンペーンを実施いたします。
　交通ルール・マナーを守って、ゆとりある心で安全運転をお願いいたします。
※お配りするチラシ・グッズ等は、数に限りがございます。当日の状況により、イベント終了時間が予定より早まる場合もございますので、予めご了承ください。
※雨天等により中止になる場合がございます。

（１）関西エリア

日 時間
5月11日（土） 11：00～12：00 名神高速道路 多賀ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO滋賀高速道路事務所

・立命館大学 吹奏楽部・チアリーダーによる演技披露 電話番号：077-552-2284

5月11日（土） 10：00～11：00 名神高速道路 桂川ＰＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO京都高速道路事務所
電話番号：075-632-1230

5月11日(土) 9：30～11：00 西名阪自動車道 香芝ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO阪奈高速道路事務所
（名古屋方面行き） ・警察車両・ＮＥＸＣＯ西日本車両の展示・記念撮影 電話番号：072-955-9581

・事故防止・落下物防止のパネル掲示
・落下物の展示
・シートベルトコンビンサーによる衝撃体験
・車限令違反防止ポスターの掲示

5月11日（土） 10：00～11：30 中国自動車道 佐用ＩＣ ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO福崎高速道路事務所
　 電話番号：0790-22-4915

5月13日(月) 10:00～10:30 舞鶴若狭道 福知山ＩＣ ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO福知山高速道路事務所
電話番号：0773-27-7101

5月14日（火） 10：00～11：00 名神高速道路 草津ＳＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO滋賀高速道路事務所
電話番号：077-552-2284

5月14日(火) 15:00～16:00 第二神明道路 明石ＳＡ（上下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO第二神明道路事務所
・落下物の展示 電話番号：078-708-5131

5月14日(火) 11:30～12:00 舞鶴若狭道 小浜ＩＣ ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO福知山高速道路事務所
電話番号：0773-27-7101

5月14日(火) 10：00～11：00 阪和道 岸和田ＳＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO阪奈高速道路事務所
・事故防止・落下物防止のパネル掲示 電話番号：072-955-9581
・落下物の展示
・車限令違反防止ポスターの掲示

5月15日（水） 10：00～11：00 京都縦貫自動車道 京丹波ＰＡ（味夢の郷） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO京都高速道路事務所
電話番号：075-632-1230

5月15日（水） 10：30～12：00 中国自動車道 加西ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO福崎高速道路事務所
電話番号：0790-22-4915

5月16日(木) 午前中（予定） 阪和自動車道 紀ノ川ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO和歌山高速道路事務所
電話番号：073-472-2091

5月16日(木) 11:00～11:30 舞鶴若狭道 西紀ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO福知山高速道路事務所
電話番号：0773-27-7101

5月17日（金) 11:00～12:00 新名神高速道路 宝塚北ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO神戸高速道路事務所
・警察車両・ＮＥＸＣＯ西日本車両の展示 電話番号：078-904-2861
・日本タイヤ協会によるタイヤチェック

5月17日（金） 10：00～11：00 第二京阪道路 京田辺ＰＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO京都高速道路事務所
電話番号：075-632-1230

5月20（月） 11:00～ 姫路（高） 龍野西ＳＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO姫路高速道路事務所
電話番号：079-269-0690

5月20（月） 13：00～ 姫路（高） 龍野西ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO姫路高速道路事務所
・警察車両・管理隊車両の展示及び乗車体験 電話番号：079-269-0690

（２）中国エリア

日 時間
4月27日（土） 10:00～14:30 山陰自動車道 宍道湖ＳＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO松江高速道路事務所

・警察PC、白バイの展示 電話番号：0852-62-9230
・JAFのシートベルトコンビンサーによる衝突体験の実施

5月10日（金） 9:00～10:00 松江玉造ＩＣ～宍道ＩＣ 警察・ＮＥＸＣＯ西日本合同 交通管理車両パレード NEXCO松江高速道路事務所
・交通安全啓発チラシ等の配布 電話番号：0852-62-9230

5月10日（金） 10:00～11:00 山陽自動車道 岡山ＩＣ ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO岡山高速道路事務所
電話番号：086-256-2711 

5月13日（月） 10:00～11:00 中国自動車道 安佐ＳＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO千代田高速道路事務所
電話番号：0826-72-5331

5月13日（月） 13:00～14:00 浜田自動車道 浜田ＩＣ ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO千代田高速道路事務所
電話番号：0826-72-5331

5月16日（木） 11：00～12：00 中国自動車道 勝央ＳＡ（下） 中国地方高速道路一斉交通事故防止キャンペーン NEXCO津山高速道路事務所
・交通安全啓発チラシ等の配布 電話番号：0868-26-2181

5月16日（木） 11：00～12：00 山陽自動車道 小谷ＳＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO広島高速道路事務所
電話番号：082-879-2995

5月16日（木） 実施予定 中国自動車道 美東ＳＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO山口高速道路事務所
電話番号：083-972-5091 

5月16日（木） 11:00～12:00 山陰自動車道 宍道湖ＳＡ（上） 中国管区内高速道路警察局一斉交通事故防止キャンペーンNEXCO松江高速道路事務所
・交通安全啓発チラシ等の配布 電話番号：0852-62-9230

5月16日（木） 10:00～11:00 米子自動車道 大山ＰＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO米子高速道路事務所
電話番号：0859-27-2181

5月16日（木） 10：00～11：00 山陽自動車道 福山ＳＡ（上下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO福山高速道路事務所
電話番号：084-941-9778

5月17日（金） 11：30～12：30 山陽自動車道 福山ＳＡ（上下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO福山高速道路事務所
電話番号：084-941-9778

5月20日（月） 11：00～12：00 山陽自動車道 下松ＳＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO周南高速道路事務所
電話番号：0834-33-9741

実施日時
実施場所 実施内容 イベントに関するお問い合わせ

２０１９年度　春の全国交通安全運動実施計画

実施日時
実施場所 実施内容 イベントに関するお問い合わせ



別紙

２０１９年度　春の全国交通安全運動実施計画

（３）四国エリア

日 時間
5月11日（土） 11：00～12：00 高知自動車道 南国ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO高知高速道路事務所

・無料マイカー点検 電話番号：088-862-1116
・警察パトカー体験乗車
・管理隊黄パト・ミニ黄パト体験乗車
・交通事故写真の展示　

5月13日（月） 11：00～12：00 ゆめタウン徳島 ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO徳島高速道路事務所
・警察車両の展示 電話番号：088-641-4401
・ ミニ巡回車・ミニバイクの試乗
・子ども隊長になって記念撮影
・ゆるキャラ（わたるくん・ドラブー）とのふれあい

5月14日（火） 15：00～16：00 松山自動車道 伊予灘ＳＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO愛媛高速道路事務所
・交通事故写真の展示　 電話番号：089-905-0181

5月16日（木） 11：00～12：00 高松自動車道 豊浜ＳＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO香川高速道路事務所
・警察パトカー、交通管理隊巡回車の展示及び記念撮影 電話番号：0877-63-2155
・香川運輸支局のマイカー無料点検・運行前点検励行呼びかけ
・タイヤ協会による空気圧点検及びタイヤの空気充填等
・JAFのシートベルトコンビンサーによる衝突体験の実施
・交通管理隊による積荷是正指導･発煙筒体験
・交通安全チラシアンケート･ガラポン抽選会
・交通事故写真の展示

（４）九州エリア

日 時間
5月10日（金） 10：00～11：00 九州自動車道 古賀ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO北九州高速道路事務所

・警察PC、管理隊巡回車の展示 電話番号：093-618-3141

5月10日（金） 10:00～12：00 沖縄自動車道 西原ＩＣ ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO沖縄高速道路事務所
・ドライバーの方へ交通安全啓発グッズを配布 電話番号：098-876-8950

5月10日（金） 10：00～11：00 東九州道 別府湾ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO大分高速道路事務所
・警察PC、白バイの展示 電話番号：097-546-8061
・ドラブーとの記念撮影

5月11日（土） 11：00～12：00 九州自動車道 桜島ＳＡ（上） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO鹿児島高速道路事務所
三県高速隊合同機動警ら出発式 電話番号：0995-63-4551

5月13日（月） 11：00～12：00 東九道 今川ＰＡ（上下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO北九州高速道路事務所
電話番号：093-618-3141

5月13日(月) 10:30～11:30 九州自動車道 宮原ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO熊本高速道路事務所
電話番号：0965-39-0711

5月13日（月） 10：00～11：00 宮崎自動車道 都城ＩＣ ・全席シートベルト着用等の啓発活動 NEXCO宮崎高速道路事務所
電話番号：0985-89-2535

5月14日(火) 10:30～11:30 九州自動車道 益城熊本空港ＩＣ ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO熊本高速道路事務所
電話番号：0965-39-0711

5月14日（火） 10：30～11：30 九州自動車道 広川ＳＡ（下） ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO久留米高速道路事務所
・警察PC、巡回車の展示 電話番号：0942-43-4612

5月15日（水） 10：00～11：00 長崎道 金立ＳＡ下り ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO佐賀高速道路事務所
(予定） 電話番号：0952-62-5121

5月16日（木） 10：30～12：00 西九州道 佐世保みなと料金所跡地 ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO佐賀高速道路事務所
（予定） 電話番号：0952-62-5121

5月16日（木） 10：00～11：00 長崎自動車道 大村湾ＰＡ(下) ・交通安全啓発チラシ等の配布 NEXCO長崎高速道路事務所
・JAFのシートベルトコンビンサーによる衝突体験の実施 電話番号：0957-26-0011

イベントに関するお問い合わせ実施内容実施場所
実施日時

実施日時
実施場所 実施内容 イベントに関するお問い合わせ


