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（2019年7月発行）

※建設中区間のICおよびJCTは、
　すべて仮称（2019年7月1日現在）
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NEXCO東日本の事業エリア



高速道路を通じて地域社会の発展と　 暮らしの向上を支えています

● 会社概要
社　名　東日本高速道路株式会社（East Nippon Expressway Company Limited）
代表者　代表取締役社長　小畠 徹
設　立　2005年10月1日
資本金　525億円
社員数　2,283人（2019年3月31日時点、社外への出向者を除き、社内への出向者を含む）

営業延長　3,943km
インターチェンジ　443ヵ所
スマートIC　55ヵ所
利用台数　1日平均295万台
料金収入　1日平均23.6億円
サービスエリア・パーキングエリア　328ヵ所
（うち、商業施設有199、商業施設無129）
急速充電器　149ヵ所
店舗総売上額　1,570億円
※2019年7月1日現在（利用台数、料金収入、店舗総売上額は2018年度実績）

管理事業 サービスエリア事業

高速道路事業 関連事業

建設事業 高速道路関連ビジネス

（自転車駐輪場事業）

　NEXCO東日本グループは、東日本地域※における高速道路の管理運営事業、
建設事業、サービスエリア事業および高速道路関連ビジネスを行っています。
　今後も、地域・国・世代を超えた持続可能な社会の実現に向けて「つなぐ」
価値を創造し、あらゆるステークホルダーの皆さまに貢献する企業として成長し
てまいります。　　　　　　　　　　　　　　　※北海道、東北、関東、新潟県、長野県の一部
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日本経済全体の活性化

　NEXCO東日本グループは、高速道路の効果を最大限発揮させることにより、地域
社会の発展と暮らしの向上を支え、日本経済全体の活性化に貢献します。

高速道路の効果

◆ グループ経営理念

◆ NEXCO東日本グループが進めるCSR活動の姿

地域社会の発展

暮らしの向上

※花弁部分は、社会的課題の中で、当社が取り組む事項

CSRキーワード「地域をつなぎ、地域とつながる」
グループ経営理念・経営ビジョンの実現

高速道路事業を活かした社会貢献活動

地域社会の
活性化

交通
安全の
推進

世の中に存在する
社会的課題

環境
保全安全・安心・快適・便利な

高速道路空間の提供

高速道路事業

コンプライアンス
意識の高い行動

NEXCO東日本グループは、経営理念および経営ビジョンの実現を目指して、「地域をつなぎ、
地域とつながる」をキーワードにCSRの取組みを進めます。
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■交通安全対策
　過去の交通事故の発生状況を分析し、急カーブ区間の注
意喚起、速度抑制、車線逸脱防止などのために、さまざまな
交通安全対策を実施しています。
　また、暫定二車線の区間では、正面衝突事故防止対策と
してワイヤロープの設置を進めています。

■逆走防止対策
　高速道路の逆走は重大な事故につながることから、高速
道路本線への合流部にラバーポールを設置して無理な転
回・逆走を抑制したり、方向別カラー舗装などの逆走防止
対策を推進しています。

■交通管理巡回
　定期または臨時に高速道路を巡回し、渋滞などの交通状
況、落下物の排除などを行っています。

ワイヤロープ

平面Y型ICの平面交差部の逆走対策

〈2018年実績〉

高齢者向けの冬道安全運転講習会（芽室町）

夏休みハイウェイ親子見学会（道路管制センター）

快適な高速道路空間を提供し、
交通安全に取り組んでいます

落下物などの処理数
約102,000件

交通管理巡回距離
約23,000,000㎞
（地球約 1周半／日）

高速道路事業を活かした CSR の取組み
■交通安全講習会など

　交通安全講習会や、交通安全キャンペーンな
どを実施しているほか、バス会社、レッカー会社
などへの出前授業、高齢者の方などを対象とし
た交通安全講習会も実施しています。

■子どもたちの教育支援
　次世代を担う子どもたちに対して、高速道路
の現場や道路管制センターの見学会を実施し、
高速道路の役割や交通安全に関する知識に触
れる機会を設けています。また、地域の小学校
を訪問し出前授業を行っています。

交通安全の
推進

SDGs への取組み
NEXCO東日本グループは SDGs を支持し、
事業活動を通じて SDGs の達成に貢献します

SDGs 当社の取組み

環境マネジメント、太陽光発電等
再生可能エネルギーへの取組み

SAのバリアフリー化、
福祉との連携「高福連携®」、
ダイバーシティの推進等

個別の取組みで貢献するSDGs
環境保全の取組みなど個別の活動を通じて、次の8つのSDGsの目標にも貢献していきます。

SDGs 当社の取組み

生物多様性、山地生態系の保全、
ロードキル対策等

人材育成、総合技術センターに
おける研修等

女性活躍の推進等

統合報告書
「NEXCO東日本レポート」発行等

雪氷対策の高度化、バイオマス発電等

コンプライアンスの推進等

NEXCO東日本グループが全事業を通じて貢献するSDGs目標
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■地域のショーウィンドウ化
　SA・PAでは、地域産品の発掘やそこでしか味わえない料
理を提供するなど、地域の魅力を発信する「地域のショー
ウィンドウ化」に取り組んでいます。生鮮野菜直売所を備え
たSA・PAでは、地域の旬の野菜やその土地ならではの野菜
に出会えます。
　また、 SA・PAを地域の皆さまにもご利用いただけるよう
ウォークインゲートの設置を進めています。

■観光振興の取組み
　SA・PAにおける観光・物産イベン
トの開催や地域観光イベントへの参
加、インバウンド向け商品や観光情
報誌の作成のほか、スタンプラリー
の 実 施やETC車を対 象とした 周 遊
型割引商品ドラ割の販売など、地域
と連携した観光振興の取組みを行っ
ています。

観光・物産イベント（関越道 三芳PA（上り線）） オリジナル観光情報誌

地域と地域をつなぎ、地域とともに成長します

高速道路事業を活かした CSR の取組み
■地域社会の活性化

　SA・PAでは、地域の方や農業高校の生徒と協力してハイウェイ
ガーデン®の整備を進め、地域らしさの創出と地域との連携を
目指しています。
　地域社会とともにある高速道路会社として、地域と連携して
社会の重要課題を解決していくために、継続的な地域支援を
重視しています。

■東北地方の復興支援や災害義援金の実施
　東北のさらなる復興を願い、「東北絆
まつり」に協賛しています。
　昨年度は、「西日本豪雨」、「北海道胆振東
部地震」の2つの自然災害に対し、SA・PA
での募金箱などをあわせて2,500万円を
超える義援金を寄付しました。

守谷SAやさい村（常磐道 守谷SA（上り線））

ハイウェイガーデンの整備
（北陸道 米山SA（上り線））

秋田竿灯祭り（32年連続参加）

東北絆まつり

 

■高速道路リニューアルプロジェクト
　NEXCO東日本グループが管理する高速道路約3,940㎞
のうち約1,760㎞が供用を開始してから30年～50年程度
経過し、利用する大型車も年々増加傾向となっています。高
速道路が日本の社会基盤を支え、大動脈として役割を果た
していくための、道路構造物の大規模更新・修繕事業が「高
速道路リニューアルプロジェクト」です。

■SMH導入によるイノベーションの実現
　SMH （スマートメンテナンスハイウェイ）とは、高速道路
の長期的な「安全・安心」の確保のために、ICTやロボティク
スなど最新技術を活用し、高速道路の維持管理・更新・マネ
ジメントの生産性を飛躍的に向上させ、長期的な道路インフ
ラの健全性を確保するプロジェクトです。

■ライフ・ワーク・バランスの推進
　維持管理業務に最新技術を導入するのに加え、定型的な事務作業を自動化するRPA等を活用していま
す。社員の一人ひとりが健康な生活を送り、安心し、やりがいを持って快適に働ける会社をつくり、労働時間
の適正化を推進して、ライフ・ワーク・バランスの充実を図ることを目指しています。 
　ジョブリターン制度や転勤特例制度、テレワークの試行実施などの制度を充実させ、社員が家庭と職場を
両立させながら安心して働ける環境を整えることで、ライフ・ワーク・バランスを推進しています。

橋梁の床版取替工事

MR（複合現実）技術を活用した研修支援ツール※

※現場の構造物に実際には見えない内部構造を
　重ねて表示することで理解度が向上。

地域社会の
活性化

24時間・365日の安全・安心を
永続的に提供します

■北海道胆振東部地震の対応
　2018年9月6日の北海道胆振東部地震では、地震発生
後、速やかに体制を整え、約5時間で緊急車両の通行帯を
確保しました。また、大規模停電に対し、自家発電設備を稼
働させ、地震発生後14時間後にはすべての通行止めを解
除しました。
　加えて、災害ボランティアを含む災害派遣等従事車両に
対する高速道路の無料措置を実施しました。

北海道知事からの感謝状
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●樹木の形成
　新規開通区間などののり面に植樹を行い、CO2の削減、
地球温暖化防止に寄与しています。

　

●事業活動における省エネ
　トンネル内の照明をLED
ランプに変 更することや、
太陽光発電の導入などによ
り、CO2の 排 出 を 削 減し、
2007年度から約23％削減
しています。

●希少植物の保全
　地 形 が 改 変 される箇 所にお
い て、希 少 植 物 が 確 認 さ れ た
際には、種子を含む土壌を採取
し、当社グループ施設において
発芽・育成したのち移植を行い
ました。

LEDトンネル照明高圧ナトリウムランプ

のり面の植樹

自然環境に配慮した道路づくりと、沿線の環境保全に取り組んでいます

絶滅危惧種に指定されるアブノメを保護し育成した事例
（（株）高速道路総合技術研究所 緑化技術センター）

アブノメ開花状況

横手川の清掃活動（横手市）
エコプロ2018への出展

高速道路事業を活かした CSR の取組み
■環境保全
　　エコロードの整備活動やエ

コ体験学習を実施したり、
地域の方々と協力して緑化
活動やビオトープの保全活
動に取り組んでいます。

■SAの防災拠点化
　東日本大震災において、高速道路のSAが自衛隊や消防
などの集結拠点や中継拠点として活用されたことを受け
て、災害発生時に関係機関が災害救助活動を効果的に行
うために、自家発電設備や井戸などのライフラインのバッ
クアップや、共同の災害対策室として活用できる機能を備
えたSAを整備し、関係機関などと合同で防災訓練なども
実施しています。

■オーバーブリッジ点検の技術支援
　道路橋の維持管理に関する知識やノウハウを
活かし、技術者不足などの課題を抱える自治体の
インフラ維持管理をサポートしています。

■高福連携®の推進
　「高速道路」と「福祉」が連携した取組みを高福（幸福）連携と呼
び、地域の社会福祉法人などと連携して、 SA・PAの美化や植栽と
いった作業を障がいのある方と協働する取組みを進めています。
　高福連携®は農業と福祉とを連携する「農福連携」を参考に、高速
道路を通じて障がいのある方の活躍の機会の創出と、健康や生きが
いづくりの一助となることを目的とした活動で、地域社会の活性化や
人手不足の解消にも貢献することを目指しています。

合同防災訓練の様子（常磐道 守谷SA（上り線））

橋梁点検見学会の様子

さまざまなパートナーシップを推進します

　

　マザー牧場は、動物とのふれあいや遊園地、四季の花々が楽しめる自然豊かな観光牧場です。東京
湾アクアラインを利用すれば、東京・横浜方面から 1時間～1時間半ほどで来場できます。1997年
のアクアライン開通後は関西方面からの団体ツアーのお客さまも増えるとともに、翌年には来場者
が100万人を超えました。2009年には君津PAスマートICが開設され利便性がさらに高まるなど、
高速道路整備の効果が出ていると感じています。
　NEXCO東日本とは、南房総地域の観光施設と協力してスタンプラリーを企画し、案内パンフ
レットをPAに置かせていただいたり、地元富津市と共同で「海ほたる」に観光PRブースを立ち上げ
たりなど、連携を強化しています。マザー牧場では、夏の打ち上げ花火や冬のイルミネーションな
ど、夜間のイベントも開催しています。夜までゆっくり過ごしていただければ高速道路の渋滞解消
の一助にもなると思いますので、NEXCO東日本でもPRしていただけるとうれしいですね。

マザー牧場

営業部宣伝課　課長
佐藤 賢俊 様

アクアラインの開通により集客力が飛躍的に向上。

■ステークホルダーの声

環境保全

休憩施設での高福連携®活動（上信越道 新井PA）
※高福連携のロゴマークについて
　高速道路の上に人という字を置き、右側が当社、左側がパートナーを表し、お互い

に支えあっています。プラス（＋）にも見え、向上を連想させるデザインとしています。
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NEXCO東日本 代表取締役社長

小畠  徹

事業活動を通じて社会的責任を果たす
　NEXCO 東日本グループは、事業活動を通じてSDGs（持続可能な開発
目標）の達成に貢献することについて、今般の中期経営計画の見直しで行動
計画に落とし込みました。公共サービスを担う我々の事業活動そのものが企
業の社会的責任を果たすことにつながると思っています。
　企業が存続していくためには、社会からも評価されることが大切です。日
本にはもともと企業文化として、近江商人の「三方よし」のような考え方が
あり、受け入れられてきました。三方とは「売り手」「買い手」「世間」です。「売
り手」「買い手」の満足はもちろん、社会全体の利益になるのが良い商売で
あるという考え方です。社会に貢献し受け入れられる、それが社員の誇りや
モラルにもつながっていきます。
　NEXCO 東日本グループは、社会の中の会社という考えのもと、これか
らも社会の発展に貢献していきます。

NEXCO東日本ウェブサイト

コーポレートサイト
https://www.e-nexco.co.jp/

ドラぷら
https://www.driveplaza.com/

NEXCO 東日本レポート 2019 CSR BOOK をお手に取っていただきありがとうございます。
本レポートにより、当社グループの高速道路事業を通じた持続可能な社会に向けての取組みを

知っていただければ幸いです。

今後のレポートの改善・充実を
図るために、お手数ですがアン
ケートにご協力いただきます
ようよろしくお願いします。

NEXCO東日本レポート 2019　CSR BOOK
アンケートフォーム

https://www.e-nexco.co.jp/csr_digest/form.php

NEXCO東日本に関する詳細な情報はホームページにて公開しています

すべてのお客さまに優しいSA・PA
●バリアフリー対応と多言語案内
　ユニバーサルデザインを取り入れ、施設のバリアフリー化に取り組んでいます。
　すべてのインフォメーションでタブレット端末およびポータブル翻訳機などを用いた多言語案
内を行い、訪日外国人のお客さまの利便性の向上を図っているほか、オストメイト対応の多機能ト
イレの整備を行っています。

●乳幼児スペースの整備
　多くのSA・PAでおむつ替えスペースや授乳室の
整備を行い、調乳用温水器を設置しています。

　NEXCO東日本は、高速道路事業を通じた社会貢
献活動が評価され、株式会社格付投資情報センター

（R&I）からソーシャル・ファイナンスに関する第三
者評価（R&Iソーシャルボンドオピニオン）を高速道
路会社として初めて取得しました。

身体障がい者等用駐車場 多機能トイレ

投資家とのコミュニケーション

おむつ替えスペースと授乳室（常磐道 守谷SA（上り線））

【ソーシャル・ファイナンスについて】　https://www.e-nexco.co.jp/ir/bond_rate/socialfinance/

ソーシャル・ファイナンスの認証の取得


