
指標 総合顧客満足度（単位：ポイント）

　ＣＳ調査等で把握するお客様の満足度（５段階評価）
会社 24年度実績 25年度計画 25年度実績 コメント

東日本
高速道路㈱ 3.6 3.6 3.6 東日本大震前のサービス水準を確保すべく、安全快適性・走行信頼性・情報関連・料金施設関

連の各戦略ＣＳの向上を図った結果、目標を達成した。

中日本
高速道路㈱ 3.6 3.6 3.6 休憩施設のお手洗い美化、交通混雑期の特設お手洗い設置、駐車場誘導員配置、料金所お

客さまサービス強化等を実施し、目標を達成した。

西日本
高速道路㈱ 3.6 3.7 3.5

日々の安全安心の取組みに加え、情報提供の強化等（情報板のＬＥＤ化、案内標識の更新）に
より、「情報提供」関連の満足度は上がったものの、「安全快適性」「休憩施設」における満足度
が低下し、目標を達成できなかった。

首都
高速道路㈱ 3.4 3.4 3.4 中央環状線などの道路ネットワークの進捗に加え、お客様の声に基づいた各種改善（標識、

カーブ区間の安全対策等）を実施し、目標を達成した。

阪神
高速道路㈱ 3.5 3.6 3.6

企画割引（乗り放題パス）や携帯電話向け交通情報サービス「阪神高速はしれＧＯ！」の周知
等により、「期間限定で販売する企画割引」「出発前の情報提供」などにおいて満足度が上昇
し、目標を達成した。

本州四国連絡
高速道路㈱ 3.9 3.9 3.9 休日終日割引や平日時間帯割引の継続が浸透したことにより料金・割引の満足度が上昇した

ほか、舗装補修の実施、トイレ施設のリニューアル等の満足度が上昇し、目標を達成した。

指標 本線渋滞損失時間（単位：万台・時／年）

　渋滞が発生することによる利用者の年間損失時間
会社 24年度実績 25年度計画 25年度実績 コメント

東日本
高速道路㈱ 686 635 712

付加車線設置やLED情報板での速度回復情報提供等による渋滞緩和対策を実施したものの、
昨年に比べて交通量が増加したため、交通集中渋滞や事故渋滞が増加し、目標を達成できな
かった。

中日本
高速道路㈱ 1,126 1,192 1,066 東名阪自動車道四日市地区の暫定３車線運用等の対策により、目標を達成した。

西日本
高速道路㈱ 469 467 548

京都縦貫自動車道（沓掛ＩＣ～大山崎ＪＣＴ）の開通によりネットワークが拡充されたことによる
交通集中渋滞の減少や、交通安全対策の実施により対策実施箇所の事故渋滞は減少したも
のの、昨年に比べて交通量が増加したため、交通集中渋滞や事故渋滞が増加し、目標を達成
できなかった。

首都
高速道路㈱ 2,460 2,400 2,810 標識・区画線等の改善による交通流の円滑化等の取組みを実施したが、朝5時～6時台の交通

量が増加したため、交通集中渋滞が増加し、目標を達成できなかった。

阪神
高速道路㈱ 449 425 530

淀川左岸線（島屋～海老江ＪＣＴ）の開通に伴うネットワークの拡充や３号神戸線と５号湾岸線
の乗り継ぎ対策を実施するなど、本線渋滞損失時間の減少に努めた。しかし、交通量の増加
により、交通集中渋滞が増加し、目標値を達成できなかった。

本州四国連絡
高速道路㈱ 4 4 4 繁忙期間の渋滞予測による情報提供や、速度低下注意喚起標識をサグ部渋滞箇所に実施す

ることにより、目標を達成した。

平成25年度（2013年度）　アウトカム指標の計画と実績(高速道路会社情報の総括）
（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
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平成25年度（2013年度）　アウトカム指標の計画と実績(高速道路会社情報の総括）
（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

指標 路上工事時間（単位：時間／km・年）

　道路１kmあたりの路上作業に伴う年間の交通規制時間（下段のカッコ内は交通規制のうち集中工事等を除いた時間※）
会社 24年度実績 25年度計画 25年度実績 コメント

東日本
高速道路㈱

92
（59）

　74
（－）

　70
（－）

工事規制の統合を考慮した発注計画の立案や工事工程の調整等により車線規制件数を削減
し、目標を達成した。

中日本
高速道路㈱

75
(67)

117
（109）

91
(83)

安全性向上３ヵ年計画事業により昨年度比で路上工事時間が増加したが、工事発注計画や規
制計画の集約等により、目標を達成した。

西日本
高速道路㈱

89
（79）

91
（78）

130
（110）

集中工事期間の拡大、複数工事の規制・集約などの取組みを行ったが、車線規制を伴う工事
（舗装補修工事、構造物補修等）が増加したため、目標を達成できなかった。

首都
高速道路㈱

283
(280)

271
(268)

232
(229)

2月に発生した大雪の影響により工事規制を一部行えなかったが、長時間の連続規制による
集中工事を計30日実施するなど、工事の集約化、集中工事化などに引き続き取り組んだこと
や、同一規制帯での複数工事を積極的に取り組んだことにより、目標を達成した。

阪神
高速道路㈱

120
（113）

130
（－）

137
（128）

車線規制工事の集約化、及び工事規制訓練を実施することで、安全かつ迅速な作業を確保す
るよう努めたが、車線規制を伴う工事（舗装補修工事等）が増加したため、目標を達成できな
かった。

本州四国連絡
高速道路㈱

86
（－）

85
（－）

116
（－）

複数工事の規制を集約するなど、規制時間及び回数の削減に努めた。しかし、車線規制を伴う
工事（舗装補修工事、構造物補修等）が増加したため、目標を達成できなかった。

※「集中工事等を除いた」とは、区間・期間を事前に広報した上で行う集中工事（震災復旧工事を含む）等を除いた交通規制時間

指標 死傷事故率（単位：件／億台キロ）

　自動車走行車両１億台キロあたりの死傷事故件数　※

会社 24年度実績 25年度計画 25年度実績 コメント

東日本
高速道路㈱ 6.9 6.7 6.3

渋滞の増加により渋滞中及び渋滞後尾での死傷事故は増加したものの、夜間の事故対策とし
て高輝度レーンマークの整備や夜間反射材の設置を推進するなど死傷事故件数の削減を図
り、目標を達成した。

中日本
高速道路㈱ 8.1 7.6 8.0 高機能舗装、防護柵改良や交通安全啓発活動による安全対策を実施したが、車線逸脱による

死傷事故の増加により、目標を達成できなかった。

西日本
高速道路㈱ 8.2 8.0 8.7

交通安全対策の実施により、対策を行った箇所の死傷事故は減少したが、一方で昨年に比べ
て交通量が増加した影響により、追突事故が増加したため、目標を達成できなかった。

首都
高速道路㈱ 17.0 16.5 17.1 事故多発地点や重大事故発生地点の交通安全対策や安全運転啓発活動等を実施したが、渋

滞が増加したことによる追突事故が増えたことにより、目標を達成できなかった。

阪神
高速道路㈱ 25.1 24.5 24.7

更なる交通事故削減を目指して「第2次交通安全対策アクションプログラム」を推進し、カーブ区
間での安全対策や渋滞多発区間での追突事故対策を実施するとともに、ドライバーへの啓発
活動にも取り組んだ結果、昨年度実績よりも低い死傷事故率となったものの、目標を達成でき
なかった。

本州四国連絡
高速道路㈱ 6.0 6.0 5.3

走行性の改善を図るため舗装の改良に努めたこと、道路緊急ダイヤルの広報による路上落下
物や道路の異常等に関する通報の増加により、道路情報板への掲出や交通管理隊による落
下物処理等を迅速かつ的確に行うことにより交通事故予防に努め、目標を達成した。

※数値は、1/1～12/31間の年間値
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平成25年度（2013年度）　アウトカム指標の計画と実績(高速道路会社情報の総括）
（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

指標 道路構造物保全率（舗装）（単位：％）

　早期に補修を必要としない舗装路面の車線延長比率
会社 24年度実績 25年度計画 25年度実績 コメント

東日本
高速道路㈱ 96 97 97 路面のわだち掘れやひび割れ等の調査や現地調査等に基づき、平成25年度に補修が必要と

なる 約427km・車線全ての補修を行い、目標を達成した。

中日本
高速道路㈱ 95 95 96 路面のわだち掘れやひび割れなどの調査に基づき、約127km・車線の補修を行い、目標を達成

した。

西日本
高速道路㈱ 92 94 95 路面のわだち掘れやひび割れ等を調査・点検結果を踏まえ、損傷状況に応じた舗装補修を約

450km・車線実施し、目標を達成した。

首都
高速道路㈱ 97 97 97 路面のわだち掘れやひび割れ等を点検により把握し、損傷状況に応じた舗装補修を約53㎞・

車線実施し、目標を達成した。

阪神
高速道路㈱ 88 89 91

路面のわだち掘れやひび割れ等を点検により把握し、損傷状況に応じた車線規制工事による
舗装補修や、大規模補修工事（通行止め）による舗装補修約59km・車線を実施し、目標を達成
した。

本州四国連絡
高速道路㈱ 91 91 89

当初予定していた補修延長約19kmを上回る約30km・車線の舗装補修を実施したが、路面のわ
だち掘れやひび割れ等の調査・点検により新たに補修が必要な箇所が判明したため、目標を
達成できなかった。

指標 道路構造物保全率（橋梁）（単位：％）

　早期に補修を必要としない健全な橋梁数の割合
会社 24年度実績 25年度計画 25年度実績 コメント

東日本
高速道路㈱ 89 90 89

点検結果等により、早期に補修が必要な箇所90橋の補修を実施したものの、入札不落等の影
響により平成25年度に補修を計画していた橋梁の一部を次年度以降に補修することとしたた
め、目標を達成できなかった。

中日本
高速道路㈱ 90 90 92 点検結果等により、早期に補修が必要な箇所３７橋の補修を実施し、目標を達成した。

西日本
高速道路㈱ 92 94 93

点検結果等により、変状が著しい橋梁床版部の取替等が必要な箇所38橋の橋梁補修を実施
したが、入札不調等の影響及び点検結果による新たな補修対象の増加により、目標を達成で
きなかった。

首都
高速道路㈱ 83 85 85 点検結果を基に1,007径間について損傷状況に応じた補修を実施し、目標を達成した。

阪神
高速道路㈱ 88 88 89 点検結果を基に計画的に補修工事を実施した結果、早期に補修が必要な橋梁のうち202径間

の橋梁補修を実施し、目標を達成した。

本州四国連絡
高速道路㈱ 84 85 93 点検結果に基づき補修が必要な橋梁のうち69橋の補修を計画的に実施し、目標を達成した。

指標 橋脚補強完了率（単位：％）
　古い基準を適用した橋梁※で、耐震補強を必要としている橋脚のうち、補強が完了している橋脚基数の割合

会社 24年度実績 25年度計画 25年度実績 コメント

東日本
高速道路㈱ 100 100 100 平成24年度で完了済み。

中日本
高速道路㈱ 100 100 100 平成22年度で完了済み。

西日本
高速道路㈱ 99 100 100 平成25年度に要対策箇所96基の耐震補強工事を完了し、橋脚補強完了率は100％となり、目

標を達成した。

首都
高速道路㈱ 100 100 100 平成10年度で完了済み。

阪神
高速道路㈱ 100 100 100 平成23年度で完了済み。

本州四国連絡
高速道路㈱ 100 100 100 平成19年度で完了済み。

※対象橋脚は、「道路、新幹線の橋梁の耐震補強の推進について（Ｈ17.3国土交通省）」に基づき、平成７年兵庫県南部地震の被災を踏まえ、昭和５５年よ
り古い基準等で設計した橋梁のうち、特に優先的に耐震補強を実施する必要のある橋脚である。
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