
令和３年６月２９日 

東日本高速道路株式会社 

北海道支社 

夏の交通安全運動週間に道警と合同で３つの取り組みを実施 
①札幌・大谷地で園児達と安全運転を呼びかけ「夏の交通安全運動出動式」

②全道のＳＡ・ＰＡとＩＣで街頭啓発「夏の交通安全キャンペーン」

③Ｔｗｉｔｔｅｒを使った「＃あなたの安全運転応援し隊」キャンペーン

ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社（札幌市厚別区）は、夏の交通安全運動週間に際し、北海道警察(道

警)と合同で、札幌市厚別区大谷地のＮＥＸＣＯ東日本北海道支社駐車場での「夏の交通安全運動出

動式」、全道の各サービスエリア・パーキングエリア（ＳＡ・ＰＡ）やインターチェンジ（ＩＣ）入口での交通安全

キャンペーンと、ＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ）を使った新しいスタイルの交通安全啓発「#あなたの安全運転応援し

隊」ハッシュタグキャンペーンの３つの取り組みを行います。 

交通安全運動出動式は、春に引き続き、ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社の駐車場内で実施します。今

回は、元気いっぱいな園児の皆さんが、手作りの旗を持って応援にきてくれます！ 

１． 今回実施する３つの取り組み 

① 夏の交通安全運動出動式

 日時・場所  ７月１２日（月） １０：００～１０：１５ ・ ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社駐車場

 概  要  道警パトロールカー、白バイ、ＮＥＸＣＯパトロールカーが勢ぞろいし、道内高速 

道路の安全・安心の確保・交通事故防止に向けて出動します。 

 協  力  学校法人清豊学園認定こども園おおやち・年長組の皆さん 

（２０２１年度春の交通安全運動出動式の様子） 

出動式では、園児の皆さんが手作りの旗で 

元気いっぱいに応援してくれます♪ 



２ 

② 各ＳＡ・ＰＡとＩＣでの交通安全キャンペーン（詳細は別紙１） 

 

 

③ 「#あなたの安全運転応援し隊」ハッシュタグキャンペーン（詳細は別紙２） 

高速道路の安全・安心を守る交通管理隊員やＮＥＸＣＯ東日本マナーアップキャラクター『マナーティ』

達が、Ｔｗｉｔｔｅｒを通じ、「夏の交通安全重点ポイント」（次ページ参照）を呼びかけます。今回は、道警と

コラボし、道警シンボルマスコット『ほくとくん』が登場します。

動画を見て、ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社公式アカウント（@e_nexco_kita）をフォローのうえ、「#あなた

の安全運転応援し隊」をつけて、「交通安全に関するご自身宣言や大切な人に向けたメッセージ」をツイ

ートしていただいた方の中から最大で１００名さまに、マナーティ＆ほくとくんグッズと、皆さまのメッセージ

をプリントした交通管理隊オリジナルクリアファイルをセットでプレゼントします。 

日時（７月） 場所 

１３日（火） １０：００～ 道東道 十勝平原ＳＡ(上) 

１３日（火） １３：３０～ 道東道 占冠ＰＡ（下） 

道央道 八雲ＰＡ（上下） 

１３日（火） １４：００～ 札樽道 金山ＰＡ（下） 

１４日（水） １０：００～ 道央道 札幌ＩＣ入口 

１４日（水） １２：３０～ 道央道 輪厚ＰＡ（下） 

１５日（木） １１：００～ 道央道 樽前ＳＡ（上） 

２０日（火） １１：００～ 道央道 有珠山ＳＡ（上） 

２１日（水） １１：００～ 道央道 岩見沢ＳＡ（下） 

２１日（水） １６：００～ 道央道 千歳ＩＣ入口 

１３日（火）～２２日（木） 終日 道央道 砂川ＳＡ（上下）※ 

（２０２１年春 苫小牧中央ＩＣでの街頭啓発の様子） 

※砂川ＳＡでは、期間中、「ひまわりの絆プロジェクト」

の一環で、ひまわりの種の配布を行います。

https://twitter.com/e_nexco_kita
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２．ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社夏の交通安全重点ポイント 

① 出発前の点検を忘れずに！

レジャーなどで長距離運転をする機会が多い夏の時期は、

高速道路上で故障する車が多くみられます。その原因の多く 

は、タイヤの破損や燃料切れなどによるもので、基本的な点 

検で防げるものです。 

出発前には特に、燃料、タイヤの空気圧、オイル、冷却水 

の点検を忘れずにお願いします。やむを得ず高速道路上で 

停止した場合は、ハザードランプ、発煙筒、三角停止板を使 

って後続車へ合図をし、安全な場所から通報してください。 

② あおり運転に注意しましょう！

昨年６月３０日、道路交通法改正により妨害運転罪（いわ 

ゆる「あおり運転罪」）が創設され、「車間距離不保持」などの 

違反を行うと、最大で懲役３年の刑が科されることとなりました。 

思いやり・譲り合いの運転をお願いします。万が一、妨害運転を受けるなどした場合は、安全な場所

に停車し、ためらわず１１０番通報をしてください。 

③ 全ての座席でシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底を！

高速道路での交通事故におけるシートベルト非着用者の致死率は、着用者の約９倍（警察庁調

べ）！ 

大切な人、大切な命を守るために、運転席、助手席だけでなく、後部座席を含む全ての座席で、必

ずシートベルト・チャイルドシートを着用してください。 
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【２０２０年度 春・夏】

おかげさまで、 

北海道に高速道路が開通して今年で５０年。 

この半世紀、多くの皆さまにご利用いただきました。 

皆さまへのこころからの感謝を胸に、 

安全安心で、より快適な高速道路を目指して。 

広い大地と、これからも。 
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【２０２０年度 夏期（７月～９月）】

【新型コロナウイルス感染症関連のお知らせ】 

・出動式や交通安全キャンペーンでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お客さまやお子さま方の対

応を行うスタッフのマスク・フェイスシールドの着用のほか、アルコール消毒液の設置などを実施します。

・マナーティなどのキャラクターとの触れ合い（握手、写真撮影など）をする際は、スタッフの指示に従い、感染

防止対策にご協力をお願いします。

NEXCO 東日本調べ 

NEXCO 東日本調べ 



夏の交通安全キャンペーン街頭啓発等実施概要 

〇お客さまへのチラシ・ノベルティ配布 

７月１３日(火) 

時間 場所 参加・協力 

１０時００分～１１時００分 
道東道 

十勝平原ＳＡ（上り線） 

・道警釧路方面本部十勝機動警察隊 

・十勝青空レディ 

・マナーティ 

１３時３０分～１４時３０分 
道東道 

占冠ＰＡ（下り線） 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・しむかっぴー（占冠村マスコットキャラクター） 

・マナーティ 

１３時３０分～１４時００分 
道央道 

八雲ＰＡ（上下線） 

・道警函館方面本部高速道路交通警察隊 

・マナーティ 

１４時００分～１５時００分 
札樽道 

金山ＰＡ（下り線） 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・ほくとくん 

・マナーティ、イカンザメ 

 

７月１４日(水) 

時間 場所 参加・協力 

１２時３０分～１３時３０分 
道央道 

輪厚ＰＡ（下り線） 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・ほくとくん 

・マナーティ、イカンザメ 

 

７月１５日（木)     

時間 場所 参加・協力 

１１時００分～１２時００分 
道央道 

樽前ＳＡ（上り線） 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・ほくとくん 

・マナーティ、イカンザメ 

 

７月２０日(火)  

時間 場所 参加・協力 

１１時００分～１１時３０分 
道央道 

有珠山ＳＡ（上り線） 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・マナーティ 

 

７月２１日（水) 

時間 場所 参加・協力 

１１時００分～１２時００分 
道央道 

岩見沢ＳＡ（下り線） 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・マナーティ、イカンザメ 

別紙１ 



 

〇横断幕などによる街頭啓発 

７月１４日（水) 

時間 場所 参加・協力 

１０時００分～１０時３０分 
道央道 

札幌ＩＣ入口 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・ほくとくん 

・マナーティ、イカンザメ 

 

 

７月２１日（水) 

時間 場所 参加・協力 

１６時００分～１６時３０分 
道央道 

千歳ＩＣ入口 
・道警本部高速道路交通警察隊 

 

〇その他 

７月１３日（火)～２２日（木） 

時間 場所 内容 

終  日 
道央道 

砂川ＳＡ（上下線） 

・休憩施設内の飾りつけ 

・ひまわりの絆プロジェクト（★）による 

ひまわりの種の配布 

 

★ひまわりの絆プロジェクトとは・・・ 

交通事故で亡くなった当時 4歳の男の子が、生前育てていた「ひまわり」。 

その「ひまわり」から採取した種を全国で咲かせることで、男の子がこの世 

に生きた証を残し、誰もが交通事故に遭わないよう交通安全と命の大切 

さを訴える運動です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、実施内容を変更する場合があります。また、荒 

天の場合または緊急事象が発生した場合は、延期または中止となる場合があります。 

２０２１年春 砂川ＳＡ飾りつけの様子 



    

 

 

別紙２－１ 

 

期 間 

７月１３日○火  ⇒ ７月２２日○木 

期間中に計４回投稿される交通安全動画つきのツイートについて 

「交通安全に関するご自身の宣言や大切な方へのメッセージ」と 

「#あなたの安全運転応援し隊」を記載して引用リツイート 

 

素敵な宣言・メッセージを投稿してくれた方 

最大１００名さまに 

「マナーティポーチ」・「道警×ＮＥＸＣＯオリジナルミニタオル」 

「皆さまのメッセージをプリントした交通管理隊オリジナルクリアファイル」 

の３点をプレゼント！！ 

マナーティポーチ（※中身は含まれません） ミニタオル（※どちらか１枚） 
クリアファイル 



「＃あなたの安全運転応援し隊」ハッシュタグキャンペーン実施概要 

 

【「＃あなたの安全運転応援し隊」キャンペーンについて】 

交通事故や車両故障の対応などの高速道路管理の最前線で働く社員からの「生きた呼びかけ」を、Ｔｗｉｔｔ

ｅｒを通じて動画で発信するキャンペーンです。これまで計３回実施しており、今年度の春の交通安全運動期

間中（４月６日～４月１５日）に実施した前回キャンペーンでは、４００４のリツイートをいただきました。 

第４弾となる今回は、ＮＥＸＣＯ東日本のマナーアップキャラクター『マナーティ』、『イカンザメ』と、北海道警

察のシンボルマスコット『ほくとくん』が登場し、パトロール中の交通管理隊員と一緒に、夏の交通安全運動重点

項目の「出発前の点検・落下物に注意」、「あおり運転に注意」、「シートベルト全席着用」を呼びかけます。キャ

ラクターたちのお茶目な姿や管理隊のお仕事を少しだけ覗き見できちゃいます！  

 

１．キャンペーン期間 

２０２１年７月１３日（火）～７月２２日（木） 

 

２．応募方法 

■ステップ１ 

ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社公式アカウント（@e_nexco_kita）をフォロー（既にフォロー済の方は不要） 

■ステップ２ 

上記アカウントから投稿される本キャンペーンの対象となる動画つきのツイート（対象ツイート）について、

「交通安全に関するご自身の宣言や大切な方へのメッセージ」（例：「急がず慌てず、余裕を持った運転

を心がけます！」）と「#あなたの安全運転応援し隊」を記載し、７月２２日（木）までに引用リツイート 

※対象ツイートは、７月１３日(火)、１６日(金)、２０日（火）、２２日(木)に各１回、計４回投稿します。 

 

３．賞品 

・マナーティポーチ 

・北海道警察×ＮＥＸＣＯ東日本オリジナルミニタオル 

・皆さまからのメッセージをプリントした交通管理隊オリジナルクリアファイル 

 

４．当選人数 

  最大１００名さま 

※厳正なる審査のうえ、８月下旬頃に、当選者のアカウントへのダイレクトメッセ―ジによるご連絡をもって、 

当選者の発表に代えさせていただきます。 

 

別紙２－２ 

https://twitter.com/e_nexco_kita


５．応募時の注意点 

(1) 非公開設定がされているアカウントによる応募はできません。 

(2) 応募は、１つのアカウントにつき１回に限ります。 

(3) 以下のいずれかに該当する投稿は禁止します。これらの投稿をしても、応募とはみなされません。 

 ①法令や公序良俗に違反し、または違反する恐れのある投稿 

 ②第三者の著作権その他の知的財産権もしくはプライバシーその他の権利・利益を侵害し、または侵害す

る恐れのある投稿 

 ③営利を目的とする投稿 

 ④犯罪行為や危険行為を誘引する恐れのある投稿 

 ⑤応募者または第三者の個人情報が含まれる投稿 

 ⑥コンピュータープログラムなどによる自動の投稿 

 ⑦「交通安全」に関係の無い内容の投稿 

(4) 厳正な審査のうえ、当選者にはＴｗｉｔｔｅrのダイレクトメッセージで当選の通知をします。その際に、当選 

者の住所・氏名・電話番号などの個人情報をご回答いただきますが、これによりＮＥＸＣＯ東日本が取得し 

た当選者の個人情報は、賞品送付の目的に限り使用します。ＮＥＸＣＯ東日本が規定する個人情報保護 

に関する基本方針については、https://www.e-nexco.co.jp/privacy_policy/をご確認ください。 

(5) 以下のいずれかに該当する場合は、当選が無効となります。 

①当選者が、ダイレクトメッセージによる当選通知を受けてから所定の期間が経過しても、自らの自宅の住

所・氏名・電話番号などの必要事項をＮＥＸＣＯ東日本に通知しなかった場合 

②当選者が、複数のアカウントにより応募したことが判明した場合 

③当選者のアカウントが、当選発表時までに非公開設定された場合 

④当選者が、Ｔｗｉｔｔｅrの利用規約に反する不正なアカウントにより応募したことが判明した場合 

(6) 当選の権利を第三者に譲渡することはできません。 

(7) 本キャンペーンの内容を一部変更し、または本キャンペーンを中止する場合があります。 

(8) 本キャンペーンの結果に関するお問い合わせには、お答えできません。 

(9) 賞品を予告なく変更する場合があります。 

(10)賞品の発送は、日本国内に限ります。 

(11)応募者の投稿中の「交通安全に関するご自身の宣言や大切な方へのメッセージ」を、ＮＥＸＣＯ東日本に

よる交通安全啓発広報などの目的で使用させていただく場合があります。応募者は、応募をした時点で、Ｎ

ＥＸＣＯ東日本に対して投稿文の利用を許諾したものとみなします。 

 (12)投稿内容について応募者以外の第三者が著作権を有している場合、必ず投稿前に、権利者から利用

許諾を得てください。ＮＥＸＣＯ東日本は、著作権侵害に係る責任を一切負いません。 

https://www.e-nexco.co.jp/privacy_policy/

