
 

 

令和３年１０月２９日 

 東日本高速道路株式会社 

北海道支社 

 
＼交通安全応援隊長にタレント東李苑さんが就任！／ 

冬の交通安全運動期間に３つの取り組みを実施します 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社（札幌市厚別区）は、冬の交通安全運動期間中（１１月１３日（土）～２２

日（月））、北海道警察（道警）と合同で、①冬の交通安全運動出動式、②ＳＮＳ（Twitter）を利用した交

通安全キャンペーン「＃あなたの安全運転応援し隊」ハッシュタグキャンペーン、③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・街頭啓発の３

つの取り組みを行います。 

出動式では、タレントの東李苑さんの「冬の交通安全応援隊長」委嘱式もあわせて実施します。その

後、東さんには、輪厚ＰＡ（上り・苫小牧方面）でキャンペーンにも参加していただきます。 

 

１． 実施内容 

①冬の交通安全運動出動式 

※一般のお客さまのご来場はご遠慮ください。 

●日時／場所  １１月１３日（土） １０：００～１０：３０／ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社駐車場 

●概     要  道警パトロールカーとＮＥＸＣＯパトロールカーが勢ぞろいし、道内高速道路の安 

全・安心の確保と交通事故防止に向けて出動します。 

東李苑さんの「冬の交通安全応援隊長」委嘱式も実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 東李苑さん 過去の出動式の様子 

～「夏よりもスピード１０キロダウン」を合言葉に、みんなで交通安全呼びかけます～ 

（左から東李苑さん、ＮＥＸＣＯ交通管理隊、道警高速隊の皆さんと「ほくとくん」（スピード１０キロダウンのポーズ）） 



２ 

 

 ②「#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１） 

 

 

 

 

 

 
 

  交通事故が多くなる冬に向けて、高速道路の安全・安心を守る交通管理隊員やマナーアップキャラ 

クター「マナーティ」達が、Ｔｗｉｔｔｅｒ上の動画を通じ、３つの「冬の交通安全重点ポイント」（次ページ参 

照）の遵守を呼びかけます。動画には、交通安全応援隊長に就任した東李苑さんも登場！そのほか、 

道警の警察官や認定こども園おおやちの園児の皆さんも登場し、みんなで交通安全を呼びかけます。

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、オリジナルグッズをプレゼントします。 

 

 ③ＳＡ・ＰＡとＩＣでの交通安全キャンペーン・街頭啓発（詳細は別紙２）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１１月１３日（土）の輪厚ＰＡでのキャンペーンには、交通安全応援隊長の東李苑さんが参加し、先 

着１０名さまに、東さんのサイン入りノベルティをプレゼントします。 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、実施内容の変更または中止となる場合があります。 

また、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、お客さま対応を行う 

スタッフのマスクの着用のほか、アルコール消毒液の設置などを実施しています。現地では、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。 

※砂川ＳＡでは、期間中、休憩施設内の飾りつけを実施します。 

 

 

日時（１１） 場所 

１２日（金） １１：３０～１２：００ 札樽道 金山ＰＡ（下り） 

１３日（土） １１：３０～１２：００ 道央道 輪厚ＰＡ（上り） 

１５日（月） １０：００～１０：３０ 道央道 札幌ＩＣ入口 

１５日（月） １３：３０～１４：００ 道央道 八雲ＰＡ（上下） 

１６日（火） １０：００～１１：００ 道東道 十勝平原ＳＡ（上り） 

１６日（火） １１：００～１１：３０ 道央道 有珠山ＳＡ（上り）  

１６日（火） １４：００～１４：３０ 道央道 岩見沢ＳＡ（上り） 

１６日（火） １４：００～１５：００ 道東道 占冠ＰＡ（下り） 

１６日（火） １４：００～１５：００ 道央道 北広島ＩＣ入口 

１３日（土）～３０日（火） 終日 道央道 砂川ＳＡ（上下） 

（有珠山ＳＡでのキャンペーンの様子） 

 

（動画のイメージ） 

 

 

（千歳ＩＣ入口での街頭啓発の様子） 

 

https://twitter.com/e_nexco_kita


３ 

 

２． ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社冬の交通安全重点ポイント 

①心も車も早めの冬装備を！  

昼夜の寒暖差や降雪などにより、路面状況が急速に変化 

することがあります。早めに冬タイヤへの装着を済ませ、路面 

状況に応じてスピードダウンを心がけてください。 

また、そのほかの冬装備として、冬用ワイパーへの交換や、 

  不凍タイプのウォッシャー液への交換、エンジンまわりの点検 

なども忘れずに、本格的な冬に備えましょう。 

 

②夏よりもスピード１０キロダウンで冬型の運転を！ 

道内の高速道路では、ハンドルやブレーキの操作ミスを原 

因とする交通事故の件数が、冬季は夏季の約５．７倍に増加 

しています（当社調べ）。気象・路面の状況に応じ、「夏よりも 

スピード１０キロダウン」を心がけ、冬型の運転に切り替えましょ 

う。 

 

③お出かけ前に気象情報・道路情報をチェック！ 

冬の天気は変わりやすいもの。お出かけ当日だけでなく数日前からこまめに天気予報をチェックしま 

しょう。高速道路情報のチェックは、ＮＥＸＣＯ東日本のホームページや公式ツイッターが便利です。高 

速道路をご利用の際は、ぜひご活用ください。 

 

①ドラぷら（https://www.driveplaza.com/travel/area/hokkaido/） 

高速道路全般の情報収集はこちらから。 

②ドラとら（https://www.drivetraffic.jp/） 

リアルタイムの交通情報はこちらから。ライブカメラも見ることができます。 

③ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社公式ツイッター（@e_nexco_kita） 

通行止め情報やイベント情報などを発信中。「＃あなたの交通安全応援し隊」キャンペーンへの応 

募もこちらから。 

 
 

ＮＥＸＣＯ東日本グループでは、２０２１～２０２５年度までの期間を「ＳＤＧｓの達成に貢献し、新た

な未来社会に向け変革していく期間」と位置づけ、様々な取り組みを行っています。 

今回の「交通安全キャンペーン」については、交通事故による死傷者の削減などにつながる事

業活動としてＳＤＧｓ目標の３番、１７番に貢献するものと考えています。 

 

 

 

 

対象期間：令和２年５月～令和３年４月 

交通安全動画「早めの冬装備」篇より 

https://www.driveplaza.com/travel/area/hokkaido/
https://www.drivetraffic.jp/
https://twitter.com/e_nexco_kita


４ 

 

 

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。 

 



素敵な宣言をツイートしてくれた方
最大１００名さまにオリジナルグッズをプレゼント

さらに
そのうち５０名さまには、

交通管理隊パトロールカーぬいぐるみ
をオリジナルグッズとあわせてプレゼント！

期 間

11月13日(土)⇒11月30日(火)

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、「 」と

「 」を記載して引用ＲＴ

別紙１－１

Twitteｒはｺﾁﾗ！
冬の交通安全応援隊長の
元SKE48東李苑さんも

動画に初登場！
ぜひご覧ください



「＃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動画で発信するキャンペーンです。第６弾となる今回の動画では、冬の交通安全運動重点項目の「心も車

も早めの冬装備」、「お出かけ前に気象情報・道路情報をチェック」、「夏よりもスピード１０キロダウン」を呼びか

けます。「夏よりもスピード１０キロダウン」篇では今回「交通安全応援隊長」に就任するタレントの東李苑さんを

はじめ、北海道警察や認定こども園の園児などが、みんなで交通安全を呼びかける内容となっています。 

 

１．キャンペーン期間 

２０２１年１１月１３日（土）～１１月３０日（火） 

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 

本キャンペーンの対象となる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」（例：「急がず慌てず、余裕を持った運転を心がけます！」）を記載し、「#あなたの安

全運転応援し隊」をつけて引用リツイート 

※対象ツイートは、１１月１３日(土)、１５日(月)、１７日（水）、１９日(金)に各１回、計４回投稿します。 

３．当選人数 

  最大１００名さま 

※厳正なる審査のうえ、１２月下旬頃、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。 

４．賞品 

・マナーティぬいぐるみ 

・北海道警察×ＮＥＸＣＯ東日本オリジナルミニタオル 

・当選した皆さまからのメッセージをプリントしたオリジナルクリアファイル 

・交通管理隊パトロールカーぬいぐるみ（特に素敵な宣言・メッセージをお寄せいただいた５０名さま) 

 

 

 

 

 

 

別紙１－２ 

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」に何ら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利用します。 

(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させていただく場合があります。 

(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させていただく場合があります。 

(10)賞品の発送は、日本国内に限ります。 

(11)応募者の投稿文を、ＮＥＸＣＯ東日本が交通安全啓発広報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、ＮＥＸＣＯ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。 



冬の交通安全キャンペーン街頭啓発 実施日時・場所・協力団体等 

 

〇お客さまへのチラシ・ノベルティ配布 

１１月１２日(金) 

時間 場所 参加・協力 

１１：３０～１２：００ 
札樽道 

金山ＰＡ（下り・札幌方面） 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・マナーティ、イカンザメ 

 

１１月１３日(土) 

時間 場所 参加・協力 

１１：３０～１２：００ 
道央道 

輪厚ＰＡ（上り・苫小牧方面） 

・東李苑（冬の交通安全応援隊長） 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・マナーティ 

 

１１月１５日(月) 

時間 場所 参加・協力 

１３：３０～１４：００ 
道央道 

八雲ＰＡ（上下） 
・道警函館方面本部高速道路交通警察隊 

 

１１月１６日(火) 

時間 場所 参加・協力 

１０：００～１１：００ 
道東道 

十勝平原ＳＡ（上り・札幌方面） 

・道警釧路方面本部十勝機動警察隊 

・マナーティ 

１１：００～１１：３０ 
道央道 

有珠山ＳＡ（上り・函館方面） 
・道警本部高速道路交通警察隊 

１４：００～１４：３０ 
道央道 

岩見沢ＳＡ（上り・札幌方面） 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・マナーティ、イカンザメ 

１４：００～１５：００ 
道東道 

占冠ＰＡ（下り・帯広方面） 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・マナーティ 

 

※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・緊急事象が発生した場合などは、延期・中止となる場合があります。 

 

 

 

 

 

別紙２ 



〇横断幕などによる街頭啓発 

１１月１５日（月) 

時間 場所 参加・協力 

１０：００～１０：３０ 
道央道 

札幌ＩＣ入口 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・マナーティ、イカンザメ 

 

１１月１６日（火) 

時間 場所 参加・協力 

１４：００～１５：００ 
道央道 

北広島ＩＣ入口 
・道警本部高速道路交通警察隊 

 

〇その他 

１１月１３日（土)～３０日（火） 

時間 場所 内容 

終  日 
道央道 

砂川ＳＡ（上下） 
・休憩施設内の飾りつけ 

 

 

 

 

 

 

砂川ＳＡの飾りつけのイメージ 


