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令和４年６月２８日 

東日本高速道路株式会社 

北海道支社 

夏の交通安全運動に合わせて道警と合同で３つの取り組みを実施 
①札幌・大谷地で園児達と交通安全を呼びかけ「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、７月１３日（水）から２２日（金）までの夏の交通安全

運動期間に際して、１２日（火）に、北海道警察(道警)と合同で、「夏の交通安全運動出動式」を実施し

ます。出動式の中では、園児の皆さんで結成される「こども交通安全応援隊」の団結式を実施し、交通

安全の思いを込めた手作りの旗で出動式を盛り上げてもらいます。 

また、１３日（水）からは、全道のサービスエリア・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をあわせて実施します。 

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（詳細は別紙１） 

●日時/場所  ７月１２日（火） １０：００～１０：２５ / 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・交通事故防止に向けて出動します。園児達による「こども交通 

安全応援隊」の団結式もあわせて実施します。 

●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年夏の交通安全運動出動式の様子） 

出動式では、初の試み 

「こども交通安全応援隊団結式」を実施！ 
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② ＳＡ・ＰＡとＩＣでの交通安全キャンペーン（詳細は 別紙２） 

 

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３） 

高速道路の安全・安心を守る交通管理隊員とマナーアップキャラクター『マナーティ』達が、Ｔｗｉｔｔｅｒ

上で、「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』と白バイ隊が登場します。 

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に、ＮＥＸＣＯオリジナルモバイルチャージャーとマナーティ＆ほくとくんグッズをプレ

ゼントします。 

日時（７月） 場所 

１４日（木）１１：００～１２：００ 道東道 占冠ＰＡ（下り） 

１４日（木）１４：３０～１５：３０ 道東道 十勝平原ＳＡ（下り） 

１５日（金）１１：００～１２：００ 道央道 岩見沢ＳＡ（上り） 

１５日（金）１１：００～１２：００ 道央道 樽前ＳＡ（上り） 

１８日（月）１１：００～１５：００ 道央道 砂川ＳＡ（上り） 

１９日（火）１５：３０～１６：３０ 道央道 輪厚ＰＡ（下り） 

２１日（木）１０：００～１１：００ 道央道 札幌ＩＣ入口 

２１日（木）１１：００～１１：３０ 道央道 有珠山ＳＡ（上り） 

２１日（木）１４：００～１４：３０ 道央道 八雲ＰＡ（上下） 

２２日（金） ９：３０～１０：３０ 道央道 北広島ＩＣ入口等 

２２日（金）１０：３０～１１：３０ 札樽道 金山ＰＡ（下り） 

１３日（火）～２２日（金）終日 道央道 砂川ＳＡ（上下）※ （上段：ノベルティ配布の様子、下段：街頭啓発の様子） 

※砂川ＳＡでは、「ひまわりの絆プロジェクト」の一環として、ひまわりの種の配布を行います。

（動画のイメージ） 

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がほとんどで、故障は、車両火災などの

二次事故に繋がる恐れがあります。 

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行なってください。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、発炎筒、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バイク事故の防止！

バイクに乗るのが気持ちいい季節になりましたが、その 

一方、この時期は、バイクでのハンドル操作不適当による 

交通事故が増加します。また、バイクに乗っていると直接 

風を受けるため、とても疲れやすくなります。 

こまめに休憩をとり、無理な追い越しなどはせず、安全 

な運転を心がけましょう！ 

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２０倍（警察庁調べ）

です。 

自分や大切な人の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。 

【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ています。

・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

防止対策にご協力ください。

ＮＥＸＣＯ東日本調べ 

ハンドル操作不適当

42%

ブレーキ操作不適当

8%

わき見運転

12%

安全速度違反

17%

その他

21%

高速道路上での二輪車事故の原因

（令和元年～３年累計）

タイヤ関係

45%

燃料系統

14%

エンジン電気系統

7%

冷却装置

6%

バッテリー関係

2%

オイル関係

1%

ブレーキ

1%

その他

24%

高速道路上での故障の原因

（令和３年７月～９月）

ＮＥＸＣＯ東日本調べ 
（過去に高速道路上で発生した車両火災） 
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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「交通安全啓発」は、交通事故による死傷者の削減につながる事業活動として、ＳＤＧｓの３番、１７
番に貢献するものと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により打撃を受けた北海道内各地

の観光産業の支援と観光需要の回復を目的とした、北海道と公益社団法人北海道観光振興機構の連携事
業である「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！プロジェクト」に参画しています。 

「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！」とＮＥＸＣＯ東日本のコラボとして、ＮＥＸＣＯ東日本のコーポレートカラーであるネク
スコグリーンにカラーリングしました。 

本プロジェクトの理念に基づき、愛する北海道の観光を盛り上げるための取り組みを行っていきます。 



夏の交通安全運動出動式実施概要  

 

１．日   時  令和４年７月１２日（火） １０時００分～１０時２５分 

 

２．場   所  ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社駐車場（札幌市厚別区大谷地西５－１２－３０） 

 

３．参加・協力 道警本部交通部高速道路交通警察隊 

          道警本部交通部交通機動隊 

          学校法人清豊学園認定こども園おおやち 

          株式会社ネクスコ・サポート北海道 

          ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社 

 

４．参加車両  道警パトロールカー 

          道警白バイ 

          ＮＥＸＣＯ東日本道路パトロールカー 

 

５．進行概略   ９時４０分     車両配置完了 

１０時００分     開会宣言 

          １０時０１分     挨   拶 

・ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社 

・北海道警察本部 

                      「こども交通安全応援隊」団結式 

          １０時１０分     出動開始 

          １０時２５分     解   散 

 

※荒天の場合または緊急事象が発生した場合は、中止または内容変更となることがあります。 

 

【会場配置図】 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙１ 



夏の交通安全キャンペーン街頭啓発等詳細 

〇お客さまへチラシ・ノベルティ配布

７月１４日(木) 

時間 場所 参加・協力 

１１時００分～１２時００分 
道東道 

占冠ＰＡ（下り線） 

・道警本部高速道路交通警察隊

・とかち青空レディ

・占冠村役場

・しむかっぴー（占冠村ご当地キャラクター）

・マナーティ

１４時３０分～１５時３０分 
道東道 

十勝平原ＳＡ（下り線） 

・道警釧路方面本部十勝機動警察隊

・とかち青空レディ

・マナーティ

７月１５日(金) 

時間 場所 参加・協力 

１１時００分～１２時００分 
道央道 

岩見沢ＳＡ（上り線） 

・道警本部高速道路交通警察隊

・マナーティ

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

・マナーティ

７月１８日（月・祝)    

時間 場所 参加・協力 

１１時００分～１５時００分 
道央道 

砂川ＳＡ（上り線） 

・道警本部高速道路交通警察隊

・マナーティ

７月１９日(火) 

時間 場所 参加・協力 

１５時３０分～１６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

・マナーティ

７月２１日(木) 

時間 場所 参加・協力 

１１時００分～１１時３０分 
道央道 

有珠山ＰＡ（上り線） 
・道警本部高速道路交通警察隊

１４時００分～１４時３０分 
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

別紙２ 



７月２２日(金)  

時間 場所 参加・協力 

１０時３０分～１１時３０分 
札樽道 

金山ＰＡ（下り線） 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・マナーティ 

 

〇横断幕などによる街頭啓発 

７月２１日（木) 

時間 場所 参加・協力 

１０時００分～１１時００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（道警シンボルマスコット） 

・マナーティ 

 

７月２２日（金) 

時間 場所 参加・協力 

９時３０分～１０時３０分 

道央道 

北広島ＩＣ入口 

および 

周辺の国道３６号 

・道警本部高速道路交通警察隊 

・ほくとくん（道警シンボルマスコット） 

・札幌トヨタ自動車株式会社 

・株式会社ホンダカーズ札幌中央 

・マナーティ 

 

〇その他 

７月１３日（水)～２２日（金） 

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可能性があります。 



「＃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ＳＮＳ（Ｔ

ｗｉｔｔｅｒ）上で発信し、「＃あなたの安全運転応援し隊」を付けて、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に、オリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンです。

今回のキャンペーンでは、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』に加え、

北海道警察のシンボルマスコット『ほくとくん』と白バイ隊が登場。ＮＥＸＣＯ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」、「バイク事故の防止」、「シートベルト全席着用」を呼び

びかけます。キャラクターたちのお茶目な姿や白バイ隊の華麗な運転テクニックを少しだけ覗き見できちゃいま

す！ 

１．キャンペーン期間 

２０２２年７月１３日（水）～７月２４日（日） 

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、７月１３日(水)、１６日（土）、２０日（水）、２４日（日）に１回ずつ、計４回投稿します。

３．賞品 ※予告なく変更となる可能性があります。 

・ＮＥＸＣＯオリジナルモバイルチャージャー（当選者のうち特に素敵な宣言をお寄せいただいた５０名さま）

・北海道警察×ＮＥＸＣＯ東日本オリジナルミニタオル

・俺たち交通管理隊オリジナルクリアファイル

・マナーティボールペン

４．当選人数 

  最大１００名さま 

※８月下旬頃、当選者のアカウントへのＤＭによる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３ 

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応募者又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に関 

する基本方針については、こちらをご確認ください。 

(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、ＮＥＸ

ＣＯ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。 




