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首都高速道路株式会社

フォローアップ報告



首都高への提言（Ｈ28.6）に対するフォローアップ

 提言11項目に関して施策及び検討内容の報告

首都高への提言
「女性の視点・観点からの首都高のあるべき姿」

１．わたしたちは首都高にこんなことをやってほしい！！～首都高にしかできないこと～

(1-1) もっと首都高の魅力を知りたい！
(1-2) 親子で社会科見学をしてみたい！
(1-3) 首都高の魅力はその美しさにもある！
(1-4) 環境にも優しい首都高って魅力的！
(1-5) 責任は重いですよ、首都高さん！
(1-6) 時代は新たなステージへ
 2．わたしたちはこんな首都高が好き！！～やさしく楽しく親しみのある首都高～

(2-1) 安全に、安心して利用できる首都高が好き！
(2-2) スマートな運転が好き！
(2-3) 助手席でも楽しめる首都高が好き！
(2-4) 小さくてもワクワクするＰＡが好き！
(2-5) 親しみやすい首都高が好き！

本日の報告要旨
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提言 その1

わたしたちは首都高にこんなことをやってほしい！！
～首都高にしかできないこと～

3



✿首都高はわたしたちの生活に密着した存在、でも初めて知ることがた
くさんありました！
・現場見学会の開催、既存の施設の活用、SNSの利用などを通じ、まだ
知られていない首都高の魅力を提供すべき

女子５０人会プロジェクトへの参加を通じ、女性にとっては、これまで知る機会の少なかった首都高という存在を認知するとともに、首都高の
魅力を認識することができたというメンバーが多数いた。また、これまで首都高公式Facebookの訪問者や共感者として少数であった女性の方が、
最近は多数定着してきている。
今後とも、一般の方々の参加が可能な形式で首都高の取組みを経験できる現場見学会やイベントの開催、それらの情報をわかりやすく発信する

機会を設け、継続していくことが望まれる。
また、メンバーからの声として最も要望が多かったのは、首都高夜景ツアーで訪れた多摩川トンネル第一換気所の活用であった。当該施設から見
える景色はどの方角を見ても素晴らしく、メンバーの心に強く印象付けられた。「ここにカフェがあったら、何度でも訪れたい。」などのメン
バーの意見も多数あったので、首都高の魅力をさらに発信するツールとしての有効活用を期待したい。

(1-1) もっと首都高の魅力を知りたい！

提 言
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(1-1) もっと首都高の魅力を知りたい！

施策・検討内容

◇ドライバーズサイトやFacebook等を活用し、お客様へ向けて積極的に情報発信をしています。
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(1-1) もっと首都高の魅力を知りたい！

施策・検討内容

◇環境イベントを実施し、取組みを積極的にPRしています。
昨年度からは新たに埼玉でも実施いたしました。

首都高環境フェア2017 inみなとみらい

首都高環境フェア2016 inお台場
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(1-1) もっと首都高の魅力を知りたい！

施策・検討内容

◇環境サイト「shuto-E-co」を開設(H28.8)し、ブログ等も活用しつつ魅力をPRしています。
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✿子連れで楽しめて、しかも子どもの学習にも役立つイベントって実は
少ないですよね。
・日本の将来を担っていく子どもたちを対象に、首都高独自の学習啓発
の場や機会を提供すべき

メンバーからは、「現場見学会など、自分の子どもにも参加させて、首都高の高い技術力や道路、車社会の成り立ち、首都東京の発展の歴史な
どを学ばせたい。」という意見があった。例えば、『みち、くるま、まちづくり』などをテーマとした学習の場の提供や、首都高のイベントなど
を利用した子ども支援の活動、首都高社員による地域の学校への授業訪問などを通じて、さらなる学習啓発の推進を図ってもらいたい。

(1-2) 親子で社会科見学をしてみたい！

提 言
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(1-2) 親子で社会科見学をしてみたい！

施策・検討内容

◇コミュニケーション活動を通じて、身近で親しみやすい首都高を目指しています。

・首都高の様々な取り組みについて社員が
直接紹介する見学会を継続して実施

高所作業車による点検を体験

横浜北線見学

・子どもたちを対象に、首都高を身近に感じる体験
を提供する社会貢献活動を実施

■その他の主な活動

・「夏休み社会科見学ツアー｣の実施（工事現場見学会）
・「しながわ寺子屋」への参加（学生への職業観醸成）
・「まちかどクリーンデー」への参加（周辺の清掃活動）
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(1-2) 親子で社会科見学をしてみたい！

施策・検討内容

◇「おおはし里の杜」「見沼田んぼ首都高ビオトープ」にて、地元小学生や専門学校生に
対する学習の場を提供しています。

おおはし里の杜風景（大橋JCT換気所屋上）

田植え体験

見沼田んぼ首都高ビオトープ

自然観察会の様子
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✿首都高といえば綺麗な夜景！実はデートの思い出にもなっている。
・ライトアップや公園を併設するなどして、首都圏の都市との調和を図
り、綺麗で美しい存在であるべき

メンバーからは、首都高は首都東京を中心に、高度経済成長の象徴として建設され、技術の革新とともに発展してきたというイメージが強く、
「ライトアップされた首都高は若いころのドライブデートには欠かせない存在だった。」というメンバーも多い。また、写真撮影が趣味の女性が
増えている中、メンバーからは「レインボーブリッジに代表されるような橋やジャンクションなどの構造物としての美しさにも魅力を感じる。」
という意見が多かった。また、大橋ジャンクションにある目黒天空庭園のように「都市との調和を図った公園等の整備はとても良い取り組みであ
る。」との意見があった。
これからも高い技術力を活かし、日本の未来や文化を発信するような構造物を創造するとともに、ライトアップなどを積極的に実施するなどして、
首都高を都市のシンボルとしてもっと身近に感じられるようにしてもらいたい。

(1-3) 首都高の魅力はその美しさにもある！

提 言
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(1-3) 首都高の魅力はその美しさにもある！

施策・検討内容

◇レインボーブリッジスペシャルライトアップ初日(H28.12.3)に、
スカイバスを使用したメルマガ会員向けのツアーを開催

【当日行程】

◆東京駅
↓

◆東京タワー
↓（首都高）

◆レインボーブリッジ（往路）
↓（首都高）

◆お台場
↓（首都高）

◆レインボーブリッジ（復路）
↓（首都高）

◆東京駅

※往路は点灯直後に、復路はレインボー花火打上げ
中にレインボーブリッジを通過

スカイバス

レインボーブリッジ走行風景
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(1-3) 首都高の魅力はその美しさにもある！

施策・検討内容

◇「おおはし里の杜」において年に数回、生物多様性の取り組みの一般公開を継続実施
しています。

大橋JCT屋上全景
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「おおはし里の杜」一般公開の様子



✿これまでは道路建設や排気ガスなど、正直、環境に悪い印象が強かっ
たです。
・景観や地域環境に配慮する首都高をもっとＰＲするべき

メンバーからは、「『日本橋の景観』についての報道により首都高を知るようになった。」との意見もあり、見方によっては、道路の建設は環境
を破壊したり、景観を損ねたりという一面がクローズアップされることも少なくない。このため、首都高として可能な範囲の緑地の提供や、廃材
をリサイクルする取組みなど、景観、環境等に配慮するとともに、それらを積極的にＰＲして、環境に優しい首都高としてのプラスの魅力を増や
していってもらいたい。

(1-4) 環境にも優しい首都高って魅力的！

提 言
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(1-4) 環境にも優しい首都高って魅力的！

施策・検討内容

◇再生可能エネルギーや省エネルギー・再利用・リサイクル等を積極的に導入しています。

■リサイクルへの取り組み
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(1-4) 環境にも優しい首都高って魅力的！

施策・検討内容

◇低炭素型自動車の普及支援を目的に、8PAに
電気自動車用急速充電器を設置しています。
また、当社保有車両の一部を電気自動車としております。
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東京西局車両「日産 リーフ」



✿わたしたちのくらしを守るための取組みがこんなにたくさんあるなん
て知らなかったです！
・防災の取組みをわかりやすく伝えることで、ドライバーや地域の住民
等に安心感を与えるべき

近年、首都直下地震への備えなど、首都圏の住民であるメンバーも防災に対する意識が高くなっている一方で、首都高の利用時に災害が発生した
場合の避難の方法など、首都高が既に対策として実施している取組みについて、知らなかったメンバーが多数いたように、地域の住民等の認識も
決して十分とは言えない。
横浜環状北線の避難施設、首都高の交通管制施設や緊急対策室の見学など、活動を通じて首都高の防災面での技術力の高さや先進的な取組みを

見せてもらい、「災害発生時に自分は何をすればよいのか、少しは理解できるようになった。」というメンバーの意見もあった。
これらの防災対策の効果が最大限に発揮されるよう、例えば、連載コラムとして発信するなど、首都高が取組みの内容をわかりやすく工夫して

周知させる啓発活動を計画的に行い、浸透させることが望まれる。

(1-5) 責任は重いですよ、首都高さん！

提 言
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(1-5) 責任は重いですよ、首都高さん！

施策・検討内容

◇この春新規開通した横浜北線（生麦JCT～港北JCT）のトンネル内では、お客様の安全を確保するた
めの設備をはじめ、事故や火災など万が一の場合に備えて最新の防災設備を採用しています。
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■すべり台式非常口の設置



(1-5) 責任は重いですよ、首都高さん！

施策・検討内容

◇高速道路上での地震、事故、火災などに遭遇した際の対応について解説した「首都高防災ガイド」
を作成(H29.2)し、PA及び関係機関やイベント等において配布しています。
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提言 その2

わたしたちはこんな首都高が好き！！
～やさしく楽しく親しみのある首都高～
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✿運転を予習できれば安心ですね！運転のコツ、もっと知りたいと思いました。
・首都高ドライバーズサイト等を通じた動画配信など、初心者でも複雑な首都高を気
持ちよく、楽しく利用できるためのサービス施策を継続して行い、ＰＲすべき

首都高をよく運転するというメンバーから「首都高のドライバーズサイトに運転する前に見ると勉強になる動画がある」、「事前にその動画を見
ておくと、運転のシミュレーションが出来る」という意見があり、運転初心者のメンバーからは「そのような動画があるという情報は知らなかっ
たので、周囲の友達にもすすめたい」という意見があった。
このように、首都高が安全かつ快適に利用してもらいたいという目的で既に実施しているものの、あまり知られていない各種施策について、メ

ンバーが情報として発信し、広まっていくことで、その効果が高まることは、この女子５０人会プロジェクトの成果のひとつであった。今後とも、
初心者が安全かつ快適に、気持ちよく首都高を利用できるようになるための効果的なサービスの提供、これらの施策についてのＰＲをしてくれる
首都高であってほしい。
また、首都高が複雑な構造である背景や要因については、ドライブ講座への参加など女子５０人会プロジェクトを通じて理解が深まった。また

同時に、道路を簡単に拡張することが困難であるなど、この複雑さを解消することが容易でないことも理解した。これは、この活動に参加してい
なければ、ただ首都高は怖い、難しい、で終わっていただろう。
そのような事情があるからこそ、全ての利用者が少しでも楽しく首都高を利用できるよう、これまで行ってきた安全・安心、快適走行への取組

みを引き続き推進されることにより、首都高っていい会社だなと感じる機会を増やしてもらいたい。

(2-1)安全に、安心して利用できる首都高が好き！

提 言
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(2-1)安全に、安心して利用できる首都高が好き！

施策・検討内容

◇ドライバーズサイトにおける走行動画によるルート案内がご覧いただけることについて、分かりや
すく周知いたします。
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※4/28更新予定

※ルート検索後、走行動画をご
覧いただけます。

※ルート検索後、走行動画をご
覧いただけます。



(2-1)安全に、安心して利用できる首都高が好き！

施策・検討内容

◇「首都高快適走行ビジョン」を策定し、お客様が快適に走行できるための取組みを推進しています。

【主な施策】

◆上り勾配での速度低下を
防ぐエスコートライトの設置

◆渋滞予想カレンダーによる
混雑日の周知・広報
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(2-1)安全に、安心して利用できる首都高が好き！

施策・検討内容

◇ドライブに役立つ便利ツールを紹介するWEBサイト『首都高のミカタ』をオープンしました。

・首都高の案内標識や文字情報板等の見方や、料金・ルート検索等の情報ツールの使い方について解説
・WEBサイトと併せて冊子を発行。ハンドブックサイズで持ち歩きも想定

WEBトップページ

冊子イメージ
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✿スマドラの取組みに共感しました！もっと沢山のドライバーに知って
ほしいです。
・利用者に対する運転マナーの呼びかけなど、交通ルールを遵守するた
めの活動を引き続き行うべき

メンバーからは、「首都高には交差点がなく、歩行者もいないので、一般道よりも安全に運転ができる。」という意見がある一方で、「首都高
の運転は怖くてできない。」という意見もあり、その理由の一つに「危険な運転をするドライバーがいる。」というものがあった。
スタッフから、東京スマートドライバープロジェクト（スマドラ）の活動を聞き、コミュニケーションの力で事故を減らす！なんて、ちょっと

女性的な面があって素晴らしい！と共感した。「スマドラでもドライブ講座を実施してほしい。」というメンバーの意見もあり、これからもスマ
ドラの取組みはもちろん、首都高をみんながスマートに運転できるよう、スピード違反、無理な追い越しや車線変更、過積載など、交通ルールを
守らない利用者への対処について、警察等の関係機関と連携し、適切に実施してもらいたい。

(2-2)スマートな運転が好き！

提 言
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(2-2)スマートな運転が好き！

施策・検討内容

◇より多くのドライバーが東京スマートドライバーの活動に参加しやすい環境づくりを目指し、
H29.7に「NPO法人日本スマートドライバー機構」を設立予定です。

NPO設立に向けたイベント（H29.2.27）

理事長：小山薫堂氏
副理事長：菰田潔氏
（日本モータージャーナリスト

協会会長）
理事：大島健志（当社執行役員）
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✿運転はまだちょっと・・・でも夜景ツアーはとっても楽しかったです。
・同乗者が景色や景観を、運転者が運転を楽しめるルートの選択が可能
となるようなサービスや情報提供などを行うべき

首都高をはじめとする首都圏の高速道路において、平成２８年４月より新たな料金制度が導入されたことにより、利便性や経済性を考慮しなが
らも、目的地までのルートについて利用者の選択の幅が広がったところ。
一方で、メンバーからは、「首都高を走っていると都会のど真ん中を走っているんだなぁと感じる」、「夜になると夜景がキレイだったり、桜

の季節だと桜がよく見えるスポットがあったり、東京を感じられる道だなと思う」など、首都高の特性をポジティブに捉えた意見が数多くあり、
首都高は利用して楽しい道路としての役割も担うべきだというメンバーも多数いた。
利用者が楽しく、また利用したいと思えるようなルートを選択できるよう、季節や時間帯による景色の変化や運転のしやすさなどについて、首

都高からも情報発信してもらいたい。
また、このようなメンバーの想いを、首都高の楽しさを知らない人たちにも伝え、広めていくような情報発信を行っていくことで、さらに親し

みやすい首都高のイメージの醸成とともに、企業価値の向上に繋がっていくと思われる。

(2-3)助手席でも楽しめる首都高が好き！

提 言
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(2-3)助手席でも楽しめる首都高が好き！

施策・検討内容

◇ドライバーズサイト内にて、首都高の美しい夜景や首都高から楽しめる夜景を紹介しています。
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✿首都高ＰＡってあまり寄る機会が無かったけど、行ってみたいと思い
ました！
・お客様に対する優しさが感じられるよう配慮された首都高ＰＡをＰＲ
すべき

メンバーからは、「首都高のＰＡは、他の高速道路会社のＳＡ・ＰＡに比べると認知度も低く、イベントの規模も小さいというイメージがあ
る。」との意見が多かった。確かに都心の立地上の特性から、面積も小さく、集客力も低いことは理解できるので、その特性を活かした、人に優
しい配慮が感じられる施策を的確に行ってほしい。
例えば、主たる利用目的としてのトイレや自動販売機などは常にきれいで使いやすいところに設置し、併せて、駐車スペースについても、トイレ
への導線など利用者目線で使いやすい状態になっているか、また、その他の例として、子育て世帯が長時間休憩できるよう、幼児の遊び場や授乳
室などの育児用のスペースを設けるなどの対策が望まれる。
さらに、売店等が扱う商品については、例えば代々木ＰＡのはちみつソフトクリームのように、メンバー内の口コミで美味しいと評判になるも

のもある。ドライブ講座で当ＰＡを訪れた際に実食したところ、はちみつにもこだわりがあり本当に美味しかった。「都心にもこんなにまったり
できる場所があるなんて知らなかったし、ここに足湯でもあったらと妄想してしまうくらいのスポットだった。」という意見もあった。これらの
ような目玉商品や特別施設を発掘、開拓するとともに、例えばグルメイベントの開催やアンテナショップを設けるなど、行ってみたい首都高ＰＡ
を積極的にＰＲして、もっと楽しい首都高を提供してもらいたい

(2-4)小さくてもワクワクするＰＡが好き！

提 言
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(2-4)小さくてもワクワクするＰＡが好き！

施策・検討内容

◇ドライブキャンペーンにあわせて関連自治体と協働し、対象エリア直送の農産物や特産品をPAにて
販売するとともに、各地の観光情報も提供しています。

30

栃木県 [川口PA]

（公社）やまなし観光推進機構
[大黒PA]

千葉県大網白里市 [川口PA]

茨城県 [大黒PA]



(2-4)小さくてもワクワクするＰＡが好き！

施策・検討内容

◇首都高のＰＡの情報を首都高じゃらん、ホームページ、Facebook等を通じて積極的に発信し、認知
度の向上に努めています。
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※画面は首都高速道路サービス（株）のＨＰです

首都高PAホームページ
首都高じゃらん

首都高Facebook



(2-4)小さくてもワクワクするＰＡが好き！

施策・検討内容

◇メニューフェアやクーポン券の配信等を実施し、よりお客様に喜んでいただけるPAを目指しています。

・期間限定でメニューフェアを開催 ・メルマガやFacebookでのお得なクーポンの試行配信

32

（例）2016年夏「爆辛」メニューフェア



✿様々な想いをもって仕事している社員の方を知ることができて、ます
ます首都高が身近になりました。
・首都高で働く方々が積極的に首都高をＰＲすることにより、身近で親
しみやすい首都高を目指すべき

女子５０人会プロジェクトを通じ、メンバーと首都高スタッフやイベントに参加した首都高社員との間には、顔と顔が見える関係が生まれ、信
頼感が高まった。また、実施されたイベントにおいて、首都高の若手社員、女性社員が首都高の仕事等への想いを語るなどしたことで、メンバー
との距離が縮まり、企業・職場としての首都高のイメージアップにも繋がった。首都高が既に取り組んでいる各種のＰＲ活動においても、社員の
顔が見えるような工夫をさらに加えると、もっと首都高ファンが増えるだろう。
このような取組みを、継続して行うことが、さらに首都高の認知度を高め、企業価値の向上にも資するものと思われる。

(2-5)親しみやすい首都高が好き！

提 言
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(2-5)親しみやすい首都高が好き！

施策・検討内容

◇首都高で働く社員の取組みについて、積極的に広報展開しています。
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◆その他の検討状況

◇「(1-6)時代は新たなステージへ」について

「(1-6)時代は新たなステージへ」については、具体化施策を検討し、実施していきます。当社としましては、
2020年東京オリンピック・パラリンピックの成功に貢献するため、ネットワーク整備等を着実に推進するととも
に、大会関係者の安全で確実な輸送をはじめ、オリンピック後も見据え、サービスの向上、景観の向上、安全・
安心の追及に係る対応を推進します。

■多摩川トンネル第一換気所の活用について

「(1-1)もっと首都高の魅力を知りたい！」に関する施策の一つである多摩川第一換気所展望台の活用については、
以下の現状から、当面は見学会での活用などを検討しております。

(1)当該地が市街化調整区域であるため飲食店の設置は不可
(2)周辺を一般開放することによって発生する不法投棄など治安管理上の問題
(3)羽田空港に近接していることによる警備上の問題
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◆終わりに

この度は、『首都高への提言』を通して大変貴重なご意見の
数々を賜り、誠にありがとうございます。

今一度当社の事業を振り返りつつ、今後実施していくべきことに
ついて整理することができました。

女性の方々だけでなく、全てのお客様に広く愛されるような首都高を
目指してまいりますので、引き続き、応援よろしくお願いいたします。

おわりに
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