会報

⾼速道路の災害復旧⽀援

平成29年度 第2号発行にあたり
全国の防災エキスパート会員の皆様、
日々の活動お疲れ様です。また本会報
をお読みいただいている皆様、今後も
防災エキスパートにつきましてご理解と
ご協力をお願いいたします。
高速道路調査会がNEXCO3社から承
継した「防災エキスパート制度」について、

2. 「南海トラフ地震」とは?
南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘
までの南海トラフに沿って、フィリピン海
プレートの西南日本の下への沈み込み
によって起こると警戒されているM9クラ
スの巨大地震です。

平成29年10⽉17⽇発⾏
防災エキスパート事務局本部
公益財団法⼈⾼速道路調査会
事業部 共創事業課

会員の皆様や高速道路関係の皆様へ
さらなる情報共有を行うため、今年度か
ら「会報」の内容を充実し、発行回数も
増やしています。

ため平常時の活動に積極的に取り組ま
れています。
また、冒頭ではNEXCO中日本の防災
への取組みについて掲載しております。

今号は、全国に10ある支部の平常時
の活動についてご紹介をいたします。
各支部とも大規模災害発生時に備え、
日頃からNEXCOの皆様と交流を深める

本会報を最後までお読みいただき、防
災エキスパートについてより理解を深め
ていただければ幸いです。
(事務局本部)

「南海トラフ巨大地震」に備える
1. はじめに
去る9月1日防災の日には、弊社本社
においては南海トラフ地震を想定し訓練
を実施しました。訓練にあっては、BCP
に基づいた自律的行動を実践するため、
あらかじめシナリオを用意しないロール
プレーイング方式により実施しました。
こうした訓練により、イメージすること、
想定外を想定内にすることは極めて重
要です。ここでは、訓練で用いた南海ト
ラフ地震の様相や、想定外を想定内に
するために弊社で取り組んでいる防災
機能強化策について紹介します。
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中日本高速道路㈱ 保全企画本部
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これまでは、東海地震、東南海地震、
南海地震単独での発生が前提でしたが、
2011年3月11日に発生した東日本太平
洋沖地震後、国において複数の大地震
が連動する場合を想定し、検討が進め
られてきました。
国の被害想定によると、この地震により、
死者は32万人、経済被害は220兆円と
推計されており、東日本太平洋沖地震
の被害規模をはるかに超える想定がさ
れています。(図-1参照)
この被害想定により、NEXCO中日本管
内の影響を分析すると、管内の約80%の
区間で通行止めとなり、東名・名神・新東
名・新名神・東名阪道・伊勢湾岸道などで震
度6強以上を観測し甚大な被害の発生
が想定されること、さらには、東名・西湘バ
イパス・伊勢湾岸道・名二環・東名阪道で津
波の影響が想定されます。(図-2参照)

【図-2】 訓練で想定した地震及び大津波警報発令の規模

【図-1】 南海トラフ地震による国の被害想定

3. 南海トラフ地震を想定した防災機能強化
上記のとおり、南海トラフ地震は広域的
にかつ甚大な影響が想定されています
が、我々高速道路会社は指定公共機関と
しての使命を果たすべく、防災・減災対
策について不断の取り組みが必要です。
ここでは、いくつかの事例を紹介します。

1) 橋梁耐震補強
1995年に発生した兵庫県南部地震を
契機とし橋梁耐震補強を実施しており、
橋脚については耐震補強工事を完了し
ています。(写真-1,2参照)

【写真-1】 橋脚補強工の事例

【写真-2】 ロッキング橋脚の耐震補強工事の事例

熊本地震においては、これまで進めて
きた下部工耐震補強の効果が確認され
ましたが、緊急交通路の確保の足枷とな
らぬよう、特殊橋梁などについても今後
橋梁耐震補強を加速化する必要があり
ます。

※「ジオスロープ工法」に関するお問い合わせは
中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱へ
(カタログURL)
http://www.c-nexco-hmh.jp/pdf/jioslope.pdf

2) 緊急交通路早期確保のための資機材備蓄
緊急交通路の早期確保は、高速道路
会社の最大の使命であると考えていま
す。そこで、路面の段差を短時間で解
消できる「ジオスロープ工法※」に用いる
資機材を、全ての保全・サービスセン
ターで備蓄しています。(写真-3参照)

【写真-3】 ジオスロープ工法 中日本ハイウェイ・メンテナンス㈱ HPより
【図-3】 関係機関との連携強化

3) 関係機関との連携強化
2009年に発生した駿河湾を震源とす
る地震により東名高速が被災しましたが、
その事象を契機に関係機関との連携を
強化しています。
大規模な災害時にこそ関係機関との
顔の見える関係の構築が必要であり、
災害協力会社等との連携強化も進めて
います。(図-3参照)

4) 大津波対策
南海トラフ地震など海溝型地震は、津
波対策が必須です。
弊社においてはこれまで東海地震を
想定しお客様対応を中心に対策を進め
てきましたが、今後、より広範囲で甚大
な被害に備え、大津波警報発令区間の
早期被害状況把握の手法などについて
も検証を進めたいと考えています。
(写真-4,5参照)

J-ALERTの配備

【写真-4】 津波対策の強化<東名 由比PA(下り線)の事例>

5) 原子力災害発生時への対応

【写真-5】 緊急一時避難施設設置状況
<北陸道 (石川県小松市)の事例>

4.結びに
結びに「中央防災会議 防災対策推進
検討会議 南海トラフ巨大地震対策検討
ワーキンググループ」より平成25年5月に
報告された「南海トラフ巨大地震対策に
ついて(最終報告)」の一文を紹介します。
『巨大地震への対策の検討に当たっ
ては、これまで経験してきた地震・津波
災害への対策の充実・強化を図るという
ことのみならず、我が国が経験したこと
のない災害になることを踏まえ、予断を

避難誘導ラインの明示

東日本太平洋沖地震の経験により、
原子力災害についても備えておく必要
があります。
弊社管内においては、原子力発電所
から高速道路までの直線距離が30km以
内の箇所(緊急時防護措置準備区域
(UPZ))が、北陸道など5か所存在します。

本社及び当該箇所を所掌する支社、保
全・サービスセンターにあっては、原子
力災害対策編のBCPなどを策定し有事
に備えているところですが、道路会社と
しての役割を明確にするなど、さらに行
政機関との連携も必要と考えています。

持たず、最悪の被害様相を念頭におい
た上で、頑強性のある対策を考えること
が必要である。

対策、復旧・復興対策において、各分野
の事前の備えを進めることが重要であ
る。』

また、南海トラフ巨大地震による被害
は超広域にわたり甚大であることから、
被災地域外からの支援が限定的になら
ざるを得ない。また、復興までの期間が
長期化した場合、国際社会からの信頼
を失い、国としての存立に関わる問題と
なりかねない。このような事態を招かな
いようにするためには、予防対策、応急

弊社においても、想定される質・量とも
に未曽有の事態が現実のものとならな
いようにするために、また現実のものと
なっても、社会全体の体制が一刻も早く
整うように、指定公共機関の一員として
終わりのない戦いを進めてまいります。
以上

特集

支部活動

防災エキスパートの活動は全国に10
ある支部の活動で成り立っています。
(本部は防災エキスパート制度の運営が
円滑になるような活動を行っています)

の皆様と円滑な活動ができるよう、平常
時においてNEXCOの皆様と顔の見える
関係づくりを目的に、各支部とも積極的
に活動に取り組んでいます。

冒頭でもお伝えしましたが、大規模災
害発生時の復旧支援においてNEXCO

NEXCOの皆様におかれましては、防
災エキスパートの活用と、活動に参加し

ている防災エキスパートとの交流を深め
ていただければ幸いです。
一部の支部となってしまいますが、活
動状況と活動に参加された会員の感想
も紹介いたします。(事務局本部)

東北支部
活動名 防災エキスパートが講師の技術講演会

仙台東(管)の講演状況
基本点検をした区間で気になった点は、①風時
に側道に倒れることが想定される路傍植栽の立ち
枯れ、及び②盛土のり面の縦溝流末の土砂つまり
程度で大きく目立った問題はありませんでした。

実施日 ①平成29年8月16日(水)、②平成29年8月23日(水)
場所

NEXCO東日本①仙台東(管)、②秋田(管)

【講師】末岡 眞純氏(防災エキスパート)

報告会では、秋田道点検班から過去に問題の
あった長大のり面のいくつかの点検報告がありました
が、その経緯を知る社員がおらず、今後の対策を
如何にするかの議論が行われず報告会が終了し
かけましたので、建設から管理に移る当時の事情を
知る者として、過去の経緯と考えられる対策(案)を
説明し、同席した皆さんにも理解を示して頂きました。

【講演タイトル】
高速道路事業の重要性と面白さ
【内容】
約40年あまり高速道路事業に携わり、現場経験をベー
スに職務の重要性及び面白さを年代を振り返りつつ熱く
語りかける。(若手社員の真剣な眼差しが印象深かった)
また会社のトップとしての10年間、経営に対峙する熱意
と社員へのサポート、高速道路の先進国であるドイツの
現状から見える日本への提案など興味深い話が目白押し
でした。

秋田(管)の講演状況

社員が代替わりする弊害で、損傷やその後の補
修など経緯を引継ぎされていない限界を思い知らさ
れました。
たまたま、現場の経緯を知る自分が基本点検に
参加出来たことで、一つでも建設から管理に移る
当時の状況、考え方を説明できて、NEXCO社員に
おいても有意義な一日だったと思っています。

【聴講者】
会場①
仙台東(管)佐藤所長、福島(管)鈴木所長、山形(工)坂巻所長、
仙台(管)眞東副所長始めグループ会社社員 約40名
会場②
秋田(管)樋本所長、秋田(管)等グループ会社社員 約40名

以上
NEXCO東日本 北上(管)の基本点検に
参加した防災エキスパート会員の手記

名古屋・金沢支部
活動名 エンジ名古屋防災訓練
実施日 平成29年9月4日(月)
場所

①エンジ名古屋本社、②名古屋支店一宮社屋
③エンジ名古屋金沢支店

【主な内容】
・昨年度の防災訓練課題・対応
・防災要領・BCP再確認
・本部設置訓練、情報伝達訓練、報告書作成訓練
・訓練の振り返り、意見交換、講評

エンジ名古屋本社の訓練状況

エンジ名古屋金沢支店の訓練状況

【防災エキスパート参加者】
① 2名、② 4名、③ 1名
活動名 高速道路名古屋地区防災協議会&特別講演会
実施日 平成29年10月2日(月)

講師:村田正徳氏(防災エキスパート)

場所

エンジ名古屋 名古屋支店

【講演タイトル】
治に居て乱を忘れず
～道路技術者としての半生を振り返って～
(防災エキスパートが講師を務めた講演会)

講演会の状況

【防災エキスパート参加者】
3名(講師含む)

四国支部
活動名 防災訓練への参画
実施日 平成29年9月1日(金)
場所

NEXCO四国支社、各高速道路事務所

【内容】
<四国支社>防災エキスパートがリエゾンとして参加
<徳島(高)>
災害対応の防災備品のプレゼンテーション(西尾レントオール㈱)
・ドローン活用による災害被災状況把握への応用
(活用例…土砂災害・橋梁点検等)
・内プラにて飛行し撮影画像を受信のデモを実施
徳島(高)事務所防災訓練の概要
・南海トラフに起因する海溝型地震(M9.0)に伴う非常体制
・発災直後から3時間後までの初動対応の訓練
・支社と合同のロールプレイング方式、
・一次・二次緊急点検人員編成、緊急復旧の体制
<香川(高)>
高松自動車道 高瀬PA(上)で実施された香川県・善通寺
市・NEXCO合同防災訓練に参加
訓練内容
高瀬PA(上)ヘリポートにて香川県防災航空隊、善通寺
市消防本部によるヘリ離着陸訓練(要救助者搬送訓練)

一次・二次点検にドローン
活用による点検手法の開発
が望まれる

発災が通常業務の昼間の想定
であったので、人員確保、緊急復
旧体制がある程度容易であった
が、休日の場合、早期人員の確
保、点検、復旧体制の構築遅延
が課題と思われるので、休日体制
のシナリオが必要

徳島(高)の防災訓練参加会員の感想

PA内規制状況(PA出口閉鎖)

被災者搬送(善通寺市消防本部)

ヘリに被災者収容(香川県防災交通隊)

香川(高)の防災訓練状況

九州支部
活動名 基本点検への応援

活動名 防災講演会の開催

実施日 平成29年3月～4月

実施日 平成29年8月3日(木)

場所

場所

NEXCO各高速道路事務所(沖縄除く)

【内容】
NEXCO各高速道路事務所が実施する「春期の基本点
検」に防災エキスパートを派遣(各1名)し、防災エキスパー
トのノウハウ(点検時の着目点等)を、NEXCO若手社員へ
現場で伝承できるよい機会ととらえ派遣したものである。
【延べ派遣数】 36人・日

講演会の状況

天神ジャパンビル エンジ九州9F会議室

【講師】有水 恭一氏(防災エキスパート)
【主催】 防災エキスパート九州支部
質疑応答状況

【目的】
防災エキスパート九州支部の活動、およびNEXCO九州
支社並びにエンジ九州、メンテ九州、ファシリティーズと協
賛し、九州地区の各G会社若手社員に、防災の重要性並
びに諸先輩が築いた技術を若手社員に伝承することを目
的に開催した。
【参加者】 総計134名
(防災エキスパート30名、NEXCO社員29名、G社員75名)

活動名 防災訓練への参画

防災エキスパート制度説明状況
<佐賀(高)>

実施日 平成29年9月1日(金) AM
場所

NEXCO九州支社、各高速道路事務所(沖縄除く)

【内容】
NEXCOが実施する防災訓練に、防災エキスパートを派遣
（各組織2名）し防災訓練の状況確認を行うとともに、防災
エキスパートの役割を再認識することを目的に実施。
また、防災エキスパートのPRも行い有事の際における活
動内容を再確認した。

防災訓練実施状況<大分(高)>

活動名 台風18号の降雨に伴う取付道路の崩落対応
実施日 平成29年9月18日(祝・月)
場所

NEXCO大分(高)、崩落現場

【内容】
台風18号の降雨（連続524mm）により、取付道路斜面が
崩壊したため、崩壊現場の状況確認と対策の提案を行っ
たものである。当面取り付け道路の機能復旧の必要がな
いこと、本復旧はⅡ期線の施工を踏まえて計画する必要
があることを考慮して、現時点での対策として次を提案し
た。
①取付道路を伝って流下する水処理⇒崩壊部分をパイプ
で渡す
②河川への土砂流出防止⇒tonパック土嚢を配置
③崩壊部分の斜面処理⇒モルタル吹き付け

統括指示者の技量が試される訓
練であったほか、電話内容の復唱、
所長への報告、お客様被害者の
捜索優先など気のついた箇所が
多かった。
さらに役割分担を明確にするた
めチョッキの用意など必要と感じ
た。
大分(高)訓練参加会員より

会議の最後に10分ほど時
間を頂戴し「防災エキス
パート」のPRを実施。
特に質問はなかったが、
みなさん興味深く聞いてい
ただいたと思います。
北九州(高)訓練参加会員より

九州支部の防災訓練参加会員の感想

トピック

名古屋支部と金沢支部が統合し、名古屋・金沢支部として運営開始

防災エキスパート制度開始時(平成12
年度)より、防災エキスパート事務局支部
の運営を全国の各エンジ会社に協力し
ていただいています。

名古屋・金沢支部の運営イメージ

グループ会社整備時(平成20年度)に
支部組織の再編があり、クエストエンジ
が担当していた北陸支部が、新潟地区
はエンジ新潟(新潟支部)、金沢地区は
エンジ名古屋金沢支店(金沢支部)が担
当することとなりました。
平成29年7月1日より金沢支部が、エン
ジ名古屋本社が担当する名古屋支部と
統合し、「名古屋・金沢支部」となりエン
ジ名古屋本社が一括して担当することと
なりました。これにより防災エキスパート
の支部数は11から10となりました。

トピック

新デザイン会員証の発行開始 (旧デザインの会員証も引き続き有効です)

防災エキスパートの皆さまへ発行して
いる会員証において、情報が古かったり、
個人情報が記載されすぎていたりしてい
たもので、今回の支部統合に合わせて
デザインを新しくしました。

旧デザインの会員証 (平成29年7月1日以後も有効)

旧デザインの会員証も有効のままです
ので、防災エキスパート会員の皆様に
おかれましては、活動に参加される際に
いずれかの会員証をお持ちになってご
参加ください。
新デザインの会員証 (平成29年7月1日から発行開始)

情報共有

平成29年度 防災エキスパート 運営連絡会・運営幹事会の日程が決まりました
平成29年度 防災エキスパート 運営連絡会・運営幹事会 開催予定

高速道路調査会が事務局本部を運営
する防災エキスパート制度では、①制度
に関する情報共有や②運営に関する改
善を目的として、「運営連絡会」と「運営
幹事会」を毎年度開催しています。
平成29年度の開催予定について情報
共有いたします。

情報共有

会議等名

構成等

(幹事長)支部エンジ会社社長※連絡会副委員長
H29.12.18(月)
運営幹事会 (幹事)NEXCO課長等、
13:00～15:00
支部エンジ会社(東・中・西エリアから各1社選出)部長等
H30.2.26(月)
運営連絡会
15:00～17:00

(委員長・副委員長)
支部エンジ会社(東・中・西エリアから各1社選出)社長等
(委員)NEXCO部長等、支部エンジ会社部長等

防災エキスパート 会員勧誘用のリーフレットを作成しました。
防災エキスパート 勧誘リーフレット(左)と会員数の状況(右)

-2
67

-2
90

26

38

合計

+8
48

九州

-3
29

四国

51

中国

63

関西

9

名古屋・
金沢

-2
会員数
（名）

新潟

関東

東北

支部名

東京・
八王子

H29.9末現在(吹出しは前号(5末)からの増減)
北海道

今年の6月中旬に、運営連絡会や運
営幹事会での各支部からの声を受け、
会員勧誘用のリーフレットを作成し、各
支部で行っていただいている新規会員
の勧誘活動に使用していただいており
ます。
しかし、高齢者(75歳以上)の退会等も
あり会員数は前号掲載の人数よりも減
少傾向にあります。

求む!

予定日時

-4

-5

135

553

防災エキスパートとNEXCO関係者との交流活動(案)について

防災エキスパートでは、大規模災害発
生時の支援体制が円滑に進むよう、
NEXCO関係者の皆さまと顔の見える関
係づくりのため、平常時の活動として、
①基本点検への参加、②技術伝承など
の講演会の開催などを実施してきており、
昨年度は③NEXCOグループが実施す
る清掃活動などのボランティア活動にも
参加するよう事務局本部から提案したと
ころであります。

また、交流以前に防災エキスパートの
認知度向上が必要とのことで会報の充
実や発行回数の増、九州支部では説明
会などを各事務所で行っていただいて
おります。

本会報の読者の皆様にもお知恵を拝
借できればということで、何かご提案が
ございましたら、下記アドレス(事務局本
部)にメールをいただければ幸いです。
bousaiex@express-highway.or.jp

事務局本部ではさらに、特に若い方と
の交流が深めることができる策がないか
日々考えているところです。

編集後記
前号の会報発行(6月中旬)から、各地
で台風や記録的大雨、地震など発生し
ていますが、内閣府発表の被害状況で
は「被災による高速道路の通行止はな
かった」とのことです。
昨今の異常気象は地球温暖化による
ものだと思われますが、地球温暖化の
要因である「人為的な温室効果ガス」削
減のためエコバッグを携帯したり、エアコ
ンなどの電力量を抑制するなど、皆さま
も努力された経験があると思われます。

2017衆院選で下記リンクのとおり各政
党が公約を出していますが、環境のこと
は優先順位が低そうです。

に助け合い(共助)、そして行政による支
援(公助)、という順番に進むと言われて
います。

http://www.maniken.jp/pdf/2017sosenkyo-seisaku-hikaku.pdf

いつ災害が発生した時にも対応できる
準備をしておくことが必要ということでこ
のようなことを書かせていただきました。

国の対応を待っていたら進むべきもの
も進まない。災害発生時の支援対応に
もそのような状況があると言われていま
す。まずは自分で身を守る(自助)、そし
て家族、企業や地域コミュニティ等で共

最後に、会報を作成するにあたり今回
ご執筆いただいた皆様、並びに最後ま
でお読みいただいた皆様方、誠にあり
がとうございました。(事務局本部)

