⾼速道路の災害復旧⽀援

平成29年度 第3号発行にあたり
全国の防災エキスパート会員の皆さま、
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さま、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、

会報
会員の皆さまや高速道路関係の皆さま
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。

平成29年度 第3号
平成30年2⽉28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

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)

今号は、来月(3.11)で7年が経つ東日
本大震災に関係した内容を取り上げ、
冒頭ではNEXCO東日本の防災への取
組みについても掲載しています。
東日本高速道路㈱ 管理事業本部
防災・危機管理チーム

地震災害への備え
はじめに
平成23年3月11日14時46分、宮城県
沖を震源とするマグニチュード9.0、最大
震度7の超巨大地震と大津波により東日
本の各地に未曾有の被害をもたらした
「東日本大震災」から、もうすぐ7年が経つ。
この東日本大震災発生以降、NEXCO
東日本では様々な取組みを行ってきた。
また、30年以内に70%の確率で発生する
と言われている「首都直下地震」に対す
る取組みも進めており、その取組みの一
部を紹介する。

1. 津波避難階段の整備
宮城県の東沿岸部周辺の高速道路に
は、津波から周辺住民の方などが多く
避難した。このことから、津波発生時に
避難する高台等がない沿岸部周辺の高
速道路に、津波避難階段を整備するこ
ととし、平成29年7月現在で、17カ所の
整備が完了している。
整備した津波避難階段を利用し、地
域の方々は毎年、津波避難訓練を実施
している。(写真-1)

【図-1】防災拠点イメージ

3. 道路管制センターのバックアップ
交通管制、施設制御業務は、高速道
路を安全に管理・運営する最も重要な
基幹業務であり、想定される首都直下
地震を含め、いかなる災害時においても、
その業務機能は24時間365日確保する
ことが必要である。
そのため、関東支社及び東北支社の
道路管制センターの更新(写真-2)にあ
わせて、本州3支社(東北・関東・新潟)の
各道路管制センター相互をつなぐ「地域
間バックアップ体制」を構築した。

【写真-1】津波避難階段を使用した避難訓練

2. 休憩施設の防災拠点化
東日本大震災時に、救急救命や復旧
活動に向かう全国から集まった自衛隊
や消防等が、被災地に向かう中継基地
として高速道路の休憩施設を利用した。
しかし一部の施設では停電等の影響
で進出する部隊に対し十分な支援が出
来なかったことから、地震の影響を受け
ても電力や生活水、通信、燃料などを提
供することができるよう東日本管内の休
憩施設の一部について、防災拠点化の
整備を進めている。(図-1)

これにより、地震等により通信ケーブル
等が切断し道路管制センター機能が停
止した場合や火災等の災害により道路
管制センターが機能不全に陥った場合
などにおいても、長距離間・別拠点とな
る被災していない地域の道路管制セン
ターで業務を継続することが可能となり、
交通管制、施設制御業務の業務停止に
対するリスク低減を図っている。

【写真-2】東北支社 道路管制センター
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支部活動状況

大規模災害発生時の復旧支援におい
てNEXCO社員と円滑な活動ができるよ
う顔の見える関係づくりを目的に、各支
部とも平常時においても積極的に活動
に取り組んでいます。

特に今回紹介する関西支部の出前講
演会は、防災エキスパート制度をうまく
活用したよい事例だと思います。
事務局では防災エキスパート会員が
過去にどこの業務に携わっていたかとい
うことも調べることができます。

高齢化により会員が防災エキスパート
を退会してしまう前に、NEXCO社員の
方々は、平常時にもぜひ防災エキス
パート制度の活用をおすすめします。
(事務局本部)

新潟支部
【写真】新潟支部会議の実施状況
活動名 平成29年度 防災エキスパート新潟支部会議
実施日 ①平成29年12月21日(木)
場所

エンジ新潟 本社

【議事次第】
1. 開催挨拶…エンジ新潟 橘社長
2. 平成29年度全国の活動状況について…事務局本部
3. 防災エキスパートの今後の活動について…事務局支部
4. 技術講演会
講演名: 『気象予測ができるまで』
講師: ㈱ウェザーニューズ 片山美春 氏
【参加者】総計35名
・NEXCO社員1名, グループ会社社員3名
・講師等2名
・防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ23名(一般会員1名,グループ会員22名)
・事務局支部5名, 事務局本部1名

関西支部
【写真】出前講演会の実施状況
活動名 出前講演会
実施日 平成29年11月28日(火)
場所

メンテ関西 和歌山事業所 広域防災センター

【目的】
阪和道の設計・施工等建設時の課題・対策等を振返り、
現役社員への技術伝承を行い業務に活かしていただく
べく開催。「業務の参考となった」と好評を得ました。
【内容・講師】
・『紀州路への高速道路建設のよもやま話』…石井久善氏
・『阪和道の橋梁型式・設計に関する変遷と現状の課題』
…室井智文氏(防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ会員)
・『藤白トンネル坑口セットバック施工』
…吉田守氏(防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ会員)
・『付加体における施工 高田山トンネル』
…坂山安男氏(防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ会員)
・『意見交換会 紀南延伸に向けての高速道路建設時の回顧』
…寺田光太郎氏(防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ会員)
講演開始前に防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄの制度、活動状況につい
て説明を実施。
【参加者】総計57名
・和歌山(高)村井所長ならびに和歌山(工)大塚所長はじ
めNEXCO西日本社員32名
・グループ会社社員11名
・防災エキスパート14名

求む!

防災エキスパート会員について

高齢者(75歳以上)の退会があるにもか
かわらず、各支部の勧誘活動により、会
員数は前号掲載よりも増加となりました。

合計

九州

四国

中国

ここで、私の東日本大震災における経
験からお話をさせていただきたいと思い
ます。忘れもしない3.11。当時私は古川
管理事務所に所長として在任しており、
管内には唯一震度7を感知した栗原市
が含まれていました。調査の結果、被災
状況は膨大なもので、管内だけでも復

関西

1千か所以上の復旧・補修業務

名古屋・
金沢

どうも復旧に関するアドバイスや過去
の知見の伝承活動を行う方のみが『防
災エキスパート』と認識されてしまってい
るようです。確かにそれも正しいのです
が、上記下線部を読んでみてください。
大規模発生時の被災地での補助的な
活動、平常時の交流活動を行う方も『防
災エキスパート』なのです。

東京・
八王子

「『防災エキスパート』とは、これまで高
速道路の業務に携わった方々にボラン
ティアとして会員登録していただき、大
規模災害発生時には復旧に関するアド
バイスや被災地での補助的な支援活動
を、平常時には日頃からNEXCOと顔の
見える関係づくりのための交流活動や
若手社員への過去の知見の伝承活動
等を行うものです。」と定義されています。

新潟

「『防災エキスパート』って、技術系の
人達のものでしょ。事務系は何をすれば
いいのかわからない。」という声をたびた
び耳にします。今さらですが、防災エキ
スパートとはどのような方々なのか、おさ
らいをしてみましょう。

関東

防災エキスパートは技術系だけのもの?

支部名

東北

事務局本部の高速道路調査会に7月
に配属となった小林事業部長は、東日
本大震災発生時に古川(管)所長でした。
当時を振返りつつ、防災エキスパートの
必要性について皆さまへメッセージを伝
えたいと思います。

H30.1末現在(吹出しは前号(9末)からの増減)
北海道

会員にはグループ会社所属のグルー
プ会員と、それ以外の一般会員がありま
す。グループ会員は大規模災害発生時
には所属会社の本来業務に従事するこ
とが予想されるため、一般会員の更なる
登録が望まれているところです。

防災エキスパート会員数の状況
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旧・補修箇所が１千か所以上に上ること
が明らかになり、長期戦を覚悟しました。
社員は早期復旧に向けて24時間体制
で業務を行わざるを得ず、泊まり込んで
の作業となりました。
腹が減っては戦はできぬ
当然高速道路のみが被災したわけで
なく、地域全体が甚大な被害を受け、物
流が滞りました。上述の通り社員は業務
に忙殺され、食事の手配などできません。
コンビニに行けばいいと思うかもしれま
せんが、コンビニの棚は空っぽです。
スーパー・小売店なども同様です。「腹
が減っては戦はできぬ」と申します。所
長としては昼夜を問わず業務を行ってく
れている社員の士気を堅持するため、
なんとか食糧を確保しなければなりませ
ん。非常食がありましたが、数日分です。
その後の食糧の確保の目途が立ちませ
ん。わずかに食材が入荷したお店も大
行列で、かつ1人5品までなどと条件が
付されます。社員がその列に並んでい
ては復旧作業などできません。幸い社
員のご家族などの協力により、何とか食
糧を確保できましたが、この時の経験か
ら大規模発生時の補助的な支援活動す
なわち人的支援活動の重要性を痛感し
ました。
事務系の方も最適なのです
冒頭の文書を思い出してください。まさ
に総務系などをご経験された事務系の
方こそ人的支援活動を行う『防災エキス
パート』として最適の方なのです。現在

ご登録いただいている方々の大多数は
技術系の方です。是非とも事務系の
方々にも『防災エキスパート』にご登録
いただきたいと思います。
なお、大規模発生時に急に現場に駆
けつけても、NEXCO社員を知らないと
円滑な活動は行えません。名前もわか
らない、担当業務もわからないでは、一
刻を争う緊急時にかえって足手まといに
なりかねません。
そのために平常時の活動も重要なの
です。日頃からNEXCOと顔の見える関
係づくりのための交流活動も行っていた
だきたいのです。難しいことはありません。
例えばNEXCOが実施する地域交流の
ための清掃活動やイベントなどにに参
加し、一緒に活動することで顔の見える
関係になれます。
おわりに
地震国である日本の宿命ですが、東
海・東南海・南海地震、さらには首都直
下型地震等、様々な地震が近いうちに
発生すると予測されています。それは明
日かもしれません。「備えあれば憂いな
し」です。『防災エキスパート』の事務局
本部を運営しております高速道路調査
会としまして、皆さまの会員へのご登録
をお待ちしております。まずは、事務局
支部を運営している全国各地のNEXCO
グループのエンジニアリング会社にお声
がけいただければ幸いです。よろしくお
願いします。

情報共有

平成29年度 防災エキスパート 運営連絡会・幹事会を開催しました。

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年度も右表のとおり開催しまし
た。結果については次号でお知らせい
たします。

求む!

平成29年度 防災エキスパート 運営連絡会・幹事会 開催状況
予定日時

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、各支部では説明会
などを各NEXCO社員向けに行なってい
ただいております。

本会報の読者の皆さまにもお知恵を
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
東日本大震災からもうすぐ7年が経ち
ます。当時私がいた徳島は震源から1千
kmも離れているのですが、地震発生時
は船酔いのようなものを感じたので、東
日本は相当な揺れであったのだろうと思
います。
徳島は海に面しているため地震発生
後に「大津波警報」が発令されました。
その際に問題となったのは、「警報が発
令されている地域にお客さまを高速道
路から流出させるのか」ということでした。
その時の対応としては、料金所手前で
情報板や標識車などで「大津波警報発
令中」と標示することとなりましたが、想
定されていなかった事象への対応という
ことで、協議・調整も時間を要した記憶
があります。

今では各社とも東日本大震災を教訓
に災害対応マニュアルが整備され、細
部の対応方法も確立されていることかと
思います。
徳島大学が主催する「BCP研究部会」
というBCP策定のための勉強会に約1年
参加したこともあったのですが、その中
で大規模災害発生時に何%の従業員が
集まれるのかということも想定しておくこ
とが必要でした。
マニュアルがあっても対応できる人員
が集まらないと実行することはできませ
ん。『防災エキスパート』でそれを補える
のかという話しになると思いますが、全て
は無理でも一部分だけでも助けになると
思います。

また、災害発生時は経験したことのな
い事態に直面し、正常な判断もできなく
なっていることも予想されます。その時
に経験豊富な『防災エキスパート』がい
てくれるだけでも精神的に余裕ができる
のではないかとも思っています。
前頁にもありましたが、東南海・南海地
震は過去の発生履歴から見ても、本当
にいつ発生するかわからない状況です。
明日発生するかもわからない災害に向
けて、今できることは先延ばしせず、す
ぐに備えておきましょう。
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)

