高速道路の災害復旧支援

会報

令和年度 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。
令和元年度上半期は、山形県沖地震、台風5，8，
10,１3,15,17号、九州北部豪雨による広域的豪雨が
ありました。線状降水帯、ゲリラ豪雨はあたり前とな
るなど、常に自然災害の脅威に立ち向かい、事前
の対策と災害が発生した後の対応にも備えておか
なければなりません。9月の台風15号では鉄道の運
休や大規模な停電が発生し、現状把握・復旧計画
が大きな課題となりました。高速道路は緊急輸送路
でもあり、被害を受けない構造、被害を受けても早
い段階で復旧することが求められます。経験豊富な
防災エキスパート活動に期待したいところです。

「激甚化する災害への対応力強化」
防災エキスパート会員の皆様、日々の活動ご苦
労様です。
また、事務局本部の皆様には活動が円滑に進め
られるよう運営いただき誠に有難うございます。
九州におきましては、平成２８年に発生した熊本
地震、平成２９年には九州北部豪雨、平成３０年に
は西日本豪雨、そして令和元年にも豪雨により本
線内での災害が発生しておりその都度、災害対応
力が問われる状況となっています。
災害発生後に現地で求められるのは、早急に被
災状況を把握し、応急復旧工事を完了させ通行止
めを解除後に本復旧工事を実施できるよう対策工
法の実施計画を立案するなど迅速な対応です。そ
のためには工事費の算出や現場管理の出来る熟
練した施工管理のマンパワーが必要となります。
これらの事象に対応すべく、エンジ九州としては
災害発生時に迅速かつ的確な対応が可能となるよ
う九州内の８高速道路事務所での施工管理または
保全管理の経験者をグループ分けし災害発生時
に即座に現地に派遣し、これまで培った経験を活
かし災害対応が出来るよう備えています。

令和元年度 第2号
令和元年10月10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

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、会員の皆さまのご意見
を賜り、より活動しやすい環境整備を図ってまいりま
すので、引き続きご協力のほどお願い申し上げます。
今年度の冒頭の記事につきましては、「防災エキ
スパート制度」を、より身近に感じて頂くことを目的と
して、NEXCO支社、事務局支部を交互にメッセ―ジ
を頂く企画することとしております。今号は、 「防災
エキスパート制度」を円滑に行うため設置している
「運営幹事会」の幹事である西日本高速道路エンジ
ニアリング九州㈱の執行役員・土木管理部長 上川
さまにメッセージを頂きました。
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)
西日本高速道路エンジニアリング九州
土木事業本部 土木管理部長 上川 祐之
<防災エキスパート運営幹事会 幹事>
そして、８つのグループには防災エキスパート会
員もエリア分けして割振りしており更なる応援体制
を構築できる体制としています。
ＮＥＸＣＯがグループ化され、社員不足・技術者不
足から雇用期間の延長が進んでいる状況です。そ
のような中、防災エキスパート会員は、増加している
ものの一般会員の減少が進んでいます。グループ
社員は、有事の際は本業優先となりエキスパート活
動とは成り得ない状況なっています。なお、一般会
員の方々の高齢化が進み、現場支援への対応は
難しくなったり、退会される方も徐々に増えている状
況です。

このように取り巻く情勢の変化に対応した防災エ
キスパート活動のあり方を見直していくことも今後の
活動を継続していくための課題であると思われます。
これからも防災エキスパート会員の皆様には、ＮＥ
ＸＣＯグループのスローガンである「安全・安心・快
適な高速道路提供」を確実に実施していくためにＮ
ＥＸＣＯグループと連携を図り有効な防災エキス
パート活動を実施できるようご協力をお願い致しま
す。

支部活動状況

報告

前号発行以後の５月～9月に、写真付きで報告があった支部の活動状況について情報共有します。
東北支部
活動名

NEXCO東日本 秋田管理事務所 防災対策協議会
第6回総会 参画

実施日

2019年9月25日（水）

場所

ホテルパールシティー秋田

■活 動 者 ：防災エキスパート会員
一般会員1名、グループ会員1名参加
■内 容
東日本高速道路(株)東北支社 秋田管理事務所では管内の
高速道路における防災対応力の向上及び各関係機関との連
携強化目的に平成26年7月23日、災害に対して事前・事後
の関係機関の相互協力および円滑な連携を行うための協議
会を設立。
今年で6年目を迎え、引続き連携強化を図るため総会を開
催。

防災対策協議会 総会状況
<秋田（管）>

≪特別講演≫
「近年における豪雨災害と防災の取り組み」
講師：元秋田地方気象台長 和田 幸一郞 氏

活動名

防災エキスパート基本点検・防災訓練参画

実施日

①令和元年5月 ②令和元年年9月

場所

①NEXCO東日本仙台東（管）②東北支部

１．NEXCO基本点検
■日 時 ：2019年5月14日（火）
■場 所 ：仙台東管理事務所
■活 動 者 ：一般会員3名
■活動内容：仙台東部道路 亘理IC～仙台空港IC間基本点検を6
名体制班で実施。昨年実施した問題個所の経年変化を確認
するとともに新たな事象について調査報告書を作成。
２．NEXCO防災訓練
■日 時 ：2019年9月2日（月）
■活 動 者 ：一般会員3名
■活動内容：携帯電話を使用した連絡訓練の実施。
災害時の支援体制に備えるため東北支社防災対策室に招
集することを想定し電話連絡にて参集の可否・公共交通機
関及び車両での移動が困難な場合の参集時の移動手段及び
移動時間について確認を行った。

なお、基本点検は殆どの支部で参加頂いております。また、
防災訓練については、NEXCO各支社1事務所以上参画を
頂いており、課題・対応策等整理中です。

基本点検実施状況
<仙台東（管）>

名古屋・金沢支部
活動名

１．NEXCO防災訓練参画
２．防災に関する技術講演会

実施日

令和元年9月2日（月）

場所

①名古屋支社、②多治見HSC ➂彦根HSC
④金沢支社 富山HSC

１．防災訓練
NEXCO総合防災訓練参加し、災害時における防災エキスパートの実働内
容、運用、課題等を検証したもの。
①名古屋支社
■訓練内容
・災害時における役割と的確な対応の検証と習得（見学、振返り講
評）
■活動者 防災エキスパートグループ会員1名
②多治見HSC
■訓練内容
・非常参集グループディスカッション
・緊急輸送路確保（段差補修・土嚢作成）
・防災備品活用訓練
■活動者 防災エキスパート一般会員１名
➂彦根HSC
■訓練内容
・災害時を想定したロールプレイング
・各種設備の操作方法確認
・非常食の試食等、備蓄品確認
・防災バイク走行訓練
・ポータブルスロープ設置訓練
■活動者 防災エキスパート一般会員１名
④富山HSC
■訓練内容
・シェイクアウト訓練
・避難訓練
・防災機材使用訓練
■活動者 防災エキスパート一般会員１名
２．.防災に関する技術講演会
【講演名】危機管理に想うこと
【場所】 富山HSC
【講師】 一般会員 鳥本 康弘氏
【受講者】約20名

グループディスカッション状況
<多治見（HSC)>

防災に関する技術講演会状況
<富山（HSC)>

九州支部
活動名

防災エキスパート活動内容説明会

実施日

①令和元年9月2日 ②令和元年9月3日

場所

①長崎高速道路事務所 ②熊本高速道路事務所

■内容
NEXCOが実施する防災訓練に、防災エキスパートを派遣し防災訓練
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。
■場所
①長崎（高）会議室 ②熊本（高）会議室
■説明者 防災エキスパート グループ会員 2名
■受講者 ①15名 ②28名

防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ制度説明状況
<熊本(高)>

報告

防災エキスパート「登録申請書」（様式-1）の変更について

防災エキスパートの活動が行いにくいとの理由のひとつとし
て、NEXCO側には、誰が登録されているか解らない。また、 そこで、登録会員の皆さま方に、全登録情報について、
防 災 エキ スパー ト会 員の方 も、NEXCO と の交流が少 な く NEXCO3社に提供してよいか各支部から確認をとったところ、
（NEXCO事務所と顔の見える関係にない）、活動しにくいとの 令和元年7月末時点で会員の約7割の方に同意を得られたこ
意見があったこと、登録した全情報をNEXCOに提供してよい とから、書式を見直すことしたものです。
という会員が7割以上（R1.7月末）いたことから、防災エキス
パート会員登録申請書（様式-1）を変更することとしました。
今後申請する方に関し、随時、対応していく予定です。既
に登録頂いている方に関しては、各支部から情報提供の同
現行の防災エキスパート会員登録申請書は、NEXCOに提 意の確認を以って、NEXCO各社に登録情報の提供を行いま
供できる情報として「氏名、年齢、登録参集場所、得意分野」 す。
に限定されていたことから、経歴（過去従事路線・区間）や災 なお、従前のとおり、「氏名、年齢、登録参集場所、得意分
害対応経験等の情報等、NEXCOが必要とする情報が提供さ 野」限定して欲しいという方には、従前の書式による会員登
れず、また、状況によっては、制限があることから、限定情報 録も行います。会員情報の提供内容につきましては、同意さ
すらNEXCOへ提供されていない現状もあり、何かしら高速道 れた内容のみをNEXCOに提供し、防災エキスパート活動の
路の役に立ちたいとして登録頂いている防災エキスパート会 目的に使用することとします。
員の情報がNEXCOに伝わっていないことが、活動妨げの一 NEXCOが必要とする会員の情報が、伝わることにより、今
因であると解りました。管理事務所では、顔の見える関係の 後の防災エキスパート活動が、一歩前進し、より活動しやすく
構築が必要としながらも、会員情報が無いことも弊害となって なると期待しています。
いることが解りました。
【個人情報の取り扱いについて】
２ 個人情報の第三者への提供
防災エキスパート活動への参集要請を行うために、収集し
た個人情報を、個人情報の取扱いを含む協力依頼文章の取
交しを行った全事務局支部へ提供します。また、収集した個
人情報のうち「氏名、年齢、登録参集事務所、得意分野」に
ついては、高速道路３会社へ提供する場合があります。これ
以外には法令に基づく場合を除き、収集した個人情報を第
三者に提供・委託することはありません。
（上記個人情報の取り扱いについて□内にチェックをお願いします）
同意する
同意しない

２ 個人情報の第三者への提供
防災エキスパート活動への参集要請を行うために、収集
した個人情報を、個人情報の取扱いを含む協力依頼文章
の取交しを行った全事務局支部へ提供します。また、防災
エキスパート活動を必要とする高速道路３会社や、活動の
範囲が隣接支部、或いは広範囲へ展開した場合等円滑な
連携が図れるよう登録支部以外の事務局支部へ提供する
場合があります。これ以外には法令に基づく場合を除き、
収集した個人情報を第三者に提供・委託することはありま
せん。
（上記個人情報の取り扱いについて□内にチェックをお願いします）
同意する
同意しない

登録申請書の2枚目、3枚目（経歴・資格等記入）の様式は変更ありません。

情報共有

令和元年度 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
令和元年度 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。
令和元年度の開催予定について情報
共有いたします。

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
R2.1.27(月)
運営幹事会 (幹事)NEXCO課長等、
15:00～17:00
支部エンジ会社(東・中・西エリアから各1社選出)部長等
R2.2.28(金)
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

求む!

防災エキスパート制度のサブタイトル（呼称）について（まだまだ募集しています）

「『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頂き、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。
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』なのですが、どうもエキ
スパートという呼び名が、防災に長けて
いる技術者を連想させ、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

情報共有

されてしまっているようです。勿論、技術
者は必要ですが、高速道路のために役
に立ちたいという者を幅広く募っている
のです。今も、「高速道路の災害復旧支
援」という呼称（サブタイトル）がついて
いますが、このような観点から、前述の
趣旨が伝わるような馴染みやすい呼称
（サブタイトル）を付与することで、制度
の内容の認知度を高め、幅広く「防災エ
キスパート」に登録頂くことを目的とし、
馴染みやすい呼称（サブタイトル）を募
集しています。

①防災アナリシス （N東社員）
②緊急時ＯＢ・ＯＧサポート隊（会員）
➂高速道路被災時復旧支援隊（会員）
④災害時早期復旧応援隊（会員）
⑤高速道路お助け隊（支部）
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。
今年いっぱい募集しています。
bousaiex@express-highway.or.jp

今年3月から募集を開始し、9月末時点、
5件の応募がありました。応募内容は、
次のとおりです。

防災エキスパート 会員勧誘用のリーフレットを更新しました。

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)
R1.8末現在(吹出しは前号(H30．8末:556名)からの増減)
中国

四国

九州

合計

34

関西

52

名古屋・
金沢

74

+3

東京・
八王子

+9

新潟

6

関東

-3
会員数
（名）

東北

支部名

北海道

平成29年6月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。
会員数は、支部の皆さま方の活動によ
り前号掲載の人数よりも43名増加致して
います。
引続き、会員の勧誘活動にご尽力をお
願い致します。

+11

+7

+3

-1

+5

+9

+43

67

77

85

25

48

131

599

編集後記
昨年度の7月から防災エキスパートを
担当しています。

今回は、電車に乗ったときの、「あ
れ？」と思ったアナウンスを紹介します。

冒頭に記載したように、至るところで
自然災害が発生し、災害復旧等災害
協定会社等の支援が必須であると思い
ます。

高速道路に路線番号、IC番号がある
ように鉄道の駅にも番号があります。JR
の横浜線の駅番号は、なんと聞き慣れ
たJHではありませんか。JR町田駅は、
JH13なのです。

同様に NEXCO、グループ会社だけ
では、現場把握・支援、また自治体連
絡員等の人的要員にあっても、人手不
足となり、防災エキスパートの活躍には
期待がかかるところです。
私が担当した会報は、これが4回目と
なります。防災に関する情報の他、少し
楽しい情報提供もよいかな？と思い、
前回号から、取り組んでいるところです。

JはJRのJと直ぐ解るけど、なんで？と
思い調べてみたら、YOKOHAMAのH
らしいことが解りました。
次は、町田・JHサーティーン。 なあん
とも懐かしい響きでした。

会報を作成するにあたり今回ご執筆い
ただいた皆様、ならびに最後までお読
みいただいた皆様方にお礼申し上げ、
令和元年度「道路ふれあい月間」推進
標語最優秀賞3作品を紹介し、あとがき
とさせて頂きます。
【小学生の部】
「この道は 世界につづく ゆめとびら」
【中学生の部】
「真っ白な 地図に描こう マイロード」
【一般の部】
「ふるさとの 未来を託す 道がある」
(事務局本部)

