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高速道路の災害復旧支援

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

令和２年度 第２号発行にあたり

全国の防災エキスパート（高速道路サポーター）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２年度上半期は、「令和2年7月豪雨」の災害が発

生しました。この豪雨は、九州から東北地方までの広範

囲で、多くの人命やライフライン、地域の産業等にも甚大

な被害をもたらしました。最近の異常気象で想定以上の

降雨、観測史上最高との言葉をニュース等で耳にします

が聞きなれてきた感が否めません。国でも道路の事前通

行規制基準のあり方の見直しや必要に応じ技術基準類

の見直しを検討しているようです。常日頃から災害発生

に備え準備をしておくことが重要ですが、その1つとして

防災エキスパートの取り組みである経験や技術の伝承、

発災直後の現地活動支援などが重要になってくると考え

ております。

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。

昨年度より、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

画とすることとしております。今号は、西日本高速道路㈱

九州支社の宗方技術防災担当部長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)

今後を見据えた更なる
「災害対応力の強化」に向けて 西日本高速道路㈱九州支社

技術防災担当部長 宗方 鉄生

高速道路サポーター

防災エキスパート会員ならびに関係者の皆様に

は、常日頃より防災エキスパートに係る活動を通じ

高速道路事業のご支援・ご協力をいただき厚く御

礼申し上げます。

令和2年度上半期を振り返ってみますと、熊本県

を中心に九州・中部地方など日本各地で発生した

集中豪雨である「令和２年７月豪雨」が記憶に新しく、

九州支社管内の高速道路においては、集中豪雨

により主な災害として約２０箇所もの災害が発生しま

した。社会基盤をなす重要な高速道路を早急に交

通開放すべく、グループ会社と一丸となって復旧作

業を行ったことで、早期の交通確保が出来ました。

また、今回の災害対応の中で特筆すべきひとつに、

国道沿線の災害復旧のため、緊急車両や災害派

遣従事車両等を退出・流入させる緊急開口部の活

用に加えて、孤立した地区の生活支援のために、

地元車両等が既存緊急開口部の使用を可能とした

取組を行ったことが挙げられます。

最近の激甚化する災害においては、既存対応に

とらわれない臨機な対応が必要であり、そのために

は、日頃から土台となる基礎力及び対応力の強化

が求められます。

近年、NEXCO西日本では若手社員が増加してお

り、経験の少なさや技術力不足により、災害発生時

において適時・的確な対応が可能か危惧していると

ころです。九州支社においては、「暗黙知を形式

知」にすることが重要と考えており、従前から積み上

げてきた「経験・知識等」のフォーマット化やタイムラ

インの作成等の整備を進めているところです。また、

若手社員のみならずNEXCO社員全般が参加する

初動対応訓練や防災訓練を実施することにより更

なる対応力強化に努めているところです。

上記に加え、経験豊富な防災エキスパート会員の

皆様から若手技術者への技術の伝承も重要と考え

ており、従前から参加していただいている基本点検

や防災訓練時に今後を担う若手社員へ技術伝承を

行うことにより、災害対応力の強化に繋げていけれ

ばと考えています。今後とも引き続き会員の皆様及

び関係者の皆様にはご支援・ご協力をお願いいた

します。



前号発行以後の６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。

報告 支部活動状況

事務局本部報告支部大会

四国支部

活動名 防災エキスパート技術伝承会

実施日 令和2年 6月 22日（月）

場所 NEXCO愛媛高速道路事務所

橋梁補修工事現場における技術伝承会
【講師】 和田 信良氏 防災エキスパート グループ会員

石村 典久氏、 山形 正雄氏
【講演タイトル】 橋梁構造型式と架設・損傷劣化要因と補修方法
【内容】
・エンジ四国㈱主催のOJT研修に講師として参加 (技術の伝承)
・橋梁補修工事を題材として、建設当時のPC橋の構造型式・架設
工法の採用目的や経年変化による損傷要因からの補修対策に至
る一連の流れを理解させる目的で開催
・ウォタージェットはつり工法の現場見学も併せて実施

内容 ； 橋梁一般、補修工法に関する座学、現場見学

【参加人数】 N愛媛(高)、E四国の若手技術者
N愛媛(高) 2名
E四国 22名 計 24名

講義状況 講義状況

施工機械の説明 ＷＪ工法の説明

活動名 防災エキスパート技術伝承会

実施日 令和2年 7月 28日（火）

場所 NEXCO愛媛高速道路事務所

技術者ＯＪＴハンドブック説明 技術伝承会
【講師】 関岡 淳氏 、 山形 正雄氏 、石村 典久氏

防災エキスパート グループ会員
【講演タイトル】 高速道路の技術業務の指導と仕事ポイント
【内容】
・エンジ四国㈱主催の技術者OJT研修に講師として参加
・エンジ四国作成の技術者OJTハンドブック(指導者編・技術者業務
事例編)に基づき、

1部は、エンジ管理職を対象に、指導者として若手技術者の育成
方法の有り方についてのOJT基本方針や心得について講演
2部は、ネクスコ若手社員及びエンジ若手社員を対象に、土木・
施設技術者業務事例編に基づき、ネクスコ業務とE保全業務及
び高速道路の施工管理・保全管理業務の仕事のポイントや指
導ポイントについて講演

内容 ；
１部： E管理監督者対象とした若手技術者OJT指導の有り方
２部： N・E中堅若手社員対象とした技術者業務事例に基づく仕事

のポイント
【参加人数】 N愛媛(高)、E四国の若手技術者

N愛媛(高) 4名
E四国 松山（道） 9名
E四国 20名 計 33名

講義状況

講義状況

活動名 Ｎ名古屋支社 防災訓練

実施日 令和2年9月2日（水）

場所 中日本高速道路 名古屋支社

【内容】
2020年度防災訓練の見学
・災害時における役割と的確な対応の検証と習得

【参加者】
鳥本 康弘氏 防災エキスパート 一般会員 １名

名古屋支部

防災訓練の様子



報告 令和２年度 各支部の会員数と活動実績

全国に10ある各事務局支部の会員数と活動実績

について情報共有します。 各支部におかれまして

は、今後の活動計画を立案される際に、「防災エキ

スパート 会員専用ページ」から他支部の活動も確

認できますので参考にしていただければと思います。

（新型コロナウィルスの影響から活動自粛となってしまいました）

令和２年９月末時点

単位：　名

支部名

会員区分

一般会員 4 44 27 12 30 24 40 9 12 45 247

グループ会員 2 31 21 22 35 53 37 18 49 80 348

合計 6 75 48 34 65 77 77 27 61 125 595

全国の防災エキスパート『高速道路サポーター』会員数
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令和２年度 防災エキスパート『高速道路サポーター』活動状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

講・点
　⇒中止

点⇒中止 支⇒中止 訓 調

点⇒中止 点⇒中止 訓 講 支

点⇒中止 点⇒中止 調⇒中止 訓・調 支・講

点 点⇒中止 訓 支

点⇒中止
点・調

　⇒中止
点・支・講
　⇒中止

訓 他

点⇒中止 点⇒中止 訓 出 支・講・他

講・支・調
⇒中止

調⇒中止 調⇒中止 調 調⇒中止 訓・調 調 出・調 調 調 調 調

点⇒中止 点⇒中止 研⇒中止 訓・支 訓 支

点⇒中止
調

点・講
　⇒中止

点⇒中止
講

研・講 訓 支・講 他・講 調

点
点・講

　⇒中止
調⇒中止 支⇒中止 調⇒中止 訓 支 調 支・点

災害出動 0名

基本点検等 10名 10名

支部会議等 21名 3名 活動ナシ 3名 15名 活動ナシ

合計 31名 13名 0名 3名 15名 0名

令和２年 ８月時点

活動実績

事務局支部

北海道

東北

関東

新潟

東京・八王子

名古屋・金沢

関西

中国

四国

九州

凡例　：　【支】支部会議、　　【講】講演会(支部主催・共催)、　　【出】出前講座、　　【点】基本点検(会議等含む)、
　　　　　【訓】防災訓練、　　【研】講演会等の参加、　　【調】連絡調整会議等、　　【災】災害支援、　　【他】その他
　　　　　【中止】中止または延期、　　【斜め文字】：今後の予定

令和2年度　（2020年度）



編集後記

求む!

８月から防災エキスパートを担当する

ことになりました。よろしくお願いします。

８月に高速道路調査会へ移動となり、

まずは仲間の顔と名前を覚えるのが最

初の仕事と思っていたのですが、コロナ

禍で当然ながらみなさんマスクを着けて

いるのでマスク付きの顔と名前で覚える

しかありません。

コロナ終息が何時になるかわからない

ですが、近いうちワクチンが開発された

としてもこの状況はしばらく続くことで

しょう。

このまままた異動してしまうと、その後

にコロナが終息しマスクを外した顔だと、

どこかですれ違っても分からないことに

なってしまうのではないかと思ってしま

います。

防災エキスパート活動でも顔の見える

関係を構築していくことが活動目標に

なっていますが、各支部の活動も中止

や縮小せざる負えない状況で、しばらく

はコロナと共存していかなければなりま

せん。早く終息することを祈るばかりで

す。

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

ます。

(事務局本部)

防災エキスパ-ト会員『講演会説明資料』等のご提供に関するお願い

防災エキスパート会員のみなさま、

防災エキスパート活動に、ご尽力・ご

協力を賜り誠にありがとうございます。

事務局本部では、これまで皆さま方

が防災講演会等で説明頂いた資料に

つきまして、幅広く活用したく、NEXCO

社員、グループ社員へ、記録として伝

承していきたいと考えています。

つきましては、皆さま方が講演等に

使用されました資料につきまして、ご

提供頂きたくお願い致します。

頂きました資料に関しましては、会員

専用ページに掲示し、全国の会員の

他、NEXCO・グループ社員に共有し、

防災意識の向上に役立てて参ります。

《資料提出先》

東京都港区南麻布2-11-10 OJビル2階

高速道路調査会

防災エキスパート事務局本部
TEL： 03-6436-2090
FAX： 03-6436-2098
E-mail：

bousaiex@express-highway.or.jp

情報共有 防災エキスパート 会員専用WEBをNEXCOが活用できるよう改善しました。

防災エキスパート「高速道路サポーター」活動における連携強化のため「会員専用ページ」を改善しました。

会員の利用にあたっては、IDとパスワードによる認証（ログイン）が必要となります。未登録の方は、利用マニュアルが各支部

にありますので、お問い合わせください。「会員専用ページ」をぜひご活用ください。

mailto:bousaiex@express-highway.or.jp
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