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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３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『高速

道路サポーター』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年は、新型コロナウイルス感染拡大で始まり、

収束することなく令和３年を迎えることとなりました。

災害に目を向けますと上半期は、「令和2年7月豪

雨」の災害が発生しましが、台風の上陸は例年と比

較すると少なく ０ 回(接近数は ７回)でした。雪氷対

策期間に入りますと各地で大雪により多数の滞留車

両が発生し長時間の通行止めと自然災害が猛威を

振るっています。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あると改めて考えさせられます。

高速道路調査会がNEXCO3社から承継した「防災

エキスパート（高速道路サポーター）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、『高速道

路サポーター』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、中日

本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱の荒木工

務・安全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、『高速道路サ

ポーター』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）

コロナ禍における
有事に機能する⽀援の仕組み

中⽇本ハイウェイ・エンジニアリング
名古屋㈱

⼯務・安全部⻑ 荒⽊ 和弘

『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、日頃から防災エキスパート活動を通じ、高速道

路事業のご支援とご協力をいただき、厚く御礼申し

上げます。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。

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言は、

2020年４月（第１回）に引き続き、2021年1月（第2

回）が発出されている最中であり、該当地域を跨い

だ移動制限等による対面を伴わない活動方法の模

索が求められております。しかし、異常気象による

想定外の災害は繰り返し発生しており、高速道路は

地域社会を結ぶ一般道の分断に対する迂回経路

の役割も担っていますので、通行止めは避けなけ

ればならない重要な使命です。今年も災害級の降

雪量があり、人命救助、支援物資の配給等が自前

の組織対応では間に合わず、自衛隊への災害派

遣要請を行いました。風水害は、地震災害と違って

事前に何が起こるかが把握でき、災害発生までに

事前準備ができるリードタイムがあると考えられてき

ましたが、実際はそうではないことは周知の事実で

す。

そこで、コロナ禍においても平時の活動を活かし

て、有事の際に機能する支援

の仕組みが必要となります。

防災訓練のみならず、日頃か

ら正確な情報の把握に努め、

現地機関の体制確保と関係機

関間の連携体制の構築強化を

図ることにより、道路利用者への

情報提供を速やかに行うことで、

予防的・計画的な通行規制の実

施が可能となります。また、タイムライン（防災行動

計画）を見直し、事前にシミュレーションを実施する

等により実効性を高める工夫と支援活動に専念で

きるように、災害時に備えた個人や家族単位の避

難行動計画「マイ・タイムライン」の作成も検討の余

地があるかと思います。

適切な道路管理を目的として、経験豊富な防災

エキスパートの皆様の専門的知見を活かした取組

みや失敗例をはじめとする事象事例等について共

有し、知見の蓄積とともに道路管理能力を高める枠

組みを速やかに構築することが求められています。

引き続き会員ならびに関係者の皆様には、ご支

援・ご協力をお願い致します。



前号発行以後の８月～１２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 （1/3）

事務局本部報告

講義状況

活動名 新潟支社及び上越管理事務所 防災訓練

実施日 令和 2年 9月 1日（火）

場所 NEXCO東日本 新潟支社及び上越管理事務所

2020年度 防災訓練
【内容】
（新潟支社）中越地震発災後19時間で緊急交通路を確保した事例を振

り返り、発災直後の初動対応や各部署の役割について災
害図上訓練(DIG)を実施

（上越（管））管理事務所BCP及び長時間の通行止め時のお客様対応マ
ニュアルの全体確認やE-SSS+(災害ネット）の使用訓練を
実施

【参加者】
（新潟支社） 種村 弘栄氏 グループ会員 １名
（上越（管）） 武藤 則幸氏 グループ会員 １名

新潟支部

上越（管）防災訓練の様⼦

活動名 加須管理事務所 地域災害対策連絡会

実施日 令和 2年 11月 4日（水）

場所 NEXCO東日本 加須管理事務所

令和２年度 加須管理事務所地域災害対策連絡会
【内容】
加須管理事務所管内の概要
規約の確認
応急復旧業務計画について
令和２年度雪氷期の天気傾向について

【参加者】
小島均 氏 、塩坂雅史 氏 グループ会員 2 名
山本武夫 氏 一般会員 １ 名 計 3 名

関東支部

加須（管）防災訓練の様⼦

活動名 防災エキスパート技術伝承会

実施日 令和 2年11月20日（金）

場所 NEXCO西日本 茨木技術研修センター

「2020年度特定更新等工事研修」への講師派遣 （技術伝承）
【講師】 岡 隆延氏 一般会員
【講演タイトル】 「先人に学ぶ 過去の大規模改良工事」
【内容】
・オンライン講義
・対象は名神夜間閉鎖で実施した蝉丸橋の床版取替工事

【参加人数】 受講者はNEXCO担当者 15名

関西支部

オンライン講義の様⼦



前号発行以後の８月～１２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 （2/3）

事務局本部報告

講義状況

事前打合せの様⼦

活動名 ミニ出前講座

実施日 令和 2年12月9日（水）

場所 NEXCO西日本 阪神改築事務所

ミニ出前講座 （技術伝承）
【内容】
・中国道宝塚地区の建設時における地元協議状況説明
・事務所メンバーとOBの意見交換

【主な話題提供と意見交換】
・各工区に関する話題、闘争の秘話、地元情勢、環境問題、
地すべり対策

【まとめ】
パネラーは、何れも古希を過ぎており、また約五十年前に携
わった仕事であった。しかし、当時の思い出を聞いているうちに
皆様、当時取り組んだ事が、まるで昨日の様に熱く思い出され
て語られていた。やはり、道路公団生活の中でも特に、この現
場の思い出が深かったと思っています。また、青葉台地区の環
境問題が道路公団としては初めての全国動員をなされた事が
語り草になっている。

【参加人数】 Ｎ： 阪神改築(事) 岩尾所長 他 8名
神戸高速(事) 谷久所長 他 2名

防災EX： 芳尾 峰二氏、寺田 光太郎氏、
水谷 孝氏、豊里 栄吉氏

OB： 乗松 紀三氏、 倉田 務氏 計 18名

出前講座

関西支部

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 8/20（木）、 9/3（木）、 9/11（金）、 10/15（木）

場所 NEXCO西日本
高知(高)、徳島(高)、川之江(事)、香川(高)

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

防災エキスパート グループ会員 2名
【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】及び【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、保全業務と高速道路の施工
管理・保全管理業務の仕事と指導のポイントについて講演

【参加人数】 高知(高) 33名
徳島(高) 21名
川之江（事） 30名
香川（高） 42名 計 126名

講義状況



前号発行以後の８月～１２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 （3/3）

事務局本部報告⽀部⼤会

活動名 防災エキスパート四国支部大会・防災講演会

実施日 令和 2年10月23日（金）

場所 香川県県民ミュージアム

①支部大会
【議事】
・新会員照会、支部役員選出
・支部の活動実績と今後の予定及び本部・各支部の活動
（内容）
・コロナ対策を図り、参加者を四国在住者に限定し開催
・令和元年度の支部活動では特に「技術の伝承」をテーマに掲げ、
防災エキスパート会員、NEXCO社員による若手技術者への講
演会開催を計画実施。令和2年度も計画しているが一部コロナ
の影響で中止もあったと報告。

（参加人数）会員 38名 NEXCO 12名 他 計 51名

②講演会
【講演タイトル】
「平成28年4月熊本地震による九州道・大分道の被災と復旧」
講師Ⅰ 西日本高速道路メンテナンス九州㈱

監査役 早川 和利 氏
講師Ⅱ 西日本高速道路エンジニアリング四国㈱

代表取締役社長 北田 正彦 氏
（内容）
・講演では、地震の前震・本震の動画映像や写真等で損傷のメ
カニズム・復旧対策の説明。また、NEXCOとG会社間の情報伝
達の有り方や取組み姿勢・社員の献身な働きと無事故で完了し
たことなど、業務遂行上の参考となる貴重な講話がありました。
・NEXCO四国支社からは、いざという時の会員の活躍に期待し
ているだけでなく、経験と知識を基にした「技術の伝承」をお願い
したい。

（参加人数）会員 41名 NEXCO 12名 他 計 79名

講義状況

防災講演会 北田支部長

活動報告支部大会の状況

防災講演会 早川監査役

四国支部

活動名 エンジ防災訓練

実施日 令和 2年12月23日（水）

場所 エンジ四国 本社 大会議室

エンジ四国主催の防災訓練
【訓練内容】
・災害時の通信手段 参加者32名
・災害時の画像通信 参加者32名
・防災講演 「熊本地震の教訓」 講師：北田社長

聴講者数 56名(エンジ四国の従業員等)
【参加人数】 グループ会員 計 ９名

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 （高速道路サポーター）会員専用ページ」や本会報

で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3年1月末時点

単位：　名

支部名

会員区分

一般会員 4 43 28 13 30 24 41 10 12 44 249

グループ会員 2 29 21 24 38 52 38 18 49 79 350

合計 6 72 49 37 68 76 79 28 61 123 599
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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⇒中止

点⇒中止 点⇒中止 訓⇒中止 講⇒中止 支

点⇒中止 点⇒中止 調⇒中止 訓・調⇒中止 調 支・講

点 点⇒中止 訓 支

点⇒中止
点・調

　⇒中止
点・支・講
　⇒中止

訓⇒中止 他⇒中止

点⇒中止 点⇒中止 訓 出⇒中止 支・講・他

講・支・調
⇒中止

調⇒中止 調⇒中止 調 調⇒中止 調 調 出・調 出・調 調 調 調

点⇒中止 点⇒中止 研⇒中止
訓・支⇒

中止
訓⇒中止 支⇒中止

点⇒中止
調

点・講
　⇒中止

点⇒中止
講

研・講 出
訓⇒中止

出
支・講 他・講⇒中止 訓 調

点
点・講

　⇒中止
調⇒中止 支⇒中止 調⇒中止 訓⇒中止 支⇒中止 調 支・点

災害出動 0名

基本点検等 30名 10名 11名 9名

支部会議等 130名 3名 活動ナシ 3名 15名 2名 9名 56名 19名 15名 8名

合計 160名 13名 0名 3名 15名 2名 20名 56名 19名 24名 8名

令和3年 1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!

先日、ネット記事を見ているときに雨

量規制による事前通行止めのきっかけ

となる災害の記事を見つけました。

その災害は、１９６８年８月に国道４１

号で立ち往生したバス２台が土石流に

流され、飛騨川に転落した事故です。

50年ほど前の悲惨な事故が教訓となり

今では高速道路、国道でも連続雨量

200㎜、時間雨量50㎜/ｈなどの基準で

災害発生の可能性がある道路で事前

通行止めをすることが定着しています。

もちろん、対策として防災工事やルート

見直しのなどの道路工事も進められて

きました。

今シーズンの雪氷対策期間に入り各

地で大雪による大規模な滞留車両発生

で長時間の通行止めとなり物資配布、

車両救出や除雪作業が行われました。

降雪の場合、降雨とは違い明確な基

準がないため、判断が難しいですが、

今後、対応策がとられていくことでしょう。

今回のような通行止めが長時間で、短

期的な人員確保が必要な場合は、過去

の経験やノウハウが生かせる高速道路

サポーターの役割は重要であると感じ

た次第です。

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)

高速道路サポーター会員『講演会説明資料』等のご提供に関するお願い

高速道路サポーター会員のみなさま、

高速道路サポーター活動に、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 （高速道路サポーター）会員専用WEBをご活用ください。

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。


