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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３年度 第１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３年度がスタートしましたが、新型コロナウイルス感
染症拡大が収まらず、再度の緊急事態宣の発令、ワクチ
ン接種がようやく開始、オリンピック・パラリンピック開催な
どについて連日報道されています。昨年は、自粛、我慢
の１年で高速道路サポーター活動もかなりの制約を受け
ました。ワクチン接種が進んで通常の日常が戻り、活発
な高速道路サポーター活動ができることに期待します。

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。

過年度より、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、東日本高速道路㈱
東北支社の前川管理事業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)

防災対応⼒・防災意識の伝承 東⽇本⾼速道路㈱ 東北⽀社
管理事業部⻑ 前川 秀⼈

高速道路サポーター

防災エキスパート会員の皆様には、日頃より高速道路事
業に様々な形でご支援・ご協力を頂きまして、厚く御礼
申し上げます。一方、昨年からのコロナ禍の情勢にあっ
て、東北支部においては、各管理事務所で行う基本点
検や防災訓練への参加、講演会・交流会開催等の活動
がすべて中止となり、大変残念に思っております。

東日本大震災の発生から１０年が経ち、東北地方では、
三陸道をはじめとする復興道路・復興支援道路の整備
がかなり進んでいます。東北支社においても、常磐道等
の４車線化整備を推進しているほか、防災・減災事業に
継続して取り組んでおり、令和２年度は９４橋の橋梁「更
なる耐震補強」工事を発注しました。

令和２年度、東北支社管内では、地震、大雨、大雪等に
よる災害・事故・通行止めが多く発生しました。

７月には、東北道 福島飯坂～国見間において、長雨に
起因して切土のり面が崩落し、通行していた大型トラック
が巻き込まれる重大事故となりました。

１２月の雪氷期に入ると、管内全体で例年より気温が低
くかつ降雪量の多い日が続き、毎週のように除雪車両の
事務所間応援や予防的通行止めによる拡幅除雪を実
施して、スタック車両・立往生車両の抑制に努めるなど、
通行止めの回避・通行止め時間の短縮を念頭にグルー
プ一丸となって対応してまいりました。

しかし、１月１９日には、東北道 古川～築館間において
地吹雪に伴う視界不良（ホワイトアウト）による関係車両
約１５０台の多重事故が発生してしまい、全国ニュースで
も大きく取り上げられました。当該区間は過去にも多重
事故が発生している地吹雪注意箇所でありますので、更
なるハード面の対策を講じるとともに、通行止め判断基
準などの再発防止策を後世にしっかりと引き継いでいく
必要があると考えております。

また、２月１３日には、震度６強
（Ｍ7.3）の福島県沖地震が発生
し、東北支社管内の約半数７１７
ｋｍが通行止めとなりましたが、
点検や応急復旧を速やかに実
施し順次通行止めを解除しまし
た。常磐道 相馬～新地間では
切土のり面の大規模崩落が発生
しましたが、４車線化工事の受注
者など多くの方々の協力を得て、
発災から９１時間後に通行止め解除しています。

これら災害等の発生に際して、比較的速やかに復旧や
通行止め解除ができた一方、お客様・マスコミ・国等の
多方面から求められる復旧・通行止め解除見込みの早
期開示に対し、速やかに開示できたかというと決してそう
ではありません。過去に経験した災害等の復旧事例がう
まく整理されていれば可能であったと思われ、防災対応
力の向上ではこのような経験則の蓄積が非常に大切で
ある事を痛感いたしました。

それから、相次ぐ災害対応に奔走する中、若手を含めた
グループ社員の防災意識はより一層高まりました。

これは、道路公団時代より継承するNEXCOグループの
最も自慢できる、未来永劫伝承していくべき精神であり、
防災エキスパート会員の皆様の活動においても技術伝
承として期待するところであります。

令和３年４月２６日、東北支社は仙台駅東口の新しいビ
ルに転居し、防災対策室も一新しました。
東北支部においては、コロナ情勢を見極めながら、防災
エキスパート会員の皆様への新庁舎のご案内を兼ねて、
意見交換会等を企画したいと考えております。
引き続き、会員ならびに関係者の皆様には、ご支援・ご
協力を頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。



前号発行以後の１月～５月に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 （1/2）

事務局本部報告⽀部⼤会

活動名 防災の日 講演会

実施日 令和 3年 3月 １１日（木）

場所 ホテルメトロポリタン仙台 4階ホール

【活動内容】
メンテ東北主催 防災の日 講演会

高速道路サポーター 講演会への参加
【講演会内容】
1.講演第1部

「激甚化する気象と災害について」
～大型台風等の気象予測と災害への備え～

講師：ＮＥＸＣＯ東日本 防災・危機管理チーム 松田チームリーダー
講師：㈱ウェザーニューズ 戸部 様

2.講演第2部
「耐震設計は「絶対安全」の夢を叶えるか？」

講師：東京工業大学 環境・社会理工学院 盛川教授
【参加者】

高速道路サポーター 一般会員 5名

東北支部

新潟支部

基本点検の様⼦（新潟⽀部）

活動名 基本点検

実施日 令和 3年 ４月 9、14、20日、 5月 10、11日、（ ５日）

場所 新潟支社 長岡管理事務所他

【内容】
基本点検への参加

長岡管理事務所、新潟管理事務所、上越管理事務所、湯沢管理事務所

【参加者】 ５ 名
一般会員 ： 水端氏
グループ会員： 立川氏、大橋氏、長井氏、武藤氏

活動名 基本点検

実施日 令和 3年 ４月 8、12、14、15、16、19、20、21日、（ ８日）

場所 東京支社管内 横浜保全・サービスセンター他

【内容】
基本点検への参加
横浜、伊勢原、御殿場、富士、静岡、浜松 保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

【参加者】 ９ 名
一般会員 ： 石田氏、田中氏、青木氏、古川氏
グループ会員： 中川氏、林氏、柴田氏、阿部氏、石橋氏

活動名 講演会 （ＷＥＢ） 聴講

実施日 令和 3年 3月 １日（月）

場所 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱

【内容】 講演会（WEB視聴）
事業継続計画（BCP）には職員とその家族の被災回避が不可欠
アプリ減災教室を用いて、職員の自宅における災害への備えを促進する！

講師 岐阜大学 教授 髙木朗義 氏
【参加者】 ６ 名

一般会員 ： 鳥本氏、南山氏
グループ会員： 森山氏、青山氏、本江氏、竹谷氏

講演会の様⼦

名古屋・金沢支部

東京・八王子支部



前号発行以後の１月～５月に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）

現場研修

座学研修

活動名 若手技術者研修（のり面防災技術伝承）

実施日 令和 3年 2 月 19日（金）

場所 香川高速道路事務所

エンジ四国主催の若手技術者研修
のり面防災技術伝承の講師として参加

【講義内容】
①事前講座
②現場研修（金生東切土のり面）
③事後講座

講師Ⅰ 香川大学 長谷川先生（特別講師）
講師Ⅱ 内田 純二講師（高速道路サポーター）

（内容）
・高松道金生東地区の地質特性、切土変状の素因・誘因について

(長谷川先生)
・切土のり面対策工の概要について(内田講師)
・経年変化から熱水変質による岩盤の角礫状に破砕、酸化及び脱色 したの
り面を観察し素因・誘因について討議
座学と現地状況から有効な対策工について討議

（参加人数）エンジ四国社員11名、NEXCO 2名 計 13名

講義状況

四国支部

活動名 基本点検

実施日 令和 3年 ３月 11、16、23、25、26、30、31日
４月 2、5、6、8、9日 （ １２日）

場所 九州支社管内 北九州高速道路事務所 他

【内容】 基本点検への参加
北九州、久留米、長崎、佐賀、大分 高速道路事務所

【参加者】 １６ 名
一般会員 ： 鶴窪氏
グループ会員： 中村氏、江頭氏、棚林氏、窪氏、今泉氏、中石氏、畔田氏

當房氏、久保氏、岩尾氏、今井氏、右田氏、山根氏、
張本氏、石村氏

九州支部

活動名 基本点検

実施日 令和 ３年 ４月 ２、３、５、６日 （４日）

場所 四国支社 徳島高速事務所

【内容】 基本点検への参加
徳島高速道路事務所管内

【参加者】 ２ 名
グループ会員： 内田氏、池内氏

四国支部

研修の状況

活動名 若手技術者研修（のり面防災技術伝承）

実施日 令和 ３年 ４月 ６日（火）～７日（水）

場所 高知高速道路事務所

エンジ・ＮＥＸＣＯ社員の若手技術者研修 のり面防災技術伝承の講師として参加
【講義内容】
・ＮＥＸＣＯ高知(高)・エンジ若手土木技術者を対象に、切土のり面対策（排土工、現

場打のり枠、アンカー切土補強土工、横ボーリング）必要性と調査・応急・恒久対策
等をQ&A方式で講義（内田サポーターはのり面防災技術伝承・山形サポーターは
建設時の対応の講師として参加）（グループ活動）

【場 所】 高知(高)(座学)、高知道 伊野IC切土のり面 KP125.4 下り(現場研修)
【出席者】 ・山形講師、内田講師 2名

・ＮＥＸＣＯ高知(高)：5名、エンジ社員6名、計11名

基本点検の様⼦

基本点検の様⼦



前号発行以後の１月～５月に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）

活動名 アーカイブス活動に対し感謝状を授与

実施日 令和 ３年 ３月 ３０日（火）

場所 NEXCO西日本 関西支社

【内容】
建設当時の名神に関する写真を整理し、資料の承継に貢献した

として、NEXCO西日本関西支社長より感謝状をいただきました。
【出席者】

芳尾氏、毛利氏

授与式の様子

関西支部

報告 令和２年度 高速道路サポーター運営連絡会・運営幹事会を開催

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２年度の実施状況につい

て報告し、令和３年度の計画が

決定しましたので概要を報告し

ます。

高速道路サポーター運営連絡会・運営幹事会 実施状況

実施日 会議等名 構成等

R3.1.25(月) 運営幹事会 (幹事長)支部エンジ会社社長※連絡会副委員長
(幹事)NEXCO課長等、

支部エンジ会社(東・中・西エリアから各1社選出)部長等

R3.2.26(金) 運営連絡会 (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

令和３年度 高速道路サポーター活動方針・支部依頼事項

● グループ化、再雇用等により、高速道路サポーターはグループ内に存在し、設立時の制度の目的とは異
なり、必要性を感じないとの意見があるが、グループ化されたからこそ、グループ各社にNEXCO社員以上
のスキルがあることを認識し、グループ化された強みを活かしていく必要がある。

● また、グループ外のＯＢ等の経験、知識等も活用していくことも重要である。
● そのためには、グループ全体が、高速道路サポーターの制度の重要性を認識することが最優先事項と考

えられ、その上で有事に備えられる仕組み(環境)の整備、向上を図っていく必要がある。

１.平時の活動（予防対策）に軸足をおきつつ、課題等を解決し、有事の際にも機能する（支援）仕組み
（環境整備）が必要である。

２.各支部で平常時の活動（基本点検・防災訓練参加、講演会開催、技術・知見伝承等）を活性化させ、継
続して支社調整のうえ、管理事務所等もしくは支部（エンジ）の防災訓練等時には高速道路サポーター
を参加させる。

３.技術系だけでなく、事務系の参画（料金所やパト業務、情報収集、電話対応等の支援）も推進すべきで、
まずは、現地での意識醸成を進めていく。

４.「将来の高速道路サポーター育成に向けた取り組み」として現役社員の被災地ボランティア活動（臨時
の高速道路サポーターの扱い）を後押しする。



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3月末時点

単位：　名

支部名

会員区分

一般会員 4 43 28 13 29 24 41 10 12 44 248

グループ会員 2 34 21 24 38 52 39 18 49 79 356

合計 6 77 49 37 67 76 80 28 61 123 604

四
国

九
州

全
国

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⇒中止 講

点⇒中止 点⇒中止 調⇒中止 訓・調⇒中止 調 支・講⇒中止

点 点⇒中止 訓 支⇒中止

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 出 調⇒中止

点
点・講

　⇒中止
調⇒中止 支⇒中止 調⇒中止 訓⇒中止 支⇒中止 調⇒中止

支⇒中止

点

災害出動 0名

基本点検等 45名 10名 3名 3名 2名 11名 9名 7名

支部会議等 155名 3名 活動ナシ 12名 9名 56名 19名 15名 8名 10名 23名

合計 200名 13名 0名 3名 15名 2名 20名 56名 19名 24名 8名 10名 30名

令和3年 3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）



情報共有 令和３年度 高速道路サポーター 活動計画

令和３年度も各支部において様々な活動が計画されています。

情報共有 高速道路サポーター 会員専用WEBをご活用ください。

「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。

令和3年4月現在

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

点 点 調 防・支・講 調

訓 出 支
実施については新型コロナの感
染状況を踏まえ判断する

点 点 訓 支・講
新型コロナ感染状況を踏まえ
ながら支部会議等の実施判断
を適宜行っていく。

点 点 訓 訓 支・講

点
調

支・講 訓 他
他：　現場見学会

訓 支・講

調・講・支 調 調 調 調 調・訓 調 調・出 調 調 調 調
※講演会、支部会議について
は、コロナ対策を踏まえ実施判
断

点 点 研 訓・支 訓 支 調：時期未定（年2回）

点・出 調・点 出 調 訓・出 支・講 他 講 調
他)ネクスコとのボランティア活
動   ※支部会議・講演会は、
コロナ対策を踏まえ実施

点
 調

コロナで
中止

 講
コロナで

中止
調・訓 調 点九州

四国

中国

関西

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

支部名

北海道

東北

関東

新潟

東京・八王子

名古屋・金沢

令和３年度 防災エキスパート(高速道路サポーター) 支部活動 年間計画

令和3年度 備　　考
(開催時期未定の活動や

「その他」の内容など)



編集後記

求む!

今回の会報で報告させていただきま

したが、関西支部で名神高速道路の建

設当時や開通式典などに関する写真

を整理し、資料の承継に貢献したとして、

NEXCO西日本関西支社長より感謝状

をいただきました。

これは、高速道路サポーターとして地

道な活動を継続してきた成果であり、関

係者の皆様に感謝申し上げます。

それから、この７月で、高速道路サ

ポーターのＮＥＸＣＯご担当課者、各支

部ご担当者、運営幹事会、運営連絡会

の各委員の方が多く異動されました。

長きにわたり高速道路サポーター事業

に対しご支援とご指導いただき、誠にあ

りがとうございました。また、新しくご担

当される皆様には、よろしくお願いいた

します。

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 被災地ボランティア活動の支援制度を始めました。

今年度より、下記のとおり『高速道路サポーター』会員以外の被災地ボランティア活動へ支援を行うこととなりましたの

で、ご案内申し上げます。

防災意識・スキル向上のための被災地ボランティア活動の支援制度

〇将来の高速道路サポーターとなる高速道路会社の社員のあなた高速道路会社のグループ会社社員

のあなたが対象

○旅費交通費・宿泊費等を支援します。

○若手社員の皆様の参加を可能としました。

【対象者】 高速道路会社の社員 、高速道路会社のグループ会社の社員

【どういう場所】 安全が確保されている活動の場であること

例 ) 活動の場である被災地にて行政・現地福祉事務所や災害ボランティアセンター等が運営する

ボランティアセンターが設置運営されていてその団体がボランティアを募集していること

【活動区分】 独自で行うもの

支部等が企画したボランティア活動に参加するもの

【手続き方法】 ボランティア活動実施に伴う事前手続きについては、高速道路調査会ホームページをご覧ください。

※申込みは、事務局支部が窓口になっております。


