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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。

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、西日本高速道路エンジニアリング関
西㈱の村尾社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)

⽼朽化・地震・豪⾬を踏まえての
防災対応⼒の向上

⻄⽇本⾼速道路エンジニアリング関⻄㈱
代表取締役社⻑ 村尾 光弘

（防災エキスパート運営連絡会 委員⻑）

高速道路サポーター

防災エキスパート会員並びに関係者の皆様、
防災エキスパート活動へお寄せいただいており
ますご理解とご協力に対して感謝申し上げます。
令和元年度後半から始まったコロナ禍ですが、

現時点で、ようやく減少傾向となり、感染者数も
かなり少なくなった状況です。しかしながら、こ
の急激な減少、一時的なものである可能性もあ
り、なおも予断を許さぬ状況です。感染防止対
策には十分留意しながら、高速道路サポート活
動を実施していく必要があると思います。
高速道路は３つのリスクに直面しています。ひ

とつは老朽化に伴うリスクです。平成・令和と３３
年を数えますが、昭和に作られた高速道路が
半数以上に及びます。整備から４０年、５０年を
経た高速道路も多数あります。老朽化に対して
すでに大規模更新事業が本格化し、ここ関西
においても、中国道の吹田豊中間においても
かつて実施したことのなかった工事通行止めを
実施し、床板、桁等の交換を実施しています。
しかし老朽化は年々進展していっており、老朽
化のリスクはなおも高い状況です。
二つ目は、大規模地震発生のリスクです。南

海トラフを震源とする海溝型の地震は７０～８
０％の確率で３０年以内に発生するといわれて
います。海溝型の地震の発生に前後して内陸
地震も発生し、阪神大震災より活動期に入って

いる説もあります。
九州北部地震、大阪北部
地震等、その説の説得力
を増しています。従来以上
に地震に対しての準備が
必要になってきています。
そして、最後の三つ目。

豪雨のリスクです。特に
近年、梅雨末期の集中
豪雨、台風による強風・豪雨による災害が増大
しています。平成３０年７月の西日本豪雨、９月
の台風２１号による関空連絡橋へのタンカー衝
突は顕著な例であり、今年もまた８月のお盆の
時期に西日本で豪雨が続き、総雨量としては、
３０年の西日本豪雨を超えるものとなっています。
地球温暖化による影響ともいわれており、今後
とも発生リスクは高いと言わざるを得ない状況で
す。
こうした状況の中、防災対応力の向上が従来

にも増して必要となってきております。防災エキ
スパートの本部としても、防災エキスパート会員
の皆様の豊かな経験と知識を、是非とも防災対
応力の向上に活用していければと思っていま
す。引き続き、会員ならびに関係者の皆様には、
ご支援・ご協力を頂けますようによろしくお願い
いたします。



前号発行以後の ６月～ ９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 （1/4）

事務局本部報告
⽀部⼤会

活動名 防災訓練における講演

実施日 令和 3年 9月 1日（水）

場所 東北支社郡山管理事務所

【内容】
「東日本大震災をふりかえって」と題し、2011 年3 月11 日に発生した

東日本大震災発災時にNEXCO東日本郡山管理事務所長であった松井端氏
による、当時の事務所管内の被害状況や復旧対応、それらから得られた教
訓等の講話。
【参加者】

NEXCO、G 会社 約 ６０ 名（その他Web視聴約15名）
高速道路サポーター 一般会員： 松井端 亘 氏

東北支部
講演会（郡⼭管理）

防災訓練の様⼦（情報伝達訓練）NEE

活動名 令和3年度防災エキスパート東北支部会議

実施日 令和 3年 9月15日（水）

場所 NEXCO 東日本 東北支社

【内容】
NEXCO東日本東北支社管内における令和2年度に発生した災害への対応

事例や令和3年4月に引越し、新しくなった東北支社防災対策室の機能紹介、
意見交換の実施。
【参加者】

ＮＥＸＣＯ東日本東北支社 各位 18名
防災エキスパート（高速道路サポーター）会員 各位 25 名

（一般会員16 名、グループ会員9 名）
事務局（㈱ネクスコ・エンジニアリング東北） 9名

計 ５２ 名

活動名 防災訓練（情報伝達訓練）

実施日 令和 3年 9月 22日（水）

場所 ネクスコ東日本エンジニアリングの防災訓練の中で、メールを
活用した派遣要請の情報伝達訓練を実施

【訓練内容】
メールにて、地震災害発生に伴う防災エキスパートの派遣要請。
現地参集の可否について、可能な派遣先、報告事項をメールにて報告。

【参加者】
一般会員： 桑澤氏、山川氏、川添氏、吉田氏、板垣氏 計 ５ 名

関東支部

東北⽀部会議（防災対策室紹介）

東北⽀部会議（災害対応事例紹介）



前号発行以後の ６月～ ９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 （2/4）

事務局本部報告⽀部⼤会

新潟支部

技術伝承講習の様⼦（新潟⽀部）活動名 講習会（技術伝承） NEXCO支社共同企画

実施日 令和 3年 8月11日（水）

場所 ネクスコ・エンジニアリング新潟 5F会議室

【内容】
DIG講習（災害図上訓練講習）

AM：座学（DIG訓練とは） PM：訓練
防災エキスパート（技術伝承）

講師：西本高速道路サービス四国 愛媛支店 森副支店長ほか２名
防災エキスパート活動内容

12名/班で構成した計2班に防災エキスパートが1名ずつ加わり、訓練を通
して過去の災害対応について技術伝承を実施した。

【参加者】
新潟支社グループ若手～中堅社員（受講者24名）

NEXCO社員、メンテ新潟社員、エンジ新潟社員、
サポート新潟社員（パトロール、料金）

グループ会員： 大橋氏、種村氏

防災EXP（大橋）

防災EXP（種村）

活動名 令和3年度 新潟支社 総合防災訓練

実施日 令和 3年 9月 1日（水）

場所 新潟支社

【訓練内容】
・事前に事象内容を告知しないブラインド型の訓練を実施
・発災後１時間経過後の事象内容に対して下記に着目し、各班の対応
を 45分程度で検討・整理し、本部会議で報告する

→付与された事象を元に初動対応として行う
→通行止め解除（２４時間以内）を見据えた対応として行う

・防災エキスパートは新潟支社防災要領における「技術支援班（※）」として
訓練を実施

（※）構成：技術審査役、上席構造物指導役、建設課、技術企画課、技術
管理課、防災エキスパート

【参加者】
グループ会員： 種村氏

活動名 防災訓練 （上越管理）

実施日 令和 3年 9月 1日（水）

場所 新潟支社 上越管理事務所

【訓練内容】
・支社防災要領改訂説明
・要領説明会
・降雨通行規制基準説明会
・セーフィー説明会
・ゴージャッキ訓練、段差修正訓練の説明
・ゴージャッキによる車両移動訓練
・段差修正訓練

【参加者】
グループ会員： 志田氏、松田氏 ２ 名

防災訓練の様⼦（上越管理）



前号発行以後の ６月～ ９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 （3/4）

事務局本部報告

活動名 東京・八王子支部大会

実施日 令和 3年 6月18日（金）

場所 中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京 会議室（ＷＥＢ参加）

【内容】2021年度東京・八王子支部大会
・防災エキスパート活動について

[防災エキスパート事務局 本部(EHRF 今川事業部長)] 
・東京・八王子支部の活動について

[防災エキスパート東京･八王子支部 事務局(エンジ東京)] 
・東京支社の事業概要およびトピックス

[東京支社 保全･サービス事業部 企画統括課] 
・八王子社の事業概要およびトピックス

[八王子支社 高速道路事業部 企画統括課] 
・防災に関する特別講演

「NEXCO中日本 金沢支社における大雪対応について」
金沢支社 高速道路事業部 保全計画課 課長 堀江 悟 様

【参加者】 ３９ 名
一般会員 ： ２０ 名
グループ会員： １９ 名

東京・八王子支部

活動名 エンジ東京総合防災訓練（NEXCO東京支社合同）

実施日 令和 3年 9月17日（金）

場所 川崎社屋管制棟３階危機管理ｾﾝﾀｰ及び情報伝達室
人財開発センター研修室①※コロナ禍のため分散

【訓練概要】
〇本部初動立上げ訓練：

早期参集可能者による防災対策本部の設置訓練
〇本部運営訓練：

事務所等と連携し、被災状況の情報収集、整理及び本部報告
等を行う本部運営訓練

‣被災状況把握訓練
‣映像ツールによる被災状況把握訓練

〇支社本部訓練：
情報伝達の迅速化を目的とした衛星携帯電話訓練 他

〇安否確認訓練： 一斉同報システムによる情報伝達訓練
【参加者】

NEXCO支社幹部、支社本部要員、ＨＳＣ、工事事務所、
グループ会社、防災エキスパート(一般会員：古川氏)

活動名 防災訓練

実施日 令和 3年 9 月 1日（水）

場所 愛媛高速道路事務所・愛媛工事事務所
松山道 松山IC 内ﾌﾟﾗｻﾞ、仮設会議室ほか

【訓練内容】
①道路啓開訓練・・・土嚢積み方、段差乗越え、滞留車移動方法（ｺﾞ-ｼﾞｬﾂｷ）
②災害図上訓練・・・河川氾濫を想定した避難及び通行止めｵﾍﾟﾚ-ｼｮﾝほか
③ﾄﾘｱ-ｼﾞﾀｸﾞ訓練・・・ﾀｸﾞ取付け方法、状況把握方法ほか

【考察】
●土嚢の積み方のﾎﾟｲﾝﾄ、段差ｽﾛ-ﾌﾟの走行できる角度、避難の優先順位、通

行止め戦術、状況把握方法ほか、マニュアルにないﾎﾟｲﾝﾄの説明や早期復
旧のためのｸﾘﾃｨｶﾙな部分を見つけ提案し、ﾌﾟｯｼｭ型支援(資機材支援)をど
のように行うかの理解を深めた。

●愛媛(高)管内は、エンジ四国の防災EXP会員(高速道路サポーター)が駐在
し、業務の災害対応計画(BCP)の役割分担においても、比較的早く支援がで
きる体制にある。

【参加者】
高速隊3名、N愛媛(高)38名、N愛媛(工)20名、ｻ-ﾋﾞｽ四国10名、ﾌｧｼﾘﾃｨ-ｽﾞ3名、
ｴﾝｼﾞ四国24名 計 ９８名

（内、グループ会員： 吉田氏、和田氏、銀岡氏、石村氏 計 ４名）

四国支部 災害図上訓練の様⼦

道路啓開訓練 ﾄﾘｱｰｼﾞﾀｸﾞ訓練



前号発行以後の ６月～ ９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

講義状況

九州支部

活動名 防災訓練（NEXCO沖縄（高）とSS沖縄との合同訓練）

実施日 令和 3年 9月 29日（水）

場所 沖縄高速道路事務所

NEXCO沖縄（高）とSS沖縄との合同防災訓練の実施。
【訓練容】

① 震災による本線構造物（橋梁）部の段差による緊急道路復旧作業訓
練のEトレール設置訓練、ジオスロープ工法設置訓練、ドローン撮影
（操作）訓練、被災橋梁点検の実施（ドローン撮影）訓練の実施確認
により、実施報告及び講評を実施

② 防災エキスパート活動の紹介
NEXCO沖縄（高）の社員へ防災エキスパート活動について紹介を
行った。

【参加者】
NEXCO沖縄（高）→、所長、副所長、課長、他担当者で10名、
SS沖縄→約30名

活動名 防災訓練（NEXCOとの合同訓練）

実施日 令和 3年 9月 15日（水）

場所 大分高速道路事務所

【訓練内容】
NEXCO大分（高）の防災訓練は、防災対策室にて実施し、防災機器の説明、8月
の長雨対応振り返り、Eトレールを使用した段差解消の説明を実施。
防災訓練の中で、防災エキスパートに関する説明を行った。
【参加者】

NEXCO社員約20名、ｴﾝｼﾞ4名、メンテ3名

⼤分(⾼)防災訓練の様⼦

沖縄(⾼)防災訓練の様⼦

報告 令和 ３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。

令和3年10月末時点

単位：　名

支部名

会員区分

一般会員 3 40 30 13 28 31 47 14 14 31 251

グループ会員 1 35 20 22 41 21 45 14 48 87 334

合計 4 75 50 35 69 52 92 28 62 118 585

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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（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

点⇒中止 点⇒中止 支⇒中止 訓 調

訓・支 出 支

点⇒中止 点⇒中止 訓 支・講

点 点 訓 訓 支

点 点⇒中止 支 訓 他

調⇒中止 支・講

調・講 調⇒中止 調⇒中止 調 調 調・訓⇒中止 調 調・出 調 調 調 調

点⇒中止 点⇒中止 研⇒中止 訓 訓 支

調・点 点⇒調 講⇒中止 調・講⇒中止 訓・講 支・講 他 調

点 調⇒中止 講⇒中止 調・訓 調 点

災害出動 0名

基本点検等 35名 33名 2名

支部会議等 114名 11名 3名 39名 15名 7名 39名

合計 149名 44名 5名 39名 15名 7名 39名 0名 0名 0名 0名 0名 0名

令和 3年 9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3年度　（2021年度）

報告 令和 ３年度 各支部の会員数と活動実績

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。



コロナの緊急事態宣言が解除され

感染者数、重症者数も激減し、少し

ずつもとの生活に戻っていくといい

のですが、感染症だけになかなか

そうもいかない感があります。

最近テレビでCOP26の報道があり

ます。26とは今回が26回目の会議

で、京都議定書締結はCOP3だそう

です。また、「異常気象はもはや新

しい平常だ」 との指摘や 会議に

ついて国連は、「無軌道な気候変動

をコントロールするため、世界にとっ

てベストで最後のチャンス」と呼んで

います。感染症も温暖化も一人一

人の行動が大事になることは同じで

す。私たちは今後異常気象で激甚

化であろう自然災害に備えていかな

ければなりません・・・。なんだか暗

い話になってしまいましたのでこの

辺で終わります。

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)

求む! 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。

編集後記


