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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。

今号の冒頭のご挨拶は、中日本高速道路㈱
名古屋支社の池田支社長さまにメッセージを頂
きました。

本会報を 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)

今こそ求められる防災対応⼒の向上 中⽇本⾼速道路㈱名古屋⽀社

⽀社⻑ 池⽥ 光次

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
には、日頃より高速道路事業へのご理解ご協
力をいただき、大変ありがとうございます。
コロナ禍も2年を越え、変異株の代替えが進

むなかで未だ収束が見えず、３会社間やサ
ポーターの皆様との交流も思うように実施でき
ないのが残念です。
さて、皆さんは昭和東南海地震をご存じでしょ

うか。1944年12月7日、熊野灘を震源としたＭ
7.9のプレート境界型の巨大地震です。家屋被
害が約3万6千戸、死者・行方不明者が1200名
を超え、東海地域の軍需工場が壊滅的な被害
を受けたそうですが、太平洋戦争の 中であっ
たため、被害情報が漏れないよう情報が統制さ
れ、新聞でも津波被害や死者数など具体的な
被害状況は一切伝えられなかったそうです。そ
の後1945年には三河地震、46年には南海地震
と死者1000名を超える巨大地震が続いてから
75年以上が経過し、現在、気象庁は南海トラフ
沿いの大規模地震が今後30年以内に発生する
確率は70～80％に切迫していると発表していま
す。
南海トラフ地震は、太平洋沿岸を震度７や津波
が襲うと推定されており、その甚大な被害に対
する救助活動や支援物資の輸送には高速道路
ネットワークが不可欠です。特に、中部版「くし
の歯作戦」の基軸を担う東名・新東名・伊勢湾
岸道・東名阪道などでは早期啓開すべき区間
の延長は数100kmに及び、その点検には、経
験・知見の豊富なサポーターの皆様のご協力
が欠かせません。ぜひご協力をお願いします。

また、近年全国で増加し
ている豪雨災害は中日本
管内でも毎年のように発生
しています。平成30年7月
豪雨は中国・四国地方の
大規模な被害が知られて
いますが、このとき岐阜県
でも記録的豪雨となり、東
海北陸道のひるがの高原
付近では総雨量が1200mmを記録、9段カットの
切土法面に変状が発生しました。現場では翌
春の雪解け水による法面崩壊を起こさないため
に、降雪期前に法面上部を切り飛ばす必要が
生じましたが、このとき課題となったのは保安林
でした。一刻も早く現場着手させるため、技術
系社員は緊急対策の実施や復旧計画を準備
する中で、関係機関との協議調整は事務系社
員に尽力して頂き無事工事に着手できましたが、
災害対応に事務技術は関係ないとつくづく感じ
ました。
「高速道路サポーター」は、「専門的技術支

援」だけでなく、「建設・管理に係る一定のノウ
ハウ」の協力も広く求めています。緊急事態に
おける高速道路の早期復旧のためには、サ
ポーターの皆様との連携だけでなく、現場の
様々な事象に対応できるように、事務技術関係
なくサポーターの輪を広めていくことも必要と考
えます。ぜひ皆様のご理解・ご協力とともに、Ｏ
Ｂの方々に広く声かけをお願します。



前号発行以後の 10月～ 2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

東北支部

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4年2月9日（水）

場所 仙台市内会場

【内容】
・防災エキスパート令和3年度全国の活動状況
・NEXCO東日本東北支社の現況
・令和3年度及び令和4年度活動計画
・災害事例に関する講演会 「最近の豪雨災害と対策の動向」

新型コロナ感染急拡大を受け、グループ会員の参加をWebに変更。会場の
人数を半数にする等、感染対策を行い開催。

【参加者】
高速道路サポーター 33 名 （一般会員 12名、グループ会員 21名）
NEXCO東日本 4 名、事務局 9 名

計 46 名(会場 25名、Web 21名）

関東支部
エンジ東北Web会場

仙台市内会場

活動名 令和3年度防災エキスパート関東支部会議

実施日 令和 3年10月20日（水）

場所 ネクスコ東日本エンジニアリング会議室

【内容】
・防災エキスパート令和2年度活動報告と令和3年度活動計画
・関東における防災に関する近況
・関東支部の活動報告
・防災に関する特別講演会

演題：「令和元年度東日本台風および令和3年熱海の泥流による被害」
講師：安田 進氏（東京電機大学 名誉教授）

【参加者】
高速道路ポーター 17 名 （一般会員10名、グループ会員 7名）
NEXCO関東支社 24名、ネクスコ東日本エンジニアリング 18名 計59名

ネクスコ東⽇本エンジ会場



前号発行以後の 10月～ 2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

関東支部

地域災害対策連絡会の様⼦

活動名 令和3年度加須管理事務所地域災害対策連絡会

実施日 令和 3年12月6日（月）

場所 加須管理事務所

【内容】
・加須管理事務所管内の概要
・地域災害対策連絡会規約の確認
・応急復旧業務計画について
・令和3年度雪氷期の天気傾向について

【参加者】
グループ会員：小島氏、塩坂氏、山本氏 計3名

活動名 令和3年度水戸管理事務所地域災害対策連絡会

実施日 令和 3年 12月20日（月）

場所 水戸管理事務所

【内容】
・地域災害対策連絡会規約について
・地域災害対策連絡会事務局報告
・応急復旧業務計画（災害協力会社)

【参加者】
グループ会員： 渡辺氏 計1名

地域災害対策連絡会の様⼦

東京・八王子支部

活動名 防災エキスパート会員に対し感謝状を授与

実施日 令和 3年6月11日（金）

場所 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京

【内容】
・令和３年４月１日に高速道路サポーターの古川正巳様が、東京支社長より
感謝状を授与されました。

・NEXCO東京支社の防災訓練に高速道路サポーターとして参画され、自らの
経験に基づく助言や提案をされるなど、高速道路サポーター活動の活性化、
ＮＥＸＣＯグループの危機管理力向上に大きく貢献された功績を評価されたも
のです。

・コロナ禍のため、感謝状については当支部で一時預かり、2021年6月11日
古川様にお渡しいたしました。

高速道路サポーター(一般会員：古川氏)

⾼速道路サポーター古川⽒



前号発行以後の 10月～ 2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 トンネル技術検討会

実施日 令和3年12月6日（月）

場所 東海北陸自動車道4車線化推進室
真木トンネル（Ⅱ期線工事）現場

【内容】
・現場での安全に関する意見交換並びに検討会
・講演

演題：「トンネル一般」
講師：防災エキスパート会員 大窪氏

高速道路の建設管理に従事してきた経験を高速道路サポー
ター会員として現在進行している東海北陸道4車線化事業の若
手技術者へ少しでも技術の手助けができればと思い、今回
NEXCOに申し人れを行い一般的なトンネルに関する内容を説
明。

今後は定期的に調査、設計、施工について、テーマを作り意
見交換を主とした検討会を検討していく。

【参加者】 ２０ 名
NEXCO金沢支社、富山高速道路事務所
（内、グループ会員： 大窪氏 1名）

名古屋・金沢支部

活動名 イベント つなぎの森四国大豊町2021

実施日 令和3年10月28日（木）

場所 高知県大豊町 ゆとりすとパークおおとよ

【目的】
・NEXCO西日本グループは、CSRの一貫として高知県が推進する森林再生事業
協働の森に参画し森林再生支援を通じ、地域社会とNEXCO西日本グループを
「つなぐ」、健全な環境を子供たちに「つなぐ」、地域社会とNEXCO西日本グルー
プを持続的発展へと「つなぐ」との思いから「つなぎの森」の活動を継続し実施し
ている。
・今年度はコロナ禍の影響を考慮して参加人数を限定して実施し、防災エキス
パート四国支部 高速道路サポーター会員もボランティア活動として参加した。

【内容】
①下草刈り活動・・・公園内に過年度植え付けしたクヌギの下草刈りを実施
②植樹活動・・・柏20本・桜3本の植樹を実施

【貢献内容・考察】
NEXCO西日本グループの社会貢献への取組みである、「つなぎの森活動」は

今回で14回目、大豊町では7回目の開催である。これまでの活動よりCO2吸収
量を高知県から認定され社会貢献に寄与している。防災エキスパート四国支部
も毎年ボランティア活動として参加しNEXCOとの交流を行っている。

【参加者】
NEXCO四国支社7名、高知県2名、大豊町4名、森林組合4名、ｻ-ﾋﾞｽ四国2名、
SHD3名、ｴﾝｼﾞ3名 計 25名 （内、グループ会員： 岡井氏 1名）

四国支部

参加者

下草刈り

植樹



前号発行以後の 10月～ 2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

現場研修

講義状況

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。

活動名 2021年度南海トラフ地震による災害図上訓練【応急復旧】

実施日 令和3年12月14日（火）

場所 高知高速道路事務所

【目的】
・南海トラフ地震等の災害発生の二次点検完了から24時間以内の緊急交通路
の確保に向けエンジ四国が担う応急復旧ついて、座学による災害対応の有り方
や南海トラフ地震のメカニズム・災害事象・点検復旧等の基礎知識の講義と被
害想定に基づく災害図上訓練(DIG訓練)行ったもの。

【内容】
・座学・・・①南海トラフ地震のメカニズム②東日本震災に学ぶ設備復旧ほか
・災害図上訓練（応急復旧)・・・DIG形式で実施

【考察】
応急復旧の図上訓練は初めての試みで、24時間以内の緊急交通路確保に向

けた資機材や人的確保、復旧方針等、本番を見据えた緊張感のある有意義な
訓練となり、グループ会社の連携が災害対応力の強化に繋がることを再認識し
た訓練で、N高知(高)から継続的かつ必要性の高い訓練であるとの評価を受け、
今後も継続する方針。
【参加者】

NEXCO高知(高)4名、エンジ四国18名、協力会社4社8名、
グループ会員（印南氏、福田氏、山形氏、坂本氏）4名 計 34名

四国支部

座学・講義

災害図上DIG訓練

支部活動状況 （4/4）

令和4年2月末時点

単位：　名

支部名

会員区分

一般会員 3 41 32 13 30 31 50 14 14 31 259

グループ会員 10 34 19 25 46 21 42 14 48 87 346

合計 13 75 51 38 76 52 92 28 62 118 605

四
国

九
州

全
国

全国の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）

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。

令和３年度 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⇒中止 支

訓・支 出⇒中止 支 研

点⇒中止 点⇒中止 調 訓 支・講 他 支・講

点 点 訓 訓 支・講

点 点⇒中止 支 訓 訓 他⇒中止

調⇒中止 講 支・講

調・講 調⇒中止 調⇒中止 調 調 調・訓⇒中止 調・他 調 調 調 調 調

点⇒中止 点⇒中止 研⇒中止 訓 訓⇒中止 支

調・点 点⇒調 講⇒中止 調・講⇒中止 訓・講 支・講⇒他 他⇒中止 講 講 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 210名 11名 3名 39名 15名 7名 39名 33名 19名 26名 18名

合計 245名 44名 5名 39名 15名 7名 39名 33名 19名 26名 18名 0名 0名

九州

活動実績
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

新潟

東京・八王子

名古屋・金沢

関西

中国

四国

関東

令和 4年 1月時点

事務局支部
令和3年度　（2021年度）

北海道

東北



令和３年度も残りわずかとなりまし

た、今年度は東京五輪と北京冬期

五輪が開催されましたが、無観客

（冬季五輪は一部観客が入っていま

したが）での開催となり一生に一度

のチャンスだったのに非常に残念で

した。

自然災害に目を向けると7月8月に

各地で集中豪雨が発生、熱海市の

土石流災害は映像も生々しく、いま

だ鮮明に記憶されています。他にも

日本から遠く離れたトンガの海底火

山噴火による津波の到達、軽石の漂

着などあまり耳にしない災害も発生

しました。

次年度も異常気象などで頻発、激

甚化するであろう自然災害に備えて

いかなければなりません。コロナ禍

で活動に制限はありますが、高速道

路サポーター活動がその一助にな

ればと思います。

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 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


