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第 15 回 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 会議録（要旨） 

 

1． 概要 

（1）開催日時 ： 平成 24 年 2 月 17 日（金） 14:00 ～15:30 
（2）場  所 ： 北斗市総合文化センター（かなでーる）大会議室 
（3）出 席 者 ： 別表 に記載 
（4）議  事 ： ■ これまでの協議会活動について 

(1) 協議会設立の目的 
(2) これまでの検討経緯 
(3) 前年度協議会総会の開催報告 
(4) 今年度協議会の開催報告 

・平成 23 年度 幹事会 
・平成 23 年度 津波防災対策検討ワーキンググループ 

 

■ 話題提供 

(1) 渡島総合振興局 
・北海道における津波浸水予測及び津波避難計画等の検討状況について 

(2) 北斗市 
・北斗市における津波避難計画の検討状況について 

(3) 函館開発建設部 
・近年多発する豪雪災害における課題と今後の対応について 

 

■ 提案議事（雪害について） 

・今冬の道路除排雪等の対応状況と今後の見通しについて 
・各自治体の大雪や融雪災害の危険箇所等に関する情報について 

 
■今後の検討内容とスケジュール（案） 

 

2． 配布資料 
・議事次第、出席者名簿、座席表 

（資料 1）第 15 回 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 資料 

（資料 2）平成 23 年度 津波防災対策検討ワーキンググループにおける検討内容 

○大津波警報等発表時の国道通行規制区間・箇所の考え方（暫定案） 

○大津波・津波警報発表時の通行規制（案） 

（資料 3）今後の検討内容とスケジュール（案） 

（資料 4）渡島・檜山地方道路防災連絡協議会規約 

（資料 5）協議会委員・実務担当代表者一覧 

（参考資料）これまでの協議会での検討内容 
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3． これまでの協議会活動について 

3.1  議事 1 協議会設立の目的 

・事務局より、協議会設立の目的について、資料-1 に基づき説明 
・その上で、近年多発する自然災害を踏まえ、陸上自衛隊、東日本高速道路（株）、（社）日

本自動車連盟の３機関の協議会への加入について説明。 

→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 

 

3.2  議事 2 これまでの検討経緯 

・事務局より、以下の検討課題に対するこれまでの検討経緯について資料-1,2 に基づき説明。 
（検討課題） 

○豪雪時における連携体制の検討 
○津波対応に関する検討 
○防災 WAN の整備推進と機能強化 
○災害時等の情報連絡先一覧の作成 
○定期的な防災講演会や講習会の企画開催 
○協議会ホームページの活用 
○防災情報図の作成（更新） 

 

→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 

 

3.3  議事 3 前年度協議会総会の開催報告 

・事務局より、平成 23 年 2 月 16 日に開催された第 14 回協議会総会の開催概要について、資

料-1 に基づき説明。 
→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 

 

3.4  議事 4 今年度協議会の開催報告 

・事務局より、平成 23 年 8 月 30 日の平成 23 年度幹事会と平成 23 年 10 月 13 日の平成 23 年

度津波防災対策検討ワーキンググループの開催概要について、資料-1 に基づき説明。 
→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 

 

4． 話題提供 

4.1  議事 1 渡島総合振興局 

・渡島総合振興局より、北海道における津波浸水予測及び津波避難計画等の検討状況につい

て、話題提供を頂いた。 
→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 

 

4.2  議事 1 渡島総合振興局 

・北斗市より、北斗市における津波避難計画の検討状況について、話題提供を頂いた。 
→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 
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4.3  議事 3 前年度協議会総会の開催報告 

・函館開発建設部より、近年多発する豪雪災害における課題と今後の対応について、話題提

供を行った。 
→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 

 

5． 提案議事（雪害対策について） 

5.1  議事 1 各自治体の大雪や融雪災害の危険箇所等に関する情報について 

5.2  議事 2 今冬の道路除排雪等の対応状況と今後の見通しについて 

・渡島総合振興局及び檜山振興局より、道南地域における雪や被害の状況に関する情報提供。 
・渡島地方では、函館で平年の 2 倍を超えるなど各地で大雪、除雪作業に伴い死者 5 名、重

軽傷者 25 名の人的被害、北斗市小学校体育館など文教・水産・農業施設において物的被害

が発生していることを説明。 

・檜山地方においても、厚沢部町や江差町で平年の 1.6 倍を超えるなど各地で大雪、せたな

町で屋根の雪下ろしに伴い重傷者 3名が発生していることを説明。 

・北海道の対策状況について、北海道雪害対策連絡部及び連絡会議を設置し対応しているこ

とを説明。 

・自衛隊災害派遣について、派遣依頼にかかる判断基準（公共性、緊急性、非代替性）につ

いて説明、参考に近年の雪による災害派遣要請実績について情報提供。 

・道路管理者の現在の対応状況や今後の見通し、各自治体における大雪・融雪の危険箇所に

関する情報共有。 
 

（質問・意見等） 

（道警函館方面本部交通課） 

・情報共有について、具体的に考えている方法やビジョン等はあるか。 

（函館開発建設部） 

・ 函館建設管理部と調整し、道路管理者、交通管理者、自治体を対象として、2月 28

日～3月1日にかけて、冬期の情報共有に関する打合せ会議の開催を予定している。 

・ 本日、関係機関へのメール配信を行う。 

・ その中で、冬期除雪に関する情報連絡網等の確認を含めて、今後の開催考えている。 

（道警函館方面本部交通課） 

・ 交通管制センターにて、幹線の積雪状況や交通の渋滞状況を確認している。 

・ 函館市内では大雪による渋滞が確認されている。除雪体制の遅れと思われるが、今

後、除雪優先順位の設定、堆積幅の確保（道道含む）が必要ではないか。 

・ 積雪状況や渋滞状況については情報提供可能なので活用してほしい。 

（事務局） 

・ 冬期の大雪等の対応については、今後の検討課題と考えている。 

 

6． 今後の検討内容とスケジュール（案） 

・事務局より、資料-3 に基づき、以下の項目に対する今後の検討内容とスケジュール（案）

を説明。 
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（検討課題） 
○豪雪時における連携体制の検討 
○津波対応に関する検討 
○防災 WAN の整備推進と機能強化 
○災害時等の情報連絡先一覧の作成 
○定期的な防災講演会や講習会の企画開催 
○協議会ホームページの活用 
○防災情報図の作成（更新） 

 
（質問・意見等） 

（函館開発建設部） 

・ 大津波警報等発表時の通行規制区間について、避難勧告・指示の発令状況が各自治

体で異なることを踏まえ、当面、大津波警報発表時と津波警報発表時とも同じ区間

での規制を考えている。 

・ 各通行規制箇所では、人員及びバリケード等での規制を予定している。 

・ 通行規制区間（案）については、北海道で津波浸水予測を見直し中、各自治体で津

波避難計画の見直し中であることから、次年度以降の調整を考えている。 

（道警函館方面本部警備課） 

・ 通行規制区間（案）の案が取れるのはいつ頃か。具体的なスケジュールをほしい。 

（函館開発建設部） 

・ 最終的には、日本海沿岸の津波浸水予測見直しが発表された後と考えている。 

・ 太平洋沿岸は平成 23 年度末に公表と聞いているので、各自治体の津波避難計画の

進捗状況と合わせて、通行規制区間の見直しを行う予定である。 

（道警函館方面本部警備課） 

・ 北海道の津波浸水予測の見直しが終わるまでは、大津波警報・津波警報が発表され

た場合、現在の通行規制区間（案）で通行規制を実施すると考えてよいか。 

（函館開発建設部） 

・ そのように考えて良い。 

（せたな町） 

・ 国道及び道道の海岸線について、海抜表示看板の設置を検討していると聞いている

が、現段階の時期や設置箇所等の予定について教えてほしい。 

（函館開発建設部） 

・ 現在、四国地方整備局で設置している「海抜知～る」と同様の海抜表示の設置を考

えている。時期はまだ確定ではないが、近々指示が来ると聞いている。 

・ 指示が来た段階で、設置箇所について各自治体と調整したいと考えている。 

（森町） 

・ 資料-1 で都市部における豪雪時の検討とあるが、その他地域でも多雪地域もあるた

め、都市部に限らず、その他の地域についても検討を行ってほしい。 

・ 除雪体制は各道路管理者での対応になると思うが、緊急道路などの除雪を含めて、

検討が必要だと思う 

（函館開発建設部） 

・ 頂いた意見について、今月末に行う会議の中で、そのような議題を含めて、今後の

課題として検討する。                        以 上
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■当日の様子 

 

会場（北斗市総合文化センター正面） 全体の様子 

 

会長挨拶 議事説明 

 

話題提供① 話題提供② 

 

提案議事 質疑応答 
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別表 

備 考

1 函館開発建設部 次長 樺澤 孝人 会長

2 北海道渡島総合振興局 地域政策部地域政策課 主幹 山下 哲也

地域政策部地域政策課 主査（防災） 須佐 公一

3 北海道檜山振興局 地域政策部地域政策課 主査 松崎 嘉孝

地域政策部地域政策課 主事 玉木 哲志

4 渡島総合振興局 函館建設管理部 事業室地域調整課 課長 西田 健一

用地管理室管理課 課長 出口 憲史

事業室道路課 欠席

事業室事業課 施設保全室長 森川 晃宏

松前出張所 所長 松下 恭春

八雲出張所 所長 菅野 敏文

江差出張所 所長 小池 孝明

今金出張所 所長 真島 敏史

今金出張所 主査 式部 典之

5 北海道警察 函館方面本部 交通課 規制統括官 伊藤 政美

警備課 災害係長 嶋本 貴士 （代理）

警備課 小濱 朋幸

6 北海道警察 函館方面 中央警察署 警備課 警備課長 上杉 光範

警備課 警備係長 品川 泰昭

7 北海道警察 函館方面 西警察署 欠席

8 北海道警察 函館方面 森警察署 警備課 警備課長 田中  周

9 北海道警察 函館方面 八雲警察署 警備課 警備係 屋代 圭介

10 北海道警察 函館方面 木古内警察署 欠席

11 北海道警察 函館方面 松前警察署 警備主任 佐藤 公平

12 北海道警察 函館方面 江差警察署 警備係 濱田  亮

13 北海道警察 函館方面 せたな警察署 警備係長 松岡 達弥

14 函館市 総務課 主査 藤野 哲哉

15 北斗市 総務課 係長 天満 浩之

総務課 防災嘱託員 川岸  実

16 松前町 総務課 課長 宮島 武司

17 福島町 総務課 総括主査 工藤  泰

18 知内町 総務企画課 課長 大館 光晴

19 木古内町 総務課 主幹 尾坂 尚人

20 七飯町 建設課 参事 手塚 和史

総務課 委託職員 熊谷 清勝

21 鹿部町 総務・防災課 課長 大村 師正

22 森町 防災交通課 課長 久保 康人

23 八雲町 総務課 交通防災主幹 山田  治

土木係長 藤田  好彦

管理係主査 知野 宋

24 長万部町 欠席

25 江差町 建設水道課 課長 西谷 和夫

26 上ノ国町 欠席

27 厚沢部町 総務政策課 住民運動係長 高野 政人

28 乙部町 総務課 課長 菊池  晃

29 奥尻町 欠席

30 せたな町 総務課 防災係長 増田 和彦 （代理）

31 今金町 まりづくり推進課 課長 森  朋彦

32 函館市消防本部 警防課 主席 花田 英樹

33 長万部町消防本部 主任 土谷 憲秋

34 森町消防本部 警防課 課長 平田  茂

35 八雲町消防本部 警備第一係長 水野 浩二

36 南渡島消防事務組合消防本部 消防係長 伊藤 和宏

37 檜山広域行政組合消防本部 欠席

38 渡島西部広域事務組合消防本部 欠席

39 函館地区バス協会 事務局長 工藤 利夫

40 （社）函館地区トラック協会 専務理事 砂原 荘吉

41 函館海洋気象台 欠席

42 北海道旅客鉄道（株）函館支社 欠席

欠席

43 北海道電力（株） 函館支店 企画総務グループ リーダー 岩代  基

44 （株）ＮＴＴ東日本-北海道 函館支店 総務担当課長 保科 隆史

主査 子根 忠幸

45 東日本高速道路(株) 北海道支社 室蘭管理事務所 所長 渡辺 敏史

函館工事事務所 所長 渡辺 将之

46 陸上自衛隊函館駐屯地第28普通科連隊 第２科長 野呂 佳正

情報陸曹 藏谷 健一

47 （社）日本自動車連盟 函館支部 隊長 中者 善元

－ 函館開発建設部 公物管理課 欠席

工務課 課長 早坂 保則

道路整備保全対策官 作田 均

上席工務専門官(保全) 中野 幹夫

道路計画課 欠席

防災対策官 防災対策専門官 中島 淳一

防災係長 江本 貢

函館道路事務所 第一工務課長 石塚 高之

八雲道路事務所 副所長 藤井 亘

江差道路事務所 工務課長 杣畑 正義

出席者数 38機関人65人

部 署 役 職 氏名（委員）

第15回 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 出席者名簿

機関名


