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第 14 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 23 年 2 月 16 日（水） 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 ： ■ 話題提供 

（1）函館開発建設部 
・近年多発する豪雪災害について 
・今年度発生した豪雨災害について 

 

■ 議事 

（1）協議会について 
（2）前回協議会の開催報告 
（3）今年度幹事会の開催報告 
（4）協議会での検討事項（検討経緯と今後の進め方） 

 

2． 配布資料 
・ 議事次第 
・ 出席者名簿 
・ 座席表 
・（資料－1） 第 14 回 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 資料 
・（資料－2） 第 14 回 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 話題提供用資料 
・（参考資料－1） 津波対応図（全域図）（案） 
・（参考資料－2） 平成 22 年度函館開発建設部管内 集落人口・世帯数資料図 
・（参考資料－3） 委員、実務担当代表者一覧 
・（参考資料－4） 災害時等情報連絡先一覧 

 

 

3． 各機関からの情報提供 
・函館開発建設部より、情報提供が行われた。 

○近年多発する豪雪災害について 
○今年度発生した豪雨災害について 

 
→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 
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4． 議事内容 

4.1  議事 1 協議会について 

・事務局より、渡島・檜山地方道路防災連絡協議会の目的について、資料-1 に基づき説明を

行った上で、近年多発する豪雪災害等を踏まえ、NEXCO、自衛隊の協議会構成機関への加入に

ついて、調整させて頂いている旨を説明した。 

 

→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 

 

4.2  議事 2 前回協議会の開催報告 

・事務局より、平成 22 年 3 月 17 日に開催された第 13 回協議会の議事内容について、会議録

要旨に基づき説明を行った。 
 

→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 

 

4.3  議事 3 今年度幹事会の開催報告 

・事務局より、平成 22 年 11 月 5 日に開催された平成 22 年度幹事会の議事内容について、会

議録要旨に基づき説明を行った。 
 
→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 

 

4.4  議事 4 協議会での検討事項（検討経緯と今後の進め方） 

・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と今後の進め方について、説明

と提案を行った。 
（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 

 

→出席者から質問・意見は挙がらなかった。 

 

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） 会場入り口 

 

会場入り口 全体の様子 

  

司会進行 会長挨拶 

  

議事説明 会場の様子 
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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

4 渡島総合振興局 函館建設管理部 用地管理室管理課 課長 式部 義則

事業室道路課 係長 黒田 健一

事業室地域調整課 主幹 山城 明伸

事業室事業課 施設保全室長 堤 正伸

松前出張所 次長(施設保全室長) 金澤 万亀夫（まきお）

八雲出張所 次長(施設保全室長) 小原 雅典

江差出張所 所長 佐藤 正道

今金出張所 欠席

5 北海道警察 函館方面本部 交通課 規制統括官 伊藤 正美

警備課 災害統括官 石部 浩司（ひろし）

警備課 災害係主任 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 大竹 聖一

7 北海道警察 函館方面 西警察署 警備課 警備係長 原 誠

警備主任 毛利 綾香

8 北海道警察 函館方面 森警察署 警備課 警備課長 大形 眞一

9 北海道警察 函館方面 八雲警察署 欠席

10 北海道警察 函館方面 木古内警察署 木古内警察署 警備係長 佐藤 敬一

11 北海道警察 函館方面 松前警察署 松前警察署 警備係長 谷口 洋一

12 北海道警察 函館方面 江差警察署 警備係 主任 福井 克佳（かつよし）

13 北海道警察 函館方面 せたな警察署 欠席

14 函館市 欠席

15 北斗市 総務課 交通防災係長 天満 浩之

16 松前町 総務課 主任 福井 大介

17 福島町 建設課 課長 横内 俊悦

18 知内町 総務企画課 課長 大野 樹

19 木古内町 総務課 課長 大野 泰

20 七飯町 建設課 参事 若井 衛

総務課 嘱託職員 熊谷 清勝

21 鹿部町 総務・防災課 課長 大村 師正（なおまさ）

22 森町 防災交通課 防災係主査 安井 紀子

23 八雲町 総務課 交通防災主幹 山田 治

24 長万部町 欠席

25 江差町 欠席

26 上ノ国町 総務課庶務防災グループ 主査 谷口 博文

27 厚沢部町 総務政策課 住民運動係長 髙野 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 主幹 佐藤 英美

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 主査 青木 努 （代理）

33 長万部町消防本部 欠席

34 森町消防本部 警防課 課長 平田 茂

35 八雲町消防本部 消防課警防第二係 主査 久保 公人（きみと）

36 南渡島消防事務組合消防本部 総務課消防係 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 消防本部 次長 鳴海 幸司

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 長井 三郎

41 函館海洋気象台 業務課 土砂災害気象官 伊藤 良次

業務課 地震津波防災官 家常 昌洋

42 北海道旅客鉄道（株）函館支社 施設グループ 主席 田川 立巳（たつみ）

43 北海道電力（株） 函館支店 企画総務グループ 副長 石川 邦夫

44 （株）ＮＴＴ東日本-北海道 函館支店 欠席

東日本高速道路(株) 北海道支社 室蘭管理事務所 工務課長 佐々木 隆夫 オブザーバー

室蘭管理事務所 技士 上杉 隆則 オブザーバー

函館工事事務所 工務課長 住友 敏昭 オブザーバー

（1) 函館開発建設部 公物管理課 課長 渡辺 直吉

課長補佐 中田 善則

工務課 課長 早坂 保則

道路整備保全対策官 作田 均

道路防災係 岸本 崇宏

道路計画課 課長 赤川 裕志

防災対策官 防災対策官 内海 清明

防災対策専門官 小松 正則

函館道路事務所 所長 米田 義弘

第１工務課長 石塚 高之

八雲道路事務所 所長 山本 孝彦

江差道路事務所 所長 草開 良視

出席者数  36 機関  56 名

部 署 役 職 氏名（委員）

第14回 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 出席者名簿

機関名


