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第 11 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 19 年 12 月 18 日（火） 13:30 ～16:00 

２）場  所 ： 函館 ホテルオークランド ギャラクシーホール 

 ３）出 席 者 ： 別表 に記載 

 ４）議  事 ： ■ 各機関からの情報提供 

（１）北海道警察函館方面本部：津波に関するアンケート結果について 

（２）函館開発建設部：CCTV カメラ及び情報板の新設について 

         渡島・檜山地方防災 WAN の接続について 

         道路緊急ダイヤル、道の相談室について 

■ 気象情報講習会 

  テーマ：地震・津波防災について 

  講 師：函館海洋気象台 地震津波防災官 雁原 良範 

■ 議事 

（１）構成機関の追加 

（２）前回協議会の開催報告 

（３）今年度の会議等の開催報告 

（４）検討課題に対するこれまでの作業結果 

（５）その他 

 
２．配布資料 

・ 議事次第 
・ 出席者名簿 
・ 参考資料－1 CCTV カメラならびに情報板の新設について（函館開発建設部） 
・ 参考資料－2 渡島・檜山地方防災 WAN の接続について（函館開発建設部） 
・ 「道路緊急ダイヤル」パンフレット（北海道開発局） 
・ 「津波に関するアンケート結果」（北海道警察函館方面本部） 
・ 「地震・津波防災について」（函館海洋気象台） 
・ 協議会規約（案） 
・ 委員、実務担当代表者一覧 
・ 資料－1 
・ 災害時等情報連絡先一覧 

 
３．各機関からの情報提供 

・ 北海道警察函館方面本部より、「津波に関するアンケート結果について」として、

全道約 3,500 人の住民を対象に実施したアンケート結果の紹介を行った。アンケー

トは津波予報の認知方法、平成 18 年 11 月 15 日の津波警報での避難率、どのよう

な時に避難をするか、災害に関する講演会や訓練への参加経験、地域内における要
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援護者の認知度、再び津波警報が発表された場合に避難するか、避難する場合の問

題点などの項目について実施しており、これらの回答結果を分析するとともに今後

の津波防災対策を検討していくことが必要であるとの説明がありました。 

・ 函館開発建設部より、「CCTV カメラ及び情報板の新設について」などの 3 項目に

ついて紹介を行いました。「CCTV カメラ及び情報板の新設について」では、平成

19 年度に設置予定の CCTV カメラと道路情報板の設置目的、設置位置について説

明しました。「渡島・檜山地方防災 WAN の接続について」では、防災 WAN の概要

と今後の展開予定などについて説明しました。「道路緊急ダイヤル、道の相談室に

ついて」では、開設目的やこれまでの通報件数について説明しました。 

→ 出席者からの質問・意見は挙がらなかった。 

 
４．気象情報講習会 

・ 気象情報講習会は、防災関係機関の担当者が気象や災害に対する知識の習得の場と

して、渡島・檜山地方道路防災連絡協議会が定期的に開催しているものです。   

今回は、函館海洋気象台の雁原地震津波防災官より「地震・津波防災について」と

題して講義を頂きました。講義の項目は、以下のとおりです。 

・地震、津波の発生と災害について 

・地震、津波災害への備えと対策 

・津波警報、注意報発表の仕組みと限界 

・緊急地震速報 

 

５．議事内容 

５－１．議事１ 構成機関の追加 

・ 事務局より、奥尻町、JR 北海道、北海道電力、NTT 東日本－北海道の 4 機関を協

議会構成機関に追加することを提案した。 

→ 事務局が提案した 4 機関（奥尻町、JR 北海道、北海道電力、NTT 東日本－北海

道）の協議会への参画について、全会一致で承認された。 

 

５－２．議事２ 前回協議会の開催報告 

・ 事務局より、平成 18 年 12 月日に開催された第 10 回協議会の議事内容について、

会議録要旨をもとに説明を行った。 

→ 出席者からの質問・意見は挙がらなかった。 

 

５－３．議事３ 今年度の会議等の開催報告 

・ 事務局より、今年度開催した以下の会議について、それぞれの会議録要旨をもとに

説明を行った。 

・平成 19 年度 幹事会（平成 19 年 7 月 12 日） 
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・第 5 回地区別（東部、西部、北部）ワーキンググループ（平成 19 年 10 月 1 日、2 日） 

・平成 19 年度 豪雪時除雪体制ワーキンググループ（平成 19 年 11 月 30 日） 

（会長）もし豪雪災害が起きたような場合、これまでの検討によって連携が図れたかと

いうことを検証し、先見の成功事例となることが望まれる。 

 

５－４．議事４ 検討課題に対するこれまでの作業結果と今後の進め方 

・ 事務局より、以下の検討課題に対するこれまでの作業結果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 

・道路利用者等への情報提供 

・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 

→ 出席者からの質問・意見は挙がらなかった。 

 

５－５．議事５ その他 

・ 事務局より、「今年度内の協議会活動の予定」と「隣接地域の協議会活動」につい

て、説明、報告を行った。 

（会長）各機関におかれては、組織の長や災害時リーダーとなるかたに、この協議会で

の活動内容を報告して頂くなど、機関内での情報共有をお願いしたい。また、協議

会（総会）では（出席人数が多いので）意見を出しづらいと思うので、幹事会やワ

ーキンググループを有効に活用して頂きたい。 

 

以上 
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第 11 回 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 出席者名簿 

部 署 役 職 氏 名 備 考

１ 函館開発建設部 次長 和泉 晶裕 会長

2 渡島支庁 地域政策課 主査 大谷 聡

3 檜山支庁 地域政策課 主事 横山 巨樹

4 函館土木現業所 企画調整室 主幹 落合 尚人

管理課 欠席

道路建設課 課長 有澤 貴博

事業課 施設保全室長 福田 次男

松前出張所 次長 内山 卓雄

八雲出張所 次長 岡山 千太郎

江差出張所 所長 井馬 勝馬

今金出張所 主査（管理） 沢口 憲一

5 北海道警察 函館方面本部 交通課 欠席

警備課 災害係長 嶋本 貴士

災害主任 和島 史武

6 北海道警察 函館方面 中央警察署 警備課 警備課長 五十地 輝樹

警備係長 岩山 長男

7 北海道警察 函館方面 西警察署 警備課 警備係長 竹中 洋平

交通課 交通規制係長 柴田 修至

8 北海道警察 函館方面 森警察署 警備係 警備係長 佐々木 博之

9 北海道警察 函館方面 八雲警察署 警備係 警備係長 上田 猛雄

10 北海道警察 函館方面 木古内警察署 警備係 警備係長 鹿内 順

11 北海道警察 函館方面 松前警察署 警備係 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 警備係長 山田 多賀敏

13 北海道警察 函館方面 せたな警察署 欠席

14 函館市 総務課 防災係長 宮崎 吉信

15 松前町 欠席

16 福島町 総務課総務グループ 総括主査 横内 俊悦

17 知内町 総務企画課 課長 大野 樹

18 木古内町 総務課防災係 係長 高村 誠

19 北斗市 総務課 主幹 天満 浩之

20 七飯町 総務課総務係 係長 北村 到

21 鹿部町 総務・防災課 課長補佐 板坂 新一

建設水道課 土木係長 山口 政幸

22 森町 防災消防対策室 室長補佐 佐藤 邦夫

23 八雲町 総務課交通防災係 主幹 木下 優

24 長万部町 総務課 主任 池田 稔

25 江差町 建設課 主幹 大坂 敏文

土木管理係長 岸田 雄治

26 上ノ国町 欠席

27 厚沢部町 総務課 課長 尾山 智洋

28 乙部町 欠席

29 奥尻町 欠席

30 今金町 まちづくり推進課 主事 濱谷 幸男

31 せたな町 総務課 課長補佐 佐々木 正則

32 函館市消防本部 警防課警防係 係長 前田 邦宏

33 長万部町消防本部 欠席

34 森町消防本部 森町消防署 署長 加藤 進

警防係長 平山 博

35 八雲町消防本部 八雲消防署 予防第一係長 角谷 憲章

36 南渡島消防事務組合消防本部 欠席

37 檜山広域行政組合消防本部 消防課 消防長 小林 重幸

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 総務課長 坂本 隆

41 函館海洋気象台 業務課 業務課長 田代 照政

地震津波防災官 雁原 良範

42 北海道旅客鉄道（株） 函館支社 施設グループ 主席 臼木 宇敬

43 北海道電力（株） 函館支店 企画総務グループ 副長 桝谷 直樹

44 （株）ＮＴＴ東日本-北海道 函館支店 欠席

函館開発建設部 防災対策官 防災対策官 横田 康弘 事務局

防災対策専門官 小松 正則 事務局

工務課 課長 草開 良視 事務局

道路維持専門官 小峯 宏幸 事務局

交通対策専門官 今井 正欣 事務局

管理課 課長 前田 和広

課長補佐 佐藤 明人

道路課 課長補佐 石塚 高之

函館道路事務所 維持課長 田中 悦郎

江差道路事務所 所長 花田 雄策

維持課長 木戸 正人

八雲道路事務所 所長 米谷 正次

出席者数  35 機関 60 名

機関名

 

別表 


