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第１０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 18 年 12 月 6 日（水） 13:30～15:00 

２）場  所 ： 函館 ホテルオークランド 

 ２）出 席 者 ： 別表 に記載 

 ３）議  事 ：（１）各機関からの情報提供  

10 月 7～9 日低気圧通過に伴う一般国道 278 号の被害状況について（函館開建） 

（２）前回協議会ならびに第 4 回ワーキンググループの開催報告 

（３）協議会委員の追加について 

（４）災害時等の情報連絡先の整理について 

（５）防災情報図の作成について 

（６）提案議事 
  
２．配布資料 

・ 議事次第 

・ 出席者名簿 

・ 座席表 

・ 資料－１：第 9 回協議会の会議録要旨 

・ 資料－２：第 4 回ワーキンググループの会議録要旨 

・ 資料－３：協議会規約 

・ 資料－４：災害時等の情報連絡先の整理について 

・ 資料－５：防災情報図の作成について 

・ 参考資料：「10 月 7 日から 9 日低気圧に伴う一般国道 278 号の被害状況について」 
・ 参考資料：「協議会の活動状況」 

・ 委員、実務担当代表者一覧 

・ 「道路緊急ダイヤル #9910」リーフレット 

・ 防災情報図 素案（各機関 1部） 
 
３．議事項及び質問等について 

３－１．議事１ 各機関からの情報提供（参考資料） 

・ 函館道路事務所より平成 18 年 10 月 7～9 日にかけて発生した低気圧の通過に伴う

一般国道 278 号の被害状況について説明を行った。 

→ 出席者からの質問・意見は挙がらなかった。 
 
３－２．議事２ 前回協議会ならびに第４回ワーキンググループの開催報告（資料－１，２） 

・ 平成 17 年 12 月 9 日に開催された第 9 回協議会、ならびに平成 18 年 10 月 17 日、

18 日に開催された第 4 回ワーキンググループの議事内容について、それぞれの会議

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。 
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３－３．議事３ 協議会委員の追加について（資料－３） 

・ 函館土木現業所より出張所の所長を委員に追加したいとの提案がなされた。 

（函館土木現業所）より密接な連携を図るため、土木現業所の各出張所の所長を委員と

して追加したい。追加したいのは函館土木現業所の事業課長、松前出張所長、八雲

出張所長、江差出張所長、今金出張所長である。 

→ 出席者から異議はなく、全会一致で承認された。 
 
 

３－４．議事４ 災害時等の情報連絡先の整理について（資料－４） 

・ 事務局より、第 4 回のワーキンググループで議論された「災害時等の情報連絡先一

覧」の作成主旨と整理方法について説明を行うとともに、各組織内での周知徹底を

呼び掛けた。 

→ 出席者からの質問・意見は挙がらなかった。 
 
 

３－５．議事５ 防災情報図の作成について（資料－５） 

・ 事務局より、第 4 回のワーキンググループで議論された「防災情報図」の作成主旨

と現在の作業状況について説明を行うとともに、今後も作成に関して情報提供の協

力をお願いした。 

・ 作成にあたっては、配布した素案を各機関で確認し、修正等のやりとりを行ったう

えで、年明け 2 月頃に最終版を配布する予定である。 

→ 出席者からの質問・意見は挙がらなかった。 
 
 

３－６．議事６ 提案議事 

・ 森町より、「胆振地方道路防災連絡協議会との広域的連携について」として議事提

案があり、その主旨説明が行われた。 

（森町）2000 年の有珠山噴火災害での連携のように、駒ヶ岳噴火による津波被害のよう

な噴火湾全体に被害が及ぶような災害時には沿岸市町村での連携は不可欠である。

今後、胆振地方道路防災連絡協議会と災害情報の共有、通信連絡、協力体制の構築

などの点で連携していくことを提案する。 

（道警方面本部）胆振地方との連携は賛成であり、隣接する後志地方との連携について

も必要ではないか。連携方法としては各道路防災連絡協議会の会議結果の交換など

が考えられる。 

（会長）隣接地方の動向を事務局で情報収集し、これを踏まえてどういった連携が出来

るのかを事務局で検討させて頂く。 
 
 

以上 
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第１０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 福本 淳 会長

2 渡島支庁 欠席

3 檜山支庁 欠席

4 函館土木現業所 企画調整室 室長 伊藤 英明

企画調整係長 飛内 健雄

管理課 欠席

道路建設課 課長 東谷 和雄

5 北海道警察函館方面本部 交通課 規制担当統括官 阿部 明彦

警備課 災害担当統括官 岡崎 健一

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 石橋 賢治 随行

7 北海道警察函館方面西警察署 警備課 巡査部長 田村 文人

8 北海道警察函館方面森警察署 警備課長 帯川 雄一

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 警備係長 鹿内 順

11 北海道警察函館方面松前警察署 欠席

12 北海道警察函館方面江差警察署 警備係長 岩山 長男

13 北海道警察函館方面せたな警察署 欠席

14 函館市 総務部総務課 防災係主任主事 拝戸 敏一 代理

15 松前町 総務課総務グループ 主査 川村 豊

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 総務課 課長 大野 樹

18 木古内町 総務課 防災係長 高村 誠

19 北斗市 欠席

20 七飯町 総務課総務係 係長 北村 到

21 鹿部町 建設水道課 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

建設課 土木係長 佐藤 隆雄

24 長万部町 総務課 主任 池田 稔

25 江差町 欠席

26 上ノ国町 欠席

27 厚沢部町 総務課 総務課長 尾山 智洋

28 乙部町 総務課 総務課長 中川 正育

29 せたな町 総務課 課長 碇谷 恵一

30 今金町 企画振興課 係長 白山 晋

31 函館市消防本部 警防課 係長 前田 邦宏

32 長万部町消防本部 長万部町消防署 消防グループ主査 高橋 博

33 森町消防本部 森町消防署 署長 輪島 豊

森町消防本部 消防係長 平山 博

34 八雲町消防本部 消防課 警防第一係主査 千葉 勇一

35 南渡島消防事務組合消防本部 欠席

36 檜山広域行政組合消防本部 消防長 小林 重幸

37 渡島西部広域事務組合消防本部 主幹 奥山 正紀

38 函館地区バス協会 事務局長 工藤 利夫

39 （社）函館地区トラック協会 総務課長 上村 幸司

40 函館海洋気象台 業務課 課長 石川 高照

函館開発建設部 防災対策官 防災対策官 横田 康弘 事務局

工務課 課長 草開 良視 事務局

道路情報計画官 深坂 敏則 事務局

道路維持専門官 安藤 均 事務局

交通対策専門官 木戸 正人 事務局

管理課 課長 前田 和広

道路課 道路調査専門官 高山 雅彦

函館道路事務所 所長 片倉 浩司

江差道路事務所 所長 工藤 鉄男

維持課長 佐藤 睦治

八雲道路事務所 副所長 大高 英夫 代理

機関名

 
出席者数 31 機関 48 名 

別表 


