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渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 第１回ワーキンググループ 

会議録（要旨） 

 

１．概要 

  開催日時：平成 15 年 10 月 29 日（水） 13:30～15:00 

  場  所：ホテルオークランド オーロラホール 

  出 席 者：別表 に記載 

 

２．配布資料 

・ 議事次第 

・ 出席者名簿 

・ 資料－１：管内における情報伝達の現状について 

・ 資料－２：連絡網等の整備について 

・ 資料－３：情報伝達網の構想について 

・ 参考資料：協議会のホームページについて 

・ 講演会の案内リーフレット 

・ 次回協議会の開催案内 

 

３．議事項目及び質問等について 

３－１．議事 1 管内における情報伝達の現状について（資料－2） 

・ 今年度 8 月から 9 月にかけて、新たに協議会に参加する渡島地方の 27 機関に対し

て実施したヒアリングの調査結果と、協議会設立当初に渡島北部・檜山地方を対象

としたヒアリング結果について比較とりまとめを行い、現状の情報伝達体制等につ

いて説明を行った。 

（松前町）夜間に国道が通行止めになった場合の、現状の市町村への情報伝達ルートを

教えてほしい。 

（事務局）議事 2 でふれたい。 
 
 

３－２. 議事 2 連絡網等整備について（資料－2） 

・ 事務局より、国道に関する通行規制発生時の情報連絡体制について説明を行った。 

・ 函館土木現業所より、道道に関する通行規制発生時の情報連絡体制について説明を

行った。 

（鹿部町）国道 5 号線の森町で昨年、バスの転落事故があったが、その時に情報が鹿部

町に伝達されなかった。これはただ単に忘れたのか必要なかったということなの

か理由を聞かせてほしい。 

（工務課長）去年の事故の時は情報が各出先機関まで伝わっていなかったため、今年度

から市町村へ出すようにした。去年は忘れたということがある。一般的な交通事

故では連絡はしていない。災害の場合は連絡するが、一般的な交通事故による交

通規制の場合は関係市町村への連絡はしていない。 
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（鹿部町）事故は災害ではないが、道路は通行止めになる。 

（森道路維持事業所）交通事故と災害では同等に扱える場合と扱えない場合があり、昨

年の場合も我々に情報が入ってくるのが遅れた。交通事故の場合は、警察さんと

の話し合いも必要なため複雑である。決定事項であれば情報を出せるが、まだ警

察との協議中であることを理解してほしい。 

（松前町）今年 8 月に国道 228 号の上磯町矢不来で通行止めになった時も役場に連絡が

来なかった。通行者から役場に連絡が入り状況を知った。現在の情報伝達ルート

を確認したい。 

（工務課長）国道 298 号の上磯町矢不来は、連続 80 ミリ以上で規制されます。アメダ

ス等を 10 分単位で確認しながらの判断が難しいところだが。通行止めになってか

らはお知らせするようにしている。今までは近隣にしか情報提供していなかった

が、今回からは資料-2 に基づき市町村へ連絡したいと思う。 

（松前町）今までは連絡していなかったということか。 

（工務課長）近隣の自治体にしか連絡していなかったというのが実情で、そのほかには

道路情報板を利用したりしていた。 

（八雲町）八雲町においても、今年の 8 月に山口地区で集中豪雨があり、一部土砂が国

道に流出し、6 時間ほど通行止めになった。その時の開発建設部からの情報が八

雲町や自治体の方に迅速に流れていなかったため、各方面からの問い合わせにと

ても苦労した。よって今後は情報を迅速に流してほしい。夜間通行止めの件で、

自治体の方には各道路事務所を通じて FAX で流れるとなっているが、夜間は FAX

だけでは不十分だと思うので、電話等なりをもって連絡して頂きたい。 

（工務課長）電話連絡は役場にすれば大丈夫なのか。休日は宿直の方から担当者に連絡

がいくか。他の自治体もそれでよいか？  

（松前道路維持事業所）各役場には連絡しているが、当直の方に防災担当者へ繋いで頂

きたいと言っても、体制が開発建設部と異なっているため繋がらない。その辺を

合わせてもらえれば、情報の輻輳もないと思う。 

（鹿部町）協議会ができたのだから 24 時間体制の消防や担当者の携帯電話に一報を入

れることなどもできるのではないか。 

（工務課長）FAX は流す。夜間であれば各機関の体制が異なるため、警備員等に発信

者から連絡を入れて受信の確認をしてもらい、その後、各機関で担当者に連絡し

て頂きたい。この他に伝達方法があれば教えて頂きたい。 

（八雲町）警報が出ていれば自治体は体制をとっているが、そうでない突発的な場合は、

関係自治体も体制構築までに時間がかかるため、それまでに迅速に情報を流して

頂きたい。 

（事務局）今までの点を含め、再度検討したい。 
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（函館土木現業所）防災体制については、河川・道路の情報共有化について、土木現業

所の出張所ごとに自治体さんを交えて協議をしているところである。この協議で

支庁の防災要綱に基づく体制を検討中であるため、そのなかで夜間・休日等の当

直から担当者までの連絡を含めて整理中である。 

 

 

３－３. 議事 3 情報伝達網の構想について（資料－3） 

・ 事務局より、現在北海道開発局が検討している、管内の情報伝達網に関する構想に

ついて説明を行った。 

・ 既存の駒ヶ岳防災 WAN を管内全域に拡大する方向で検討を進めている。 

→ 質問・意見は挙がらなかった。 
 
 

３－４. 議事 4 協議会ホームページについて（参考資料） 

・ これまで検討を進めてきた協議会ホームページによる道路情報の提供について、参

考資料に基づいて事務局より説明を行った。 

・ 議事3の情報伝達網の構想にホームページで想定していた機能の多くが含まれるた

め、ホームページによる道路情報提供については検討を中断する。 

（函館地区トラック協会）事故・災害等で道路が止まると業務に非常に影響が出るため、

現在でも情報は早めにもらってはいるが、規制がかかった際の解除見込みの情報

や現在の状況については、問い合わせをしてもなかなか情報が得られないため、

今後はもっときめ細かな状況の連絡をしてほしい。 

 

 

３－５．議事 5 今後のスケジュールについて 

・ 事務局より、11 月 13 日に開催予定の協議会及び講演会について説明を行った。 

・ 協議会の出席者の確認を 11 月 7 日までに事務局宛に FAX にて、各機関連絡して頂

くよう依頼した。 

（森警察署）ワーキングの議題と協議会の議題は同じでよいのか。 

（事務局）今回のワーキンググループでの検討事項をまとめて、協議会にて協議したい

と考えている。 

 

 

３－６．その他 

・情報連絡体制表について 

事務局より別途配布した、連絡先の正誤について各機関に確認をお願いした。 

 

以上 
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渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 第１回ワーキンググループ 出席者名簿 
 

機関名 担当課 備考

渡島支庁 地域政策課 主査 大石 隆蔵
檜山支庁 地域政策課 主査 中出 裕幸
北海道函館土木現業所 管理課 管理第二係長 斉藤 英之
北海道警察函館方面本部 警備課 災害係長 長内 健一

交通課 規制担当統括官 岩佐 敏郎
北海道警察函館方面中央警察署 災害係長（災害担当） 鹿原 昌吉
北海道警察函館方面西警察署 警備係 斉藤 康光
北海道警察函館方面森警察署 警備係長 佐々木 博之
北海道警察函館方面八雲警察署 欠席
北海道警察函館方面木古内警察署 欠席
北海道警察函館方面松前警察署 欠席
北海道警察函館方面江差警察署 交通課長 櫻井 清
北海道警察函館方面北檜山警察署 欠席
函館市 総務課 主事 河瀬 宏之
松前町 総務企画課 広報防災係長 小川 佳紀
福島町 総務課 課長補佐 土門 修一
知内町 総務課 課長 大野 樹
木古内町 総務課 課長 鈴木 和征
上磯町 総務課 交通防災係長 高井 茂昭 小林氏 代理
大野町 企画商工課 企画商工課長 渡辺 武美
七飯町 総務課 総務係主事 福川 晃也
戸井町 総務課 交通防災係長 谷藤 日出也
恵山町 企画観光課 主幹 柴田 徹
椴法華村 企画課 課長 加藤 忠文
南茅部町 総務企画課 課長 鎌田 輝蔵
鹿部町 防災対策室 室長 長根山 信昭
砂原町 総務課 欠席
森町 防災消防対策室 防災係長 澁谷 成輝
八雲町 総務課 交通防災係長 酒井 康郎
長万部町 総務課 課長 村上 勝 池田 稔 代理
江差町 建設課 課長 森 昌廣
上ノ国町 総務課 課長 西川 明
厚沢部町 総務課 課長 尾山 智洋
乙部町 建設課 課長 小寺 正人
熊石町 企画課 課長補佐（企画担当） 前小屋 忠信
大成町 総務課 課長 水野 幸雄
瀬棚町 総務町民課 課長補佐 福士 裕継
北檜山町 総務課 課長 道高 勉 原田一美 代理
今金町 企画振興課 課長補佐 柏田 泰明
函館市消防本部 警防課 消防士長 近嵐 伸幸
長万部町消防本部 警防第２係長 高橋 博
森町消防本部 警防課長 加藤 進
八雲町消防本部 消防課 警防第二係主査 高橋 朗
南渡島消防事務組合消防本部 消防係長 三浦 幹雄
檜山広域行政組合消防本部 消防課 主幹 佐藤 和紀
渡島西部広域事務組合消防本部 管理係長 奥山 正紀
渡島東部消防事務組合消防本部 消防係長 小野寺 泰和
函館地区バス協会 事務局長 清水 廣幸
函館地区トラック協会 総務課長 上村 幸司
北海道開発局 函館開発建設部 工務課 課長 徳山 利信

函館道路事務所 維持課長 深坂 敏則
江差道路事務所 維持課長 工藤 鉄男
八雲道路総合事業所 副長 花谷 稔美
瀬棚道路総合事業所 所長 浮田 正
松前道路維持事業所 所長 水島 憲三
森道路維持事業所 所長 沢口 寛治
防災対策官 防災対策官 島崎 正俊 事務局

防災対策専門官 宇佐美 均 事務局
工務課 道路維持専門官 田中 悦郎 事務局

道路防災係長 増川 直実 事務局
鈴木 芳朗 事務局

出席者

別表 


