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渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 渡島ブロック説明会 会議録要旨 

 

１. 概要 

  開催日時：平成 15 年 7 月 28 日（月） 13:00～14:45 

  場  所：函館勤労者総合福祉センター（サン・リフレ函館）視聴覚室 

  出 席 者：別表 に記載 

 

２．配布資料 

・ 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 渡島ブロック説明会 議事次第 

・ 他地域の取り組みについて（資料－1） 

・ 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会設立主旨（資料－2（1）） 

・ 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会規約（資料－2（2）） 

・ 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会開催状況（資料－3） 

・ 今後のスケジュール（資料－4（1）） 

・ 地域防災に関する実態調査について（依頼）（資料－4（2）） 

・ 渡島ブロックヒアリング日程表（資料－4（3）） 

 

３．事項及び質問等について 

３－１．議事 1 地域防災パートナーシップについて 

・ 地域防災パートナーシップのイメージを把握してもらうため、小樽開発建設部が作成し

たビデオを上映した。 

 

３－２. 議事 2 他地域の取り組みについて（資料－1） 

・ 事務局より、他地域の協議会の開催状況、概要、情報伝達等に関する事例紹介を資料及

びパワーポイントにて説明を行った。 

・ 渡島・檜山地方においても今年度、情報伝達の手段のひとつとしてホームページを利用

した道路情報の提供を考えており、協議会開催までにはその方向性を示すことを説明し

た。 

 

→ 協議会メンバーからの質問・意見は挙がらなかった。 

 

３－３. 議事3 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会設立主旨及び規約について（資料－2（1）、（2）） 

・ 事務局より、協議会の設立経緯について資料及びパワーポイントにて説明を行った。 

① 豊浜トンネル崩落事故後に設置された「豊浜トンネル崩落事故調査委員会」より 6 項

目の提言を受けた。 

② その中で地域防災体制や道路防災情報システムの構築として地域防災パートナーシッ

プという概念が提唱された。 

③ 地域防災パートナーシップの実現を目指すため、平成 12 年 11 月「渡島・檜山地方道
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路防災連絡協議会」が設立された。 

・ 事務局より協議会規約について資料にて説明を行った。 

 

（質問）議事内容などは、事務局がすべて行っているのでしょうか。これまでと今後につい

て教えて頂きたい。 

（回答）案件等があれば開発建設部に言っていただければ良いのですが、これまでは事例が

殆どありませんでしたので、こちらの方で提案させてもらっているというのが実態

です。（事務局） 

 

３－４. 議事 4 これまでの協議会開催状況について（資料－3） 

・ これまでに開催された協議会の開催状況について資料に基づいて説明を行った。 

 

→ 協議会メンバーからの質問・意見は挙がらなかった。 

 

３－５．議事 5 今後のスケジュールについて（資料－4（1）、（2）、（3）） 

・ 事務局より、今年度のＷＧ、シンポジウム及び総会の日程（案）について説明した。 

・ 渡島地方を対象とした地域防災に関する実態調査の実施及び日程（案）について説明及

び依頼を行った。 

 

（質問）正式な構成メンバーで進むのは秋の総会だが、その前にＷＧを開くか、仮のメンバ

ーでＷＧを開催するということか。（函館市消防本部） 

（回答）正式にメンバーになるのは総会だが、今年 2 月頃に開催されているので他のメンバ

ーには承認されている。暫定になるのかもしれないが、協力をお願いしたい。（事務局） 

 

３－６．その他 

・道路防災週間について 

8 月 25 日から 31 日までの一週間を道路防災週間として取り組む旨を説明した。 

 

以上 
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渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 渡島ブロック説明会 出席者名簿 
 

No. 機 関 名 等 職  名 出席者氏名 

１ 函館市 総務課 防災係長 坂口  真 

２ 松前町 総務企画課 広報防災課長 岡本 順一 

３ 松前町 総務企画課 広報防災係長 小川 佳紀 

４ 福島町 総務課 総務課長 丁子谷 雅雄 

５ 知内町 総務課 総務課長 大野  樹 

６ 木古内町 総務課 総務係長 田中 一郎 

７ 上磯町 総務課 総務課長 滝口 直人 

８ 大野町 企画商工課 企画課長 渡辺 武美 

９ 七飯町 総務課 総務係長 宮田 

１０ 戸井町 総務課 総務課長 佐藤 博史 

１１ 恵山町 企画観光課 企画振興主幹 柴田  徹 

１２ 椴法華村 企画課 企画課長 加藤 忠文 

１３ 南茅部町 総務課企画係長 工藤 泰之 

１４ 鹿部町 総務課 総務係 松川 

１５ 砂原町 総務課 防災係長 中島 将尊 

１６ 森町 防災消防対策室 防災係長 澁谷 

１７ 函館中央警察署 警備課 警備係長 鹿原 

１８ 函館西警察署 防災係長 山根 

１９ 森警察署 警備課 警備係長 佐々木 

２０ 木古内警察署 警備課 加賀谷 

２１ 松前警察署 地域交通課 課長 三浦 

２２ 函館市消防本部 警防課警防係長 前田 邦宏 

２３ 渡島西部広域事務組合 消防本部 消防長 古谷 喜代晴 

２４ 南渡島消防事務組合 総務課 総務課長 柳谷 友明 

２５ 渡島東部消防事務組合 消防本部 管理課 消防係長 小野寺泰和 

２６ 森町消防本部 署長 輪島 豊 

２７ 函館地区トラック協会 総務課 総務課長 上村 幸司 

２８ 函館地区バス協会 事務局長 清水 廣幸 

２９ 道警函館方面本部 警備課 長内 

３０ 松前道路維持事業所 所長 水島 憲三 

３１ 森道路維持事業所 所長 沢口 寛治 

３２ 函館開発建設部 工務課 課長 徳山 利信 

３３ 〃 工務課 道路維持専門官 田中 悦郎 

３４ 〃 工務課 道路維持専門官 村上 

３５ 〃 工務課 道路防災係長 増川 直実 

３６ 〃 工務課 防災係 鈴木 

３７ 〃 防災対策官 島崎 正俊 

３８ 〃 防災対策専門官 宇佐美 均 

 

別表 


