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渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 
平成 23 年度  幹事会  会議録（要旨） 

 
１．概要 
１）開催日時 ： 平成 23 年 8 月 30 日（火） 13:30 ～ 15:00 

２）場  所 ： 函館開発建設部 函館道路事務所 2 階会議室 

３）出 席 者 ： 別表 に記載 

４）議  事 ： 

１．開 会  

  

２．挨 拶  

  

３．出席者紹介  

  

４．議 事  

（１）協議会について （資料－１参照） 

（２）幹事会について （資料－１参照） 

（３）協議会での検討事項 （資料－１参照） 

（４）今年度の会議等の開催予定 （資料－１参照） 

（５）話題提供 

○平成 23 年東北地方太平洋沖地震津波の概要について 

○平成 23 年東北地方太平洋沖地震津波における対応状

況について 

○津波警報改善に向けた勉強会での検討状況について 

○津波対策の事例について 

○北海道における津波及び防災計画の検討状況について

 

（資料－２参照） 

 

 

（資料－３参照） 

（資料－４参照） 

（提供資料参照） 

（６）その他 

○土砂災害防止法の一部改正について 

○委員、実務担当代表者一覧について 

 

○次年度の渡島・檜山地方道路防災連絡協議会について

 

(提供資料参照) 

(委員、実務担当代

表者一覧等参照) 

 

  

５．閉 会  

 
２．配布資料 

・ 次第、出席者名簿、座席表 
・ 資料－１ 幹事会資料 
・ 資料－２ 平成 23 年東北地方太平洋沖地震津波の概要について 
・ 資料－３ 津波警報改善に向けた勉強会での検討状況について 
・ 資料－４ 津波対策の事例について 
・ 渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 委員、実務担当代表者一覧 
・ 北海道の津波対策について（渡島総合振興局 提供） 
・ 土砂災害防止法の一部改正について（函館開発建設部 提供） 



 －2－

３．議事内容 
３－２．議事１ 協議会について 

（説明項目） 

・協議会の目的、各会議の位置付け、協議会構成機関の追加について 

（質問・意見等） 

○特に質問・意見はなかった。 

 

３－２．議事２ 幹事会について 

（説明項目） 

・幹事会開催の背景・目的、事務内容、構成機関について 

（質問・意見等） 

○特に質問・意見はなかった。 

 

３－３．議事３ 協議会での検討事項 

・ 事務局より、検討課題ごとに検討の背景・目的、昨年度までの検討経緯、今年度お

よび今後の進め方について説明。 

（説明項目） 

1 道路における地域防災パートナーシップの構築及び推進 

（1）豪雪時における連携体制の検討 

（2）津波対応に関する検討 

（質問・意見等） 

○豪雪時における連携体制については、特に質問・意見はなかった。 

○津波対応に関する検討について、質問・意見は以下の通り。 

（北斗市）渡島檜山管内自治体の避難情報（勧告・指示）を出すタイミングを統一す

れば、迅速な対応が可能となるのではないか。 

（函館開発建設部）国道では津波浸水予測図を基に津波警報が出た場合に通行止めに

なる箇所を決定。解除も同様。今後、調整と考えている。 

（せたな町）大津波警報は、自動的に避難指示。 

（江差町）警報と同時に災害対策本部立ち上げ。職員が海岸線をパトロール。 

（函館開発建設部）大津波ではなく津波警報の時にどう考えるかが問題。大津波の場

合だけでも考え方を本協議会で整理したい。 

（函館方面本部警備課）開発建設部間で規制時間がバラバラだった理由は？ 

（函館開発建設部）本来であれば、大津波警報に切り替わった時点で対応できること

が望ましかったが、機械操作で手間取り、若干時間差が生じた。 
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（説明項目） 

2 道路防災に係わる、情報提供及び情報交換 

（1）防災 WAN の整備推進と機能強化 

（2）災害時等の情報連絡先一覧の整備・更新 

3 道路防災に係わる防災意識の高揚 

（1）定期的な防災講演会や講習会の企画開催 

（2）協議会ホームページの運用、活用 

4 その他、道路防災の必要事項 

（1）防災情報図の作成・更新 

（2）年次スケジュール 

（質問・意見等） 

○上記 2～4について、特に質問・意見はなかった。 

 

３－３．議事４ 今年度の会議等の開催予定 

（説明項目） 

・8/30：幹事会、9 月下旬から 10 月上旬：津波ワーキンググループ、1 月中旬から下

旬：協議会総会、1 月中：防災講演会 

・必要に応じて豪雪ワーキンググループの開催 
（質問・意見等） 

○座長より、今年度開催の会議についての協力を依頼。 

 

３－４．議事５ 話題提供 

（話題１）平成 23 年東北地方太平洋沖地震津波の概要について（事務局説明） 

（説明項目） 

・ 平成 23 年東北地方太平洋地震の地震津波の概要 

・ 東北地方に襲来した津波の状況や被害状況 

・ 渡島・檜山地方の地震津波の概要、津波情報、痕跡調査に基づく津波遡上高 

・ 函館開発建設部での対応 

・ 東北地方での対応、道路被害と早期復旧の事例 
（質問・意見等） 

○特に質問・意見はなかった。 

 

（話題２）平成 23 年東北地方太平洋沖地震津波における対応状況と検討状況について

（説明：各機関） 

（説明要旨） 

（渡島総合振興局）局単体では無し。今回の津波では北海道全体として課題が多かっ

たため、本庁主導で検討を進めている。後程、話題５で説明。 

（檜山振興局）北海道の地域防災計画の見直しを受け、災害対策要綱を見直し予定。 

（用地管理課）道路津波対策マニュアルの基本方針を現在策定中。 

（道路課）用地管理課と同様。 
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（函館方面本部警備課） 

・4/20 に大規模災害発生時の検討会を専門部会で実施。 

・住民避難が不可欠と考え、住民対象の DIG を積極的に実施（20 回以上）。 

・図上訓練、非常招集など初動対応の訓練を実施。 

（函館方面本部交通課）独自でやっているものは特になし。 

（せたな町）北海道より津波避難計画指針が出ている。国道海岸線 1本で迂回路が無

く急傾斜地のため、計画策定が難しい。 

（江差町）5月よりチラシの配布等、津波避難の周知を図る取り組みを実施。 

（北斗市） 

・初動で課題。避難先を 1km 以内と考えると避難場所がない。 

・町内連合会に相談。逃げるという意識を住民に浸透させることが重要。 

・学校長との意見交換。海岸線に学校があるが学校に止まるのも１つの方法。 

（函館海洋気象台） 

・震源を特定するための地震計の設置（奥尻島）を進めている。 

・現在、気象庁で津波警報改善の勉強会を実施中。資料 3が検討中の内容。 

・9月中旬以降に 終取りまとめ予定。 

 
（話題３）津波警報改善に向けた勉強会での検討状況について（説明：事務局） 

（説明項目） 

・気象庁で実施の津波警報改善の勉強会の検討状況 

（質問・意見等） 

○特に質問・意見はなかった。 

 

（話題４）津波対策の事例について 

（説明項目） 

・ 津波避難誘導標識、浸水想定区域の表示、海抜表示、避難路、防災教育の事例 

・ ソフト・ハード一体の多重防御による津波対策について 

（質疑・意見等） 

（函館海洋気象台）「海抜知～る」は費用が掛かると思われるが素材は何か？ 

（事務局）定かではないが、道路標識と同様の夜間でも蛍光する素材と思われる。 

 

（話題５）北海道の津波対策について（説明：渡島総合振興局） 

（説明項目） 

・ 道民の生命・安全を守る「減災」対策、道の展開方針・作業スケジュールについて 

・ 津波浸水予測図の見直し、避難計画策定指針の提示、市町村避難計画の策定、道内

６モデル地区（管内は北斗市）における津波避難計画策定支援事業について 

・ 北海道地域防災計画および市町村地域防災計画の見直しについて。 

（質問・意見等） 

○特に質問・意見はなかった。 
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３－５．議事６ その他 

（説明１）土砂災害防止法の一部改正について 

（説明要旨） 

・土砂災害防止法の一部改正（H23.5.1 施行）による国・道による「緊急調査」の実

施及び「土砂災害緊急情報」提供の位置づけについて 

・本協議会総会・津波ワーキンググループでの情報提供の実施について 

・本協議会の連絡系統に基づく実施、組織・体制整備の実施について 
（質問・意見等） 

（事務局）自治体の河川担当は別部署になるのか。 

（自治体）専門はそうだが窓口は総務課系で問題ない。 

（事務局）上記の情報は自治体へ伝わっているか。 

（渡島総合振興局）沿岸自治体は北海道主催の説明会で説明済み。内陸部は未実施。 

（説明２）委員、実務担当代表者一覧 

（説明要旨）更新した一覧・連絡先の確認。修正等があれば後日事務局へ連絡。 
（質問・意見等） 

○特に質問・意見はなかった。 

（説明３）次年度以降の渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 

（説明要旨） 

・今年度の東日本大震災や土砂災害防止法の改正を受けて、協議会について、河川・

土砂災害関係を入れるか否かについても今後話題としていきたい旨を説明。 

（その他） 

（函館方面本部警備課）今後、北海道より津波浸水予測図が出るので、通行規制など

津波対応についての道路のハザードマップを作成してほしい。 

（事務局）大津波警報発表時の通行規制箇所・区間などについて、津波ワーキンググ

ループで確認し整理したいと考えている。 

（函館海洋気象台）台風第 12 号が 9/3-4 にかけて北海道を通過する恐れがあるので

備えてほしい。 

 

以 上
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渡島・檜山地方道路防災連絡協議会 
平成 23 年度  幹事会  出席者 

 
 

部 署 役 職 氏 名 備 考

1 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

地域政策部 地域政策課 主任 谷内 法人

2 檜山振興局 地域政策部 地域政策課 主幹 冨坂 浩一

3 函館建設管理部 事業室 地域調整課 課長 欠席

用地管理室 管理課 課長 出口 憲史

事業室 道路課 課長 角原 英人

事業室 事業課 施設保全室長 欠席

4 北海道警察函館方面本部 交通課 統括官 伊藤 政美

警備課 災害係 係長 嶋本 貴士

警備課 災害係 主任 小濱 朋幸

5 函館市 総務部 参事 欠席

6 北斗市 総務課 課長 工藤 実

7 江差町 建設水道課 課長 西谷 和夫

8 せたな町 総務課 防災係 係長 増田 和彦

9 函館海洋気象台 業務課 地震津波防災官 家常 昌洋

土砂災害気象官 伊藤 良次

10 函館開発建設部 工務課 課長 早坂 保則

道路整備保全対策官 作田 均

上席工務専門官 中野 幹夫

工務専門官 山田 豊

主任 山口 聖恵

工務課員 欠席

防災対策官 防災対策官 欠席

防災対策専門官 中島 淳一

機関名

 
 

9 機関組織 19 名 

別表 


