
第３回

令和元年度道路管理に関する懇談会

日 時：令和２年２月４日（火）１５：００～

場 所：かでる２・７ ７階 ７３０研修室
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１ 開 会

○事務局：定刻となりましたので、令和元年度第３回道路管理に関する懇談会を開催させ

ていただきます。

委員の皆様には、お忙しいところ、また道が悪い中お集まりいただきまして、ありがと

うございます。

私、本日進行役を務めさせていただきます北海道建設部維持管理防災課管理担当課長の

早川でございます。よろしくお願いします。

２ あいさつ

○事務局：開催に先立ちまして、当初、建設部施設保全防災担当局長の坂野からごあいさ

つを予定しておりましたが、所用で遅れているようですので、私のほうからごあいさつさ

せていただきまして始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

各委員の皆様並びにオブザーバーの皆様方におかれましては、大変ご多忙の中、本日懇

談会にご出席いただきまして、まことにありがとうございます。厚く御礼申し上げます。

ちょうど今日から札幌雪まつりが始まっております。ことしの冬は、これまでのところ

全道的に降雪量が例年よりも少なくなっておりまして、おおむね大雪や暴風雪による交通

障害は発生していない状況でございます。一方で、余りに雪が少ないと農業用水の確保や

越冬野菜、秋まき小麦などへの影響が懸念されているところでございます。

また、道路の除雪事業を行う業者の皆さんへの支払いや出勤・出動時間、排雪する雪の

ボリュームに比例することになりますので、安定的な企業経営といった面で影響が出てき

ているところでございます。雪は多くても少なくても問題・課題がございまして、なかな

か難しいと感じるところでございます。

いずれにいたしましても、今後の気象状況に十分留意しながら適切な道路管理に努めて

まいりたいと考えているところでございます。

さて、昨年８月に設置させていただきました本懇談会も本日で３回目となり、最終の開

催となりました。本日を含めましてこの懇談会でいただきましたご意見を踏まえまして、

道路利用者の安全を確保するために必要な方策を検討して、今後の道路管理の充実強化に

努めてまいりたいと考えております。

本日は、よろしくお願いいたします。

３ 事務局報告及び説明

○事務局：それでは、議事に入ります前に事務局から報告及び説明をさせていただきます。

座って説明させていただきます。

まず、配付資料のご確認をお願いいたします。お手元に議事次第、配席図、懇談会名簿、

資料につきましては１番から４番、それと参考資料１を配付させていただいております。

不足等ございませんか。よろしいですか。
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（１） 委員の紹介

○事務局：それでは、まず委員の皆様をご紹介させていただきます。

本懇談会の座長をお願いしております北海道大学大学院工学研究院教授、萩原亨様でご

ざいます。

○萩 原：萩原です。よろしくお願いいたします。

○事務局：続きまして、胆振日高地方道道維持除雪業務連絡協議会会長、草塩広幸様でご

ざいます。

○草 塩：草塩でございます。よろしくお願いいたします。

○事務局：続きまして、北海道道路管理技術センター理事長、桜田昌之様でございます。

○桜 田：桜田と申します。よろしくお願いいたします。

○事務局：続きまして、北海道大学大学院文学研究院教授、橋本雄一様でございます。

○橋 本：橋本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局：続きまして、気象庁札幌管区気象台気象防災部気象防災情報調整官、森谷貞幸

様でございます。

○森 谷：森谷です。よろしくお願いいたします。

○事務局：なお、松尾委員につきましては本日所用のため欠席となっております。

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

（２）オブザーバーの紹介

○事務局：続きまして、本日オブザーバーとして関係機関の方々にもご参加いただいてお

りますので、事務局からご紹介いたします。

日本道路交通情報センター北海道支所長、齋藤教彰様でございます。

○齋 藤：齋藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局：北海道総務部危機対策局危機対策課防災グループ主幹、千葉真一郎様でござい

ます。

○秋 吉：すみません。本日、千葉が所用のため、主査の秋吉と申します。よろしくお願

いします。

○事務局：北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部災害復旧推進室災害復旧推進室長、佐藤

雅史様でございます。

○佐 藤：佐藤でございます。どうぞよろしくお願いします。

○事務局：本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

４ 議 事

○事務局：続きまして、議事次第４番目の議事に入りたいと思います。

それでは、萩原座長、議事の進行をよろしくお願いいたします。
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○萩 原：それでは、議事にございます１から４番目までの議題を順番に進めてまいりた

いと思います。よろしくお願いします。

議事１ 道路管理の課題と取組の方向性（案）

（１）大雨時における道路管理

（２）大規模地震時における道路管理

○萩 原：最初に、「道路管理の課題と取組の方向性」ということで、資料１の１ページ

から１０ページまで事務局からご説明いただきます。

よろしくお願いいたします。

○事務局：それでは、資料１について説明いたします。資料１と同様のものがスクリーン

にも映し出されております。

１ページには、本懇談会におけるこれまでの協議の経緯を記載しています。

昨年８月に開催した第１回懇談会では、平成２８年度道路管理に関する懇談会の概要と

その後の道路管理の取組状況について説明し、平成３０年７月の大雨、９月の北海道胆振

東部地震時における道路管理の対応状況を踏まえ、道路管理上で想定される課題を整理の

上、議論いただき、第１回懇談会での議論を踏まえ、萩原座長にも参加いただき現地のヒ

アリング調査を実施しました。

第２回懇談会では、ヒアリング調査結果に基づいて道路管理の現状と課題を整理し、今

後の取組の方向性について委員の皆様に議論いただき、この議論を踏まえ、道路管理上の

課題、取組の方向性（案）を修正し、今後の方策と具体的な取組について検討しました。

第３回懇談会前の１２月中にこれらの事務局案を委員の皆様に提示し、いただいたご意

見を反映し、資料１にまとめましたので、この資料をもとに議事を進めたいと思います。

なお、いただいたご意見と対応策については資料２でお配りしています。

続きまして、２ページをごらんください。第３回懇談会における議事内容を記載してい

ます。

１つ目に「道路管理の課題と取組の方向性（案）」、２つ目に「道路管理の取組の今後の

方策（案）」、３つ目に「今後の具体的な取組（案）」について順次説明いたします。その

上で、道路管理の取組の改善策の実施に当たっての留意点など、長期的な視点による道路

管理のあり方について、議論いただく予定です。

３ページをごらんください。初めに、「道路管理の課題と取組の方向性（案）」について

説明いたします。前回懇談会での議論を踏まえて課題・方向性（案）を修正し、再整理し

たものです。

４ページ、５ページには、大雨時等における道路管理に関するヒアリング調査で確認し

た結果と課題、課題に対する取組の方向性（案）について、これまでの取組ごとに整理し

ています。前回懇談会の資料と同様、中央列、確認結果については、白丸が評価できる事
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項、黒丸は課題や今後の検討事項を示しています。

まず、４ページをごらんください。

「事前準備」については、早めの気象情報の収集、監視や準備体制の構築など全て評価

できる事項として確認されております。

「①事前通行規制区間の設定」については、課題として「Ａ 通行規制による地域産業

への影響」が挙げられ、取組の方向性としては「関係機関との連携」を考えております。

「②道路パトロールの強化」の課題として「Ｂ 人員不足、高齢化、技術継承」、「③安

全かつ効果的な道路管理の実施」については「Ｃ パトロール実施者の安全確保」が挙げ

られ、②③をまとめて、取組の方向性としては「事前通行規制区間の追加、運用方法の見

直し」、「道路パトロールの安全の強化」、「より安全かつ効果的な道路管理の実施」を考え

ております。

続きまして、５ページをごらんください。

「④関係機関との連携」の課題として、「Ｄ 事前の関係機関・地域との情報共有のあ

り方」、「Ｅ 孤立地域の避難、緊急時の対応」、「Ｆ 災害時の道路管理における応援・協

力体制」、ニーズとして「Ｇ 正確な情報」の４つが挙げられ、ＤＥＦの課題に対する取

組の方向性としては「関係機関との連携強化」、Ｇの課題に対する取組の方向性としては

「情報提供の充実化・情報活用の推進」を考えています。

「⑤地域住民等への情報提供」の課題としては「Ｈ 個人情報等の取り扱い」、また

「⑥平時の意識啓発」については「Ｉ 情報提供・注意喚起の多言語化」が挙げられ、取

組の方向性としては「情報提供の充実化・情報活用の推進」、「意識啓発の強化」を考えて

います。

続きまして、大規模地震時における道路管理について確認結果と課題、課題に対する取

組の方向性（案）を６ページから８ページに示しています。

６ページをごらんください。

「災害に対する備え」と「情報入手・共有」に共通した課題として「Ａ 停電による道

路管理の遅延・支障」が挙げられ、取組の方向性としては「停電対策の強化」、また「情

報入手・共有」については、このほかに「Ｂ 収集情報の整理・共有の効率化」と「Ｃ

より迅速な道路状況の情報提供」の課題が挙げられ、取組の方向性としては「情報提供の

充実化・情報活用の推進」を考えています。

「道路パトロール」の課題としては「Ｄ 道路管理における人員・資機材不足」と「Ｉ

地域との協働」が挙げられ、「より安全かつ効果的な道路管理の実施」、「関係機関との連

携強化」を考えています。

続きまして、７ページをごらんください。

「被災箇所の通行規制」については、「Ｅ 通行規制区間への道路利用者の進入、規制

に対する苦情」、「Ｄ 道路管理における人員・資機材不足」の課題が挙げられました。Ｅ

の課題に対しては「意識啓発の強化」、Ｄの課題に対しては「より安全かつ効果的な道路
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管理の実施」を考えています。

また、「道路啓開」においては「Ｆ 道路啓開作業の効率化」、「道路管理の実施」では

「Ｇ パトロール実施者の安全の確保」と「Ｈ 想定外の災害発生時の道路管理」が課題

として挙げられ、取組の方向性としては「より安全かつ効果的な道路管理の実施」を考え

ています。

続きまして、８ページをごらんください。

「関係機関・地域との連携」では、ニーズとして「Ｊ 通行規制情報の一元化、道路利

用者への情報提供」、また「道路利用者・地域住民等への情報提供」では「Ｋ 情報の信

頼性、公開情報の管理」が課題として挙げられました。これらの課題に対して、取組の方

向性としては「情報提供の充実化・情報活用の推進」を考えています。

２．道路管理の取組の今後の方策（案）

○事務局：続きまして、９ページをごらんください。これまで説明した取組の方向性（案）

と平成２８年度以降の取組を踏まえた道路管理の充実強化に向けた今後の方策、取組（案）

について説明いたします。

１０ページをごらんください。道路管理における課題に対する取組の方向性（案）を表

の左列、平成２８年度以降の道路管理の取組を表の中央列、今後の方策、取組（案）を表

の右列に一覧で整理しています。

１つ目の取組の方向性（案）「事前通行規制区間の追加・運用方法の見直し」について

は、平成２８年度以降の道路管理の取組の「①事前通行規制区間の設定」の見直しを行い、

今後は「事前通行規制区間の追加・運用の改善」として取り組んでいくことを考えていま

す。

２つ目の取組の方向性（案）「道路パトロールの安全強化」については、これまでの

「②道路パトロールの強化」の見直しを行い、今後は「道路パトロールの改善」として取

り組んでいくことを考えています。

３つ目の取組の方向性（案）「より安全かつ効果的な道路管理の実施」については、こ

れまでの取組「③安全かつ効果的な道路管理の実施」を、４つ目の取組の方向性（案）

「関係機関との連携強化」については「④関係機関との連携」をそれぞれ強化して今後取

り組んでいくことを考えています。

５つ目の取組の方向性（案）「情報提供の充実化、情報活用の推進」については、これ

までの取組「⑤地域住民等への情報提供」を強化して、今後は「情報提供の充実化」とし

て取り組んでいくことを考えています。

６つ目の取組の方向性（案）「意識啓発の強化」については、「⑥平時の意識啓発」の見

直しを行い、今後も引き続き取り組んでいくことを考えています。

７つ目の取組の方向性（案）「停電対策の強化」については、新たに追加して取り組ん

でいくことを考えています。
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以上で道路管理の課題と取組の方向性（案）、道路管理の取組の今後の方策（案）につ

いて説明を終わります。

○萩 原：はい。ありがとうございます。

これらにつきまして、委員の皆様から何か質問、ご意見等ございますでしょうか。

○橋 本：大変よくまとめていただいて、わかりやすくて、よい案だと思うのですが、ち

ょっとつながりがわからないところが１カ所あって、４ページの「②道路パトロールの強

化」で、課題が「人員不足、高齢化、技術継承」とあって、これは非常に重要な問題だと

思っております。その取組の方向性が、事前通行規制区間の追加、道路パトロールの安全

の強化とかあるわけですが、これはどう結びつくのでしたか。課題のＢと取組のⅠ、Ⅱ、

Ⅲの結びつきについて、説明していただけますでしょうか。

○事務局：今後の具体的な取組というところで触れていくような形にはなろうかと思うの

ですが、人員不足などの課題がありますので、例えば「事前通行規制区間の追加、運用方

法の見直し」でそれに対応するような、事前に早めに通行規制ができるところがあるので

あれば、そういうところは早めに止めていく。例えば通行の少ないようなところについて

は、早めに止めることができないか検討していく。あるいは、パトロールの際の安全とい

う部分も、例えば夜間に入る前に止められるのだったら早めに止めて、危険のないような

形でパトロールをしていただく形にするとか、そういうことを検討してまいりたい。ある

いは、ＩＴを使って省力化などもできれば検討していきたいと考えております。

○橋 本：それが人員不足や高齢化への対策として結びつくのであれば構わないのですが、

最後におっしゃったＩＴ化ですね。こっちでいうと、Ⅴの情報活用の推進とか、ＩＴ化と

か、そういうほうにかかってくるのではないか。

私が前回申し上げた意見として、人が減りますし、高齢化しますし、これは多分回復し

ないだろう、もう一回ふやそうということにならないだろうと思うわけです。そうすると、

その分をＩＴで補うとか、新しい技術で補うというのが有効ではないかと申し上げました。

その点からすると、Ⅴの情報活用の推進というのをここでもやはり取組の方向性として挙

げたほうがよいのではないかと思ったので意見を申し上げました。もしとんちんかんなこ

とを言っているようでしたらお許しください。

以上です。

○萩 原：いかがでしょうか。書いてもいいのですよね。

○事務局：取組の方向性として、そういう情報活用の推進という部分も含めて考えていく

ということですか。

○萩 原：ええ。

○事務局：全体としてこういう区分はしているのですけれども、情報活用の推進という中

ではＩＴを今後活用していくということは考えていこうとしておりますので。

○萩 原：割とわかりやすく整理されてきているので、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの次にⅤも書いておけ
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ばより結びつきとしてはスムーズになるのではないかと私も聞いていて思いましたので、

ぜひ入れていただければと思います。

はい。ありがとうございます。

ほかいかがでございましょうか。

１０ページに関してはこれから詳しく説明されるのですが、ちょっと言葉尻の話になり

ますが、取組の方向性の左側に書いてあることと右側に書いてある字面が多少違うのです。

左のほうが結構わかりやすくて、右になるとより一般的な言葉に変わってしまっているの

かなと今改めて見ていて思ったのですが、これは、１から７がもともとこの言葉を持って

いるからこういう対応になっているという理解ですよね。

方向性を含んでいく取組名称が多少変わっていくのですが、その中に入っているとご理

解いただければというようなことかと思います。

このような構造で、次に具体的に今後の道路管理の取組をご説明してまいりますので、

またその中でご意見、ご質問をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

３．今後の具体的な取組（案）

○萩 原：それでは、今後の具体的な取組ということで、取組１、２、３、１１ページか

ら２５ページ。

それと、松尾先生に事前に少しお話を伺っておりますので、まずその話をしていただき

まして、割と広めのご意見をいただいておりますので、そこも踏まえながら１、２、３な

どで入れていければと思いますので、よろしくお願いします。

○事務局：松尾先生は今日所用がございまして欠席ということですが、事前に資料等見て

いただいて、何かコメント等あればということでお願いしておりました。

松尾先生からは、第３回懇談会の資料について、道路管理の取組の今後の方策（案）の

７つの柱についてということで、７つの柱を進めていく基本的な柱として道路利用者の安

全確保のために道路管理者や委託事業者の連携など道路維持管理体制の強化がベースにあ

ると考えていますというご意見が１つ。

それと、昨年の台風１９号等を踏まえまして、２０１８年の西日本豪雨に始まり、２０

１９年の台風１５号及び１９号の災害について、地球温暖化の影響であると考えている。

今後、水害の広域化や激甚化に至ることは間違い。そのためには道路管理の徹底と維持管

理体制の強化は急務と考えるというコメントをいただいております。

事務局といたしましても、これからご説明いたしますけれども、今後の具体的な取組

（案）の「４ 関係機関との連携」の中で、体制の強化という部分で人員確保など効率

的・効果的な維持管理体制の検討などについて取り組むことにしておりますが、いただい

たご意見も参考としながら道路利用者の安全確保のための道路管理者及び委託事業者の連

携など、道路管理の徹底と維持管理体制の強化に努めてまいりたいと考えているところで

ございます。
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○萩 原：では、続けてお願いいたします。

○事務局：それでは、１１ページをごらんください。７つの取組について、具体的な内容

を順次説明いたします。

この資料では、それぞれの取組において道路管理上の課題、懇談会等での意見を踏まえ、

今後追加する取組内容を整理し、その上で短期、中長期の取組に分けた一覧表を提示して

います。その後、追加する取組内容についての具体的なイメージを掲載するという構成に

なっています。

また、資料３には平成２８年度以降これまでの取組と今後の取組（案）の主なものにつ

いて整理しましたので、ご参照ください。

○萩 原：７つのうち３つまでを先にご説明いただいて、ご意見をいただきまして、残り

４つをご説明いただく。真ん中で分けますので、よろしくお願いします。

○事務局：それでは、１２ページをごらんください。

今後の取組１、「前通行規制区間の追加・運用の改善」について整理しています。表の

左列には平成２８年度以降の取組事項について、短期の取組は黒四角、中長期の取組は白

四角で示しています。また、見直しを行う事項は水色、強化する事項はオレンジ色の網か

けで表示しています。中央列には、それぞれの取組事項に関連した本懇談会で整理された

道路管理上の課題と、第１回、第２回懇談会及び第３回の事前確認で各委員からいただい

たご意見を整理しています。これらを踏まえ、今後追加する取組内容を右列に示していま

す。

取組事項「予防的な通行規制区間の検討」は、人員不足や高齢化、パトロール実施者の

安全確保といった課題を踏まえ、今後「特殊通行規制区間の追加検討」を追加することを

考えています。

取組事項「通行規制区間の表示」については、事前確認でいただいたご意見を踏まえ、

「英語（多言語）併用標識の設置」を追加し、一番下の取組事項「通行規制区間の分かり

やすい表示」で追加する取組「看板の多言語対応の検討」とともに、５の「情報提供の充

実化（分かりやすい情報提供）」で引き続き取り組んでいくことを考えています。

また、中段の「より確実な規制実施のための条件設定と資機材の整備」については、第

２回懇談会でいただいたご意見を踏まえ、「気象シナリオ、気象データの活用」、「事前通

行規制区間の運用見直し」を追加することを考えています。

「１ 事前通行規制区間の追加・運用の改善」の取組事項と具体的な取組内容を整理し

て、次ページに記載しています。

１３ページをごらんください。「１ 事前通行規制区間の追加・運用の改善」について、

短期的な取組、中長期的な取組に分けて再整理した表を示しています。右列の具体的な取

組内容については、これまでの取組内容は黒色文字、今後新たに追加する内容は青色文字

で表示しています。このうち今後新たに追加する取組について、具体的なイメージを次の

ページより説明いたします。
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ここで「通行規制区間の表示」、「通行規制区間の分かりやすい表示」の具体的なイメー

ジについては、５の「情報提供の充実化」で説明いたします。

１４ページには、短期的な取組「予防的な通行規制区間の検討」で追加する「特殊通行

規制区間の追加検討」について示しています。これまでの被災履歴や通行止め回数、時間

等の被災発生リスクや交通量、沿線の居住人口、パトロールの出動状況等を踏まえ、事前

通行規制区間の設定を検討することを考えています。

図は追加検討イメージを示しています。

１５ページには、中長期の取組「より確実な規制実施のための条件設定と資機材の整備」

で追加する「事前通行規制区間の運用見直し」について示しています。警報級の可能性や

危険度分布など気象庁から発表される様々な気象データを活用して、今後の気象状況をよ

り早く把握するとともに、通行止めによる住民避難や地域産業等への影響、夜間や豪雨時

等のパトロールの危険性を考慮した通行規制の実施について検討することを考えています。

図は活用イメージを示しています。住民避難や夜間パトロールの可能性を踏まえ、警戒

レベル２の注意報発表の時点で通行規制を判断するなど、事前通行規制や道路パトロール

の出動などの道路管理における気象データの活用可能性について、札幌管区気象台にご協

力いただきながら検討していくことを考えています。

続きまして、１６ページをごらんください。今後の取組２、「道路パトロールの改善」

について整理しています。

取組事項「パトロール出動基準の見直し」は、人員不足や高齢化等の課題を踏まえ、今

後「特殊通行規制区間の追加検討」を追加し、取組事項「パトロール時の視点改善と周知

徹底」は第１回懇談会のご意見を踏まえて「維持管理ハンドブックの改定」を追加し、３

の「安全かつ効果的な道路管理の実施（安全確保の推進）」で引き続き取り組んでいくこ

とを考えています。

取組事項「より確実な道路管理のための条件設定と資機材の整備」については、課題と

第２回懇談会でのご意見を踏まえ、「気象シナリオ、気象データの活用」、「道路パトロー

ル出動の運用見直し」、「情報技術（ＩＴ）の活用検討」の３つを追加することを考えてい

ます。

１７ページをごらんください。「２ 道路パトロールの改善」について、短期、中長期

に分けて再整理した表を示しています。

ここで、取組事項「より確実な道路管理のための条件設定と資機材の整備」で追加する

「ＩＴ（情報技術）の活用検討」については、本懇談会の事前確認でいただいたご意見を

踏まえ、短期的に取り組んでいくことといたしました。このうち新たに追加する取組につ

いて、具体的なイメージを次のページより説明いたします。

１８ページをごらんください。

短期的な取組「パトロール出動基準の見直し」では、被災発生と雨量・河川等の関連性

等により、パトロール出動基準やパトロール時の留意点について継続的に検討していきま
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す。このほか、「特殊通行規制区間の追加検討」により、道路に異常が発生していない状

況で予防的に通行止めが可能な事前通行規制区間をふやすことでパトロール員の人員不足

や安全確保に対応していくことを考えています。

「より確実な道路管理のための条件設定と資機材の整備」の短期の取組として追加する

「ＩＴ（情報技術）の活用検討」では、ドローン等の機器の整備検討のほか、事前確認で

いただいたご意見を踏まえ、道路状況を監視するための機器設置箇所やインターネット接

続時の整備検討、また通信や情報開示におけるＩＴ活用としてタブレット端末や公共土木

施設維持管理システムの活用・改良について検討することを考えています。

また、この取組事項の中長期的な取組として追加する「道路パトロール出動の運用見直

し」については、通行規制の運用見直しと関連してパトロールにおける気象データの活用

検討、地域の実情やパトロールの危険性を考慮してパトロール出動の中止、通行止めの実

施を判断する方法について検討することを考えています。

続きまして、今後の取組３、「安全かつ効果的な道路管理の実施」について１９ページ

から２１ページに整理しています。

１９ページをごらんください。

取組事項「早めの通行規制の実施」では、課題、懇談会でのご意見を踏まえ、「早めの

通行規制実施についての周知強化」を追加することを考えています。

続きまして、２０ページをごらんください。

短期の取組事項の「安全確保の推進」については、懇談会でのご意見を踏まえ、「北海

道公物管理業務実施要綱、維持管理ハンドブック等の改定検討」、「ドローン活用に向けた

運用手順等の整備検討」を追加し、中長期の取組事項の「安全確保の推進」では、課題を

踏まえ、「災害発生後の道路管理強化基準等の事前準備」を追加することを考えています。

また、中長期の取組事項「資機材の整備と情報技術の活用」については、課題及び懇談

会でのご意見を踏まえ、「災害時の資機材備蓄の強化検討」、「情報技術（ＩＴ）の活用検

討」の２つの追加を考えています。

２１ページをごらんください。

「安全かつ効果的な道路管理の実施」に関連した課題や懇談会でのご意見を踏まえ、新

たな取組事項として「道路管理の効率化」を追加して、「既存の公共土木施設維持管理シ

ステムの活用・改良」、「北海道胆振東部地震の経験を踏まえた道路啓開手順マニュアル等

の検討・作成」、「災害時、異常気象時における応援体制の構築・手順の検討」、「道路管理

方法の見直し」の４つに取り組んでいくことを考えています。

２２ページをごらんください。「３ 安全かつ効果的な道路管理の実施」について、短

期の取組、中長期の取組に分けて再整理した表を示しています。

ここで、短期の取組事項「安全確保の推進」では、本懇談会の事前確認でいただいたご

意見を踏まえ、「防災関連部署との更なる連携」を追加しています。また、取組事項「資

機材の整備と情報技術の活用」で追加する「災害時の資機材備蓄の強化検討」及び「情報
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技術（ＩＴ）の活用検討」については、本懇談会の事前確認でいただいたご意見を踏まえ、

短期的に取り組んでいくことといたしました。

このうち新たに追加する取組の具体的なイメージについて、２３ページから２５ページ

に掲載しています。

２３ページをごらんください。

短期の取組「早めの通行規制の実施」で追加する「早めの通行規制実施についての周知

強化」では、早めの通行止めを実施する目的や行うことによる効用などについて維持管理

ハンドブックの改定や研修会の開催等により周知徹底を図ることを考えています。

短期の取組「安全確保の推進」で追加する「北海道公物管理業務実施要綱、維持管理ハ

ンドブック等の改定」については、道路管理者や維持業者の命を守るための行動基準や安

全対策、装備品等について検討するとともに、降水時間予報や高解像度降水ナウキャスト、

警報級の可能性や危険度分布等の気象情報の解説や道路管理における具体的な利活用方法

について検討し、要綱やハンドブックに掲載することを考えています。

また、「ドローン活用に向けた運用手順等の整備検討」については、ドローン活用・実

用化に向けた運用方針や現場における安全管理規定を検討し、「防災関連部署との更なる

連携」については道庁内の防災関連部署とさらなる連携強化により安全かつ効果的な道路

管理の実施を目指すことを考えています。

２４ページには、新たに追加する取組事項「道路管理の効率化」のうち短期的に取組を

進める内容について示しています。

図に示している公共土木施設維持管理システムを活用して通行時、災害発生時における

道路管理の省力化を図るとともに、システムの活用促進に向けた周知を行うことを考えて

います。

また、維持対応状況や防災関連情報の充実化に向けたシステム改良についても検討する

ことを考えています。

また、大規模災害発生時の効率化を図るため、「北海道胆振東部地震の経験を踏まえた

道路啓開手順マニュアル等の検討・作成」を考えています。具体的には、啓開作業に必要

な重機や人員の手配とその配備方法、必要な資機材や協定等の事前準備事項の検討、冬期

の地震発生や津波・停電時の複合災害発生を想定した対応計画、訓練等について検討する

ことを考えています。

続きまして、２５ページをごらんください。

短期の取組「資機材の整備と情報技術の活用」で追加する「災害時の資機材備蓄の強化

検討」では、通行規制看板やバリケード等の道路管理に係る資機材の備蓄について検討す

るとともに、情報技術（ＩＴ）の活用についても検討することを考えています。

また、中長期の取組「安全確保の推進」で追加する「災害発生後の道路管理強化基準等

の事前準備」では、地震時の災害発生後の道路や斜面の被災状況に応じた事前通行規制基

準や道路パトロール出動基準などを検討するとともに、停電等による連絡不通時における
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道路管理者、委託業者の行動基準等について検討することを考えています。

さらに、新たに追加する取組事項「道路管理の効率化」のうち中長期的な取組として、

維持組合や建設業協会との災害協定に基づく災害時、異常気象時の応援体制の構築や、そ

れに係る具体的な運用方法について検討することを考えています。

以上の１から３の取組については、主に道路管理上の取組として進めていく内容と考え

ています。

取組１から３についての説明を終わります。

○萩 原：はい。ありがとうございます。

これらにつきまして、ご質問、ご意見等いただければと思います。いかがでございまし

ょうか。

○草 塩：１、２、３全てに通行規制に関して今後の取組ということで示されているので

すけれども、ある基準で通行規制をかけるときに、前回もお話しさせてもらったのですが、

天気予報などで今後基準に達すると予想される場合でも通行規制を始められるということ

を今後取組としてやるという理解でよろしいのでしょうか。

○事務局：例えば、１５ページの「事前通行規制区間の追加・運用の改善」の、より確実

な通行規制のための「事前通行規制区間の運用見直し」の部分で、気象データ（警報級の

可能性、危険度分布等）の活用による今後の気象状況の把握、こういうことを利用して今

おっしゃったような運用見直しも考えていきたいというようなことでございます。

○草 塩：はい。第２回のときにもお話しさせていただいたのですが、通行止めをかけて

も、それほど住んでいる方がいないですとか、そういう路線もあるのですけれども、早め

に今後基準に達するというのが天気予報で予想されますので、その場合には早く止めたい

というのが現場の思いなのです。

○事務局：１５ページのポツの２つ目、通行止めによる住民避難や地域産業等への影響、

夜間や豪雨時等のパトロールの危険性を考慮した通行規制の実施というのは、じゃあどこ

かというのは具体的には言えないのですが、例えば突っ込んで終わってしまうような道路

だとか、そういう部分は奥に集落があるところと同じように考える必要はないのかなとい

うような、場所場所で考えることがあるかと思いますので、そういうのを含めながら考え

ていく必要があるということだと思います。

○萩 原：よろしいですか。

○草 塩：はい。

○萩 原：あといかがでございましょうか。

○橋 本：内容としては妥当でありますし、わかりやすくていいと思うのです。言葉の問

題なのですが、情報技術（ＩＴ）、ＩＴ（情報技術）とか、同じ文言なのですがいろんな

書き方があって、統一感がないので、ぜひ直していただきたいのですが、国の会議などで

はこれは「情報通信技術」という言葉で統一されているので、こちらも倣ったほうがいい
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のではないかと思います。

○橋 本：「情報通信技術」という言葉で統一されています。それを訳してみると、本当

はＩＣＴになるのですが、ＩＴというふうにいまだに昔ながらの訳を使っているところが

あって、ここはもうお任せします。本当はＩＣＴというのが最新なのです。

それで、２２ページを見るとＩＴとＩＣＴが並列して出ていて、２つ違うものなのかな

と思うところもあるのです。短期のほうではＩＴの活用検討、中長期ではＩＣＴの活用検

討と書いて、２つ違うものなのではないかと勘違いする人もいると思うのですが、これは

同じものです。ですから、短期にしても長期にしてもＩＣＴの活用を考えていくのだとい

うことですね。その中に恐らくモノのインターネット、ＩｏＴも含まれてくると思うので

す。ですから、少なくとも２２ページでＩＴ、ＩＣＴ、ＩｏＴと出てくるのはおかしいよ

うな気がするので、「情報通信技術（ＩＣＴ）の活用検討」などで統一するのがいいので

はないかと思います。

○事務局：例えば１８ページで「ＩＴ（情報技術）の活用検討」という言い方をしている

のですけれども、ここの部分でいいますと、「情報通信技術」という表現にすればわかり

やすいということでよろしいのでしょうか。

○橋 本：そうですね。できれば、今見たところで何種類かのものがあったので、統一し

た書き方をしていただいたほうがわかりやすいと思います。

○事務局：最初の４ページの議論のときも、人員不足のところで、私もＩＴ技術の活用と

いう部分でドローンの活用だとか、ご説明したつもりだったのですけれども、「情報通信

技術」に統一したときに、例えばドローンあるいはカメラ、タブレット端末、そういうも

のを含めて「情報通信技術」と読み換えたほうがよろしいと。

○橋 本：Ｃはコミュニケーションです。

○事務局：通信なのですね。

○橋 本：それでいいと思うのですが、意見としては、ＩＣＴを非常にまだ狭く捉えてお

られて、これはもっともっと広い意味で便利に使えるものなのです。ですから、ドローン

がとか、監視カメラがというふうに限定的に使うのではなくて、新しい技術がどんどん出

てきていますから、そのＩＣＴを積極的に活用していくのだと。その姿勢を見せるという

だけで僕はいいのではないかと思います。具体的なことはもっと詰めればいい話なので。

以上、意見です。

○事務局：わかりました。資料で「ＩＴ（情報技術）の活用」という部分がほかのところ

にも出てくるのですが、これは基本的に「情報通信技術」という表現に直したほうがいい

ということですね。

○橋 本：そうです。

○事務局：はい。わかりました。

○橋 本：よろしくお願いします。

○萩 原：恐らく将来見返したときに、「ああ、ちゃんと入っているね」というふうにな
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るのではないかと思うのです。今までは「情報」という言い方をしていますが、通信でコ

ミュニケーションということもすごく大切なパーツになるので、両方入れておいてもらっ

たほうが将来的には、いい言葉をちゃんと使っているなと評価してもらえるのかなと、今

聞いていて思いました。よろしくお願いします。

あといかがでございましょうか。

先ほどの草塩委員の話にちょっと近いのですが、１５ページも、もうちょっと逆に具体

化できるのだったら、真ん中の黄色い「通行規制の判断開始タイミング」という物すごく

ラフに１つだけで規制のタイミングが避難と組み合わされてしまっていて、本当は先ほど

のように地域の事情によってどんどん変わるとか、きっと複雑なのですよね、ここは。こ

んな簡単に多分書けない。

○事務局：はい。これはあくまでもこういうイメージでということで、例えばこういう情

報を活用しながら、そのエリア、エリアで考えていく部分があると思うので、一律にこの

段階に来たらというのはなかなか難しい部分はあるのかなという感じはしております。

○萩 原：そういう意味では、住民の行動とか市町村の対応と気象情報を見ながら、道路

がどのタイミングで行動を起こすのかというのは、多分、桜田様などはそういう専門、い

ろいろやられていますよね。

○桜 田：難しいです。

○萩 原：そういうところに何かここは手を入れようとしているのかなというページに見

えて、ここまで単純に書ききれるのか、ちょっと不安に。まじまじと見ていると、「うー

ん、大丈夫かな」という。その難しいというところがうまく示されていないのではないか

という感じがしたのですが、桜田様、いかがでしょう。

○桜 田：考え方として、昔はどんなことがあっても道路というのは止めてはいけないと。

それで頑張っていた結果、かえって早く止めたほうが被害が少ないというような現象が

多々出てくるに当たって、そこの通行止めのタイミングをどの時点でとるかというのは道

路管理者としては一番難しい。止めた以上、またいつか開けなければいけないので、開け

ることも考えながら止めるという判断をしていくわけですので、そこに対してこういうマ

トリックスで考え方を示したというのはかなり意欲的なことだと思いました。

ただ、先生がおっしゃったように、単純に、この時点で縦と横がこういうふうになった

らここは通行止めなのだと、そういう一律な割り切り方はきっと現地的にはできないと思

いますので、先ほど草塩さんがおっしゃった、できる限り早く止めるべきというふうな事

象が迫ってきたらできるだけ早く止めるのだということを認識しつつ、そこに至る条件整

備をどういうふうにやっていくのかというあたりを整理していく方向がいいのかなという

感じがします。

○萩 原：はい。ありがとうございます。

この紙だけでほかの人に読み取られるとちょっとつらいかなという感じもしました。

あと、こちらは気象庁側の情報の話も出ているのですが、いかがでございましょうか。



- 15 -

○森 谷：この表では通行規制の判断開始のタイミングのあくまでも一例というご説明を

いただいておりますが、これがかなり大きな絵になっているので、これが決定事項という

ふうに見えなくはないのですけれども、情報のほうでいきますと、早期注意情報（警報級

の可能性）が発表されているということは、大雨も例えば警報の可能性までを見越して早

期注意情報（警報級の可能性）が「中」「高」というふうになっていますので、そういう

場合は大雨の警報が発表される可能性があるのだと受け取っていただいて、その状況で発

表される注意報ですと、その次には警報の発表が控えている可能性があるのだと受け取っ

てもらいたいと思います。

そういう状況でなくて、ただの大雨の注意報が発表された段階では、警報になる可能性

は、絶対ないとは言えませんけれども、かなり低いというところで、同じ注意報でも意味

合いがありますので、関係機関との連携ということで、今まで直接気象台にお問い合わせ

とかあまりなかったかと思うのですけれども、疑問な点についてはどんどんご質問いただ

ければと思います。

それで、ここで示されているような警戒レベルとか警戒レベル相当情報と……

○萩 原：後で発展するものが怖いということですね。

○森 谷：そうです。ですから、大規模な、それこそ台風や低気圧とか停滞前線のような

事例が該当するような現象がここに載っているような警戒レベルとか警戒レベル相当情報

が出てくるという現象になりますので。一般的な注意報だけで終わるような大雨とか洪水

の場合もありますので、その辺の判断も確認されたほうがよろしいかと思います。

○萩 原：はい。ありがとうございます。

今１５ページの話をさせていただきましたが、やっぱりこれは説明するのも大変だし、

書くのも大変だし、結構難しいページになっているのかなという印象をすごく受けます。

今のような説明をしていただけると納得できるのですが、紙だけ見るとそういうところ

までニュアンスが伝わらなくて、なかなか難しい内容になっているなという印象がありま

す。

ほかにつきましてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

１、２、３で主に道路管理についてお話をしていただいておりまして、次、取組４から

もございますので、そこをご説明いただきまして次に行かせていただければと思います。

続きまして、２６ページから説明をお願いいたします。

○事務局：それでは、２６ページをごらんください。今後の取組４、「関係機関との連携」

について整理しています。

短期の取組事項の「地域ごとの連携強化」では、道路管理上の課題、懇談会でのご意見

を踏まえ、「事前通行規制に係るチェックシートの全道展開・情報共有」、「関係機関・地

域事業者との気象情報・通行規制発生等の恐れ等に関する事前の情報共有」、「地域事業

者・住民との道路被災情報収集等の連携強化」の３つを追加し、取組事項「オープンデー
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タ化の推進」については５の「情報提供の充実化（情報活用の推進）」で引き続き取り組

んでいくことを考えています。

また、中長期の取組事項の「地域ごとの連携強化」では、課題、懇談会でのご意見を踏

まえ、「孤立の可能性がある路線の把握、地域の検討会議開催」、「体制の強化」では、課

題を踏まえ、「災害時、異常気象時等における関係機関間の応援体制の構築検討」の追加

を考えています。

２７ページをごらんください。「４ 関係機関との連携」について、短期の取組、中長

期の取組に分けて再整理した表を示しています。このうち新たに追加する取組の具体的な

イメージについて、２８ページから３０ページに掲載しています。

２８ページをごらんください。

短期の取組「地域ごとの連携強化」で追加する「事前通行規制に係るチェックシートの

全道展開・情報共有」では、異常気象時通行規制区間１４６区間、特殊通行規制区間６５

区間の全２１１区間を対象に、図の右に示しているチェックシートを作成することを考え

ています。このチェックシートは、事前通行規制や解除に伴って必要となる作業、降雨の

確認や作業準備、関係機関への連絡、規制作業などの実行管理をするものです。この様式

をデジタル化し、図の左に示している公共土木維持管理システム等の既存システムを活用

して道庁内で情報共有する仕組みづくりを検討することを考えています。

２９ページには、短期の取組「地域ごとの連携強化」で追加する「関係機関・地域事業

者との気象情報・通行規制発生等の恐れ等に関する事前の情報共有」について示していま

す。

図の左に示している気象庁から発表される警報級の可能性を活用して、早期に地域の関

係機関で情報共有を図り、今後発生の可能性がある道路の通行止めや住民避難など共通の

意識で対応できるように仕組みづくりを検討することを考えています。

また、事前通行規制区間については、図の右で示しているようにチェックシートを改良

して、警報級の可能性についても関係機関へ連絡して、早期に共有することを考えていま

す。

３０ページをごらんください。

中長期の取組「地域ごとの連携強化」で追加する「孤立の可能性がある路線の把握、地

域の検討会議開催」では、通行規制により孤立が発生する地域における地域産業や住民避

難などへの影響を把握するとともに、松尾委員からタイムライン防災を活用するようご意

見がありましたので、市町村等の関係機関や地域事業者、道路管理者による検討会等を開

催してタイムラインを作成することなど継続して取り組んでいくことを考えています。

また、「地域事業者・住民との道路被災情報収集等の連携強化」では、平成１７年以降、

コンビニエンスストア、配送センターやトラック運転手に対して道路・河川等の異常情報

や土砂災害等の前兆現象に関する情報提供の協力を依頼しており、この協力を再依頼して

強化を図るとともに、コンビニエンスストアには地域住民に対して情報提供を依頼するこ
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とを考えています。

また、本懇談会の事前確認でいただいたご意見を踏まえ、ＷｅｂＧＩＳなどのＩＴを活

用して地域ごとの情報共有の高度化を検討することを考えています。

中長期の取組「体制の強化」で追加する「災害時、異常気象時等における関係機関間の

応援体制の構築検討」では、関係機関との災害時協定に基づく災害発生時の応援体制の構

築、またその具体的な運用方法について検討することを考えています。

続きまして、今後の取組５、「情報提供の充実化」について３１ページから３３ページ

に整理しています。

まず、３１ページをごらんください。

取組事項「カーナビゲーションシステムによる通行規制情報等の提供」及び「高度化」

では、道路管理上の課題を踏まえ、「カーナビゲーションシステムやホームページ等の既

存情報ツールの周知強化」、「通れるマップ、ＶＩＣＳＷＩＤＥ等の情報提供の事例紹介」

を追加することを考えています。

３２ページ、３３ページでは、情報提供の充実化に関連した道路管理上の課題や懇談会

でのご意見を踏まえ、新たな取組事項として「ホームページ等を活用した情報公開の推

進」、「分かりやすい情報提供」、「情報活用の推進（ＩＴ化・情報整備）」の３つの取組事

項を追加することを考えています。

まず、３２ページの「ホームページ等を活用した情報公開の推進」では、「既存規定に

準拠した情報公開、ルール化」、「分かりやすい情報提供」については「多言語の翻訳機器

等の導入・活用」、「工事看板等の多言語表記」、「ピクトグラム等による分かりやすい表示

の検討」に取り組んでいくことを考えています。

続きまして、３３ページをごらんください。

「情報活用の推進（ＩＴ化・情報整備）」においては、「北海道防災共通地図の活用」、

「通れるマップ等の情報提供の事例紹介」、「道路管理に係るデータのオープンデータ化」、

「停電時における通信設備・非常用電源の整備検討」に取り組んでいくことを考えていま

す。

３４ページをごらんください。「５ 情報提供の充実化」について、短期の取組、中長

期の取組に分けて再整理した表を示しています。このうち新たに追加する取組について、

具体的なイメージを３５ページから４０ページに掲載しています。

３５ページをごらんください。

短期の取組「地方自治体等での取組事例の紹介・普及」では、今回ヒアリング調査で提

供いただいた安平町及び同様な取組を行っている南相馬市の情報提供事例を図に掲載して

います。地域住民への情報提供の取組の促進・普及を図るため、各地方自治体で取り組ま

れている事例紹介について継続して取り組んでいくことを考えています。

また、短期の取組「カーナビゲーションシステムによる通行規制情報等の提供」で追加

する「カーナビゲーションシステム、ホームページ等の既存情報ツールの周知強化」では、
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各情報ツールで提供する情報内容や注意事項等を記載したパンフレットを作成して配布す

ることにより認知度や利用促進を図ることを考えています。

３６ページには、新たに追加する取組事項「ホームページ等を活用した情報公開の推進」

の具体的な内容について示しています。

北海道では道路被災状況や通行規制情報などについてホームページで情報公開していま

すが、災害時等における道路管理に係る情報を公開するための基準やガイドラインを作成

して情報公開の推進を図ることを考えています。

３７ページをごらんください。短期の取組「分かりやすい情報提供」の具体的な内容に

ついて示しています。

１つ目の「多言語の翻訳機器の導入・活用」では、近年の訪日外国人の来道者数やレン

タカー利用者の増加を踏まえ、観光地などの外国人ドライバーが多い地域で試行的に翻訳

機器を導入・活用して、より多くのドライバーに道路状況や通行止め等の情報が伝わるよ

うに検討を進めていくことを考えています。

また、２つ目の「工事看板・通行規制区間標識等の多言語表記」については、図の左下

の写真のような道路上に常時設置して道路利用者に通行規制区間について周知する道路標

識や、図の中央の写真右下のイメージに示すような道路工事や異常発生時に臨時に設置す

る工事看板、通行止めバリケードや標識について日本語、英語のほか中国語や韓国語など

で表記することにより、外国人ドライバーにも分かりやすく注意喚起できるように多言語

化を推進することを考えています。

続きまして、短期の取組「情報活用の推進（ＩＴ化・情報整備）」の具体的内容につい

て３８ページ、３９ページに示しています。

３８ページには、北海道防災共通地図の概要イメージを掲載しています。北海道危機対

策課で取組を進めているもので、電子地図をベースマップとして、防災拠点やハザードマ

ップなどの情報を重ね合わせて表示できるよう整備を進めることとしています。

この北海道防災共通地図を活用して、災害が発生した際の対応時に有効となる事前通行

規制区間や冬期通行止めなどの道路関連データを事前に整備するとともに、発災時には被

災箇所や写真等の現地状況、通行規制などの情報を表示して共有することを考えています。

続きまして、３９ページをごらんください。大規模地震などの災害発生に伴う通行止め

箇所、通行可能な道路情報を確認できる「通れるマップ」や、大雨が発生しているエリア

の情報提供をしている「ＶＩＣＳＷＩＤＥ」等の事例を紹介して、道路利用者への周知、

活用促進を図ることを考えています。

図の中段には国土交通省で提供されている「通れるマップ」の事例、図の下段には「Ｖ

ＩＣＳＷＩＤＥ」の大雨エリアの表示事例を示しています。

続きまして、４０ページをごらんください。

「分かりやすい情報提供」については、短期的には標識や看板等の多言語化の推進を図

ることとし、中長期的にはピクトグラムを活用したより分かりやすい表示について検討す
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ることを考えています。

通行規制区間の危険事象をピクトグラムと多言語で表記して、注意喚起する標識イメー

ジを示しています。

また、中長期の取組「情報活用の推進」では、事前通行規制区間や過去の被災履歴等の

道路管理に係るデータのオープンデータ化を進めていくことを考えています。

続きまして、今後の取組６、「平時の意識啓発」について４１ページに整理しています。

短期の取組「パンフレット等による啓発活動」では、道路管理上の課題や懇談会でのご

意見を踏まえ、「観光客への情報提供・意識啓発の検討」、「道路利用者マナー・防災意識

の向上のための啓発活動」、「報道機関との連携方法等の検討」の追加を考えています。

「６ 平時の意識啓発」について、短期の取組、中長期的な取組に分けて再整理した表

を４２ページに示しています。このうち新たに追加する取組について、具体的なイメージ

を４３ページに示しています。

４３ページをごらんください。

短期の取組「パンフレット等による啓発」で追加する「観光客への情報提供・意識啓発

の検討」では、観光パンフレット等に事前通行規制区間の情報を掲載して配布することに

より、観光客への周知を図ることを考えています。

また、「道路利用者マナー・防災意識の向上のための啓発活動」として、大雨時等の突

発的な被災の危険性や通行規制区間への進入禁止について注意喚起パンフレット等を作成

し配布するとともに、運転免許更新講習会などを活用して周知強化を図ることを考えてい

ます。

さらに、「報道機関との連携方法等の検討」では、災害発生時の被災状況や通行規制に

関する情報発信の協力、通行規制区間への立ち入りの危険性の周知について、災害発生直

後の情報交換会等の開催など仕組みづくりについて検討することを考えています。

最後に、今後新たに追加する取組「７ 停電対策の取組」について４４ページに整理し

ています。

道路管理上の課題や懇談会でのご意見を踏まえ、新たな取組事項として「停電対策の取

組」を追加し、「災害協定の整備」、「調達方法の手順書の作成」、「停電時の通信設備・機

器の導入検討」、「非常用発電機の増強」に取り組んでいくことを考えています。

「７ 停電対策の取組」について、短期の取組、中長期の取組に分けて整理した表を４

５ページに示しています。これらの取組の具体的なイメージを次ページに示しています。

４６ページをごらんください。

短期の取組の「停電対策の取組」では、非常用発電機のリースや発電機などの燃料の優

先給油などの災害時協定を整備し、その具体的な調達方法に関する手順書を作成すること

を考えています。

中長期的には、「停電時の通信設備・機器の導入検討」として、非常用通信手段を確保

するため、無線や衛星携帯電話等の通信機器のリースや導入、停電時における通信設備へ
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の電力供給について検討することを考えています。

また、既存の非常用発電機・施設の交換時期に合わせた増強計画を策定し、順次増強を

推進していくことを考えています。

以上の４から７の取組については、防災関連部署や関係機関と協力して取組を進めてい

く内容と考えております。

取組４から７についての説明を終わります。

○萩 原：はい。ありがとうございます。

ご説明するのを忘れていましたが、資料３が取組ごとに短期・中長期でどんなことをや

るかというタイトルをまとめて、全体を見やすくしているものになります。

先ほど説明いただきましたのは左側のページの①②③でございまして、ただいまご説明

いただきましたのが右側のページの④⑤⑥⑦となりますので、このあたりも参照していた

だきながらご質問、ご意見等いただければと思いますが、いかがでございましょう。

大変内容が詳しく、すごく細かいところまで入り込んできている印象を受けましたが、

ご意見等いただければと思います。

３５ページのチャンネルを紹介いただくのはいいのですが、「あびらチャンネル」は令

和元年１０月１日で、調査で行ったときのものかもしれませんが、右側が異様に古くて、

「みなみそうまチャンネル」というのはいまだにこのような状態になっているのかという

不安を感じたのですが、２０１１年８月１６日は紹介するにしてもちょっとまずくないか

という。

○事務局：実際に紹介する際には最新版のものにします。

○萩 原：そうですよね。多分、今は違いますよね。

○事務局：事例ということで、ご参考にしていただければと思います。

○萩 原：これは南相馬の人がびっくりしてしまうかもしれないから、変えてもらえれば。

あと、３８ページは、これは危機対策課でつくられているのですか。

○秋 吉：はい。

○萩 原：これは、誰でもここに入れる。

○秋 吉：そうです。国土地理院提供のマップなのです。

○萩 原：一般の人でもこれを見に行けるのですか。

○秋 吉：一般の人でも見に行けますけれども、情報的に危機対策課のほうで道路や河川

などの情報を全部統一してまとめておりますので、問い合わせいただければこちらから情

報は提供できるのですが、皆さん見られるような状態にはまだなっておりません。

○萩 原：その辺、橋本先生いかがですか。

○橋 本：前回の会議は欠席したので何とも言えないのですけれど、そういうのはオープ

ンにする予定というのはなかったですよね。

○秋 吉：そうですね。まだないです。
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○橋 本：だから、秘密になっているわけです。

○萩 原：そうなのですか。

○橋 本：これ、何で公開していないのでしたか。信頼性の問題ですか。

○秋 吉：そこまで私もまだ聞いていないのですけれど。

○事務局：事務局で事前に１回お聞きしに行ったことがあって、その際のお話では今後こ

れをつくっていく予定だということで、来年度に委託業務を出す予定だとおっしゃってい

ましたので、そのものが出来上がった後にどういう公開の仕方をするかということをお決

めになるというような印象で話を伺ってきました。

○萩 原：多分、地方自治体の人だとここまで公開しますよとか、一般の方だとここまで

ですよとか、そういうレベル分けのようなものがされて公開されていくのかなと、ちょっ

と見させてもらったのですが、そんなことでもないのですか。すばらしい情報だなと。

○事務局：通行止めの情報などはインターネットの防災情報のところに出せたらいいなと

今考えているということもおっしゃっていました。

○萩 原：これ、全道展開されているのですよね。一部地域ではなくて。

○事務局：はい。

○萩 原：すごいですね。

はい。ありがとうございます。

すばらしいものができているのだなと。多分、橋本先生がつくっているのですか。

○橋 本：いやいや、そうじゃない。つくっている方を知っていますけれど。

○萩 原：もし何かございましたら。

○橋 本：確認してから意見を。できるといいなとは思います。

○萩 原：そうですよね。

３６ページで通行規制区間を切ったところから点線で表示されているのですが、これは

すごくわかりにくくて、もうちょっと赤くするとか、「ここはだめだよ」という感じには

ならないのですかね。これ、どこが通れないのか、ぱっと見では、絵が小さいから。本当

は絵が大きいのかもしれませんが。

これ、一応点線のところはだめなのですよね。通常こういう表示をされるのですか。す

ごくわかりにくいなと。

○事務局：すみません。この絵は通行ができるときのものを事例に出しています。

○萩 原：通行できて、ここが規制されるかもしれませんよと。

○事務局：そうです。

○萩 原：そういう意味なのですね。

○事務局：はい。それで、土砂崩れのおそれがあるのでお気をつけくださいと。通行止め

の際には赤く塗って、差し替えたりして運用していました。

○萩 原：ああ、そうか。「降雨などの」と書いてあるということは、降雨があったとき

にここが規制されますよという。
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○事務局：はい。

○萩 原：ありがとうございます。

あと、齋藤様、ＶＩＣＳの話が３１ページなどでもあったのですが、全路線という方向

になったのですか、なりそうなのですか。難しいのですか。

○齋 藤：その辺はＶＩＣＳセンターのほうでいろいろ作業をやっていると思うのですが、

今のところ道道以上は整備されているのです。

○萩 原：道道以上にはなった。

○齋 藤：はい。

○萩 原：はい。ありがとうございます。

あと、４番目の「関係機関との連携」というのは、すごく細かくいろいろな連携が書か

れていて、これが実行されれば非常にすばらしいなというイメージのものなのですが、こ

れ、やれそうと言ったら失礼な話になりますが、どのぐらい実現されていくのかというよ

うな。

草塩様、いかがでございましょう。こういうのは、簡単そうに書かれていますが、結構

難しいなというイメージなのですが。

○草 塩：はい。ここでは道道の話をしているのですが、当然国道も市町村道もつながっ

ていまして、国道だとどこの業者がどこの路線をやっているかというのはこちらでもわか

ることなのですが、市町村ですと、維持業者が決まっているとか、そういうのが余りない

ようなのです。

私は登別市なのですけれども、登別市の場合だと市の職員が何かあったときに出動して、

何か作業をしなければならないときに市内の業者に連絡してやってもらうというような。

○萩 原：その都度。

○草 塩：そうですね。なので、市町村との連携というのがちょっと難しいかなというふ

うには思っています。

○萩 原：業者さんとかその都度で任意になっていて、いつも同じ方でないとか。

○草 塩：はい。

○萩 原：そういうところで、じゃあ誰がやっているのだという話になるというようなこ

とですか。

○草 塩：はい。胆振東部地震のときも、佐藤室長はよくご存じでしょうけれど、私も現

地に行って、道道のどこからどこまで通行止めにしてということをするのですが、枝道か

らどんどんどんどん車が入ってきてしまうのです。それは、町の道路から車が入ってきて

しまうのです。それを止めることもできないのです。連絡も、あの場合だと、どこにどう

してよいかもわからないというような事例もありました。

○萩 原：さっきどこかに枝道から入るなという絵がありましたが、あれは現実的にはな

かなか難しいケースもあるかもしれないということですか。

○草 塩：地元の方は地元の道路をよくわかっているので、どこに行ったらどこに通れる
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かがわかっているのでどんどんどんどん入ってきてしまうのです。

○萩 原：そのあたりはいかがでしょうか。そこまで踏み込んで書ききれるとも思えない

のですが、何かご意見をいただければと思いますが。

○事務局：確かに難しい部分もあると思うのです。ただ、なるべく解決できる方向で検討

してまいりたいと思っております。

今回いただいたご意見によって、今後私ども実際に具体的に取り組んでいかなければい

けない形にはなろうと思うのです。ただ、それが、短期、中長期という形に分けておりま

すけれども、全てすぐできるというものではないと思いますので、今回はこういう懇談会

を開いて、皆様の意見をお聞きしながら取りまとめましたけれども、今後は、実際にでき

たこと、できないこと、そういうものを毎年検証しながら、そういう検討は引き続きやっ

ていかなければいけないと思っております。

ですから、全てすぐできるというものではないと思いますけれども、その辺は検討して

いきながら対応させていただければと思っております。

○萩 原：今言われたことはすごく大切だと思います。全てできるわけではないというこ

とですね。できたことはこれで、できなかったことはこれということで、また将来的にチ

ェンジしていくというようなお話だと。それはどこかに記載されたほうがいいかもしれな

い。難しいかもしれませんが、そういう部分もあるのだよという話はあってもいいのかも

しれないですね。

今のは４３ページですね。「枝道からの通行規制区間への進入は非常に危険！」と。先

ほど、地元の方がよくわかっていて、どんどんどんどん通ってしまうということはあると

いう話ですが、こういうパンフレットとかなるべく配布させてもらって、危ないのだから、

行けるのはわかっているかもしれないけれど、行かないでねという話ですね。

○橋 本：今のことに関して、免許講習でこういうパンフレットを配って、皆に周知して

いるわけですね。そういうのは大変よいと思います。ですから、免許講習の機会を利用し

て、いろいろ知ってもらいたい情報をパンフレットなどでどんどん出すという形で進めて

いただければいいのではないかと思います。

それで、３０ページなのですが、２番目の矢印、「地域事業者・住民との道路被災情報

収集等の連携強化」と書いてあるのですけれども、ここに書いてあることは収集だけでな

く配信もする。つまり、コンビニに寄った人に渡すとか、ＷｅｂＧＩＳというのもむしろ

配信のために利用できるようなものなので、収集だけのためにこれが書いてあるのはもっ

たいないような気がしまして、収集・配信における連携強化という形で進めていったほう

が効果は大きいのではないかと思います。前その話だったような気がするのですが、いつ

の間にか収集だけになってしまったので、ぜひこれを配信のほうにも振り向けていただけ

ればと思います。

それで、３８ページのこういうすばらしい、それこそＩＴ化というか、ＩＣＴ、情報通

信技術の利用でいろんなものを見せるのも大変よいことだと思いますし、これからどんど
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ん進めていっていただきたいのですが、地理院地図という強力なベースマップができてい

るので、それを利用すると意外と簡単にできてしまうということで、非常に期待したいと

ころであります。

こういうものを、できたらオープンデータとして公開していただけないかという話です。

つまり、北海道がいろんなデータをつくって、部署の人だけでそれを判断して、それでい

ろいろやるというのはこれまでの仕組みからいうと当たり前のことなのでしょうけれど、

今の世の中の流れとしては、税金でつくったデータというのは基本的に道民のものであっ

て、それを公開して、皆で利用しようという話が進んでいて、それがオープンデータの一

番のベースなのです。ですからこういうものも、道がつくって、皆に知ってもらって終わ

りではなくて、皆で使い合って知識を高めるようなことをやっていただければと思うわけ

です。

それで、全然話に出なかったのですが、北海道はもうできていますよね。調べました。

北海道オープンデータポータルができていて、いろんなデータが公開されておりますね。

驚いたことに、レーザー測量も１メートル標高で出ているのが既に公開されていて、広く

みんなで活用して北海道をよくしていこうというような、そういう流れになっております。

ですから道路情報に関しても、ぜひ多くの人の知恵を借りられるような形でオープンデー

タ化を進めていただきたいと思うのです。

ここに書いてあることを否定するのではなくて、一歩進めて考えるとそういうこともで

きるのではないかという提案でございます。どうぞよろしくお願いします。

○萩 原：はい。ありがとうございます。

あといかがでございましょう。

かなり細かく、短期的に行っていくもの、長期的に行っていくもの、なるべく行ってい

って、できたこと、できなかったものをチェックしながらまた次の段階へ進んでいこうと

いう、とてもよい取組になっていると思いますが、よろしいでしょうか。

まだ細かいところがいろいろあるかと思いますが、そのあたりも修正していただいて、

さらに資料としての質も高めていただきながら、実質進める方向もまた本日の意見なども

入れてやっていっていただければと思いました。

次、佐藤様からご報告いただかなければいけないのですが、ここにあることは作業量が

すごく増える方向にあるのではないかと感じて、正直申しわけないのですが、道の技術職

員の現場の方が非常に少なくて、ぱらぱらっとしかいらっしゃらないので、できればもう

ちょっと増やしてほしいなと。あり得ない話かとは思うのですが、それは災害に対してと

か、突発気象になった場合には物すごく。道路自体も、もちろんこういう仕組みもあるの

でしょうが、それを動かす人に余裕があるかないかというのはすごく大きいのではないか。

現状のように１人、２人の方では到底ここに書いてあるような質の高いことを賄っていけ

るとは思いにくいので、ぜひ増やしてほしい。装置もそうですが、やっぱり人が大事とい

うことで、ぜひご検討いただければと思いました。
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内容は非常にすばらしいのですが、たくさん道路を管理している立場になって、自分一

人しかいないのか、「これか」と見てしまうと、とてもじゃないがカバー仕切れないよね

と思ってしまいましたので、ぜひそういうところも進めていただければと思いました。

あとよろしいでしょうか。

３回にわたっていろいろご意見をいただきまして、またこの内容を進めさせていただく

ということになっていこうかと思います。

また、災害等も、今日はちょっと雪が降りましたが、何だかすごい天気と。ある意味、

雪のない、おかしな天候が現在も続いていますし、夏になったときにどうなるのか、次の

冬どうなるのか。かなり荒れた天気に将来的になるかもしれませんので、ぜひこういうも

のを早く動かしていっていただければと思います。

４．北海道胆振東部地震の復旧状況

○萩 原：それでは、佐藤様から資料４のほうで再度ご報告いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○佐 藤：室蘭建設管理部の佐藤でございます。どうぞよろしくお願いします。

第１回目にも災害復旧の最初の対応状況をお話しさせていただきました。今日は、軽く

おさらいをしまして、現在の復旧状況について私のほうからご報告をしたいと思います。

まず、こちらが被災状況になりますが、今回の地震では道路の陥没や斜面崩壊、道路崩

壊がありました。また、橋梁についても各部材の損傷と、上部工が１２cm移るほど大きな

地震でしたけれども、幸いにも落橋するような大きな被害はありませんでした。

これが河川の状況ですけれども、厚幌ダムにはかなり多くの土砂が流入しました。それ

と、日高幌内川、写真右の上ですけれども、大規模地滑りによって河道が埋塞して、上流

には天然の土砂ダムができたという状況になっています。

また、築堤にもこのようにクラックが発生したり、斜面から落ちたものが河道を埋塞す

るような被災がありました。

こちらは被災直後のパトロールの状況です。橋梁部の段差等にもこのように土のうを置

きまして、前へ前へと進んでいった次第です。

また、直ちに通行止めも実施しまして、最大で１５路線２０カ所の通行規制をかけたと

ころでございます。

橋のアバットの段差等も発生しまして、直ちに応急措置をした。ここは御神渡りのよう

に舗装がめくれ上がって、合掌したような状況になっていまして、直ちにこれを直す作業

を開始して、通行止めも解除しております。

今回の特徴であります斜面崩壊によりまして、道路にかなり多くの崩土がかぶっており

ます。もちろんすぐ啓開作業をしたのですが、中には、救出作業もあって、その後啓開作

業をするという状況。また、規模も大きかったものですから、自衛隊と北海道開発局等に

も協力をお願いしたところでございます。
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こちらが厚真川の幌内地区の状況ですけれども、斜面から多くの土砂が落ちてきまして

河道が埋塞したという状況です。このように多くの重機を用いまして、約１２万㎥を約１

週間で除去しております。この土砂もかなり泥濘化していまして、非常にぬかるむ状況で、

一台ずつに敷鉄板をもたせまして、このように連携ブレーで土砂を排出しております。

こちらは、完成したばかりの橋の上部工の桁までぶつかるような状況も見受けられまし

た。

こちらが吉野地区の被災状況です。多くの土砂で道路が埋没している状況でございます。

こちらが富里の浄水場のところの被災状況です。こちらも多くの土砂で道路が流されて

いる状況が確認できます。その後直ちに写真の右上のほうにありますとおり、啓開作業を

したなりに路盤等を入れて、現道を確保したという状況になっています。

こちらは本復旧の状況です。道路の崩壊箇所や段差、クラック等、今年度中に全て工事

に着手できることになっておりまして、他機関との調整も進めなければいけない現場もご

ざいまして、ことしの秋までには全て工事が完了する予定で、下のほうの橋梁につきまし

ても３月までに全ての橋梁の復旧を実施できると見込んでおります。

こちらが吉野地区の現在の状況ですけれども、不安定な土砂を除去して、勾配のきつい

箇所については法枠を設置しております。また、勾配の緩い箇所につきましてはラスで植

生を図っております。

こちらが１月２６日撮影の現場でして、このように不安定な土塊を除去して、法枠が入

っているのが見えると思います。あと、市街地部におきましても崩土を厚真町に代わりま

して北海道が代行事業で除去作業を現在行って、ほぼ完成している状況で、仮道のルート

はこうなっていますけれども、ここに新しい道路をつくっている状況でございます。

こちらが富里の状況です。浄水場の箇所につきましては、昨年の１２月に崩土除去から

始まりまして、現在はその両サイドの部分の作業に入っております。

また、これは最近の状況ですけれども、冬期間にわたって両サイドの部分の作業でこの

ように法枠を構築した状況になっております。

これは、災害関連の事業として再度の下流への土砂災害を防ぐために渓流に砂防堰堤を

構築している現場です。１０カ所の渓流で設置をしておりまして、ここの特徴は、崩壊し

た土砂を利用しまして、セメントと混ぜたコンクリートで砂防堰堤を構築しているという

状況でございます。

こちらは日高幌内川の被災状況です。先ほどお話ししました土砂ダムの状況ですけれど

も、４００mの土塊がこちらのほうに大規模に崩落しまして、河道を埋塞して、上流部に

土砂ダムができているという状況です。詳細に調査した結果、この上流側に地滑りが５カ

所確認されまして、これが湛水している湖に落ちた場合に越流して、下流のほうまで影響

を与えるおそれがあるということで、対策としましては、北海道でこの土砂ダムの中を全

部埋立てします。そうすることによって、押え盛土の効果があります。また、札幌ドーム

約２個分の３３０万㎥、厚真町の全ての崩壊土砂等をここに搬入するという計画でござい
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ます。

昨年４月から市街地の土砂を、こちらの土砂ダムの手前の被災した農地をお借りしまし

て仮置きをしております。イメージとしては、これは土砂ダムの中ですが、現在は仮設の

道路をつけまして、上のほうに仮の水路をつけまして、上流からこちらの下流に流すとい

う計画でございます。

こちらの土砂の搬入状況ですけれども、土砂ダム入り口の部分の幌内地区の住宅地でご

ざいまして、ここを多くのダンプが通りますと震動・騒音があるということで、このよう

に迂回のルートを新たに設けております。

下の絵が、町道がこちらに走っていますけれども、これは１車線ですので、多くのダン

プが入れないということで、２車線の道路を新たにこちらのほうにつくって搬入をしてお

ります。

現在、お借りした農地のほうに既に６０万㎥の土砂を堆積している状況でございます。

北海道知事が北海道開発局に緊急要請をしまして、地滑りの部分を開削していただきまし

て、こちらのほうに護岸をつくって水路をつくっております。ここに私たちのほうで土砂

ダムの水路を設けて流すということになっておりまして、昨年の春から、このように湛水

している状況を、大型ポンプで排水しております。現在は空になっているのですが、降雨

によって水位が変動するものですから、大型ポンプをこのようにドラム缶で抱き合わせま

して、いかだのように組んでおります。これによって、変動する水位に対応して効率よく

排水をしたということでございます。現在は空になっていまして、上流側のほうに仮設道

路をつくっております。

これは最近の状況で、この黄色のラインまで盛土をすることになっております。一番下

からですと約２０mの高さまで盛ります。こちらのほうにブルーのラインがありますが、

これは１．４キロ上流から仮の水路をこの辺に走らせて、先ほどの護岸のほうまで導いて、

下のほうには水をためないで、効率よく盛土をしていくという状況でございます。

ここにずっとダンプトラックが見えていますが、これは現在、マックスで１日１，８０

０台、今週の合計ですと１，６００台のダンプが走っております。

なかなかイメージが湧かないと思いますので、この辺の状況を動画でお見せしたいと思

います。

これは日高幌内川の上流のほうから見ている状況でして、これが先ほどご説明をした水

路ですが、この箇所が地滑りの押え盛土も併用しながら水路をつけていっているという状

況でございます。

現在、冬の道路なものですから、上と下で交差できなくて、この辺に今もう一つの道路

をつくっている状況でございます。

この大規模な地滑りですが、こちらの上のほうに切り離れた位置があって、ここにはカ

ッパドキアのような残骸が残っております。

これが切り離れた頭頂部の地滑りの滑落した箇所でございまして、泥岩と礫岩の互層に
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なっていまして、非常にもろい地質になっています。下から見えるこれが、我々は奇跡の

一本松と呼んでいますが、このようにしぶとく残っている状況。こちらもやはりカッパド

キアのように切り立った岩塊がそのまま残っている状況でございます。

また、全体を見渡すと規模の大きさが見て取れます。こちらが日高幌内川の奥まで行く

道路を今つくっているところですけれども、この陰に見えるのが大規模地滑りの全容です。

ちょっと角度を変えてみます。先ほどのカッパドキアがこの辺にあります。こことここ

が切り離れた位置になりまして、この山が対岸にぶつかって河道を埋塞させたという状況

です。

これが先ほどの護岸でして、この辺に今ずっと仮の水路をつくっております。ここは既

設の堰堤で、ちょうどここまで埋めるような形になっております。ちょうどこれとここが

離れた位置になります。

これが反対側から見た状況で、今度は上のほうから見ていただきたいと思います。

これが先ほどの一本松です。写真で見てもなかなか規模感はわからないのですが、上か

ら見ると非常に大規模な地滑りが発生していることがわかっていただけると思います。

○萩 原：この辺は震央に近いのですか。

○佐 藤：いえ。もう少し南東のほうが震源地になっています。

以上でございます。

今回このような大規模な災害が発生したのですけれども、北海道としても初めての規模

の災害でございまして、この災害におきましては、先ほど先生からもお話がありましたけ

れども、職員の数も少ない中で、北海道として初めて全国知事会のほうに技術職員の派遣

を要請しまして、１都１１県から応援いただきまして、延べ２１名の方が派遣されており

ます。苫小牧の非常に寒い慣れない土地で災害復旧にご尽力をいただいておりまして、大

変感謝しています。

今日はその中の４名の方にこの会を傍聴していただきまして、今日ご議論いただく件も

各県にまた情報提供していただければと思っております。

また、今回の災害におきましては発災当時から各建設業界とコンサル等、多くの方に大

変お世話になりまして、スムーズに災害復旧しておりますけれども、それも皆さんの支援

があったからこそと考えておりまして、今後も引き続き協力しながら早期復旧に向けて取

り組んでいきたいと思っています。

私のほうからは以上でございます。ありがとうございました。

○萩 原：はい。ありがとうございます。
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５ その他

○萩 原：それでは、最後に委員の皆様から、今回３回行わせていただきました委員会を

踏まえて一言いただいて、終わりたいと思います。

森谷様からお願いできますでしょうか。

○森 谷：皆さん、どうもお疲れさまでございました。

第１回から全て出席させていただきまして、最後まで出席することができました。

気象台に関しましては、もちろん気象のほうの専門なのですけれども、地震や津波ある

いは火山という部門もございますし、長期的なところでいうと気候系というところもござ

いますので、様々な面でご相談いただければ、ご協力できる部分もあると思いますので、

ぜひ遠慮なく声をかけていただければと思っております。

事務局の皆さん、どうもお疲れさまでございました。

○橋 本：いろいろと詳しい資料あるいは研究室に来ていただいてのご説明、ありがとう

ございました。むしろかなり勉強させていただきまして、状況把握など思った以上に複雑

だというのがよくわかりました。

私、情報関係からしか物が言えなくて、現場の感覚から外れた意見を申し上げることが

多かったと思うのですが、人が少ないものをいかに情報通信技術でフォローするかという

状態を見てまいりましたので、そういう点からまた意見が言えるのではないか。そんなふ

うに多少は役立つ意見も混ざっていたらいいなと思いつつ、いろいろお話しさせていただ

いております。

今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

○草 塩：この懇談会におきまして維持業者の安全に関わる議論をしていただいたこと、

大変ありがたく思っております。道路を守る、道路を利用する人の命を守るためには、私

たちは自分たちの安全を確保しなければならないなと改めて確認をしたところでございま

す。

全道の維持業者は３７０社程います。毎年アンケート調査を実施しておりまして、大多

数の意見が人員不足と採算性の問題になっております。委託業務を行っている会社は建設

会社が多いものですから、やはり委託業務を継続していくためには会社を存続させる必要

がありますので、今後におきましても一定程度の予算が必要であるなと思っておりますの

で、最後に述べさせていただきました。

どうもありがとうございました。

○桜 田：私はもともと役人出身でございまして、自分の経験から対応が難しい件はなる

べく言わないようにしようということで、実現可能なところだけコメントさせていただい

たつもりだったのですが、出来上がったものを見ますとかなり意欲的で、先生が先ほどご

指摘になっておりましたが、これをしっかりやっていくには相当マンパワーが必要なのか

なというところも。余りにも前向き過ぎて、心配な部分も出てきております。その意味で、

事務局の方々にはすごく頑張っていただいたのかなと、その前向きさを高く評価するとこ
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ろでございます。

どうもありがとうございました。

○萩 原：ご意見どうもありがとうございました。

ぜひまたこういうものを生かして、余りあってほしくはありませんが、何かあったとき

にこれをベースにいろんなお役に立てればと私自身も思っていますし、非常に内容として

すばらしいものになっているのではないか。

また、他県の方もいらっしゃるというお話ですが、他県のほうにも機会があれば、北海

道ではこんなことをやらせてもらっているよというのをＰＲさせてもらい、かつ、ほかの

エリアでやっているような話も入れて新たなものにしていければ。そういう意見交換会な

どあってもいいのかなという話を先ほどちょっと伺いました。ぜひ生かしていっていただ

ければいいと思います。

以上、私のほうの議事は終了させていただきます。どうもありがとうございました。

○事務局：はい。ありがとうございました。

本日いただきましたご意見、いろいろございました。ありがとうございます。本日の意

見も参考にしながら、今後私どもこれらの具体的な取組を実際に取組としてまとめていか

なければいけないと考えております。そういう意味で、今日いただいた例えば情報通信技

術とか若干修正の部分はあったのですが、それは今後の取組に反映させていただくという

ことで捉えてよろしいでしょうか。

資料を今日お配りしてしまったので、今後の私どもの取組の際には、例えば「情報通信

技術」という言い換えの部分ですとか、そういうものを参考にしながら具体の取組をまと

めてまいりたいと思っております。

貴重なご意見、ありがとうございました。

あと、今回は懇談会ということで、意見書という形にはなりませんので、今回いただい

たご意見、具体的な取組を基に実際の取組をまとめてまいりたいと思います。

いろいろお世話になりました。ありがとうございます。

６ 閉 会

○事務局：それでは、以上をもちまして第３回道路管理に関する懇談会を終了させていた

だきたいと思います。

萩原座長初め委員の皆様、貴重なご意見ありがとうございました。引き続き今後もご指

導賜りますよう、よろしくお願いいたします。

本日は、どうもありがとうございました。


