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コロナ禍を踏まえた大雪・暴風雪時の車両移動訓練
―模型を用いたWEB会議形式での試み―
室蘭開発建設部 道路整備保全課
室蘭開発建設部 道路整備保全課
株式会社ドーコン

○菅野 圭一
加藤 博丈
石井 孝典

室蘭開発建設部では、国土交通省の『大雪時の道路交通確保対策中間とりまとめ』を受け、
立ち往生の予防と早期解消にむけた『冬期道路交通確保対策』を検討している。例年、大雪・
暴風雪時の立ち往生車両の対応検討は、実車による車両移動訓練を行っているが、今年度はコ
ロナ禍の影響を踏まえ、人と人が接触しないよう模型を用いた車両移動訓練を試みた。本稿で
は、WEB会議形式により開催した車両移動訓練について述べる。
キーワード：自然災害、災害対策基本法、車両移動訓練、コロナ禍

1. はじめに

（2）シナリオ概要
訓練は、豪雪災害を想定し、先頭の1台目(写真1-4 車
近年、集中的な大雪により大規模な車両滞留や長時間
両①)が横転し道路を塞ぎ、それを避けようとして2台目
の通行止めが繰返し発生していることを踏まえ、国土交
(写真1-1 車両②)がスピンし故障して動けない状態を
通省では、大雪による道路交通への影響を減らすために
設定した。1台目は運転者が不在、2台目は外国人運転手
今後取り組むべき課題を検討するため、『冬期道路交通
確保対策検討委員会』を平成30年2月に設置し、同年5月、 を想定した。
ダミー
ダミー
ダミー
『大雪時の道路交通確保対策中間とりまとめ』が、当該
委員会の提言として取りまとめられた。
進行方向
それらを受け、北海道開発局室蘭開発建設部では、過
１
進行方向
去の暴風雪・大雪を踏まえ、立ち往生の予防と早期解消
２
にむけた車両移動訓練を毎年実施している。
登坂車線
本稿では、コロナ禍を踏まえた大雪・暴風雪時の車両
移動訓練事例について述べる。
図-1 昨年度会場レイアウト

２. 訓練内容

（3）放置車両の実移動訓練
昨年度に行った車両移動訓練の内容は以下の通りであ
訓練1：現地状況の確認と事務所への報告、車両移動前
る。今年度についても、同様な流れに沿って行う方針と
の車両の記録
した。
・事務所職員が緊急車両の妨げとなる現地状況を
（1）訓練の主な流れ
確認・記録、事務所へ報告(写真1-1)。
1.訓練概要の説明
訓練2：放置車両等の移動訓練
・訓練の背景・目的、想定シナリオ、災対法に基づ
・運転者は外国人のため、外国人対応ツールを用
く車両移動 等
い確認対応（写真1-2）。車両故障のため災害
2.放置車両の実移動訓練
協定事業者（JAF）により車両を移動(写真1-3)。
・訓練1：現地状況の確認と道路啓開の必要性判断
・除雪ドーザによる横転車両の立て直し(写真1・訓練2：車両移動前の車両記録と立ち往生車両の
4)を行い、車両のドアミラーに「車両移動記録
移動、外国人対応
票」(写真1-5)を掲示。その後、道路脇に移動。
・訓練3：警察への引き継ぎと緊急車両の通行
訓練3：啓開完了後の対応
・事務所への報告、警察への引継ぎ。
訓練参加者は室蘭開発建設部、年間維持業者、消防署、
・警察の緊急車両等標章交付所設置、検問の実施。
警察署、日本自動車連盟（JAF）等、30機関、約90名程
・消防緊急車両は規制除外車両のため検問通過。
度の参加があった。
パトロール車両は交付申請後(写真1-6)検問通
過。
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【現地案】
〇メリット
・臨場感があり再現性が高い
・各役割分担が理解しやすい
・関係するオペレータ、作業員等も共通認識できる
△デメリット
・参加者が１箇所に集まるため、コロナ感染リスク
が高い
・５年に１回の開催となる（５道路事務所周期）
【WEB形式案】
〇メリット
・５道路事務所の同時開催が可能
・参加者が分散するため、コロナ感染リスクが低い
・準備や段取りが小規模である
・天候に影響されない
△デメリット
・体験型ではないため、経験知が劣る
・映像がテレビモニターのため、小さくて見づらい

写真-1 昨年度の車両移動訓練

今回については、コロナ禍の長期化、感染リスクの最
小限を踏まえ、模型を用いるWEB会議形式での訓練を採
用した。模型を用いるWEB会議形式訓練（以下、WEB訓練
と称す。）は室蘭開発建設部では初めての試みである。

３. コロナ禍における訓練方針の検討
コロナ禍を踏まえた訓練方針（案）について、以下の
項目に対し、検討を行った。
（1）対象参加者
対象参加者については、以下の組合せが考えられた。
表-1 対象参加者

室蘭開発建設部
道路事務所
年間維持業者
警察
消防
JAF

第１案
○
○
○
○
○
○

第２案
○
○
○
×
×
×

第３案
×
×
×
×
×
×

第１案：コロナ対策を徹底した現地参加での訓練
第２案：参加者を最小限とした訓練
第３案：中止
コロナ禍であっても災害は起こる可能性があり、危機
意識の高揚は必要と考え、最小限の人数とした第２案を
選定した。
（2）訓練方法
訓練方法について、従来通り各道路事務所で行う現地
案と、テレビ会議システムによるWEB形式案の2案を検討
した。以下に各案の長所、短所を示す。
表-2 各訓練方法の特徴

現地案
WEB形式案

車両
実車
映像

４. 訓練準備
（1）訓練会場と模型
車両移動訓練は、５道路事務所と通信可能なテレビ会
議システムが装備されている室蘭開発建設部道路整備保
全課会議室にて行った。
会議室では、模型が小さくわかりにくいため、近接撮
影するWEBカメラを設置し、専用モニターを通して見や
すくした。また説明の内容が理解しやすいようにPPT用
専用モニターに映して説明した（写真-1、図-2）。
また、模型についても実物に近い加工を行い、より現
実的になるように試みた。写真-2～写真-4 に訓練で使
用した模型を示す。

対象者
体験
イメージ

写真-1 訓練時レイアウト
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写真-4 道路模型
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図-2 WEBによる車両移動訓練レイアウト（室建会議室）

（2）訓練資料
訓練資料については、事務局用と配布資料の２種類を
作成した。
訓練実施にあたり、模型の操作とPPTによる説明を合
わせるため、迷いがないナレーションが必要であった。
そのため、事務局用資料については、ナレーション横に
配布資料（PPT）を示す等により、明確な資料作りを心
掛けた（図-3）。また配布資料については、模型が見づ
らい可能性も示唆されたため、その動作を模式図でも表
現し、わかりやすくした（図-4）。
ナレーション原稿

配布資料（PPT）

写真-2 訓練で使用した看板及び人の模型

図-3 事務局用資料

写真-3 訓練で使用した車両模型（ｽｹｰﾙ：1/43）

図-4 配布資料
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５. WEB訓練
訓練に先立ち、事務局（室蘭開発建設部）は全て検温
を行った（写真5-1）。
訓練は『2.訓練内容』に示す内容を、模型、PPT等で
実施し1時間連続で行った。また、模型の操作は全て手
作業で行った（写真5-2～写真5-5）。
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（2）訓練形式の希望
現地訓練とWEB訓練のどちらを希望するかの問いに対
し、回答はほぼ半々となった（図-6）。
現地訓練を希望した方の内、代表的な回答を以下に示
す。
○それぞれ長所短所があると思うが、現地訓練の方が本
番に近いので、そちらを希望する。
○実際に訓練をすることで、自社内での各役割分担が理
解できる為。
WEB形式訓練を希望した方の内、、代表的な回答を以
下に示す。
○コロナの感染リスクが高い状況なので、人との接触を
最小限とするWEB訓練を希望する。
○移動を伴う遠い道路事務所の開催には参加しづらく、
毎年訓練を受けたいためWEB訓練を希望する。

図-5 WEB訓練の感想

5
写真-5 WEB訓練時の様子

６. アンケート結果
次年度以降のWEB訓練継続を想定し、今回の訓練に対
するアンケートを室蘭開発建設部、５道路事務所及び年
間維持業者に依頼した。アンケートは所属先、氏名等は
無記名とし、29名からの回答が得られた。
(1)WEB訓練の感想
WEB訓練の感想に対し、約70％の方が『理解できた』
との回答であり、『わかりづらかった』との回答は無か
った（図-5）。
理解できた方の内、代表的な回答を以下に示す。
○具体的な作業や臨場感は現地訓練に及ばないが、状況
を俯瞰的に見られたり、訓練の時間軸を縮められたの
で、事前の予想よりも理解しやすかった。
一方、ある程度理解できた方の内、代表的な回答を以
下に示す。
△流れはある程度理解出来たと思うが、モデルでの訓練
なので不安がある。

図-6

訓練形式の希望

（3）WEB訓練の質向上に向けての意見
WEB訓練の質向上に向けた意見をいただいた。
○各自のパソコンで見られるようにすると良い。
○今回事務所のモニターが小さく、人数が多いことから
見えにくい状況であった。次回は受信側の視聴機器の
工夫も必要であると感じた。
○現地訓練をWEBで配信できれば、現地訓練の事務所以
外でも毎年訓練が視聴可能で良いと思う。

７. おわりに
今回は、コロナ禍の影響を踏まえ、人と人が接触しな
いよう模型を用いたWEB形式による車両移動訓練を試み
た。室蘭開発建設部としては初めての試みであったが、
理解できたとの回答が多く、有意義な訓練であったと判
断する。
現地訓練は実作業を行う際の準備の確認でもあり、
WEB訓練だけでは実動の問題点を抽出できない可能性が
ある。一方、今回のWEB訓練においては、WEBカメラによ
る鳥瞰的な映像により、現地訓練に参加したことがなく
ても、車両移動の全体像を把握しやすい等のメリットが
あることも確認できた。
現地訓練は5年に1回のペースでの開催であることから、
今後はイメージトレーニング的なWEB訓練を含めた総合
的な訓練方法を検討し、より良い道路管理に努めたいと
考える。
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