第63回(2019年度) 北海道開発技術研究発表会論文

小樽開発建設部管内「道の駅」防災訓練について
―外国人観光客に対応した防災訓練―
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小樽開発建設部 工 務 課
花山 聡矢
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村澤 直樹
全国各地で自然災害が頻発化・甚大化する中、道の駅についても災害時における防災拠点と
しての役割を担うことが求められている。また、近年、外国人観光客が急増する中、道の駅で
は災害時における外国人観光客に対する役割も求められているところである。
小樽開発建設部では、今後の大規模災害に備えて、管内の道の駅において災害発生時の一般
利用者や外国人観光客への対応を確認するため防災訓練を実施したので、その内容を報告する。
キーワード：道の駅、防災訓練、外国人観光客、防災拠点化

1. はじめに
近年、全国各地で自然災害が頻発化・甚大化している。
北海道でも2011(平成23)年3月の東日本大震災をはじめ、
9名の方々が犠牲となった2014(平成25)年3月の暴風雪災
害、連続した台風の接近・上陸に伴い甚大な道路被害を
発生した2017(平成28)年8月から9月にかけての豪雨災害、
最大震度7を記録し死者41名の甚大な被害をもたらした
2018(平成30)年3月の北海道胆振東部地震（以下、「胆振
東部地震」という）など、各種自然災害が多発している。
ここで、過去の災害における道の駅の状況をみると、
2011(平成23)年3月の東日本大震災では、道の駅が地域住
民や利用者の避難場所や食料・飲料水・トイレを提供す
る拠点として機能するとともに、被災地外からの応援機
関の集結・駐留拠点の役割を果たしていた。また、
2017(平成28)年3月の道南暴風雪では、道の駅が一時避難
場所として開設され、車両の立往生により身動きが取れ
なくなった道路利用者の避難先として有効に機能した。
さらに、2018年9月の胆振東部地震では、北海道内全域
が停電し、夜間にブラックアウトになったため、道の駅
備蓄倉庫内の発動発電機が不可欠となった。
【基本的な３機能】

【災害時に期待される機能】

休憩機能

防災機能

情報
発信機能

地域
連携機能

①緊急避難対応
避難者スペース・トイレ・飲食料の提供
②災害復旧・復興支援
拠点基地の提供、物資集積・輸送
③生活支援対応
生活用品の提供等

図-1 道の駅における基本的な3機能と
災害時に期待される機能1),2),3)

以上より、図-1に示す通り、道の駅は災害発生時に周
辺住民や観光客等の一時避難場所や食料・飲料水の提供
場所、復旧・復興の拠点として利用されることが想定さ
れる。そのため、道の駅では、今後の大規模災害に備え
て、支援可能な体制を構築しておく必要がある。
このような背景を踏まえ、小樽開発建設部管内で大規
模地震が発生した場合を想定して、情報提供や避難誘導
の手順、資機材の使用方法を確認するための防災訓練を
実施したので、本稿でその概要を述べる。

2. 道の駅を取り巻く現状と防災訓練実施の背景
(1) 管内道の駅の防災拠点化の状況
小樽開発建設部管内では、2019(令和元)年現在14箇所
の道の駅が整備されている。このうち、道路管理者と自
治体で整備する一体型の「ニセコビュープラザ」と「２
３０ルスツ」では、各自治体の地域防災計画の避難場所
に位置付けられるとともに、敷地内に防災用備蓄倉庫を
設けて発動発電機やバルーンライト等の災害時に必要な
資機材を整備し、小樽開発建設部と関連自治体で災害時
における防災拠点化に関する協定を締結している。
この協定書では、防災拠点化に関する相互協力として、
表-1の項目が規定されており、災害時に協力して対応す
る必要がある。
表-1 協定における防災拠点化に関する相互協力事項
・災害情報の収集提供
・地域住民や道路利用者、被災者等の避難誘
相互
導等の支援
協力
・防災拠点としての必要な資機材等の整備
事項
・防災拠点としての必要な維持・管理
・その他防災拠点の機能として必要な事項
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また、「ニセコビュープラザ」と「２３０ルスツ」の
防災用備蓄倉庫には、災害時や平常時の道路管理に必要
な資機材が整備されており、今後の大規模災害での活用
が想定される。表-2に防災用備蓄倉庫内にある資機材の
種類、図-2に防災用備蓄倉庫の外観及び資機材の保管状
況を示す。
表-2 防災用備蓄倉庫内にある資機材の種類
資機材の種類
○避難
◆非常用発電
支援
・発動発電機（ガソリン式、ガス式）
資機材
・ガソリン携行缶、ガスボンベ、
・エンジンオイル など
◆照明機材
・投光器、大型投光器、昇降機
・バルーンライト など
◆簡易トイレ、その他
・簡易トイレ、トイレ用テント
・拡声器、折りたたみヘルメット など
○応急
・発動発電機（大型）
復旧用
・水中ポンプ、水中ポンプ用ホース
資機材
・リヤカー、トラロープ など
・大型土のう袋、土のう袋
・アクアブロック など
○道路
・三角コーン、バリケード、交通誘導灯
管理用
・脚立、二連はしご
・ヘッドランプ、スノーシュー など
資材

図-2 防災用備蓄倉庫の外観及び資機材の保管状況
(2) 管内の外国人観光客の入込状況
2018(平成30)年度の後志総合振興局観光入込客数調査
及び訪日外国人宿泊客数調査4)の概要によると、管内の
観光入込客数は約2,230万であるが、そのうち外国人観
光客の宿泊客延人数は約119万人である。その内訳をみ
ると、中国・香港・台湾が約40%、オーストラリア・シ
ンガポール・アメリカ・イギリスが約28%、韓国が約
12%、その他の国が約20%を占めている。
この調査結果より、道の駅にも中国語、英語、韓国語
をはじめ、各種言語を話す外国人観光客の来訪が想定さ
れるため、平常時より災害時に外国人観光客の対応がで
きる体制構築が重要と考えられる。
(3) 北海道における外国人ドライブ観光客の行動実態
北海道開発局が2018(平成30)年3月に調査したレンタカ

ーによる外国人ドライブ観光客の周遊・滞在状況5)をみ
ると、各四半期別ともに5～6割程度の外国人が道央圏を
訪れているが、1-3月期は倶知安町やニセコ町がある後
志地方の割合が高くなっている。これは、後志地方にス
キー場等の冬の観光資源が多いためであり、管内の道の
駅では、冬期においても外国人観光客の対応が可能な体
制づくりが重要と考えられる。
(4) 道の駅を取り巻く現状を踏まえた防災訓練
以上より、道の駅では大規模災害時に以下の対応が想
定される。
【災害発生時に想定される対応】
・道の駅利用者への情報提供
・道の駅利用者の避難誘導（車両誘導含む）
・日本人利用者及び外国人観光客の対応
・防災用備蓄倉庫内の発動発電気やバルーンライト、
投光器等の活用
今回の道の駅防災訓練では、上記の対応を確認できる
訓練を実施することとした。

3. 訓練概要
道の駅における防災訓練の概要は以下の通りである。
今回の訓練は、近年の外国人観光客の増加、2018年9
月の胆振東部地震における北海道全域でのブラックアウ
トの発生を踏まえ、以下を目的として実施した。
【目的】
・日本人利用者及び外国人観光客への情報提供や避難
誘導等の対応確認
・防災用備蓄倉庫内にある資機材の種類及び主な資機
材の使用方法の確認
・上記に関する道の駅管理者や自治体職員の理解促進
【開催場所】※開催場所は図-3参照。
・道の駅『ニセコブープラザ』
・道の駅『２３０ルスツ』
【開催日時】
・2019(令和元)年11月5日(火)14:00～16:00（ニセコ町）
・2019(令和元)年11月6日(水)14:00～16:00（留寿都村）
【参加者】
・小樽開発建設部（本部、倶知安開発事務所）
・道路維持業者（国道5号：菊地建設鉱業（株）、国
道230号：後志建設工業（株））
・自治体職員（ニセコ町・留寿都村）
・道の駅職員（ニセコビュープラザ・２３０ルスツ）
【タイムスケジュール】
・14:00～14:05 開会
・14:05～14:30 備蓄資機材の種類と使用方法の説明
・14:30～15:55 防災訓練
・15:55～16:00 閉会
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表-3 道の駅防災訓練想定シナリオ(タイムライン形式)
ＴＬ 時刻

災害事象
災害情報

-0.5h 14:00 〇平常時
0h 14:30 〇地震発生
14:33 〇地震情報
・M7、震度6強
・震源：黒松内
14:35

小樽開発建設部
本部

事務所

※開会・説明

※開会・説明

〇通行止実施
〇通行止情報
0.5h 15:00

15:15 〇停電発生
※看板の設置

自治体

※開会・説明

※開会・説明

道の駅利用者
一般
外国人
利用者
観光客
※開会・説明

□非常体制構築 □非常体制構築 □非常体制構築 □地震発生周知 □非常体制構築 □安全確保
※訓練開始 ※訓練開始 ※訓練開始 ※地震情報掲示 ※訓練開始 ※訓練開始
□地震情報掲示 □道の駅へ連絡 □情報収集
※掲示物確認

□安全確保
※訓練開始
□情報収集
※掲示物確認

□パトロール実施 □地震時パトロー
指示
ル
□パトロール結果 □パトロール結果 □避難スペースへ
受理
報告
の案内・誘導
□通行止準備指示 □通行止実施準備

14:45

（『ニセコビュープラザ』の実施場所）

※開会・説明

道の駅
管理者

※開会・説明

〇道路被害発生
(c)NTT空間情報株式会社

道路
維持業者

□避難スペース確 □避難スペース確
認
認

□通行止実施準備 □通行止実施準備 □通行止実施準備
完了受理
完了受理・報告 完了報告
□通行止実施の連 □通行止実施の連 □通行止実施の連 □通行止実施の連
絡受理
絡受理・実施指示 絡受理
絡受理
□通行止実施 □通行止情報掲示
※看板設置
□通行止実施 □駐車スペースへ
□通行止状況確認 □通行止情報確認
の案内・誘導
□資材利用準備要 □資材利用準備要 □資材利用準備要 □資材利用準備要 □資材利用準備要
請受理・指示 請受理・指示 請受理
請受理
請
□資機材の準備 □資機材の準備

1h 15:30

15:45
16:00

(c)NTT空間情報株式会社

（『２３０ルスツ』の実施場所）
図-3 道の駅防災訓練の実施場所の訓練実施場所

□発動発電機の操 □発動発電機の操 □発動発電機の操 □発動発電機の操 □発動発電機の操
作確認
作確認
作確認
作確認
作確認
□スマホ充電対応
□スマホ充電依頼 □スマホ充電依頼
□資機材操作確認 □資機材操作確認 □資機材操作確認 □資機材操作確認 □資機材操作確認

※閉会
（訓練終了）

※閉会
（訓練終了）

□バルーンライト等 □バルーンライト等
の点灯
の依頼
※閉会
※閉会
※閉会
（訓練終了） （訓練終了） （訓練終了）

※閉会
（訓練終了）

※閉会
（訓練終了）

5. 訓練実施イメージの整理

4. 地震想定及び訓練シナリオの検討
(1) 地震想定
2017(平成28)年3月北海道公表の地震被害想定結果6)を
踏まえ、道の駅『ニセコビュープラザ』と『２３０ルス
ツ』周辺で震度が大きくなる地震として、黒松内低地断
層帯を震源とするマグニチュード7.3の内陸直下型地震
を対象とした。この地震では、黒松内で最大震度6強、
ニセコ町と留寿都村で震度6弱の揺れを伴う地震が想定
される。この地震が発生した場合、道路災害やそれに伴
う道路の通行止め、停電の発生が想定される。

防災訓練の実施にあたり、各訓練項目の実施シナリオ
を検討し、実施イメージを整理した。実施イメージは、
事前に訓練参加者へ説明し、円滑な訓練実施に努めた。
主な訓練項目の実施イメージは以下の通りである。
(1) 地震発生の周知と情報の掲示
大規模地震発生後、道の駅では利用者への地震発生
や地震情報の周知が想定される。そこで、拡声器による
地震発生と身の安全確保の周知を行い、ホワイトボード
への地震発生情報の掲示による周知の手順を確認する訓
練を想定した。（図-4参照）

(2) 訓練シナリオ
今回の道の駅防災訓練では、参加者が実際の災害発生
をイメージしながら訓練に参加できるように、具体的な
災害事象や災害情報を想定し、訓練シナリオを検討した。
訓練シナリオは、訓練開始前から訓練終了までの間につ
いて、平常時から地震発生、地震発生から地震発生後の
対応について、時系列で各参加機関の対応項目が把握で
きるように、タイムライン形式で訓練シナリオを整理し
図-4 地震発生の周知と地震情報の掲示の実施イメージ
た。表-3に道の駅防災訓練の想定シナリオの作成イメー
ジを示す。
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(2) 道の駅利用者の避難誘導
大規模地震発生後、道の駅では利用者を安全な場所
へ誘導することが想定される。そこで、日本人利用者の
案内・避難誘導の手順を確認するとともに、外国語を話
せない道の駅職員が外国人観光客に対する案内・避難誘
導を翻訳機を使用して実施する手順を確認するための訓
練を想定した。（図-5参照）
図-5 避難スペースへの誘導の実施イメージ
(3) 通行止め時の車両誘導
大規模地震に伴い通行規制が行われた場合、道の駅
では自家用車やレンタカーで来訪した利用者への通行止
め情報の提供や車両誘導が想定される。そこで、避難誘
導と同様に日本人利用者や外国人観光客への情報提供や
車両誘導の手順を確認する訓練を想定した。（図-6参照）
(4) 停電に伴う発動発電機等の準備
大規模地震に伴い停電が発生した場合、自治体から
道路事務所へ発動発電機やバールーンライト等の資機材
の準備要請が想定される。そこで、準備要請の手順や、
道の駅職員と道路維持業者が協力して発動発電機等の資
機材を準備するシナリオを想定した。（図-7参照）
(5) 発動発電機等の操作確認
大規模地震に伴い停電が発生した場合、道の駅では
発動発電機や照明設備の使用が想定される。そこで、道
路維持業者から道の駅職員や自治体職員へ使用方法を説
明し、発動発電機や投光器の使用方法やバルーンライト
の組立方法を確認する訓練を想定した。（図-8参照）

図-6 通行止め時の車両誘導の実施イメージ

図-7 停電に伴う発動発電機等の準備の実施イメージ

(6) スマートフォンの充電対応
大規模地震に伴い停電が発生した場合、道の駅では
利用者からの携帯電話やスマートフォンの充電切れに伴
う充電依頼が想定される。そこで、避難誘導と同様に日
本人利用者や外国人観光客が充電依頼に来た場合の手順
を確認する訓練を想定した。（図-9参照）

図-8 発動発電機等の操作確認の実施イメージ

6. 訓練の実施状況
各項目の訓練状況は以下の通りである。なお、今回の
防災訓練は、『ニセコビュープラザ』と『２３０ルスツ』
で実施しているが、外国人観光客の対応は『ニセコビュ
ープラザ』のみで行っているため、その事例を報告する。

図-9 スマートフォンの充電対応の実施イメージ

(1) 備蓄資機材の種類及び使用方法の説明
図-10 に示す資料を用いて防災用備蓄資機材の種類及
び使用方法の説明を行った。この資料は備蓄資機材の仕
様や数量、使用方法に関する必要最小限の情報を整理・
集約したものであり、個別の取扱説明書によらず、基本
操作を迅速に実行するためのツールとして期待できるも
のと考えている。（図-10 参照）
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図-10 備蓄資機材の説明の様子と資料イメージ

(2) 地震発生の周知及び情報提供に関する訓練
大規模地震発生時、利用者への災害情報の周知を速や
かに行うことが求められる。本訓練では拡声器を用いて
地震発生の情報提供を行うとともに、ホワイトボードへ
の情報掲示を行う手順を確認した。（図-11 参照）

(4) 通行止めに関する訓練
大規模地震発生時、周辺道路において通行止めが実施
される可能性がある。本訓練では道路管理者による道路
パトロールや通行止めの連絡調整や看板設置から道の駅
管理者による車両誘導までの訓練を行い、通行止め時の
対応手順の確認を行った。（図-13 参照）

図-11 災害情報の周知に関する訓練の様子
図-13 道路パトロール及び通行止めに関する訓練の様子
(3) 避難誘導に関する訓練
大規模地震発生時、道の駅では利用者の安全確保を迅
速に行うことが求められること。本訓練では利用者の避
難誘導に関する手順確認を行った。道の駅では、外国人
観光客の利用が多いことから、翻訳機を使用した避難誘
導を行い、翻訳機による避難誘導による有効性を確認し
た。（図-12 参照）

(5) 車両誘導に関する訓練
周辺道路の通行止めにより道の駅構内に車両が殺到す
ることが予想される。本訓練では道の駅管理者による車
両の誘導手順の確認を行った。道の駅では、外国人観光
客の利用が多いことから、避難誘導と同様に、翻訳機を
使用した駐車スペースへの車両誘導を行い、翻訳機によ
る車両誘導による有効性を確認した。（図-14参照）

（英語を話す外国人観光客の対応）

（外国人観光客との車両誘導のやりとり）

（中国語を話す外国人観光客の対応）

（駐車スペースへの車両誘導）
図-14 駐車スペースへの車両誘導に関する訓練の様子
(6) 備蓄資機材の要請に関する訓練
災害時に必要な防災用備蓄資機材について自治体が保
有・管理する規模や数量には限界があり、資機材が不足
する場合は国や北海道などに支援要請を行う可能性が考
えられる。本訓練では自治体から国に対し、発動発電機
及び照明設備（投光器やバルーンライト）の貸し出しを
要請する際の手順確認を行った。（図-15参照）

（外国人観光客の避難スペースへの誘導対応）
図-12 避難誘導に関する訓練の様子
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7. おわりに

図-15 備蓄資機材の要請に関する訓練の様子
(7) 発動発電機及びバルーンライトの操作に関する訓練
大規模地震発生時に停電が発生した場合、周辺住民や
観光客が道の駅に避難することが予想される。本訓練で
は発動発電機や照明設備（投光器、バルーンライト）の
操作確認を行った。操作確認は、道の駅管理者と自治体
が交互に行い、大規模地震発生時に、自分たちで発動発
電機を起動し、バルーンライトを組立て使用できるよう
に理解を促した。（図-16参照）

（発動発電機の操作説明・操作確認）

今回の道の駅での防災訓練では、道の駅利用者への情
報提供や避難誘導の手順を確認するとともに、防災用備
蓄倉庫内の発動発電機やバルーンライトの使用方法を確
認し、訓練参加者間で情報共有を図り、災害発生時の対
応手順を確認できた。また、外国人観光客の対応訓練で
は、日本語を外国語、外国語を日本語へ翻訳できる翻訳
機を活用し、音声を通じてコミュニケーションを図り、
対応できることが確認できた。
現在、ニセコ町では、役場の職員に外国人を採用し、
観光案内所などに配置することを行っている。しかし、
道の駅では、外国語を話せない職員や、英語は話せるが
その他の外国語を話せない職員もいるため、英語、中国
語、韓国語など多言語に対応できることが重要となって
くる。これは、訪日外国人目標を2020(令和2)年に4,000
万人、2030(令和12)年に6,000万人としていることからも
明らかである。
また、「世界の北海道」を目指して策定された第８期
北海道総合開発計画（以下、「８期計画」という）にお
いても、「世界に通用する魅力ある観光地づくり」、
「外国人旅行客の受入環境整備」など外国人観光客に焦
点をあてた施策が打ち出されており、「食」と「観光」
の高いポテンシャルを持つ後志地域においても８期計画
を推進するため「世界の後志を目指して」を目標に位置
付けている。このように、訪日外国人の増加、８期計画
における施策からも、旅行中の休憩施設やドライブの目
的地となっている道の駅において多言語対応していくこ
とがさらなる外国人観光客数の増加及び災害時の安心に
寄与することを期待する。

（投光器・バルーンライトの操作説明・操作確認）
図-16 発動発電機や照明設備の操作訓練の様子
(8) スマートフォンの充電対応
大規模地震に伴い停電が発生した場合、道の駅では
利用者からの携帯電話やスマートフォンの充電依頼が予
想される。本訓練では、道の駅職員によるスマートフォ
ンの充電対応の手順確認を行った。道の駅では、外国人
観光客の利用が多いことから、避難誘導や車両対応と同
様に、翻訳機を使用したスマートフォンの充電対応を行
い、その有効性を確認した。（図-17参照）
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図-17 スマートフォンの充電対応の様子
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