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稚内開発建設部における
地域防災に向けた取組み
―さまざまな連携と協働の事例―
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北海道開発局防災業務計画では、自助・共助・公助による地域防災力の再構築に向
け、多様な主体の参加による防災体制の強化を推進している。稚内開発建設部では、地
域住民等と防災関係機関が一体となった「地域防災パートナーシップ」の構築を目指し、
宗谷地方道路防災連絡協議会を通じて、地震・津波対策や暴風雪対策等に関する情報
共有・連携を図ってきている。本稿では、それらの取組み事例について紹介する。
キーワード：多様な連携・協働、地域交流・連携、災害情報

1. はじめに
近年我が国においては、地震、津波、台風、火山噴火、
豪雨水害等の様々な自然災害が各地で頻発しており、
人命や建物等への被害が多発している。
北海道開発局としては、防災について様々な取り組
みを実施し、各地で大きな成果を上げているところであ
るが、宗谷管内は、特に暴風雪による被害が多発してい
る地域であることから、地域住民の安全確保や地域経済
への影響を最小限に抑える防災対策の実施に向け、稚
内開発建設部・各防災関係機関・地域住民がこれまで
以上に連携強化を図っていく必要がある。
本稿では、稚内開発建設部において、独自に、他の
防災関係機関・民間企業・地域住民との連携・協働を行
った事例について紹介する。

図-1 宗谷管内の位置
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(1) 宗谷管内の地形・気象条件・通行規制状況
宗谷管内は、周辺を日本海とオホーツク海に囲まれ、
内陸部は周氷河地形（北海道遺産に指定）である宗谷
丘陵を有する地形である。また、宗谷岬から約43km先は
ロシアであり、国境に面した地域でもある。（図-1）
さらに、宗谷地域の中でも最北端に位置する稚内市ま
では札幌から約330km、旭川から約240kmも離れている。
このような立地条件の中で迅速な災害対応や緊急医療
を満足に行うためには、宗谷地域としての地域防災力の
強化は喫緊の課題と言える。
道内主要都市と稚内市の冬期の平均気温1）・平均
風速2）を比較すると、平均気温は突出して低いわけ

図-2 道内主要都市における平均気温及び平均風速の状況
表-1 宗谷管内における吹雪による通行規制実績
通行規制実績
（回数・時間）

H21～H23（3年間）
H24～H26（3年間）

5回・72時間29分
35回・586時間45分

ではないが、平均風速が非常に高い（図-2）。一般的に
風速が高くなると体感温度が下がるとされており、平均
風速の高い宗谷管内は道内で比較しても非常に厳しい
自然環境下にあるといえる。
さらに、近年は爆弾低気圧等の影響もあり、吹雪によ
る通行規制が急増している状況にある（表-1）。
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(2) 地域防災の必要性
宗谷管内は暴風雪のみならず、地震や津波等の大規
模災害も懸念されていることから、今後は、道路管理者
だけでなく、防災関係機関や地域住民と協働した防災
活動が必要である。以降、これまでに取組んできた内容
について紹介する。

3. 宗谷地区道路防災連絡協議会による取組み
(1) 設立経緯
宗谷地方道路防災連絡協議会は、地域防災パートナ
ーシップの概念に基づき、地域住民と防災関係機関が
日頃から緊密な連携・協力を図りながらそれぞれの役割
を果たし、災害の予防、軽減、被害の拡大防止を行うこ
とを目的として、平成18年度に設立された。
(2) 協議会及びワーキンググループの開催
宗谷地方道路防災連絡協議会（会員44団体）は、毎
年1回継続的に開催しており、主に津波対策や暴風雪
対策を中心とした情報共有及び意見交換を行っている。
また、協議会と併せて、より具体的な議論を行うために、
宗谷管内を北部と南部に分けた地域毎のワーキンググ
ループも開催している。平成27年度においては、宗谷総
合振興局と協働し、「雪害対策連絡会議」と同時開催と
した。
表-2 協議会活動状況
年度
Ｈ19
Ｈ20
Ｈ21
Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

内容
・『津波防災情報図（暫定）』の作成及び関係機関へ
の配布
・孤立集落の発生状況、情報提供に関する課題を抽出
・『宗谷管内緊急情報連絡体制』の関係機関への配布
・『津波想定被災地区一覧（暫定）』の作成
・『津波ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ』を踏まえた避難施設等の見直し
・『災害時の緊急連絡体制』の確立
・防災セミナー『東日本大震災から学ぶ（利尻町）』
の開催
・防災講演会『宗谷地方の環境を踏まえ沿岸防災の総
合的見地から減災について学ぶ』の開催
・国道進入規制区間を基にした広域迂回路案の作成、
及び課題等に関する議論
・暴風雪時の避難施設提供などに関する議論
・『避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成』等
・各自治体の津波避難計画・地域防災計画の取り組み
状況の整理・説明
・各自治体の津波避難計画の策定状況及び地域防災計
画の見直し状況
・津波防災対策（浸水想定設定）等について
・災害対策基本法に基づく車両移動について
・平成26年度における吹雪による通行止め状況の説明

図-3 協議会風景

(3) 今後の取り組み予定
近年、豪雨や高潮といった災害も増加しており、今後
は様々な災害に対する情報共有・意見交換・連携につ
いて、本会議のみならずワーキンググループや担当者レ
ベルでの会議など、活動の場を広げながら行っていく予
定である。

4. 国道情報連絡所、道路情報連絡所を介した冬
期道路情報の提供
(1) 実施概要
冬期における道路利用者の利便性向上に資する情報
提供の充実を図るため、国道の冬期道路状況を朝夕２
回、国道情報連絡所（ガソリンスタンド等）、道路情報連
絡所（コンビニ）へFAX送信し、店頭に張り出してもらうこ
とで一般の道路利用者への情報提供を行ってきた。
表-3 冬期道路情報の提供
提供先
提供期間

情報連絡所45箇所
ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ25、ｺﾝﾋﾞﾆ15、郵便局2、道の駅等3
平成26年12月1日～平成27年3月31日
※下記地点の午前8:00・午後3:00の天候、降雨
量、風速、視界状況、気温、路面状況
・Ｒ40（豊富、稚内）

情報提供
・豊富バイパス（芦川橋）
内容

・Ｒ238（音標、枝幸、浜頓別、浜鬼志別、宗谷
岬）
・Ｒ275（小頓別、中頓別）

図-4 国道冬期道路情報（FAX）
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(2) 今後の取り組み予定
本取組みに当たっては、毎年1回、情報連絡所45箇所
を全て訪問し、情報提供の依頼を個別に実施することが
重要である。今後も、連絡所との意思疎通を図りながら、
地域への情報提供ツールのひとつとして取り組んでいく
予定である。

5. 道路を考える女性の会との連携
(1) 設立経緯
女性の視点から道路を考え、意見交換を行うことを目
的として、様々な分野で活躍する稚内市在住の女性（9
名）をメンバーとした、「道路を考える女性の会」（後にモ
コリリの会に変更。（宗谷の地形がかたつむりの形に似
ていることから、かたつむりを意味するアイヌ語を使用。））
を、平成25年度に設立した。

図-6 お役立ちマップ（表面）

(2) 活動内容
モコリリの会は、これまでに6回開催した。当初は、道路
事業に対する理解や浸透を目的とした意見交換から始
まり、第４回以降は、稚内市街を訪れる観光客を対象と
して、地元女性がおすすめする観光ガイドマップや地域
の事情に詳しくない人が困ったときに役立つ「お役立ち
マップ」の制作に向け活動を進めてきた。
表-4 会議の開催状況

回

年月

1

Ｈ26.1

2
3
4
5

6

内容

図-7 お役立ちマップ（中面）

・稚内開発建設部の事業紹介
・道路の仕事（維持工事・災害事例等）
の紹介
Ｈ26.3 ・前回の質問に対する回答
Ｈ26.8 ・観光客向けマップ作成の方針について
・観光客向けマップの内容について
Ｈ26.11
・会の名称について
・観光マップ・お役立ちマップの記載内
容について
Ｈ27.2
・会の名称について
・観光マップ・お役立ちマップの記載内
容・運用全般について
Ｈ27.8
・会の名称について
図-8 食・観光・お土産ガイド（表面）

図-5 会議風景（マップづくり）
図-9 食・観光・お土産ガイド（中面）
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(3) 今後の取組み予定
観光ガイドマップやお役立ちマップを配布し、ニーズ
等を把握しながら改善していくとともに、今後は、観光分
野だけでなく、防災分野（有識者による防災訓練（DIG等）
等を予定）においても女性の視点を活かすべく、様々な
意見交換を継続して実施していく。

6.

㈱FMわっかない（地域FM局）との連携

(1) 稚内開発建設部との連携経緯
稚内開発建設部では平成24年度から地元FM局との
連携を図っている。地元FM局である「FMわっぴー」の番
組プログラムにおいて、放送枠（２ヶ月に１回30分）を確
保しており、様々な行政からのお知らせとともに道路情
報・防災情報を提供している。
また、非常時にあたっては、㈱FMわっかないへ随時
情報を迅速に伝達し、生放送してもらい、地域へタイムリ
ーな情報提供を行っているところである。
(2) 今後の取組み予定
今後も、㈱FMわっかないとの情報共有・連絡体制を
密にとり、引続き、道路利用者や住民の安全確保に向け
た道路情報・防災情報を迅速に提供していく。

7.

宗谷建設青年会との連携

(1) CPDS研修会の開催
建設業界の高齢化による人材不足のなか、技術の継
承を踏まえると稚内開発建設部職員の技術力向上が急
務であり、また建設業及びコンサルタント技術者にとって
も企業力を高め魅力ある建設業とするために、官民が連
携し合い、ともに技術力及び資質を向上させる必要があ
る。
そこで稚内開発建設部道路整備保全課では平成25
年3月から新たな取り組みとして、建設業界の二世で構
成する宗谷建設青年会と協働して、これまで実施してき
た現場見学会等の一般向けの事業だけではなく、CPDS
（継続学習制度）対象の講習会等を開催した。
(2) 平成27年度における活動
平成27年度は、講習会を３回実施し、技術力の向上
や、情報交換を通じて相互の理解に役立てている。

図-10 H27.5.21植裁講習会

(3) 今後の取り組み予定
これまでの講習内容やスケジュール等について改善し
ながら、今後も継続して実践していくことで両者の信頼
関係が向上し万一の際の情報交換や支援に大きく役立
つものと思われる。

8. 北海道コカ・コーラボトリング㈱との連携
(1) 北海道開発局との連携経緯
北海道コカ・コーラボトリング㈱と北海道開発局は、平
成18年９月に北海道の活･ある地域づくりを目指し、道路
利･者への新たな情報提供手段の構築を目指すべく「協
働事業に関する包括協定書」、平成19年９月には「協働
事業の実施に関する基本協定書」を締結している。この
協定に基づき、道の駅等において、電光掲示板付き地
域貢献型災害対応型自動販売機を活用した情報配信
サービス「お知らせ道ねっと」を展開している。
(2) 稚内開発建設部との連携内容
a) 道路緊急ダイヤルの啓発
稚内開発建設部では、全道的な取り組みの一環として、
平成27年７月に宗谷管内の国道における道路異常の情
報共有及び道路緊急ダイヤルの啓発活動に関する協
働事業の細目協定を締結した。
北海道コカ・コーラボトリング㈱従業員が国道の異常
等を発見した際に迅速に通報を行うことや、今後、地域
からより多く国道の異常等に関する情報が寄せられるこ
とが期待される。
あわせて、北海道コカ・コーラボトリング㈱の車両約20
台に道路緊急ダイヤルの啓発ステッカーを掲示している。

表-5 平成27年度に活動状況

年月日
Ｈ27.5.21
Ｈ27.9.28
Ｈ27.11.18

名称
植栽講習会
橋梁点検講習会
道路植栽勉強会

参加人数
50名
20名
20名

図-11 啓発ステッカーを掲示したトラック
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b) パーキングシェルターにおける協働事業の実施
宗谷管内は、地域特有の厳しい吹雪から道路利用者
を守るために、国道40号（開源）及び国道238号（猿払）
にパーキングシェルターを整備している。
このパーキングシェルターにおいて、道路利用者の安
全・安心及び利便性の増進、並びに地域振興活動の充
実を目的として、関係自治体（豊富町・猿払村）と北海道
コカ・コーラボトリング㈱との３者で、下記の３つの協働事
業を実施するため、細目協定を平成27年12月に締結し
た。
○自動販売機による道路情報・地域情報の提供
○非常時における自動販売機内在庫商品の無償提
供
○パーキングシェルター内及び周辺の清掃活動等実
施
c) 今後の取り組み予定
協働事業のうち、特に自動販売機による道路情報提
供については、今後、以下のような効果検証を実施して
いく予定であり、後日検証結果について公表していきた
い。
○WEBアンケート
○利用者数調査 etc.

9. おわりに
様々な自然災害から地域住民等の人命・生活・暮らし
を守り、安全・安心な地域としていくためには、災害発生
時の対応だけでなく、平常時からの準備も含めた防災対
策を推進していくことが重要であり、本稿で紹介した取
組みについては、今後も改善しつつ継続していく必要が
ある。
また、稚内市は国境に面した街でもあり、ロシアをはじ
めとする外国人訪問者も多く、防災面における外国人へ
の対応も今後検討していく必要がある。当然ながら外国
人のみならず高齢者や身体障がい者等移動制約者の
対応も高齢化社会にとって重要事項と考えている。
さらには、地域全体の防災意識向上に向けて、小中
学生等若年層からの防災教育の実践が重要と考えられ、
プログラム等も併せて検討していく必要があると考える。
地域の安全・安心を守るため、道路整備というハード
だけではなく、地域との協働や連帯というソフトな施策も
数多く行われていることを紹介した。私も稚内開発建設
部の一員として微力ながらこれら施策の継続に尽力して
いきたい。
謝辞：本稿の取りまとめにあたり御協力いただいた、パシ
フィックコンサルタンツ㈱北海道支社交通基盤事業部道
路室の方々に深く謝意を表するものである。
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図-12 暴風雪時シェルター内風景

図-13 国道40号開源PS 協働事業細目協定締結式

Kouichi Hashiba, Kouichi Ninagawa, Kazuhiro tada

