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道東道（浦幌IC～白糠IC）開通に伴う
防災訓練について
― 模型を活用した事前説明とシナリオ調整 ―
釧路開発建設部

釧路道路事務所

計画課 ○山田 友也
中野 賢也
高山 博幸

道東自動車道浦幌ICから白糠ICの開通にあわせ、参加8機関18団体、車両30台、ヘリコプター
3機、参加者150名の大規模合同防災訓練を実施した。多くの参加機関で訓練メニューを実施す
る必要があったことから、当初は調整が難航すると考えていた。しかし、事前会議で模型を用
いて視覚的に訓練内容を確認することで、参加者が問題点を短時間で指摘し、その場で改善案
を模索することができた。これらの事前調整によって現地での総練習、本訓練も円滑に進める
ことができた。本報告では、訓練内容とともに模型を活用した事前説明の有効性について紹介
する。
キーワード：防災訓練、高規格幹線道路、自衛隊、ヘリコプター
１ はじめに
(1) 背景
平成27年3月29日に道東自動車道（北海道横断自動車
道）の浦幌IC～白糠ICまでの区間が新たに開通した。
釧路圏にとって初めての高規格幹線道路であり、本区
間が開通することで開通前と比べて、道央圏とは夏期で
23分、冬期で32分間短縮して結ばれることになり、物流
の円滑化、血液輸送の安定性確保、釧路圏への観光来訪
者の増加等、様々な面での期待が寄せられている。
しかしながら、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防
災対策推進地域に指定されている釧路・根室地域では、
本区間の開通効果は上記のような時間短縮効果にとどま
らず、大規模地震・津波の被災時において防災面での役
割が大きく期待されている。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、三陸沿
岸一帯をはじめとして、東北地方の太平洋側一帯沿岸部
を走る道路に甚大な被害を及ぼした。この際、東北地方
整備局は内陸側を走る東北自動車道及び国道4号を縦軸
に、この2路線を中心に被災各地とを結ぶ道路を横軸と
したいわゆる「くしの歯作戦」による道路啓開を行い、
被災後の復旧に資したことが広く知られている。
釧路・根室圏にとって圏域間交通の主要ルートである
一般国道38号では、対象区間のおよそ90%が浸水すると
想定されていることから、救援ルートとしての道東道の
果たす役割は非常に大きいといえる。（写真1, 図１）

写真1 東日本大震災における釧路の被災（R44冠水）

図1 道東道からの道路啓開イメージ
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（2）目的
道東道は、災害時における主軸としての重要な役割を
担っており、現在想定されている地震や津波等の大災害
発生に対して、道路管理者のみならず、実際に災害対応
にあたる警察、消防、自衛隊、JAF、医療機関、地元建
設業協会等など多様な機関が参加できる防災訓練とする
ことが必要であった。
なお、今回、陸上自衛隊北部方面隊第５旅団に参加協
力を頂いたが、通常、自衛隊の災害派遣は都道府県知事
等の派遣要請が必要であり、緊急通報による部隊の出動
を行うためには、自衛隊法83条2項だだし書き（通称：
自主派遣）の「天災地変その他の災害に際し、その事態
に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがな
いと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊
等を派遣することができることになっている。」の条件
を満たす必要がある。
今回の訓練シナリオを作成するにあたり、これらの背
景も考慮し、大規模地震によって広域で被害が出ている
状況で唯一の救援ルートである道東道で災害、多重事故
が発生いしたという前提条件を明確にすることで自主派
遣条件となるよう工夫した。

行に支障のある車両の撤去など訓練メニューの最後に、
「道路啓開完了後に陸上自衛隊の災害派遣部隊が釧路方
面に支援に向かうため通過する」というシナリオを加え、
救援ルートとして期待される道東道を強くアピールした。
表1 参加機関と車両及び人数
参加機関

（1）訓練概要
災害想定は、道東地方で過去に起きた地震について調
査をし、さらに白糠ICが位置する白糠町地域防災計画を
参照することで、より実践的な訓練想定とした。
合同訓練への参加機関は、8機関18団体となり、参加
車両30台以上、ヘリコプター3機、参加人数は100人、こ
れに運営本部、報道関係者、見学者の約50人を加え、総
勢約150人に上った。（表1）
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２ 訓練内容

台数
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救急車
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【災害想定】
・釧路沖を震源とするＭ8クラスの地震が発生
・この地震で釧路市と白糠町で震度6強を観測
【被害想定】
・道東道大曲トンネル白糠IC側坑口部において土砂崩れ
が発生し、これに巻き込まれた車両7台がからむ多重衝
突事故により10名を超える負傷者が出ている。

釧路建設業協会
ホイールローダー
建協パトカー

総数
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（2）訓練の実施スケジュール
今回の合同訓練は準備段階から、本訓練の実施まで以
下のスケジュールで実施した。（表2）
表2 訓練実施までのスケジュール

災害想定については、平成に入ってからも北海道東方
沖地震（平成6年10月、Ｍ8.1）、十勝沖地震（平成15年
9月、Ｍ8.0）の巨大地震が発生しており、過去の罹災経
験からみても、今回の訓練想定では十分な与件であると
考えた。想定被害については、より厳しい条件を設定し、
車内にとじこめられた負傷者を救助工作車や器具を使っ
て救出する訓練も加えた。また、負傷者の救急搬送や通
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11月～ 関係機関との調整
12月26日 合同会議①（模型による説明）
2月17日 合同会議②（最終確認）
3月3日 事前説明会のお知らせ
現地での総練習
3月13日
報道関係者への事前説明会の開催
3月17日 合同訓練開催のお知らせ
3月19日 合同防災訓練実施

３ 机上訓練及び訓練参加機関との調整

法であったと考えられる。

（1）ヒアリング内容の再現と検討
概要に示した災害想定に基づき、各参加機関が実際に
どのような活動を想定して訓練に臨むか、また各機関が
訓練活動に用いる機材や車両等の装備品について、各機
関と複数回のヒアリングを行い、訓練メニューを検討し
た。
大規模災害を想定したことから、各機関の複数部署が
参加することとなり、限られた時間、スペースで、多く
の訓練メニューを一つ一つ説明しながら実施するという
訓練進行は、当初から困難を極めると想定されていた。
このため、より細かい車両の動線を事前調整に参加し
た関係者全員が認識する必要があったことから、実際の
縮尺に基づいた道路本線と車両模型を作成した。
（2）合同会議における模型の活用
各機関から要望のあった訓練内容を平面図だけでイメ
ージすることは難しいと考え、模型上で実際に動かしな
がら、課題となる事項、車両の進入経路や停車位置の確
認、動線の問題等を確認しながら調整を行った。
模型を使ったことで参加者全員が細かい車両動線など
をイメージでき、新たな課題も出され、その場で解決策
を模索するなど、非常に円滑に確認することができ、調
整に有効な手段であることが確認できた。（写真2）
なお、合同会議で寄せられた訓練全体に関する意見等
については、最終的には訓練毎に平面図にグラフィック
ス化し、机上検討結果として最終確認を行った（図3）

写真 2 模型を用いた訓練説明
この模型を用いた調整によって、円滑な車両動線を確
認し、時間ロスをなくす訓練計画を立案できたことから、
当初各機関からの要望のあった訓練項目を一つも削除す
ることなく、限定された時間内で実施可能な見通しを立
てることができた。
模型を用いた事前説明は、合同会議の目的達成につな
がり、以降の事前訓練へ段階を進める上でも、有益な手
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図3 グラフィックス化した車両の配置と動線

４ 現地での総練習
（1）総練習の概要
事前準備の最終段階として、現地での総練習を訓練６
日前の３月１３日に実施した。これは、計画した訓練メ
ニュー毎に細かい車両配置位置や転回について確認する
ことと、約１ｋｍ区間に配置した複数の車両誘導スタッ
フがトランシーバーを使って円滑な誘導ができるか確認
するためで、実際の訓練順番毎に車両を配置しながら確
認していった。なお、総練習を本番の一週間程度前に設
定したのは、現地確認結果によって大幅なシナリオ修正
にも対応できるように配慮したためである。
また、本番では複数のメディアの取材も想定されてい
たことから、同時に報道関係者向けの事前説明会も開催
し、当日に取材可能な範囲やカメラ位置確認、訓練内容
（表 3）の事前説明を現地で行った。（写真 3,図 4）
（2）総練習の必要性
総練習に至るまで、模型及びグラフィックを用いた確
認を重ねてきたため、概ねシナリオ通りの進行となった。
しかし、シナリオで想定した参加車両の動線について、
大型車両などのＵターンに耐えうる転回位置や、道路線
形を考慮したスムーズな移動方法などに課題を残し、参

加機関からはさらなる改善を求める声が挙がったため、
誘導箇所の新設や誘導員増員など、オペレーション側の
見直しを現地で行った。
細かい車両配置調整や車両誘導スタッフの対応、本部
の指示方法とタイミングを確認するため、総練習を訓練
参加者で実施することは極めて重要であると考える。
（写真 4）

表 3 各機関の訓練メニュー
実施機関

釧路開発建設部

訓練プログラムと主な内容

【訓練開始宣言】
釧路開発建設部長による訓練開始の号令

陸上自衛隊北部方面隊 【ヘリコプターによる上空からの被災情況確認】
陸上自衛隊ヘリコプターが被災箇所上空を旋回。
第5飛行隊
【交通規制と安全確保】
十勝機動警察隊
高速道路交通警察隊
釧路開発建設部
帯広開発建設部
釧路市中央消防署
釧路市西消防署
白糠支署
釧路警察署白糠交番
陸上自衛隊
第27普通科連隊
釧路建設業協会
ＪＡＦ釧路支部

写真 3 事前訓練の模様

高速道路警察隊のパトカーが浦幌方面より到着
し、現場規制開始。

【被災情況確認と防災車両の配備】
道路パトロールカーと防災車両（衛星通信車、照
明車）が被災状況確認。

【救助活動開始】
指揮隊車、消防車、救急車が到着し、救助活動を
開始。

【白糠インターチェンジの一般車規制開始】
白糠ICで一般車流入を規制し、安全確保。

【自衛隊による救助活動】
陸上自衛隊の災害救助活動として派遣された救助
隊が負傷者の救助・搬送を支援。

【道路啓開の実施】
ＪＡＦと釧路建設業協会が通行に支障がある被災
車両の移動、土砂撤去を実施。

【救急車の応援】
本別消防署

本別消防署から出動した救急車が現場に到着。救
命活動を支援。

広域緊急援助隊

事故車両の運転席に閉じ込められた負傷者を救
出。

釧路市中央消防署

事故車両の左後部座席に閉じ込められた負傷者を
救出。

市立釧路総合病院

白糠IC駐車場に道東ドクターヘリが到着。医師・
看護師による医療活動を実施。

【レスキューによる救出（1）】

【レスキューによる救出（2）】

【ドクターヘリの活動】

機動警察通信隊

【通信ラインの確保】
災害現場と本部間の通信を確保。

【負傷者の空中収容】
北海道警察航空隊

図 4 報道機関向け事前説明会のお知らせ

北海道警察のヘリコプターに負傷者を吊り上げて
収容し、搬送。

【災害派遣部隊の展開】
陸上自衛隊北部方面隊
通行可能となった道東道を利用して釧路方面の被
第5旅団
災地に向かう災害派遣隊が通過。

白糠町

【訓練総評】
棚野孝夫白糠町長による総評

写真 4 （車両誘導スタッフ）
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５ 訓練の実施状況
（1）訓練の実施時間と参加人数
本訓練は平成 27 年 3 月 19 日（木）12:30～14:40 間に
実施した。天候は曇り、視界不良であった。なお、訓練
の参加者であるが、訓練に 100 名、本部要員と誘導スタ
ッフが合わせて 40 名と合計で 140 人に上った。（写真
5～写真 8,図 5）
（2）訓練の進行結果と記録
事前訓練で変更した点も踏まえ、参加車両の動線確保
や各シーンの展開は時間通りに進んだ。
また、訓練の進行調整については訓練実施本部が集中
管理したことで、シナリオ進行役と誘導員、あるいは誘
導員同士のコンセンサスが図られ、効率性や安全性も十
分に確保しながら全ての訓練プログラムが実施された。
（当日は天候悪化により、参加を予定していた陸上自衛
隊及び北海道警察本部のヘリコプターは参加できなかっ
た。）
なお、記録については、今後の参考となるよう DVD 及
びパソコン閲覧用の動画として記録し、すべての訓練参
加各機関に保存用として配布した。

写真 7 警察、消防による共同での救出活動

写真 8 医師・看護師を乗せたドクターヘリの着陸

写真 5 合同防災訓練運営本部

写真 9 報道関係者の取材状況

写真 6 全景写真
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６ まとめ
今回実施した合同防災訓練は参加機関も多く、訓練メ
ニュー数や、参加車両、参加人員も相当数に上る、大規
模な訓練であった。
そのため、参加機関同士が一堂に会する合同会議は、
重要な会議であるが、多数の車両参加や訓練メニューが
ある場合には訓練イメージの共有が困難である。
膨大かつ精緻な情報を伝達する上で、模型を用いた説
明を行うことは非常に有益な手法であり、訓練計画の効
率的な立案を可能とした。
この準備は総練習や、本訓練での円滑な進行に大いに
役立ったと考えられる。
当所では白糠 IC から阿寒 IC の開通を今年度内に控え、
その際にも合同防災訓練を行う予定であり、既に計画と
立案に取りかかっている。より有益な訓練となるよう、
今回の経験から得られた知見を活かしていきたいと考え
ている。
図 5 合同防災訓練に関する報道
（平成 27 年 3 月 20 日付 北海道新聞釧路版）
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