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除排雪に関する他都市の取組事例補足資料1

道内各都市住民への支援事業

除雪弱者対策

都市名

福祉除雪

1塞 孝馨

`奪

間口除雪

小型除雪機等

@　貸出

ロードヒーティンゲ等

@購入補助

7．一P講醗i　その他L．1．．　　　　　一

旭川市 o ○ ○ o
札幌市 O 0 o o
小樽市 o 0 O o
釧路市 O
帯広市 ○ o 町内空き地利用制度

北見市 0
岩見沢市 o o
留萌市 O O o
稚内市 o ○ o
江別市 o O o 0 O
士別市 ○ o O
名寄市 O ○

千歳市 o
滝川市 ○ o O
砂川市 O
深川市 ○ o 0 o o

富良野市 o o O
恵庭市 o o o
石狩市 ○ O

北広島市 O ○ O o
旭川市新総合雪対策基本計画より（平成17年4月）

除雪弱者対策
　・高齢者・身障者宅前の間ロ、通路等の除雪（旭川市、札幌市、小樽市、釧路市、留萌市、

　稚内市、江別市、士別市、名寄市、滝川市、砂川市、深川市、富良野市、恵庭市、北広島市）

　・高齢者世帯の屋根の雪下ろし（旭川市、小樽市、岩見沢市、稚内市、士別市、滝川市、深川市）

　・有償・無償ボランティア、ヘルパーによる宅地内除雪、除雪経費の助成（旭川市、深川市、富良野市、石狩市）

小型除雪機等貸出

　・移動式小型除雪機・融雪機等の無償貸出（旭川市、北見市、留萌市、北広島市）

　・積込機械、運搬車両等の貸出（旭川市、札幌市、小樽市、留萌市、江別市）

ロードヒーティング等購入補助

　・融雪施設設置資金あっせん等（旭川市、札幌市、小樽市、帯広市、岩見沢市、留萌市、稚内市、
　江別市、士別市、千歳市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩市、北広島市）

　・歩道ロードヒーティング設置補助（札幌市、小樽市、北広島市）

　・小型除雪機購入・借上費助成等（札幌市、帯広市）

耳　　巳　＝　森　「　F畠　♂　一　門　’題

　・生活道路除排雪助成（札幌市、帯広市、江別市、名寄市、滝川市、深川市、恵庭市、北広島市）

　・排雪車両助成（名寄市）

　・農村部除雪協力制度（帯広市）

その他

　・町内空き地利用制度（帯広市）



除排雪に関する他都市の取組事例補足資料2

江別市の福祉除雪

各種除雪サービスー覧
「

㌦．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年度）

ぎ

監

公道（車道）除雪が入った
後に残される玄関前の雪の
塊を置き換え（除雪）し、

雪の置き換えが困難になっ

た場合は、必要に応じて運

び出し〔排雪）する

原則、公道除雪出動日に、

玄関前から道路までの除雪
を行う

産

概ね20cm以上の降雪があっ

た日に、玄関前から道路ま

での除雪を行う

　所得税非課税世帯で、一戸

建て住宅に居住し、雪の置き

換え場所がある世帯で、下記

の①～④の条件のいずれかに

該当する世帯（農村地域、国

道沿いの世帯は除く）

⑦70歳以上の単身高齢者世帯

②高齢夫婦世帯（どちらか一
　方が70歳以上の世帯）

③単身及び夫婦世帯で、いず

　れもが重度身体障がい者
　（1　2級）のみで構成さ
　れる世帯（年齢問わず）

④70歳以上の高齢者と重度身

　体量がい者のみで構成され

　る世帯

　近隣に健康な親族が居住し

ていない世帯で、一戸建て家

屋に居住し、生計中心者の市

民税が非課税であり、下記の

①～⑤のいずれかに該当する

世帯

①70歳以上の方

②介護保険制度要介護認定を

　受けた方
③重度身体障がい者（1、2級）

④義務教育課程を修了する前

　の方
⑤前①～④で構成される世帯

（※1シーズン

1間ロ、3m以
内の料金です）

・市民税非課税

世帯

　　　丁2，450円

・市民税均等割

課税世帯

　　　17，450円

・市民税均等割・

所得割りとも
課税世帯

　　　22，450円

1回当たり
　　　　　500円

（1時間以内、

1シーズン当た
り20回まで。生
活保護世帯は無．
料）

　病気や身体障がいなどで、

世帯全員が自力で除雪するこ

とが困難で、次のいずれかに

該当する市民税非課税世帯ま

たは生活保護受給世帯

【市営住宅世帯（集合玄関型

の団地は除く）1

①70歳以上の単身または高齢

　者夫婦世帯（どちらか一方
　が70歳以上で可）

②身体障がい者のみの世帯

期　　間：12月1日～3月31日
作業時間：午前中のうちに実施（時間は一定せず、時間の指定はできません〉

江別市雪対策基本計画より
　　（平成19年3月策定）



　　　　　　　つ　く

地域と創る噛みち事業
　　～生活道路の除雪について町内の皆様と考える～
一　　　憺　　　己．．π　．．．．ゴ．　　「　　　．　　・　，．「　　　一　　「・・一．　．．．一．・．

一　　マ，凹邑翻一

一．1地域と創る冬みち事業とは

G　　o

　　　む

¶｝n剛｝「¶〔　．．一

Oお問い合わせ先
白石区土木部維持管理課

　地域の方に札幌市の除排雪の実漁を知h．．（いただくとともに、地域の除雪の課題を話し合うため

に、町内会単位で懇談会を開催し、現行の予算の中で課題を少しでも解決できような除雪のて夫な

どを行う試行的な取組です。

2「懇談会」の実施

3これまでに行った取組の例

除ξ；「≒ゴi況の蓋置蒲喪

　町内会、札幌市、除雪業者の3者で、

懇談会で作成した「課題マップ」に基づき、

町内の除雪状況を点検します。

点検の結果、問題のある箇所について

は、市と除雪業者で対応を協議します。

除排雪に関する他都市の取組事例
　　　　　　　補足資料3

地域懇談会資料　札幌市白石区土木部資料より）

轟？圏．二諺　．

　町内の除蕾犠況を点検＝ ！

（懇談会の実施状況）

・平成18年度の本格実施から平成22年度までに、全市で565町内会にお．いて実施

・白石区では、平成22年度までに38地区60町内会で実施

〔懇談会の内．容、流れ〕

∴．己一一’レ乞三「こ轟．」：一（．公［愛1：旨増」．1噌

　ルールを決めて、市と．町内会で「覚書」を

締結し、公園を地域の雪置き場と．して利用

します◎

●廻啖会の実施（10月ころ）

：亭亭弓状を説明1：灘馨灘撫，・・な・

　　　　　　　　　　　　　　　組について話し合う．　　　一・「課題マップ」の作成

巌懇罎金を2回行う隠匿もあります

》

●取組の実能（冬期間｝

・懇談会で話し合われた取

組を試行的に実施してみる

クイズを交えて、わかりやすく説明

9。鴬
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計oI
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．．鷺脚6
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（公園利用の主なルール）　　　　　　　［．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド・公園の遊具、．フエンス等を壊さないこと　　L．

・人．力（ママさんダンプ程度）．で入れること

・春先の溝掃を行うごと　など

　　　　　　テーブルに分かれて議論　　　　　　　　　　　　作成した「課題マップ」の例

（懇談会の効果）

　・住民の皆様が除雪の仕組みを理解

　　O除雪体制について1．理解した196％

　　O懇談会を行うこと「良い二と187％　（懇談会参加者のアンケート結果より）

　・現行の予算の範囲内で、住民の皆様、除雪業者、行政が納得できるような方法を実施

　・良い取組は、札幌市の今後の除雪の取組に反映

』．．
居ﾔン．ぴr；．、二～りぴ♪溶．1フ1

O迷惑駐車に対して、町内会、市、．警察と

　合同パトロールを実施

○迷惑駐車の注意ステッカーを町内会に

　配布して透乱してもらう

Oモラル啓発のチラシを市で作成し、

　町内会で配布してもらう

　　　　　　．幽』．

地填の容肉を利用．

迷惑騨の：麟樫ロー’レ

ご． ~ステーシ三ンにスノーーボー1レを町内会て殺！：．＝

O町内が必要とする箇所に市が砂箱を

　設置
　　→地域の皆様．で必要に応じて散布

O町内が特に必要とするゴミステーション

　にポールを町内会で設置

　　→除雪業者が注意して除雪

A刺妾よる蓮搬なξφ：ルー．晦を

決め：る．

．∴」，トや冨7’弓6．1瞬r均、．仙、如φ馬
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地域と創る冬みぢ事策

平成22年度の取組について

暁町内会
懇談会で皆様で話し合われた以下の取組
を実施しました。

　　　．終雪：状湯⑳合釘；点検，

　町内会、市、除雪業者の三者が合同
で、課題マップに基づき、除雪状況の点
検を行いました。
（実施の方法などについては、町内会と市で打ち

合せを行いました。）

欝欝艦；φ鋤窃
　「路上駐車・雪出し防止」に向けて
●市でモラル啓発のチラシ．「冬みち通信
（号外）」を作成し、町内会で回覧しま

した。

翅鯨酷禦驚磯
　地域で必要とする箇所に市が砂箱（簡
易型）を設置し、除雪業者が砂を補充、．

地域の皆様で必要に応じて散布していた
だきました。

．ゴ．ミステ．幽シヨン．1．

ス！門ポールを設置

地域で特に必要とするゴミステーショ
ンに、町内会がスノーポールを設置しま
した。布は町内会にスノーポールを貸与
し、除雪業者は注意して除雪しました。、

平成22年度

課題マップ

除排雪に関する他都市の取組事例
　　　　　　補足資料3
地域懇談会資料　札幌市白石区土木部資料より｝

ぐ覇ζ

，薫㌃纏
　　　　　」

5　1飛r

F．．

出軍滋6．．、1・㌃誕

合同点検は2月1日に行わ
れ、町内会と市、除鋸業者で
現地を確認しま」た。

「妻騨…肋・観

り．4一乳L、，￥

　　　　　ロリヘロ

堺『黙「
己7皿．．．冒　　一覧‘」

＝臨糖＝、”串　　7　　　．

灘織艶て藷欝勝 地域で必要とする箇所に市が
砂箱（簡易型）を設置し、除雪業

者が砂を補充、地域の皆様で
必要に応じて散．布していただき
ました。

・・
U1：

識
　　　｝　　「

　　　　　　　　　．㌧．、．
楓、．．　．．’1　　　　ゼ

．一 狽ﾌゴミステーションにス
ノーポールを設置」ました。



〈生活道路の新しい除雪方法〉

磨．・購1
μ＿＿＿lL

　　　　　　　τ一’」
　　　F地区
　　　土曜日

法〉 計画除雪

c地区、
水曜日、

一・一・一・
P

D地区1
末曜日1

　ノ‘一圃

　計画除雪とは，ゴミの収集日のように，固圃
匹ヨヨ回＝匡置匪翻圖国新しい方式で銑たとえば左図のよ

うに，A地区は月曜日，　B地区は火曜日というように，ある地

域〔A～F地区）を除雪車が1週間で1．．回りします。
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2．台目の除雷車1小裂ロータリー｝．

提度よLt猛がム，雪山に積ん
いきます。

各家の前で垂壼

鞭が必要
となります。

除排雪に関する他都市の取組事例

　　　　　　補足資料4

　　　　　　　札幌市白石区土木部資料より）
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り両側に圏せていきます．また，いままでの除
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各家の前で國

薩が必要
となります。

除雪車【小型ロータリー｝

0000地区除雷センター

　　　　　　　OOO－00CC

oo区維持建設課

　　　　　　　000－OOQO

計画除雪作業状況

纏途雪〔夜間に15砲。、，以上鱈が降っ．た場含の騰です、｝

1住宅1．

新雲除雪後の状況

住

聾・
1麟譲



除排雪．に関する他都市の取組事例

　　　　　　　　　　　　　間ロ除雪調査．結果

補足資料5

平．成23年北．見市都市．建設部道路管理課調査資．料より

．　　■　．「　　　　　　E・．1’，・診　　　　　匿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　．
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旭川市 x． 福祉除雪実施

函館市 o ．無償 市道除雪の際．問ロ陰雪を同時に実施
今後献現行どおり実施し

ﾄいく予定

生活遵路出動回．数例年O曜1回〆年

@　　　　　　　昨年2回／年

釧路市 x．

「釧路市単身高齢者等除雪事業1で悶ロ

恊痰�ﾀ族

苫小牧市 x．

．福祉除雷について．廟査・

ｦ議等を行っている
地域除雪として、シルバー人材センター他、民間4団体が個人と契約し有償で実旛

帯広市 × 現状維持 幹練で闇ロ処理を実施

小樽市 ．X
福祉除雪サービスに該当する憧帯に対

ｵ、間ロ処理の試行実施

置き雲対築の今後の方向

ｫを極山中であり．制度化

燻許?ﾉ入れ、検酎中

江別市 x 現体制で対応出来ない． 鋭意縫続調査中

干歳市 × 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
w諶ﾒ支援課において町内会ボランティア等による間口除雪を実施

岩．見沢市 x ザクザク蹉面聾正時（非常に重たい霊）のみ実施

沁ャTイドて溝口除雪実施

恵庭市 x 福祉サイドで「恵慶市ひとり暮らし冨齢者世帯等冬期．除雪サービス事業」を実施

百狩市 x； 福祉サイドで「ひとり暮らし高齢者世帯等除雪サービス事梁」を実施〔課鋭対象者有償｝

北斗市 x
市道除雪において、；橦力問ロには雪を置かない上で艦間口除知は碁本的に地先の方が行うことになっている福祉サイドで福祉除塁実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

滝川市 x

平成20年度より町内会等の団休に小型
恊瘠@貸与事業を奥億
ｬ内会等が自主的に地域で管理する公

､施設の駐車場・間口・通路等を除5

路面整正実施時に路線を鰻定して間口処理を実施

網走市 派． ．予定無し 福祉サイドで「高齢者等除雪友び融雷サービス」実施

稚内市 X 社会福祉協議会で閲ロ除雪を無償で行っている実績有り

伊逮市 x
大兵時に高齢者・障害雪囲からの
v望で高齢福祉課が窓ロ．になり有

桙ﾅ行ったことがある

名．寄市 X 予定無し 　　　　．w諶ﾒ自立支援事業条例で除雪サービズ事業を実施

美唄市 X 福祉サイドで間口除雪実施

紋別布 o 無償．

降霊状況により除虫時に間ロ除雪
�sうよう委託業者に指示．

i市民の負担になると思われる時）

N間除零回数の9割以上対応

留萌市 x 市道除留としては予定無し 福祉サイドで有償で行っている。与0¢ω恥PO円／月・．間口．

富．艮野市． o 無償

独居老人宅や身体障害者宅前は、
沁ラﾛから依頼があった場合、市

ｹ除雪作業中に間口処理実施
市昂協働による排讐作
ﾆを検討中

初期除雪において、一車縁確保を．目的で、その後噸仕上げ作業として、拡幅及び聞口除雪を実施間ロ処理による玄関や車庫付近の堆雪は、シーズン2回程度排雪

深川市 x

H12年度に直営で試行、現在は福
ャTイドの「間口除雷サービス事
ﾆ」で実施

ｽ成22年慶は60世帯

現在、住民の高齢化に
謔阯v望が多数有り全
ﾋ対象として検討中

士別市 x 特になし 福祉除雪サービス実施

芦別市 ．×

福祉除雪を有償で行っている
P5，000円／間口・年（課税世帯）

V，500円ノ間口・年（非課税世鮒

R．750円〆間ロ・年．（生活保護世誉）

タ．張市 X 福祉除雪 福祉除雪実施、現在も継続中

三笠．市 x 今のところ新しい取り

gみの予定は無し

三笠ぬくもり除雪サービス事業

V0歳～得歳まで　2万円／シーズン
V5磯以上　　　　1万円／シーズン
g体障害者　　　丁万円ノシーズン

歌志内市 o
織

福祉除雪を有償で行っ
ﾄいる10，000円ノ間ロ・

N老人家庭除雪ロ一幅．

梶[貸与事業（無償）

「社会嚢本整備交付金」A事業：で車道除雪（雲寒路線）、．C事業で間口除雪を行っている。

1砿島市 x
高齢者世帯の増大予想され、福祉政策とも連携を取りながら検討すべき課題雪対策に関する総台的な計画を策定をするため、市の付属機関を立ち上げ（H23－24）


