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5．　閉　会
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傍聴者8名入場手続き。

1、開会

【事務局】 本日は、10名の委員のうち7名が出席しており、委員の過半数が出席さ

れており、委員会は成立していることを報告。

【委員長】　今日は行政と市民の役割分担というところを、市民はどういうふうな協力

　　　　　が出来るのかというところを、メインの議題としながら議論を進めて行き

　　　　　たいと思います。お手元に資料があると思いますが、今日は、報告の後は

　　　　　雪対策基本計画についてというふうな形になっております。この報告から

　　　　　御説明をお願いいたします。

2、報告

【事務局】第2回検討委員会の議事録概要につきましては、委員の皆様方の名前につ

　　　　　きましては、委員A・Bという形をとりまして市のホームページにおいて

　　　　、現在公開されております。

【委員長】特にこれに関しては、御質問等は無いものとして、次に進めて行きたいと

　　　　思います。では、今日の本題ですけれども、除排雪に関する他都市の取り

　　　　組み事例と、雪対策基本計画の目標と重点政策の2点というふうなことで

　　　　、今日の議事に行きたいと思います。それではこれにつきまして事務局

　　　　　よりご説明をお願いいたします。

3、北広島市雪対策基本計画について

　1，除排雪に関する他都市の取組事例

【事務局】　次第の3、北広島市雪対策基本計画でありますが、1番目の除排雪に関す

　　　　　る他都市の取り組み事例、2番目の雪対策基本計画の目標と重点施策の2

　　　　点につきまして、パワーポイントを使いまして説明させていただきます。

　　　　前面の画面をご覧になっていただきたいと思います。お手元の資料の右上

　　　　　に大きく資料2と書いてあるものが、画面と同じものをプリントアウトし

　　　　たものです。画面が見づらければ、資料2をご覧になっていただきたいと

　　　　思います。

　　　　除排雪に関する他都市の取り組み事例を紹介いたします。

　　　　まず1番目の道内各都市住民への支援事業につきまして、紹介いたします。
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1、道内各都市住民への支援事業

旭川市新総合雪対策基本計画（平成16年度調べ）を参考に、「除排雪に関

する他都市の取組事例」を作成してみました。

道内23市の取り組み状況について、

1，除雪弱者対策、2，小型除雪機等貸出、3，ロードヒーティング等購入補

助、4，生活道路の除排雪補助、5，その他、の分類分けを行い、一覧表を

作成しました。

1、除雪弱者対策として、大きく4つに分けました。

①福祉除雪、旭川市など15市で実施。（北広島市でも実施。）

②屋根の雪おろし、旭川市など7市で実施。

③除雪ボランティア、旭川市など4市で実施。

④間門除雪、江別市で実施。

2、小型除雪機等貸出、旭川市など7市で実施。（北広島市でも実施。）

3、ロードヒーティング等購入補助、札幌市など14市で実施。（北広島市

　　でも実施。）

4、生活道路の除排雪補助、札幌市など8市で実施。（北広島市でも実施。）

各市において、各々基準を設け補助を行っております。平成16年度調査で

あり、現在の詳しい状況については、確認が必要となります。

2、江別市の福祉除雪

　江別市の福祉除雪サービスの内容について、聞き取り調査を行いました。

・江別市介護保険課より、同市社会福祉協議会に委託し実施しております。

・福祉除雪サービスと記載されているのが、間口除雪であり、除雪派遣サ

　ービスと記載されているのが、北広島市の福祉除雪に当るものとなりま

　す。

・福祉除雪の基本料金は一間口3mで、30，450円、一間口追加で10，500円

　（税込み）それが基本となっております。また、雪の置き場が必要なた

　め、現地調査を実施し、状況により断るケースがあると聞いております。

・課税要件に応じて、3段階で助成をしております。

　内容は、市・道民税で非課税世帯は、18，000円の助成がありまして、利

用者自己負担額が12，450円、市・道民税均等割課税世帯は、13，000円の

助成がありまして、利用者自己負担額が1Z450円、市・道民税均等割・

所得割とも課税世帯は、8，000円の助成がありまして、利用者自己負担額

　が22，450円、という様な分けになっております。

・実施件数などは、平成4年度の事業開始時は福祉世帯が15件からスター

　トしておりまして、平成22年度実績で福祉世帯が569件、一般世帯が

1，638件、合計2，207件となっております。
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・江別市の人口は、北広島市の倍で、121，000人であります。

・除雪の実施時間帯は、市の早朝除雪のあった日の午前中を目処に、除雪

　を行うことになっておりますが、実際は8時くらいには終えているそう

　です。

・この除雪行っているのは、江別環境整備事業協同組合といいまして、市

道除雪を実施している団体が実施しており、同組合員以外の除雪業者も

行っており、市内を7地区、5業者で実施し、除雪を行う小型ショベル

　1台当たりの持ち分は100件程度となっているそうです。

・福祉除雪の実施方法については、市道除雪のオペレーター以外で対応し

　ており、市道除雪が完了したところがら順次除雪を実施しております。

年2回程度、排雪と言いまして、雪の運び出しを業者の判断で実施して

　おります。

3、札幌市の地域懇談会・計画除雪

地域懇談会について、札幌市の開催方法、内容について聞き取りを行い

　ました。

・白石区では、平成17年度は試行実施でしたが、平成18年度から平成22

年度には、145ある町内会の内、60町内会で除雪懇談会を実施し、札幌

市全体では565町内会で実施しております。

・懇談会は、市から町内会へ呼びかけ、秋頃に実施し、冬には懇談会で話

　し合われた取り組みを現地で試行的に実施しております。この取り組み

についてのアンケート調査は次年度の夏ごろに実施しております。

・参集範囲及び人数は、町内会を通じ参加者を募り、会長や役員は、最低

　3名以上参加しているようです。複数の町内会を集め合同で開催したこ

ともあったそうですが、実際には参加人数が少なく役員のみしか集まら

ないこともあったと聞いております。

・札幌市側の人員等は、課長、維持係長、担当などの4名程度、業者はマ

ルチの長1名。コンサルタントも進行役として、各テーブルに1名つつ

配置しております。

・1地区当たりの開催回数は、当初は2回ベースであったのですが、最近

は1回になってきていると聞いております。1回目は、説明と課題、2

回目はテーブルに分かれてその結果を話し合った後、発表するという形

になっているそうです。

・進め方とその内容について、10名程度のテーブルに分かれ、ワークショ

ップ方式で行っています。課題等を出し合い、除雪課題マップを作成し、

最後にテーブルごとに発表を行います。市が主体となって行うと、対住

民となり単なる苦情・要望の場となってしまうため、コンサルタントを
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　間に立てていると聞いております。

・懇談会を行った後の取り組み状況については、雪置き場としての公園、

　空き平等の利用、迷惑駐車、雪出し防止の啓発運動、砂箱の設置、散布

　した砂の春の清掃、町内会の方でゴミステーションにポールを設置し、

　除雪業者が注意して除雪を行うなどの実施事例があったとのことです。

札幌市の地域懇談会・計画除雪の資料の内、

・課題マップの実際の例でありますが、「除雪状況の合同点検」「モラル向

　上のための活動」「ルールを決めて公園を利用」「砂箱の設置、地域の方

　による砂まき」「ゴミステーションにスノーポールを設置」等の取り組み

　についての状況確認や、当町内会の冬期間における課題等を図示したも

　のであります。

札幌市の地域懇談会・計画除雪

　計画除雪について、札幌市の除雪方法、内容について聞き取りを行いま

　した。

・計画除雪とは、ごみの収集日のように、あらかじめ決あられた日の日中

　に除雪を行う方法であります。新設除雪については出動基準を通常の10

　cmから15Gmとし、圧雪方式で除雪を行うものであります。

・計画除雪では、圧雪除雪（路面整正）を行い、その除雪車の後から来る

　小型ロータリー車で間口処理を方式となります。

・札幌市では平成7年度から試行を始め、平成22年度では12地区で実施

　しており、現在白石区では5地区実施しております。

・除雪の回数は、新雪除雪（10cm）の回数は14～15回であり、15cmとなる

　とその半分程度の回数となります。

・施工方法などで、路面整正等、うまくできるものかを確認したところ、

　路面管理厚さが30cmとしているので問題はないとのことでした。

・圧雪除雪とは、除雪車のバケットの下にソリ状のものを装着して、圧雪

　（踏み固め作業）していき、間ロに雪を置かないようにする除雪であり

　ますが、大雪の際は同作業が出来ないため、通常除雪の実施となります。

・除雪体制について、15Gm以上降った日でも計画除雪は行うため、余裕の

　ある体制が必要となるとのことでした。

・計画除雪の実施状況について、年度によって変化しているが、同程度か

若干減っている状況であるそうです。

・除雪費用について、実質的に通常の除雪よりはかかっていると聞いてお

　ります。

・その他

圧雪除雪は非常に評判が良い。
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　昼間の除雪は、住民の目があり、夜間とは同じような施工はできない。

　通常除雪と計画除雪が混在する地区の業者は大変である。

計画除雪を行う地区に降雨があると、ザクザク路面となり大変な状態と

　なることから、計画除雪を行う地区についてはパートナーシップ除雪を

実施していることが前提となるそうです，

計画除雪を行う地区は平坦な地形が望ましく、丘陵地の分については問

　題があります。

4、間ロ除雪の調査結果

　これは、平成23年度に北見市で行った調査結果で、各道内の道路管理者

　が自ら行う間口除雪の取り組み状況の一覧であります。回答した28市の

　内、4市が実施しております。函館市は、生活道路の除雪の出動回数が

例年O～1回、昨年度に2回となっております。他の3市でも回数を決

めて実施しております。以上で除排雪に関する他都市の取り組み事例の

説明を終わります。

2，雪対策基本計画の目標と重点施策

続きまして、雪対策基本計画の目標と重点施策でありますが、

雪対策に関する協働のあり方や役割分担などについて、基本的な考えを定

めるとともに、協働に基づく雪対策の推進を図るため、

　目標1、雪に強いに安全安心なまちづくりの推進、

目標2、協働による雪対策の推進、

目標3、快適に冬を暮らすための取り組みの推進、

を掲げました。

まず、目標1、雪に強い安全安心なまちづくりの推進における、重点施策

　1、冬期間の円滑な交通の確保と重点施策2、雪に強いまちづくりの推進

から、現状と課題の確認を行い、各重点施策の内容説明を進めて行きたい

　と思います。

目標1、雪に強い安全安心なまちづくりの推進

・重点施策1、冬期間の円滑な交通の確保について、その現状と課題は、次に

挙げるものとなります。

○北広島市内には道路法という法律による「道路」として、高速自動車道、

国道、道道、市道があり、道路の維持管理や除雪については、それぞれの

道路管理者が行っています。この内、市道については北広島市が、幹線道

路、準幹線道路、生活道路及び歩道に区分し、それぞれの区分に応じた除

雪を行っております。
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○厳しい社会経済情勢や市の財政状況の中、安全で円滑な交通を確保する

　ためには、現在の除雪体制を維持しつつ、除雪水準の向上を図る必要があ

　ります。

○幹線道の除雪に関してはこれまでの水準の確保を図るとともに、生活道

路については、除排雪の充実が必要となっています。

○交差点は、高い雪山となってしまう傾向があるため、見通しが悪く、事

故が起きる危険性が高くなります。また、交通渋滞の原因ともなることか

　ら、雪山の除去の強化を図る必要があります。

○子どもや高齢者、障害者などいわゆる交通弱者といわれる人々が冬期間

に円滑に移動できるよう、公共交通機関が利用しやすい環境づくりが必要

　となっています。

○冬期間の歩道については、車道の除雪による堆積で歩行空間の確保が十

分前はありません。また、近年の温暖化の影響や、スタッドレスタイヤの

普及でツルツル路面ができやすくなっているため、歩行空間の確保や転倒

防止対策が必要なっています。児童が安全に通学できるよう、通学路にお

ける除雪の強化を図る必要があります。

○豪雪や暴風雪の際には、除雪の対応が追いつかず、都市機能が麻痺し、

市民の活動に大きな影響を及ぼします。豪雪時における除排雪体制の確立

や、関係事業者との連携：協力体制の強化を図る必要があります。

○自治会排雪の拡大や、個人が負担し業者に依頼して行う排雪などに対応

するため、雪堆積場の確保が必要となっています。

・重点施策1、冬期間の円滑な交通の確保について、目標の詳細は、次に挙げ

る8項目からなります。

1番目、除雪水準の向上でありますが、

除雪センターの充実。．オペレーター運転技術の向上促進。除雪機械及びオ

ペレーターの増強による除雪の強化（拡幅回数を増）などに努めます。

2番目、交差点の見通しの確保でありますが、

主要な道路については、雪山の除去の強化を図り、交差点における視距の

確保、交通の円滑化及び安全性の向上を図ります。

3番目、公共交通機関の利用の円滑化でありますが、

駅周辺などに人が多く集まる場所におけるきめ細かな除排雪を行います。

4番目、歩行空間の確保でありますが、

歩道除雪の拡充を図ります。つるつる路面対策及び砂箱の設置を進めます。

多数の児童が通る通学路の（きめ細かな歩道除雪、歩道のない路線の拡幅・

排雪による幅員の確保）安全確保を図ります。

5番目、除排雪体制の確保でありますが、
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　長引く景気低迷により、除雪作業を行っている建設業者の倒産、除雪事業

からの撤退や除雪車を手放す業者が増えており、除雪体制の確保が難しい

状況となっております。除雪体制の維持、安定化のために、経営安定化に

　向けた支援など適切な対策を進めて行くものとします。

　6番目、豪雪時における対応と体制の確立でありますが、

豪雪時等における除雪センター、除排雪業者及び国道や道道の管理者との

連携強化をするとともに、冬期間の火災や救急活動などにおける緊急車両

　の通行の確保に向けた、連携強化及び迅速な除雪体制の確立に努めます。

　7番目、雪堆積場の充実でありますが、

個人が行う排雪や市の行う幹線道路、バス路線等の排雪、自治会排雪など

に対応するため、雪堆積場の確保、拡充を図ります。

　8番目、除雪時における事故の防止でありますが、

除雪作業については安全に十分配慮し、事故防止に努めます。

・重点施策2、冬に強いまちづくりの推進について、その現状と課題は次に

挙げるものとなります。

○市ではこれまで、宅地等の開発事業に当たっては、「北広島市まちづくり

指針（宅地開発指導要綱）」や地区計画などによって、除雪を考慮した道路

網や堆雪スペースを加味した道路構造、公園・緑地などのオープンスペー

スの配置、宅地内の雪処理などに考慮した最低敷地面積の制限などのルー

ルを定め、まちづくりを進めてきました。

○今後もこういつたルールに則した指導を行うとともに、様々な工夫によ

　り、雪に強いまちづくりを進める必要があります。

・重点施策2、冬に強いまちづくりの推進について、目標の詳細は次に挙げ

る3項目からなります。

　1番目、雪に強いまちづくりの推進でありますが、

　「北広島市まちづくり指針」や地区計画などのルールに則した指導を行い

ます。

2番目、雪に強い建物の工夫でありますが、

建物の新築や増改築などの際に、建物の配置、屋根の構造、玄関の向きな

どを工夫することで、除雪の負担を軽減することができます。

3番目、公園・空き地の活用でありますが、

公園や空き地などのオープンスペースの有効活用に向けた検討をします。

・目標2、協働による雪対策の推進の内、

・重点施策3、雪対策協働体制の確立について、その現状と課題は、次に挙

げるものとなります。

○少子高齢化の進展、核家族化などにより除雪の担い手が不足しており、
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ライフスタイルの多様化などによる住民要望は複雑化・高度化しています

。こういつた状況にはきめ細かな対応が必要ですが、行政だけでは困難で

あることから、市民・事業者・行政がそれぞれの役割分担を決め、協働に

よる雪対策の取り組みを進めることが重要です。

○道路は国民の共有財産であり、多くの住民の皆さんや不特定多数の人々

が利用するものでもあります。市では車や人が通行できるよう道路の空間

を確保するため、除排雪を行っていますが、全ての雪を取り除くことは不

可能です。このため、除雪後の玄関前や車庫前などの間口の置き雪の処理

については、道路の利用者である皆さんに協力していただいております。

・重点施策3、雪対策の協働体制の確立について目標の詳細は、次に挙げる

　3項目となります。

　1番目、市民と行政の協働体制の啓発でありますが、

通行に必要な道路空間の除排雪については、行政の役割、道路の除雪によ

る間ロの置き雪の処理は、市民・事業者の役割とすることを基本とします。

2番目、雪に対する情報の共有化でありますが、

本計画の周知を図るとともに、市のホームページや広報紙などをとおし、

雪に関する情報の発信や冬の暮らしに必要なルールやマナーなど啓発に努

めます。また、除雪作業を行うかどうかなど、除雪状況がわかる情報を発

信する新たなサービスの展開を図ります。

3番目、地域との連携の推進について、

地域の特性に応じた除排雪のあり方を検討するため、地域懇談会や出前講

座などの企画、開催を進めます。

・目標2、協働による雪対策の推進の内、

・重点施策4、雪対策に関する支援の推進について、その現状と課題は、次

は挙げるものとなります。

○高齢者や障害者など、敷地内の除雪、道路除雪後の置き雪、屋根の雪下

ろしを行うことが困難な世帯が増えています。

○除雪が困難な世帯への支援には、近所の助け合いやボランティア、行政

が行う除雪サービス事業などがあります。本市では、高齢者や障害者の方

などを対象とする除雪サービス事業、融雪装置設置費補助事業やボランテ

ィア活動の促進を図る小型除雪機貸出事業などを実施しておりますが、認

知度及び利用度が高い状況ではありません。

○市道排雪支援事業は、冬期間のより快適な生活環境の向上を図るため、

自治会と除排雪業者とが行う生活道路等の排雪に対し、市が2分の1を補

助する制度です。平成9年度の事業開始以来、平成22年度では63団体、

実施率も52．1％と順調に増え続けており、今後もこの事業の拡大を図る必
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要があります。

・重点施策4、雪対策に関する支援の推進について、目標の詳細は次に挙げ

る、3項目となります。

　1番目、各種除雪サービスの向上でありますが、

事業のいっそうの周知を図るとともに、新たな支援制度づくりに向けた検

討を行います。

2番目、市道排雪支援事業、（自治会排雪）の促進でありますが、

この事業の普及・拡大を図ります。

3番目、私道除雪の支援でありますが、

今後もこの制度の見直しを検討しながら、その沿線に居住する市民の冬期

間の生活が維持できるよう支援を進めます。

・目標3、快適に冬を暮らすための取り組みの推進の内、

・重点施策5、冬の市民生活の工夫とルールの確立について、その現状と課

題は、次に挙げるものとなります。

○近年では、冬も快適な生活ができるようになりましたが、雪のない季節

と同様な暮らしを営むことはできません。常に車の利用ができ、短靴で行

動できるように道路の状態を保つことは現実的に困難なため、雪国で生活

していく上での工夫やルール・マナーを守り、冬を乗り切る必要がありま

す。

○個人や会社などの敷地内の雪は、敷地内で処理することが原則です。敷

地内に降った雪は道路に出さないようにしなければなりません。

O道路に降った雪や除雪後の置き雪の処理については、人や車の通行に支

障とならないよう、道路わきに積み上げることは問題ありませんが、道幅

が狭くなったり、道路がでこぼこになったりするような出し方は、法律で

禁じられています。

○河川への投雪は、雪解け時に水があふれる原因となり、また、マンホー

ルや雨水桝の蓋を開け、平押することも排水機能に影響を与えるとともに

、人や車の通行に支障となるため、このような行為も禁じられています。

道路への地取し、河川への投雪をさせない取り組みが必要となっています

o

O冬期間の路上駐車は、除雪作業の支障となり、その路線の除雪ができな

くなることもあるため、地域の住民の方や道路を利用する方に迷惑をかけ

ることになります。路上駐車をさせない取り組みが必要となっています。

○冬道は降雪や気温、風、除雪などにより道路や路面状況が日々刻々と変

化します。生活道路においては車同士がスムーズに交差できない状況や交

差点の雪山が高くなり見通しが悪い状況になるため、安全運転に心がける
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　必要があります。

・重点施策5、冬の市民生活の工夫とルールの確立について、目標の詳細は、

　次に挙げる2項目となります。

　1番目、冬の暮らしに必要な工夫でありますが、

　寒さに適した服装とし、また、多少の雪があっても漏れなく、滑りづらい

　機能を持った長めの靴を履くなどの工夫が必要です。また、大雪の際など

　は、交通渋滞が発生することが多くなるため、できるだけ外出を控えてい

　ただくか、時間的にゆとりのある行動をとるよう心がけるとともに、公共

　交通機関を利用するような工夫も必要です。’

　2番目、冬の市民生活のルールの周知・啓発でありますが、

　1つ目として、道路や河川の雪出しの禁止。

　2つ目として、ゴミ出しは収集日の朝に行うこと。

　3つ目として、路上駐車の禁止。

　4日目として、冬道における安全運転とマナー。

　などがあります。

　目標3、快適に冬を暮らすための取り組みの推進の内、

・重点施策6、雪の有効利用について、その現状と課題は、次に挙げるもの

　となります。

○近年、雪や氷でつくった室などに野菜等を貯蔵するシステムや雪を活用

　した冷房システムなど、冷熱エネルギー活用の研究や実験が進められてい

　ます。

○本市では、冬のイベントも開催されておりますが、今後とも雪と親しむ

取り組みを進める必要があります。

○ウィンタースポーツは、雪国では多くの市民が親しんできたものですが

、近年では、様々な問題からスキーやスケートなどを楽しむ人々が減少傾

　向にあります。

・重点施策6、雪の有効利用について、目標の詳細は次に挙げる3項目とな

　ります。

　1番目、冷熱エネルギーの利用促進について、

利用促進に向けた情報収集や支援の方策を検討いたします。

　2番目、冬期イベントの促進について、

今後も運営方法の検討を図りながら、冬季イベントを支援します。

　3番目、ウィンタースポーツの励行について、

今後も雪に親しみ、ウィンタースポーツの励行を進めます。

目標3、快適に冬を暮らすための取り組みの推進の内、

・重点施策7、雪処理における安全確保について、その現状と課題は次に挙
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げるものとなります。

○平成22年度の豪雪による雪の犠牲者が、北海道に記録が残る2002年以

降過去最悪を記録しました。中でも高齢者が雪下ろしの中の事故や屋根か

らの落雪に巻き込まれるケースが多く、多数のけが人も出ています。

○雪を処理する際は、無理をせず安全の確保や体調管理に努める必要があ

ります。

・重点施策7、雪処理における安全確保についての目標は、

　「雪はね」は、冬の運動不足を補う有効な運動でもあります。また、大雪

の際は、「屋根の雪下ろし」も必要になることがありますが、「雪はね」や

　「屋根の雪下ろし」を行う際の安全確保に向けた周知・啓発を行い、冬の

体力づくりや健康管理に努める必要があります。

質疑応答

【委員長】　前半は他都市の取り組み事例ということで、後半は雪対策の基本計画の目

　　　　標と重点施策ということでご説明いただきました。私の個人的な今日のめ

　　　　　どは、雪対策基本計画の目標1と目標2というところの議論が中心に今日

　　　　はできればというふうに考えております。つまり、何かというと、行政と

　　　　市民の役割分担というところを、もうちょっと深く掘り下げて行きたいと

　　　　　いうことであります。前半の取り組み事例については、あくまでも他都市

　　　　の参考事例というふうなことですので、これを踏まえて参考になる事例も

　　　　出て来ています。例えば、白石区の町内会の取り組みということで、行政

　　　　　と住民が一体となって地域の除雪を考えるというふうなものとかですね、

　　　　　これは多分北広島市で今後行って行くべきかどうかというところが、この

　　　　目標の2番というところで、議論の中心なるのかというふうに考えており

　　　　ます。まずは、この取り組み事例のところで質問とか感想があれば、お受

　　　　けしたいと思いますが、これを踏まえてこうすべきだというのは後半の議

　　　　論でして行きたいと思いますけども、いかがでしょうか。

　　　　どこの町も同じ悩みを抱えているということが、一番目くわかったかなと

　　　　いうふうに思うのです。ちなみに白石区の事例が紹介されていましたが、

　　　　私はふゆトピアという冬のイベントのパネルディスカッションのコーディ

　　　　ネーターを、．今年の1・月下旬にやったときには、そのパネリストに清田区

　　　　の町内会の会長さんが参加してくれまして、同じような形で、このような

　　　　地図を作って、どの辺がちゃんとやるべきかという課題マップを作ったり

　　　　、取り組みされた事を紹介されたのですが、その町内会長さんが1番言い

　　　　たかったことは、除雪を通じて、町内会の活性化に貢献しているというこ
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となのです。人と人との繋がりというのはやっぱり希薄になる中、雪とい

うふうな共通の課題を通して、お互いにイベントに参加しようとかですね

、それは、小さなお子様からお年寄りまで、例えばお祭りみたいな冬のイ

ベントを町内会単位で行ったりという、あるいは、お互いに声をかけ合っ

たりして除雪をするというふうなことや、学生さんのボランティアの取り

組みとかの組み合わせもあるのですが、例えばそういう時に、独居老人の

方がちゃんと元気にやっているのかなというふうなことを目配せしながら

という、雪をとおしてそういうふうなお互いのまちづくりに、活性化の方

が本当の目的なのだというふうなことを、その町内会の会長さんがおっし

ゃっていたのが、私はすごく印象的で、そのことも踏まえて北広島で市民

の皆さんが協働という時に、どうなのかということも参考になると思いま

す。それでは、また後で思いついた時に質問をお受けしたいと思いますが、

後半の議論、本題の方に入って行きたいと思います。

今回の雪対策基本計画の目標と重点政策ということで、お手元の資料でい

うと5ページ目の上の段です。2枚ずつ印刷されていまずけれど、今回は、

目標1、目標2、目標3というふうな形で、その目標の下に、重点施策1、

2というふうな形で個別の項目を挙げております。最終的には雪対策基本

計画というのは、1つの計画書というふうな形としてまとめて行きますの

で、基本的には、これが骨格をなすものだというふうに考えて下さい。実

際に3つの観点からというふうなことで、雪に強い安全安心なまちづくり

の推進、次に協働による雪対策の推進、3番目として快適に冬を暮らすた

めの取り組みの推進というふうに、まずは、3本柱からこの雪対策本計画

はなるというふうな事務日案でございます。それにぶら下がってくるとい

うことで、重点施策の1、2というふうなことなのですが、ここが実は前

回の委員会で検討して、1つの意見、合意が得られたなというふうに考え

てるのですが、行政が責任を負うのはどこまでかというふうなところで、

安全安心というところがやはり行政の責任だというふうなことで、皆さん

にどのようなことをするべきかということの意見をいってもらいました。

実は雪に強い安全安心なまちづくりの推進というのは、これは行政の責任

だというふうなことの意味を込めてうたっております。5ページの下から

6ページ目、7ページ目上までが、実は具体的にどんなことをやって行く

のかということなのですが、例えば交差点の見通し、やはり雪山の除去を

して欲しいとかですね、後は、今日まだ来られておりませんが、G委員か

らバスの円滑化というふうな話もありまして、5ページ目の下、公共交通

機関の利用の円滑化がやはり大事だとか、6ページに行きまして、歩行者

空間はやっぱり確保して欲しいとか、特にそれは（4）番にありますけれ

13



ども、多数の児童が通る通学路の安全確保というのは、行政に責任を持っ

て欲しいというふうな意見を一通りまとめたところ、このような形になっ

ているということでございます。後は、6番目、7番目、8番目というの

は前回特に意見として出てこなかったのですが、それに付随して、やはり

雪対策として取り組まなければいけないということで、豪雪時の話とか、

あるいは雪堆積場の充実とか、除雪時における事故の防止ということで、

これは除雪の事業者さんも含めて、突はそれは、（1）番の除排雪水準の向

上というところに絡んでくるのですが、ここは行政の責任といいながら、

後は事業者さんと厳しい環境下にはありまずけれども、上手く連携しなが

ら何とか厳しい財政状況下の中で、今の水準は維持していきながら、あと

はオペレーターの技術向上の促進というふうな話はあるのですけれども、　’

これは技術の伝承というのは難しい課題を抱えておりまして、その辺の支

援というふうなことも行政も取り組むというふうな流れになっています。

まず、目標1、雪に強い安全安心なまちづくりの推進という言葉について、

ということや、後は、それに従って前回の意見を受けて、こんな項目を挙

げてみましたというふうな形で、特に重点施策1番については、後で皆さ

んから、意見をいただきたいなというふうに思います。同じように重点政

策2番というのは、これは雪対策の道路除雪とかというふうな話ではない

のですが、それを取り巻くまちづくりというふうなことで、これは、北広

島市のまちづくり指針とか、後は雪に強い建物の工夫、公園・空き地の活

用というふうなところは、これも行政として、雪に強いまちづくりの推進

の一環として取り組むというふうな流れになっています。まず、この重点

施策1番と重点施策2番の表現とか、こんな項目もあっていいのではない

かとか、後はこの目標1、2、3というふうに分けたことも含めて、どこ

からでも結構ですので、御意見があればお伺いしたいと思います。

【委員A】　この重点目標、まず全体を説明しでいただいて思ったのは、この目標で実

　　　　施していくと、今よりどうやってもお金かかるだろうなという印象を強く

　　　　持ちます。そ々なことはできないのもわかっているのですが、基本的に、

　　　　春になって融ける雪にもうこれ以上お金かけないという基本的な姿勢が、

　　　　市が打ち出しにくいのかもしれないでしょうが、あっていいような気がし

　　　　ます。そのために、重点施策1の除排雪水準の向上というところで、向上

　　　　させなくてはいけない部分は当然あると思うのですが、そのメリハリとい

　　　　うのが必要になると思います。高齢者いわゆる、雪弱者な方を何とか助け

　　　　なくてはいけないけど、そうではない方に関しては、ある程度というよう

　　　　な、そのメリハリをつけるというようなニュアンスを立てた方がいいと思

14



いました。それから、重点施策の2で、建物ハードの工夫をするというと

ころで、この項目がどうのこうのということではありませんが、参考まで

に、私どもの研究所で住宅設計の時にどういう住宅を造ると除雪負担がど

のぐらいになります、という除雪作業のキロカロリーが出るソフトを開発

しておりまして、北方型住宅というふうな住宅を造る仕組みでやると、い

ろいろなものを登録するのですが、そこで登録することになります。北広

島団地の方は敷地が大きいです。その分玄関までアプローチの距離が長く

なったりするということで、ちゃんと住宅の計画をしないと、やはり個人

の負担が大変なります。すでに建っているものに関しては仕方ありません

が、これから建て替えというのも当然起こってきますので、そのようなも

のに活用していただけるといいかなと思いました。

【委員長】重要なご指摘をありがとうございます。確かにこの形だと、どんどんお金

　　　　　をつぎ込んで行くのではないかというふうな印象を受けるということで、

　　　　　まずこれについて事務局いかがですか。

【事務局】市としましても、お金をかけるべきところは、お金をかけるべきだという

　　　　　考えはあります。こういつた御時世なものですから、どれだけそれにかけ

　　　　　られるかということはあると思いますが、先程、事務局からご説明した内

　　　　　容で、一応当然お金をかける分、例えば、重点施策の1の（1）、馬下雪水

　　　　準の向上の中で、点ポッチの3つ目で、除雪機械及びオペレーターの増強

　　　　　による除雪の強化ということで、市長からも、除雪にもう少しカを入れる

　　　　　べきだという意向がありまして、今年の予算ではありますが、除雪の機械

　　　　小型ロータリー車と除雪ドーザ、これを1台ずつ購入するということにな

　　　　　っておりまして、今その手続を進めているところであります。この内容に

　　　　　ついては、厳冬期になるとどうしても道幅が狭くなりますので、そういう

　　　　　ところについては、市が拡幅除雪とか、あるいは、自治会排雪を実施して

　　　　　いるところについてはその排雪で、広げる作業を行っている訳なのですが

　　　　、先程いいました機械を増やし、もう少し拡幅の回数を増やして道幅を広

　　　　　げるということを、現在考えているところであります。あと交差点等の見

　　　　通しの確保や、公共交通の利用の円滑化、こういつた部分は今も少しずつ

　　　　行っているのですけれども、もう少し、こういつたところに力を入れて行

　　　　　こうということで、極端にお金がかかるというふうには考えてはおりませ

　　　　ん。

【委員A】極端にかけるつもりないのは、重々承知していますが、それをちゃんと見
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せたほうがいいのではないかという意味だったのですが。

【委員長】多分これは箇条書きの中なのでまだその行間に、どんな言葉があるのかは

　　　　、次回か次の辺りで、全体像が見えた時にこういう表現というふうな話で

　　　　すよね。厳しい財政の中でも何とか頑張りますというふうなニュアンスの

　　　　　ことになるのかなというふうに思います。基本的なメリハリをつけるとい

　　　　　うふうなことで、それが、1つは交差点の見通しとか、歩道の特に子供た

　　　　　ちが通るところとかというふうなことになるのかなと思います。これを受

　　　　　けて、雪に強い安全安心なまちづくりの推進というのは、市民じゃなくて

　　　　行政の役割と協働による雪対策の推進というのは、市民に協力を求めたい

　　　　部分というふうな形で目標2、というふうな形で掲げました。目標3とい

　　　　　うのは、これはみんなでせっかくの冬なのだからもっと楽しく行きましょ

　　　　　うというふうなことで、3本立てというふうな形になっております。特に

　　　　この目標2というふうなところで、協働による雪対策の推進、重点施策の

　　　　・3番ということで、雪対策の協働体制の確立と、あとは雪対策に関する支

　　　　援の推進、重点施策4番というふうな形で、挙げさせてもらいました。こ

　　　　この部分は多分皆さんいろいろな意見があると思うのですが、何かコメン

　　　　　トや感想、こんなことも取り入れるべきではないかというふうなことにつ

　　　　いて、どんなことでも結構ですので、その市民の役割というふうな観点か

　　　　らちょっとコメントをいただければと思います。

【委員F】　町内の除雪関係ですが、私の自治会では年一回は排雪をしています。排雪

　　　　　を行った後にも雪が降りますので、例えば小型除雪機を借りても道路がい

　　　　　っぱいなものですから、公園まで送っていけばいいのですが、全然送れま

　　　　せん。そんな時にトラックを貸していただければ、それに我々が雪を積む

　　　　　ことが出来るようになるため、市がダンプの貸し出しをする考えはあるの

　　　　でしょうか。それと、公園を雪捨て場として認めているのでしょうか。ト

　　　　ラックで雪を投げ込むのではなく、個人で入れることについて、認めてい

　　　　　るのでしょうか。

【事務局】　トラックの貸し出しということで、御意見がございました。トラックの貸

　　　　　し出しについては、現在のところやってもおりませんし、今のところ考え

　　　　　はなかったのですが、ただ他の市町村で確か、江別市か札幌市のどちらか

　　　　で実施していると思います。検討するのはいいのですが、実情からいいま

　　　　すと、近年は非常にトラック自体が不足しているというような状況ですと

　　　　か、リースするにもダンプの台数が無いということもあり、ちょっと難し
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いかもしれませゆが、その辺、市の方でも検討させていただきたいという

ふうに思います。それと、公園への雪投げと、いうことなのですが、正式

に良いか悪いかと聞かれれば、ちょっとやめていただきたいというのが、

今の市の方の考えであります。それでただ、実情をいいますと、市の除雪

で、公園サイドに、協議を申し込んで、柵を取り払って入れてるところも

あります。それについては、雪を押し込んでも遊具とかに支障のないとこ

ろで、きちんとした雪解け後の維持補修、そういったものも条件に入れさ

せていただいて押し込んでいるところもあります。今のところ、市民の方

が、スノーダンプで入れてもいいかといわれた際には、それは良いという

ことにはなっておりません。ただし、札幌市の方では、地域の方が要は、

雪融け後のゴミ拾いとか、そういったことを前提に認めているという例も

ありますので、その辺についても、今後また公園サイドと相談して行きた

いというふうに思います。

【委員長】補足資料の3番で白石区の取り組み事例があって、ルールを決めて公園利

　　　　用という、市と町内会で覚書を締結して公園を地域の雪置き場として利用

　　　　　しますと、春先の清掃も行うというふうな形になっていて、例えばこれは

　　　　、逆に市民サイドの目線でちょっとお尋ねしたいのですが、例えば町内会

　　　　　でこういうことをやってもいいよと、春先に同じような形で覚書を締結す

　　　　　ることで、例えば公園を地域の雪置き場として利用するというのは、市民

　　　　　のニーズとしてはいかがなものですかね。札幌では、こういうことやって

　　　　　いますけど、北広島で例えば、自分自身の経験とかいうこと含めて、1委

　　　　員やE委員から意見を頂戴したいと思います。

【委員E】姉がたまたま白石に住んでおりまして、斜め向かいに公園がございます。

　　　　　雪がすごく多い時は、公園に捨てられてうらやましいなと思っています。

　　　　　ただ、公園に近くの方はママさんダンプで持って行きやすいと思いますが

　　　　　、ただ公園からちょっと離れてしまうと距離があるから難しいなと思いま

　　　　　す。公園を雪捨て場にしていただけるのであれば、近くの方はとてもあり

　　　　　がたいと思います。本当に家がどんどん建って行き、空き地が無いもので

　　　　すから、公園でもちょっと雪捨てられるとことになれば、多分その周りの

　　　　方はとても助かると思います。

【委員［】基本的に駄目とおっしゃっていましたけど、公園の近くの方は皆さん公園

　　　　　に捨てていますね。雪飛ばす機械を個人的に持っている方は、公園の近辺

　　　　　の方のところをずっと飛ばしたりしていいなって思いますし、自分の家は
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そんなに遠くないのですが、公園があってもそこまで運ぶ体力が無いので

、自分の家の周りに置いてしまいます。トラックを借り雪を捨てに行った

りなどそういうことも昂りましたので、貸出システムがもしあったら、利

用する方はいるのではないかと思います。やはり捨てる場所がありません

。雪捨てが可能な公園ですとか、市民の方が捨てていいという場所があれ

ば、利用する方がいるのではないかと思います。

【委員長】いい意見が出たと思ったのですが、1つはトラックの話があって、事故が

　　　　起きた時に誰が責任取るとか、せっかく善意で運転してくれた市民が事故

　　　　起こした時とか、解決しなければいけない問題があるのかもしれませんが

　　　　、多分今後の検討というふうなところでは重要なポイントになってくると

　　　　思います。特に捨てるところが無いというのが、現実として、行政も市民

　　　　　も皆さん共通認識でわかるものがありますので、これは、ちょっと検討す

　　　　　る価値があるかなと思います。もう1つは公園の話は、多分これはここで

　　　　、ここの皆さんが決める話ではなくて、多分町内会との議論とか、それは

　　　　個別にニーズがあるところと無いところとは多分出てくると思いますので

　　　　、そのようなことをこれから検討して行くかどうかというところも、引き

　　　　続き可能性を探っていただいて、次回には追加でやりますというとこまで

　　　　まではいわないですけれども、町内会との連携というふうな書き方が出来

　　　　るかなというふうに思いました。

【委員D】警察を担当しているものですから、どうしても事故という観点で見ること

　　　　　が多いのですが、今年に関して言えば、北広島は人身事故が多いと思いま

　　　　　す。それは、死亡事故に至ってないというだけです。死亡事故が出ていな

　　　　　いというのは、’実勢速度が落ちているのが1つ考えられます。昨今の交通

　　　　事故で北海道が今年非常に死亡事故が少ないというのは、スピード型事故

　　　　　が少ないからです。しかし、一番気をつけているのは、高齢者に伴う交差

　　　　点事故です。その点でいえば我々の立場から何とかして欲しいのは、お年

　　　　寄りが増えており、子供さんがいるということで、特に横断歩道にかかる

　　　　除排雪はお願いしたいと思っております。あとの皆さんからも話しが出て

　　　　　いたのが、除排雪の関係で公園に雪を持っていては駄目だという事務局の

　　　　お答えもあったのですけど、逆にそこを共用の雪捨て場として、雪を持つ

　　　　て行き、そこからまとめて持って行ければいかがかなという考えもありま

　　　　す。公園を有効利用ということが難しいのであれば、例えば、雪捨て場、

　　　　共用の雪捨て場というのですか、ゴミだってゴミステーションというとこ

　　　　ろがある訳ですから、雪もちょっと広いスペースを使い、雪捨て場ステー
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ションにすれば、変わって来るかなと思います。

【委員長】 公園で雪を捨ててはいけないというのは、改めて説明すると、どういう理

由になりますか。

【事務局】公園については、都市整備課というところで所管しておりまして、そちら

　　　　　の考えではあるのですが、やはり、大量に捨てられるとどうしても、遊具

　　　　　とか施設に破損を及ぼすおそれがあり、それを直すとなりますと、また、

　　　　実際やった方の特定が出来ればいいのですが、特定されない場合は、管理

　　　　者サイドで直さざるを得ないことになりますので、止めて下さいというこ

　　　　　とになっているかと思います。また、近年は個人排雪ということで、要は

　　　　業者さんが、ダンプを持って来て、わざわざそれを緑地とか、公共用地に

　　　　捨てるところがあります。そういった場合については、悪質だということ

　　　　で、こちらの方でも指導をするようにはしておりますが、個人の方がママ

　　　　　さんダンプ等で運ぶ分については、黙認しているような実情であるという

　　　　ふうに思います。

【委員長】 ひとまずそういう事情があるというふうなことで、引き続き検討させてい

ただきたいと思います。

【委員E】基本計画の目標で協働による雪対策の推進の文言ですけども、協働という

　　　　　ことが、とても見えづらいので、どことの協働なのかわからないので、こ

　　　　れが市民との協働ということを重視しているのであれば、細かいことです

　　　　　けども、市民とのという一言を入れると、とてもわかりやすい説明になる

　　　　　のかなということに気づいたことが1つと、あと先程、札幌市の雪対策の

　　　　取り組みについてと、また清田区の町内会長さんがいわれた冬の除雪に関

　　　　　して、協働して町内のみんなで活性化し合うというお話がすごくうらやま

　　　　　しくて、いいなと思いました。また、札幌市の各々の地域で10月ごろから

　　　　行われる地域懇談会で、住民の方と市の方が除雪に関する課題マップなど

　　　　　を作ると細かいところで見えてくると思います。

【委員長】恐らくそれは、目標2の重点施策3の（3）番のところが、具体的にどう

　　　　　いうことをやるのかというところで、この札幌市の事例を参考に多分書き

　　　　込みが出来ると思いますので、これは私もとてもいいことだなと思ってい

　　　　　るのですが、結局は町内会のやる気っていうところが非常に重要になって

　　　　　くるのですけれども、そういうやる気のある町内会をどんどん作っていく
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というのもですね、やっぱり協働ということでは、大事かなというふうに

思います。

【委員F】私は北広団地に住んでおりまして、当団地は駐車禁止区域がなく、いつも

　　　　　同じところに路上駐車が繰り替えされております。駐車違反が適用される

　　　　　のは昼の8時間、夜の12時間になると思います。以前は、路上駐車禁止の

　　　　　文章に市などの名前を入れさせてもらっていたのですが効果がありません

　　　　。それは個人的なマナーの問題であると思うのですが、どこの町内でも多

　　　　分あると思います。例えば、救急とか災害があった場合などのこのような

　　　　　問題について警察と市の方からお答えをいただければと思いましてお話し

　　　　　した。

【委員D】　路上駐車は特に冬場だからという訳ではないです。基本的には道路という

　　　　　のは車を駐車場代わりに置いてはだめだという前提に立っております。一

　　　　　番問題になるのが冬場ですね。当然雪が多い時は道路の幅員が狭くなると

　　　　　いうことで、社会に対する迷惑性が非常に高いということです。F委員か

　　　　　らの御指摘の通り、この路上駐車に関して特効薬的なものがないというの

　　　　　が本当のところです。悪質なものについては違反の著しいところについて

　　　　、重点路線で取り締りするということはあります。その辺の実態を把握し

　　　　　た上で、我々は体制を取ってやっているところなのですが。

【委員長】なかなか難しい問題でして、基本的にはマナーに訴えて、啓発しましょう

　　　　　とかはよくあるパターンなのですけれども、それでちゃんと協力してくれ

　　　　　る市民だけじゃなくて、やっぱり何人かの市民は、そういうことをわかつ

　　　　　てくれない人もいて、最後は規制をどうかけるかというところが議論にな

　　　　　ってくるのかなと思いながらですね、この前に韓国に行った時にバスレー

　　　　　ンに駐車していたら検挙されますよと、カメラが監視していますよと、い

　　　　　われてもカメラが全然無くてですね。どこにあるものかと思い聞いてみる

　　　　　と、バスにカメラが付いてるのです。結局はバスの邪魔した車はもうそれ

　　　　　は実績として邪魔したからです。例えば、思ったのですけども、北広島市

　　　　　の除雪車にカメラを付けて実際に証拠としてもナンバーが全部記録される

　　　　訳ですよ。ビデオ見せながらお前は邪魔したからというふうな形のです。

　　　　なにかそんなことをやっても、本当はいいのかなと、私は個人的には思い

　　　　はあるのですが。

【事務局】なかなか過激な御意見ですね。私どもとしても、やはり路上駐車がありま
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すと除雪の邪魔になりますし、その車があることによって、その路線全体

が除雪に入れないですとか、あるいは、曲がって除雪をせざるを得なくて

、またそれが苦情となってこちらの方に来るというような実態があります

。それで、市として町内会さんの方に沢山停めてあるので、そちらの方か

ら啓発をお願いします。という様な相談もします。先程、懇談会というこ

とで町丙会の取り組みとのお話があったのですけども、その中ででも、旗

を立てるという例がございまして、雪出し禁止、路上駐車禁止、止めよう

というような、町内会でそういった旗を立てていただいて、市とそれは町

内会と警察が連携してということになろうかと思いますし、そういった運

動を行ってるところもあります。それは私どもも良い取り組みというふう

には感じており、今後そういった方法も含めて、なんとかスムーズな除雪

に努めて行きたいと思っております。

【委員長】先程、地域懇談会の話があったのですけども、それの観点から協働体制と

　　　　　いうところに必要なことがあると思うのですけれども、いかがでしょうか

　　　　　。事前に私が事務局の方々と打ち合わせをさせてもらいながら、まずは3

　　　　　本立ての目標で行きましょうというふうな話で、まとめさせてもらい、今

　　　　　日来て話を聞きながら思ったのですけれども、雪対策基本計画の何々をし

　　　　　ますとかというふうな主語というのはこれは誰になるのかというところが

　　　　　、御説明を聞きながら実は思っておりまして、市民はこういうことをやり

　　　　　ますというふうないい方が、目標の2番のところで、出来ないものかなと

　　　　　思いました。例えば、市民と行政の協働体制の啓発とか共有化とか地域と

　　　　　連携の推進というふうな話があって、これは行政と市民との協働の中で行

　　　　　政がやることみたいな形のまとめ方になってますよね。例えば、お互いに

　　　　　市民が助け合いますとかというふうなうたい方が出来ないものかなと思う

　　　　　のですけれども、基本的にこういう雪対策基本計画どういうふうな感じで

　　　　　まとめるのが一般的なのですか。私はその計画書の専門家ではないので書

　　　　　き方というのはどういうものなのでしょうか。

【事務局】私も専門ではありませんが、先程、事務局で当初、最初の方で説明したか

　　　　　と思うのですが、こういつたことである程度行政の視点に立って計画書を

　　　　　まとめていこうというふうに考えました。それで、計画策定に当たり、い

　　　　　ろいろな市町村、余り数は無いのですが、策定された計画書をちょっと読

　　　　　ましていただいたのですが、札幌市が、今の委員長のおっしゃるような書

　　　　　き方、要はこういつた目標は行政がすべきこと、市民がすべきこと、とい

　　　　　うような取りまとめ方を行っています。そういう計画書もあります。
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【委員長】 そういった観点も含めて、いろいろな意見を出していただければと思いま

す。

【委員A】今の話も非常に重要だと思ったのですけど、やはり市民はこれをするとこ

　　　　　うことは、うたうべきだと私は思います。その時に、これからの福祉とい

　　　　　うか、その地域のコミュニティーをもう1回作り直すというのは、まちづ

　　　　　くりの重要な課題なのですけれども、その時、地域の課題っていうのはそ

　　　　　ういった地域コミュニティーの再構築に結構宝だと思っておりまして、そ

　　　　　ういう課題を解決してくる中でコミュニティーがもう1回出来上がってい

　　　　　くのではないかということを期待しているのですけど、そういう意味では

　　　　除雪というのは、まさにそうで、市民の役割というところで、大切な雪を

　　　　みんな苦労してなんとかしましょうではなくて、それをネタに地域の絆を

　　　　作っていくのだと、いうような積極的なとらえ方で、ここは、見せた方が

　　　　　いいと思いました。札幌市のその計画除雪とか、間口をやってくれるとか、

　　　　　いろいろな選択肢があって、どれを選択するのかというのは住民の決めた

　　　　方がいいと思っていて、そういう場を考える場をしっかりと自らの発意で

　　　　やり、行政が少しお手伝いする。そういう様なことがいいと思います。も

　　　　　う1つは、札幌市でも積極的にやられているのですけど、その選択をする

　　　　時には、判断がなかなか出来ないものですから、社会実験的に実験をする

　　　　。アイデアが出たらなにかやってみる。駄目だったら止めればいいですし

　　　　、よければそれをもっと工夫するなりしてやっていくという、積極的に実

　　　　験をやろう、というのをうたってもいいのではないかなと思いました。

【委員長】市民の目線でこういうことをやるというふうな書き方と、後はそういう実

　　　　　験とかというふうなところも積極的にやるというふうなことが、書きこま

　　　　　れればいいなという御意見かと思いますので、よろしくご検討お願いいた

　　　　　します。福祉の観点からというところから足りない視点とか、こういうの

　　　　　もあった方がいいとかという意見を、H委員にいただきたいのですが。

【委員H】先程の除雪経費の話に戻るのですが、メリハリはわかるのですが、必ずし

　　　　　も、その経費が上昇に取られるという考え方ではなく、どこに基準を置く

　　　　　かは別にして、安全安心面から必要な予算措置が必要でないかなというに

　　　　　思っておりますので、そういう考え方でいけば市民の理解も得られものか

　　　　　なというに思っておりますので、必ずしも今の経費が非常に多いのだとい

　　　　　う認識はいかがなものかなというに思っております。市民の協働という部
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分では、おっしゃる通りだと思います。ただその市民の意識をどういうふ

うにそこに向けていくかというと、ごく少数の方が、一所懸命頑張ってお

られるのが現実なのです。これを少しでも多くの市民に地域の絆づくりに
　　　　　　　　　
どう係わっていただけるのか。それが住民側からのアプローチが理想なの

ですけども、そこに行政が上手ぐタイアップして、気持ちを切り替えて、

自分だけじゃなくて地域全体あるいは、市全体というな形に持って行けれ

ばいいのかなと思います。それが具体的にどのような方がいいのかなとい

うと、目標みたいなやつを、市民が何々するということが、非常にいいこ

とだと思うのですけども、具体的な実践的なもの、実験も含めてなにかい

い表現が無いのかなというふうに感じました。

【委員長】表現については、また別途事務局で、次回に向けて練り直してもらうので

　　　　すけれども、重要なポイントとして、一所懸命やるのはごく一部だという

　　　　　ことで、確かにおっしゃる通りなところがあって、そこが理想と現実のギ

　　　　　ャップでどうするかというとこだと思う9のですけれども、多分それに対し

　　　　ては、その市民の意識を変えて行くというふうなそういう地域を作って行

　　　　　くとか、育てて行くとかというそういうような考え方の働きかけは、ある

　　　　程度の部分は、行政から一緒にやりましょうというふうな働きかけがまず

　　　　はあって、段々時間とともに、意識の高い地域は、自分たちでどんどんや

　　　　って行こうという、その辺のきっかけを、投げかけるのと後はそれを軌道

　　　　に乗せるというふうないい方を取り組みというふうな形で上手く、多分、

　　　　重点施策の3番の（1）、市民と行政の協働体制の啓発というで、そこら

　　　　辺のところで上手く書き込めれば、それに賛同してくれる市民は、多い

　　　　のかなというふうに思いました。

【委員1】先程の懇談会にしても、実験とおっしゃっていましたけど、どこかの地域

　　　　限定で1年間モデルになっていただいて実績を作り、その結果がどうだっ

　　　　　たかというのを、1度こうやってみて、それを踏まえていいものは取り入

　　　　れる、ここは無駄だよ、良かったものを参考にしていただいて各地域に呼

　　　　　びかけてもいいのではないかと思いました。あと、高齢者ではなくても怪

　　　　我をしていたとか、御主人が入院して奥さんしかいないとか、そういう困

　　　　　ってるところに対しての応援というか、手助けというのもあってもいいの

　　　　ではないかと感じました。

【委員長】 具体的な方策としてそのモデル地区を作るというふうなことと、もう1つ

は、市民と行政の協働の他に多分市民の間の助け合いみたいなところが、
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上手くみんなの意識として盛り上がって行くことが必要になってくると思

います。それは高齢者だけではなくて、今おっしゃった様な小さい子供が

いる家族とかというふうなことなのかなと思うですけども。ちょっと話題

がそれるかどうかわからないですけど、道都大学とか地元に住んでいる大

学生ってどれくらいいるかわかりますか。’

【事務局】数についてはわかりません。

【委員長】　例えば清田区というのが、札幌国際大学とコカコーラが、よさこいで一緒

　　　　　にやっているのもあるでしょうけれども、もともとはコカコーラが企業の

　　　　　社会貢献という意味で、ボランティアで独居老人の家の間口をたまに行っ

　　　　　てやる時に、大学生も一緒にやろうという形でやっていて、それも結局は

　　　　　そのモデルなのです。開発局の実験というふうな形で必要な経費をもらい

　　　　　ながらやっているとこで、ずっとやるというふうな訳ではないのですが、

　　　　学生の意識が高くなったということです。なにか上手くそういうふうな地

　　　　域にいる人材というのを活用するというのも、多分これは協働体制の確立

　　　　の中で必要になってくるのかなというふうに思います。

【委員F】西の里地区や、それと第2住区なのですが、第2住区は中学生がボランテ

　　　　　ィアで老人世帯の間口除雪などをやっています。そういうものをピーアー

　　　　　ルしたしたほうがよいかと思います。

【委員長】そういうふうな取り組み事例があるというふうなことが、例えば計画の中

　　　　　で載せられればいいですね。それは実はやっているというとこで私も含め

　　　　、て、知らない人が多いというか、大事のことかなと思いました。

【事務局】　ボランティアについては、北広島西高校や広葉中学校、西部中学校、大曲

　　　　　中学校、こういつたところの生徒や先生、あるいは除雪の業者も合同でお

　　　　　こなっているところもあります。福祉施設や保育園、市営住宅、独居老人

　　　　、高齢者のお宅ですとか、そういったところに、冬の間に主に住宅周りの

　　　　　除雪をしているというようなボランティア活動もしております。

【委員長】そういうふうな事例というのは、やっぱり皆さんに知ってもらうことも大

　　　　　事でして、これは、雪対策基本計画の中にぜひ参考資料でこういうところ

　　　　　で既に活動があることを盛り込んで、どんどんアピールすることも大事な

　　　　　のかなというふうに思います。
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【委員B】今日の議題の主たるものがこの策定の文言であるとか、私は業者の立場と

　　　　　して、なかなか現状はよく知っているつもりなのですけども、ちょっと発

　　　　言する機会が正直言ってありませんでした。先程、【委員がモデル的にと

　　　　　いうのは、絶対必要なことであると思います。今回こういう様な形で、策

　　　　思して行く中で我々だけが勿論、今そうなのですけど、知っていてもなん

　　　　　の意味も無い訳で、これが市民に全ての内容が分かる様になるのですけど

　　　　、それでも、恐らく私の経験の中では、その先程の資料1の事例であると

　　　　か、委員長がおっしゃったようなそういうふうになるのがどうも難しいの

　　　　ではないかという気はしております。ですから、今回の委員会というのは

　　　　期待している面もあります。ですから、1委員がおっしゃったモデル地区

　　　　　を作るというのはぜひ、そういうふうな方向付けをしなければ、机上で作

　　　　つたようなものだけでは、果たしてどうなのだろうと思うところもありま

　　　　　して、その辺をどうするかが、むしろ逆にこの委員会の課題ではないかと

　　　　　いう考えを持っております。それから、先程の路上駐車の関係なのですが、

　　　　昔よりはだいぶん良くなったと思います。それでも1台でもそういうもの

　　　　があるだけで、その部分が除雪で出来なくなり、その道路に残った雪につ

　　　　いて、「なぜ除雪をしない」という苦情が来ることになります。ですから頭

　　　　を使いいかに市民に分かっていただくために、この辺を皆さんと十分にお

　　　　話しし、計画策定を行うことになり、最終的にはパブリックコメントをい

　　　　ただくそういう形をとる訳ですから、これからも一所懸命に取り組まない

　　　　となんの意味のないものになってしまうのではないかとういう、ちょっと

　　　　懸念があります。

【委員長】　これも重要なコメントでして、どれだけそれを続けるかというところはや

　　　　　っばりポイントでして、今こういうふうな計画が最近は章立てで出来てい

　　　　　て、いろいろな具体的な中身なのですけども、最後のところでちゃんと繰

　　　　　り返しフィードバックして、時々見直しながらどんどんこれをいいものに

　　　　反映さしてきます。というふうなことをうたうのが最近の計画は多くなつ

　　　　　て来ています。もう一つは、今のお話を聞いて思ったのは、行政と市民の

　　　　協働だけではなく、多分、事業者さんともやっぱり協働しながら、当然事

　　　　業者さんなりのいい意味でも言い分というものがあって、こういうふうに

　　　　市民がもっとやってくれたら、私たちももっといい除雪が出来るのにとい

　　　　　うのが当然あると思うのですけれども、そこを地域懇談会とか、上手く事

　　　　業者さんの意見や、あるいは具体的に町内会で例えば、見に行った時に、

　　　　　ここがちゃんと除雪をやらなくてはいけない時に、例えば、道路がもうち
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よっとここは広かったらいいのになとか、改良をするところはあると思う

のですけれども、その辺φ意見とかも取り込めるような協働体制というと

ころが必要なってくるものと思いました。

【委員A】今、いろいろ議論されているのを聞いて、地域懇談会というのをもう少し

　　　　　市民に対して、イメージが湧く様に伝えた方がいいと思うのですが、地域

　　　　　懇談会は「行政に文句言う場」では無いのです。それで、自分たちがまず

　　　　　自分たちの地域をちゃんと見てなにが問題かを客観的に把握して、それで

　　　　　どう解決していったらいいかと、その解決の方法も行政がやらなくてはい

　　　　　けないこと、自分たちで出来ること、そんな仕分けをやって行くことだと

　　　　　思うのです。行政側はエネルギーとお金も投入して、成功事例を作るべき

　　　　　だと思います。自分たちが考えれば、こういうふうになってこんな良くな

　　　　　る。というのを、1個やって成功させてみれば、その後結構回ると思うの

　　　　　です。それを平たくやる気のあるところと無いところを一律にやると、も

　　　　　のすごいエネルギーと金の無駄遣いなので、やる気のあるところを見つけ

　　　　、決してモデル地区を押しつけるのではなくて、自分たちで自分たちのと

　　　　　こでやってみたいというところを待ってですね、そういうことをやってい

　　　　　けばいいのだと思います。

【委員長】多分これは短い期間ですぐ出来るものではなくて、長い間をかけてやって

　　　　　行くということが、最初の間は、やっぱり行政の方から住民の皆さんに市

　　　　　民に働きかけてという、根気の要る仕事かもしれないですけども、そうい

　　　　　うふうなことが積み重なって多分、地域コミュニティーの再構築と、先程

　　　　　言葉もありましたが、そういうものが作られていくのかなというふうに思

　　　　　いました。

【委員F】防災計画を作る中で、私は「自主防災組織を地域で作りなさい」といろん

　　　　　なところでお話しをしているのですが、それには、住民の責務というのを

　　　　　1項目に載せております。すなわち責務というのか住民の役割というのか

　　　　　、恐らく出前講座などで、住民にこれやってくれ、要援護者は行政は助け

　　　　　に行けないよ。地域の人が助けて下さい。それは責務、役割として、1項

　　　　　目に載るのです。今回の防災計画にそのような項目は載っておりましたけ

　　　　　れども、そういうことが除雪に対しては市としてはいえないのかどうかな

　　　　　と思っているのですがどうですか。

【事務局】非常に難しいのではないかと思います。除雪については、ある町内会の説
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明会でいわれたのですけど、道路に降った雪は誰のものでしょうという、

問いがありま．して、ある意味、道路管理者のものと言うことは出来ると思

います。ただ、道路を使うのは皆さんです。道路については、国民の財産

でありますし、それを使う地域の方ですとか、不特定多数の方、こういつ

た方が使うものです。したがいまして道路に降った雪は、道路を利用する

皆さんのものですよ。という観点といますか、そういった見方が必要なの

ではないかなと思います。また市がやる除雪は、雪を横に置いて行くだけ

だと、こんなの除雪といわないでしょう。という様な御意見もいただいた

ことがありました。市としては、皆さん、歩行者ですとか、車が通ること

ができるよう、その空間の雪を除けるというような除雪というふうに捉え

ています。基本的には皆さんが通る空間を除雪するのは市の役割で、それ

を置いて行く雪、間口に置かれた雪については、市民の皆さんで協力をお

願いしますというようなスタンスで私どもは考えております。

【委員長】最終的なその基本計画の計画書にどういうふうに書き込むかというところ

　　　　　が、最後は文章一字一句皆さんで見ながら、やることになるのかなとは思

　　　　　うのですけれども、そのような形で、引き続き事務局で検討していただき

　　　　　たいなと思います。事務局にお願いしたいのは、今日出てきた意見を1回

　　　　　箇条書きで全部ピックアップして、改めて本当に出来るものと、出来ない

　　　　　ものとは当然あると思うので、その辺の取捨選択をしてもらいながら、こ

　　　　　の重点施策のところで、内容を膨らませて、次また議論をするというふう

　　　　　な形で進めて行きたいと思います。

【委員A】　エネルギーとか低炭素時代で、その雪を春になって溶ける雪に、あまりエ

　　　　　ネルギーを遠くまで運ばないとか、運ばなくて済むように考えるとか、そ

　　　　　ういう基本理念みたいなものであっていいのではないかと思います。

【委員長】 その辺も改めてご指導をいただきながら、内容を膨らませていく形で進め

させていただきたいと思います。

【委員D】情報発信ということの観点からお話ししたいと思うのですが、いろんな事

　　　　　業者だとか、我々もホームページというのを作っていますよね。これに結

　　　　　構アクセスして見ている人は相当数いるのではないかなと思います。です

　　　　　から、こちらから働きかけて足を運んで行きそれで情報吸い上げるのが難

　　　　　しいというのであれば、今の「アイ・ティー」のいわゆる双方向の情報交

　　　　　換が出来るような時代になってきているので、こちらから、例えば今日の
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テーマでも、掲載出来るようにすれば、思いもよらぬ意見が出てくるのか

なという気もします。視覚に訴えるものは結構大きいと思います。毎日毎

日皆さん、新聞とかニュースを見て、今日の稼働電力の対応などがありま

す。雪も似たようなものかなと思うのですが、今日除雪の体制予定だとか、

降雪の予報だとか、照らし合わせて大雑把なデータでもいいですが、今日

は除雪出動になりそうですとかですね、それらを私たちも見ればいいです

よね。そこで苦労されている皆さんの真摯な意見でもですね、写真貼りつ

けてクリックしたらこんなに苦労しているのだとか、いろいろな意見が出

たりとか、これからそういう時代になって来ていると思います。

【委員長】今の意見は多分目標2の重点施策の3の（2）番で、情報発信というとこ

　　　　　ろで、うまく取り入れてもらえればなというふうに思いました。今日の意

　　　　　見、いろいろ貴重な意見をいただきましたので、それを踏まえて目標1と

　　　　　目標2につきましては、内容を膨らませて、また次回見ていただくと同時

　　　　　に、最後は目標3ということで快適な冬の暮らしというふうなことで、エ

　　　　　ネルギーの話も出て来ておりまずけれども、イベントの話とかということ

　　　　　で、また意見交換を進めさせていただければと思います。最後の締めを事

　　　　務局にお願いいたします。

4、その他

【事務局】次回の雪対策検討委員会の日程をお諮りしたいと思います。

　　　　　9月27日火曜日の18時30分より開催させていただきたいと思っでおりま

　　　　　して、開催場所等の詳細につきましては、別途通知したいと考えておりま

　　　　　す。次回の第4回雪対策検討委員会の日程は9月27日火曜日18時30分か

　　　　　ら開催することで、よろしくお願いいたします。

5、閉会

【事務局】 それでは、以上をもちまして、第3回北広島市雪対策基本計画策定検討委

員会を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。
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