
北広島市雪対策基本計画について

　雪対策基本計画の目標と重点施策
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きたひろし．「； li「罰

　雪対策は住民・事業者・行政が一体となり、それぞれの役割を担うことによって、

安心して暮らせる冬の生活環境を形成することができます。

　そこで本計画では、雪対策に関する協働のあり方や役割分担などについての基本的

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、3つの目標と7つ

の重点施策を掲げます。

【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

（1）除排雪水準の向上

（2）交差点の見通しの確保

（3）公共交通機関の利用の円滑化

（4）歩行者空間の確保

（5）除排雪体制の維持・安定化

（6）豪雪時における対応と体制の確立

（7）雪堆積場の充実

（8）除雪時における事故の防止

《重点施策2》雪に強いまちづくりの推進

（1）雪に強いまちづくりの推進

（2）雪に強い建物の工夫

（3）公園・空き地の活用
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【目標2】市民との協働による雪対策の推進

《重点施策3》雪対策の協働体制の確立

（1）市民と行政の協働体制の確立

（2）雪に関する情報の共有化

（3）地域との連携の推進

《重点施策4》雪対策に関する支援の推進

（1）冬のボランティア活動の促進

（2）各種除雪サービスの向上

（3）市道排雪支援事業の促進

（4）私道除雪の支援

【目標3】快適に冬を暮らすための取組みの推進

《重点施策5》冬の市民生活の工夫とルールの確立

（1）冬の暮らしに必要な工夫

（2）冬の市民生活ルールの周知、啓発

一
《重点施策6》雪の有効活用

（1）冷熱エネルギーの利用促進

（2）冬期イベントの促進

（3）ウインタースポーツの励行

《重点施策7》雪処理における安全確保

（1）雪処理における安全確保
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【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

《現状と課題》

○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います。

○厳しい社会経済情勢や市の財政状況の中、安全で円滑な交通の確保するために

　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。

○幹線道路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、障がい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雪で歩行空間の確保が十分では

　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

　となっています。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に、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になっています。

幹線道路：道幅が広く交通量も比較的多い、地区内又は地区間を結ぶ主要道路
準幹線道路；市内の幹線道路と生活道路を連絡する地区内の道路

生活道路＝地域に密着した、幅員が8m程度の各住宅前の道路
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（1）除排雪水準の向上

　　除雪センター職員体制の強化、ノウハウの蓄積、継承などにより、センター機

　能の充実を図ります。また、的確な気象情報の把握などにより、適切な除雪出動

　に努めます。

　　除排雪については限られた時間、限られた体制の中で行いますが、オペレータ

　一の運転技術の向上を目指すとともに、地域自治二等との連携などにより地域の

　状況の把握に努め、除雪水準の向上を図ります。

　　除雪機械及びオペレーターの増強により、拡幅回数を増やすなど、除雪の強化

　を図ります。

　　また、路面凍結対策としてロードヒーティングによる対策を維持していくとと

　もに、路面状況に応じた凍結防止材の散布や砂箱の設置を進め、交通の安全性の

　確保を図ります。

委員会での意見

○これ以上お金をかけないという打ち出しや、除雪弱者対策に費用をかけるな

　ど、メリハリのニュアンスを出すなど、予算のかけ方についても言及すべき。

○安全安心の面から必要な予算措置は確保すべき。

（2）交差点の見通しの確保

　　幹線道路を始めとした主要な道路の交差点については、雪山除去の強化により

　視距の確保に努め、交通の円滑化及び安全性の向上を図ります。

＝・ 驪ﾆに協力してもらいたい取組み

■敷地内から道路への雪出しをしない

委員会での意見

○事故防止のため、交差点の除排雪は徹底すべき。
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（3）公共交通機関の利用の円滑化

　　子どもや高齢者、障がい者なども円滑に移動できるよう、きめ細かな除排雪な

　どにより、人が多く集まるJR北広島駅周辺のバス停、歩道空間の確保やバス路

　線における幅員の確保を図り、公共交通機関が利用しやすい環境づくりを進めま

　す。

（4）歩行者空間の確保

　　歩行者の安全確保のため、歩道除雪の拡充を図ります。また、凍結路面による

　事故防止のため、路面状況に応じ人が多く通行する箇所を中心に砂などの散布や

　砂箱の設置を進めます。

　　通学路については、歩道のある道路は歩道除雪を適切に行うとともに、歩道が

　確保されていなく、児童が多く利用する路線については、排雪や拡幅作業により

　幅員を広げ、児童の安全の確保を図ります。

＝・ 驪ﾆに協力してもらいたい取組み

■横断歩道などの砂の散布協力

■登下校時の見守り活動

■見通しの悪い交差点などの飛び出し注意や雪山で遊ばないなどの安全

　教育

（5）除排雪体制の維持・安定化

　　除雪業務委託の適切な発注に努めるとともに、除雪協力業者への支援策や除

　雪機械の確保策など、除排雪体制の維持・安定化に向けた取り組みを推進します。

（6）豪雪時における対応と体制の確立

　　豪雪や暴風雪などに迅速に対応するため、除雪センター、除排雪業者との連携

　や業者相互の協力体制を強化するとともに、国道や道道の管理者との連携により、

　除排雪実施体制の充実を図ります。

　　幹線道路やバス路線など交通量が多い路線を緊急除雪路線として定め、集中的

　かつ効果的に除雪作業を行い、円滑な都市活動の確保を図ります。次に、準幹線

　道路や生活道路の除雪を進め、車両などの通行が可能な幅員の確保を図ります。

　　その後は、順次排雪路線における排雪や拡幅により幅員を広げ、必要な道路空

　間を確保します。
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　冬期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ついては、市民の

生命及び財産を守る上で極めて重要であるため、緊急車両の通行に支障とならな

いよう、消防署との連携を密にするとともに、速やかな除雪に努めます。

（7）雪堆積場の充実

　　市が行う幹線道路、バス路線等の排雪をはじめ、自治会排雪の拡大や個人排雪

　などに対応するため、雪堆積場の確保、充実を図ります。

＝・ 驪ﾆに協力してもらいたい取組み

■ルールに即した雪堆積場の利用

（8）除雪時における事故の防止

　　除雪作業については安全に十分に配慮し、事故防止に努めます。特に、風雪に

　より視界が悪い場合には、作業を中断して回復を待つなど安全の確保を図ります。

罷・ 驪ﾆに協力してもらいたい取組み

國除雪作業中の除雪車に近づかないよう、小さな子どもを持つ家庭におけ

　る安全教育

■作業中の除雪車の付近を車で通過する際の注意通行
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《重点施策2》雪に強いまちづくりの推進

《現状と課題》

○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。

（1）雪に強いまちづくりの推進

　　今後も「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

　うことにより、雪に強いまちづくりを推進します。

寵・企業に協力してもらいたい取組み

■まちづくりの指針やルールの遵守

（2）雪に強い建物の工夫

　　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。

　　敷地内の雪は敷地内で処理することが原則となっているため、雪をたい冒する

　スペースの確保などにも考慮が必要です。

・＝・ 驪ﾆに協力してもらいたい取組み

1・腔の臓轍築の際㈱地内における雪たい積スペースの確保

　■敷地内の雪たい積スペースの有効活用
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委員会での意見

○除雪にかかる運動量を試算するソフトを北総研が開発しているので、活用し

　てほしい。

（3）公園・空き地の活用

　　地域の公園については、施設に損傷を与えないような範囲でルールを定め、雪

　の置き場としての活用を検討します。

　　また、地域内の空き地を雪の置き場としての利用が促進されるよう、方策を検

　討します。

・議・企業に協力してもらいたい取組み

圏公園や空き地を雪置き場として利用する際の、ルールづくりの協力や

　ルールに即した利用

■口置き場としての民有地の提供

委員会での意見

○雪ステーション（身近な共有の雪捨て場）のようなものはできないか。

○公園への投雪は可能か。
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【目標2】市民との協働による雪対策の推進

《重点施策3》雪対策の協働体制の確立

《現状と課題》

○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、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ロ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います。

（1）市民との協働体制の確立

　　今後も、通行に必要な道路空間の除雪については、行政の役割、道路の除雪に

　よる間口の置き雪の処理は、市民・企業の役割とすることを基本とします。

　　冬の暮らしに必要なルールの順守やマナーの向上を図り、市民・事業者・行政

　が協力しながら、快適な冬環境の形成に向け雪対策の取り組みを進めることとし

　ます。

⑱・企業・・協力してもらいた欄み

■除雪後の際目の置き雪の処理
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委員会での意見

○目標を「市民との協働」という表現にしたほうが明確になる。

○市民のやるべきことも計画に盛り込むべき。

○一部の市民だげ頑張っているのが現状なので、地域や市全体に広がるよう、

　目標のようなものを表現できないか。

○行政の働きかけをきっかけとして、地域の取組みを軌道に乗せるという書き

　込み方をしてもらいたい。

○住民の「市がやること」というという考えが「自分たちでできること」に変

　わるよう、行政が誘導すべき。

○業者の「市民の協力があれば、ここまでできる」という意見も考慮。

○地域防災計画でいう個人の責務のように、この計画でも個人の責務について

　いえないか。

（2）雪に関する情報の共有化

　　除雪に関する情報については、市民にとっても生活に密着した情報でもあるた

　め、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の啓発に努めま

　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。

＝・ 驪ﾆに協力してもらいたい取組み

■冬の市民生活ルールの遵守、マナー向上についての理解・協力

」

委員会での意見

○ホームページで、双方に意見をやり取りしたり、除雪の稼動予定を視覚に訴

　えるなど活用すべき。
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◆北広島市除雪情報

　　ホームページや携帯サイトで、各地区における除雪の出動予定等をお知らせしま

　す。

（3）地域との連携の推進

　　除排雪への理解と協力を得ることを目的に、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。

罷・ 驪ﾆに協力してもらいたい取組み

■除排雪への理解・協力

■地域懇談会や出前講座などへの積極的な参加
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1委員会での意見

10札幌市で行っている町内会単位で除排雪マップなどを作成する取組みは、本

i。再備慧識はな、、住民，、。発意。開、。が良、㌔

llOモデル地区を設定し、良い点を他地区でも実施する。

…○やる気のある場にエネルギーとコストを投入し、成功事例をつくりたい。

｝○社会実験のように、地域独自の取組みを試行できるとよい。
［

麟鵯謝耀薦二ま灌警灘聯！二骸

1．○駐車禁止の規制のない道路での路上駐車の取り締まりはできないものか。
1

　（例＝バスレーンを阻害する車両対策のバスカメラのように、除雪車にもカメ

1　ラを搭載し、路上駐車した車両を記録する。）

．ノ

血、
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《重点施策4》雪対策に関する支援の推進

《現状と課題》

○高齢者や障がい者など、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、高齢者や障がい者の方などを対

　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いますが、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1／2を補助する制度です。

　平成9年度の事業開始以来、平成21年度では62団体、実施率も52．5％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要があります。

（1）冬のボランティア活動の促進

　　除雪困難世帯への近所や地域の助け合いやボランティアによる支援、市が行う

　支援など、共助・公助による雪対策を進めます。

　　市民や地域、企業などの冬のボランティア活動を促すよう、PRを図るとと

　もに、参加の呼びかけや支援など、ボランティアが参加しやすい環境づくりに努

　めます。

瓶・企業に協力してもらいたい取組み

■近所・地域の除雪困難世帯への雪処理などの助け合い

■冬のボランティア活動への参加

13
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委員会での意見

○ボランティアの取組み事例を計画書で紹介すべき。

　　→参考資料などで、紹介したいと考えています。

（2）各種除雪サービスの向上

　　市が行う除雪困難世帯への支援を進めるため、事業のいっそうの周知を図ると

　ともに、現行の制度の充実や新たな支援制度づくりに向けた検討を行い、市民協

　働の雪対策の推進を図ります。

委員会での意見

○男手がない上、近所の応援が期待できない家庭にも目を向けて欲しい。

○有志で排雪できるよう、トラックの貸し出しの考えはないか。

（3）市道排雪支援事業の促進

　　この事業は、住民にとっては、ゆとりある道路空間の確保が図れるとともに、

　市・除雪業者にとっては、その後の除雪に必要な堆雪スペースが確保できること

　から、市民・事業者・行政の協働による有効的な雪対策の取り組みとなっていま

　す。

　　今後もこの事業の普及・拡大を図ります。

＠企業に協力してもらい臓組み

■市道排雪支援事業への参加

■支援制度の理解・協力

腰排雪作業円滑化に向けた協力

14
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（4）私道除雪の支援

　　市道除雪の対象となっていない公共性の高い私道については、私道除雪支援事

　業により除雪費を補助しそいます。今後も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。

・＝・ 驪ﾆに協力してもらいたい取組み

■事業見直しの際の理解・協力

その他

委員会での意見

○低炭素時代の基本的な考え方について計画に盛り込むべき。

○取組みを継続していくためには、計画書を時々見直す仕組みについても言及

　すべき。

○除雪のルールやマナーなどをいかに市民にわかってもらうかが重要。

15
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【目標3】快適に冬を暮らすための取組みの推進

《重点施策5》冬の市民生活の工夫とルールの確立

（1）冬の暮らしに必要な工夫

　　　冬の暮らしに必要な工夫

（2）冬の市民生活ルールの周知、啓発

　　　冬の市民生活のマナー及びルールの周知、啓発

《重点施策6》雪の有効活用

（1）冷熱エネルギーの利用促進

　　・冷熱エネルギー利用に向けた情報収集、支援の方策の検討

（2）冬期イベントの促進

　　・冬期イベントの充実、支援

（3）ウインタースポーツの励行

　　　ウインタースポーツの促進に向けた支援

《重点施策7》雪処理における安全確保

（1）雪処理における安全確保

　　　雪はね、雪下ろしの際の安全確保に向げた周知、啓発

16



第3回北広島市雪対策基本計画検討委員会主．な意見内容と関連施策

目標． 重点施策 施策の内容 意見内容 発言者 素案頁

（1＞除排雪水準の向上
これ以上お金をかけないという打ち出しや、除雪弱者対策に費用をかけるな

ﾇ、メリハリのニュアンスを出すなど、予算のかけ方についても言及すべき。
松村

寤ﾏ員長 4

安全安心の面から必要な予算措置は確保すべき。 川幡委員

（2）交差点の見通しの確保 事故防止のため、交差点の除排雪は撤底すべき。 鈴木委員 4

（3）公共交通機関の利用の円滑化 5　　1

~期間の
~滑な交
ﾊの確保

（4＞歩行者空間の確保 5

（5）除排雪体制の維持・安定化 5
　1
痰ﾉ強い
ﾀ全安
Sなまち
ﾃくりの

юi

（6）豪雪時における対応と体制の確立 5

⑦雪堆積場の充実 6

（8）除雪時における事故の防止 6

（1）雪に強いまちづくりの推進 7

　2
痰ﾉ強い
ﾜちづくり

ﾌ推進

（2）雪に強い建物の工夫 除雪にかかる運動量を試算するソフトを北総研が開発しているので、活用し

ﾄほしい。
松村

寤ﾏ員長
7

（3）公園・空き地の活用 雪ステーション（身近な共有の雪捨て場）のようなものはできないか． 鈴木委員

公園への投雪は可能か。 斎藤委員

8

（1）市民との協働体制の確立 目標を「市民との協働」という表現にしたほうが明確になる。 佐藤委員

市民のやるべきことも計画に盛り込むべき。 岸委員長
一部の市民だけ頑張っているのが現状なので、地域や市全体に広がるよう、目標のようなものを表現できないか。

川幡委員

行政の働きかけをきっかけとして、地域の取組みを軌道に乗せるという書き
桙ﾝ方をしてもらいたい。 岸委員長 9

住民の「市がやること」というという考えが「自分たちでできること」に変わるよ

､、行政が誘導すべき。
松村

寤ﾏ員長

業者の「市民の協力があれば、ここまでできる」という意見も考慮。 岸委員長

地域防災計画でいう個人の責務のように、この計画でも個人の責務について
｢えないか。 斎藤委員

（2）雪に関する情報の共有化
ホームページで、双方に意見をやり取りしたり、除雪の稼動予定を視覚に訴

ｦるなど活用すべき。 鈴木委員 10
　3
瘻ﾎ策の．

ｦ働体制
ﾌ確立

@，

（3＞地域との連携の推進 札幌市で行っている町内会単位で除排雪マップなどを作成する取組みは、本
sでも実現してほしい。 佐藤委員

行政が懇談会を開くのではなく、住民自らの発意で開くのが良い。 松村

寤ﾏ員長
　2
s民との
ｦ働によ
髏瘻ﾎ策
ﾌ推進

モデル地区を設定し、良い点を他地区でも実施する。 仁木委員

やる気のある場にエネルギーとコストを投入し、成功事例をつくりだし㌔． 松村

寤ﾏ員長

社会実験のように、地域独自の取組みを試行できるとよい。 松村

寤ﾏ員長

11

札幌市の取組みは地域コミュニティ再構築のためにも有効6 松村

寤ﾏ員長
やる気のある町内会を作っていくことも協働のひとつ。 岸委員長

駐車禁止の規制のない道路での路上駐車の取り締まりはできないものか。（例：バスレーンを阻害する車両対策のバスカメラのように、除雪車にもカメ

奄�牛ﾚし、路上駐車した車両を記録する。）

斎藤委員
i岸委員長〉

q．）冬のボランティア活動の促進
ボランティアの取組み事例を計画書で紹介すべき．

@⇒参考資料などで紀紹介したいと考えています。
斎藤委員
i事務局）

13

有志で排雪できるよう、トラックの貸し出しの考えはないか。 斎藤委員
　　4

瘻ﾎ策に
ﾖする支
№ﾌ推進

（2）各種除雪サービスの向上

@　　　「
男手がない上、近所の応援が期待できない家庭にも目を向けて欲しい。 仁木委員

14

．（3）市道排雪支援事業の促進 14

〔4）私道除雪の支援 15

（1）冬の暮らしに必要な工夫 16　　5
~の市民生活
ﾌ工夫とルー
汲ﾌ確立 （2）冬の市民生活のルールの周知、啓発 16

（D冷熱エネルギーの利用促進 16
　3
�Kに冬
�驍轤ｷ
ｽめの取
gみの
@推進

　6
ｯの有効
@活用

（2）冬期イベントの促進 16

（3）ウインタースポーツの励行 16

　　7
瘴?揩ﾉおけ

驤ﾀ全確保
（f＞雪処理における安全確保 16

低炭素時代の基本的な考え方について計画に盛り込むべき。 松村

寤ﾏ員長
｝

その他 取組みを継続していくためには、計画書を時々見直す仕組みについても言及
ｷべき。 岸委員長 一

除雪のルールやマナーなどをいかに市民にわかってもらうかが重要。 河村委員 糟


