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開　会

報　告

第3回雪対策基本計画策定検討委員会議事概要　　【資料1】

北広島市雪対策基本計画について　　【資料2】

1，　雪対策基本計画の目標と重点施策

その他

次回の雪対策検討委員会の日程

閉　会
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傍聴者5名入場手続き。

1、開会

【事務局】 10名の委員の皆様のうち9名の方に出席しており、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】　今日を入れて多分3回ぐらい委員会を開催して、この雪対策基本計画を策

　　　　　回するような追い込みの場面に入って来たのかと考えております。お手元

　　　　　の資料に従って進めていきたいと思います。まず報告ということで、第3

　　　　　回雪対策計画策定検討委員会議事概要について御説明をお願いします。

2、報告

【事務局】　第3回北広島市雪対策基本計画検討委員会議事録概要につきまして、委員

　　　　　の皆様のお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】　何か質問ございますか。それでは議事に入りたいと思います。3番目の北

　　　　　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ついて

　　　　　、資料の御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，雪対策基本計画の目標と重点施策

【事務局】　次第の3、雪対策基本計画の目標と重点施策の説明に入る前に、今回の会

　　　　　議資料の説明をいたします。

　　　　　まず最初に、第4回北広島市雪対策基本計画策定検討委員会の会議次第で

　　　　　ございます。次に、資料1となりますが、先程報告しました、8月26日、

　　　　　金曜日に行われた第3回雪対策基本計画策定検討委員会の議事概要となり

　　　　　ます。次は、今回の会議の資料となりますが、資料2が、北広島雪対策基

　　　　　本計画についての内、雪対策基本計画の目標と重点施策となります。それ

　　　　　と、もう一つ資料が付いておりまして、これは第3回の検討委員会で委員

　　　　　の皆様から出た意見を、目標1と2の重点施策1から4までに分類をしま

　　　　　して、A4版で一覧表を作成してみました。字が小さいものですから、　A

　　　　　3版で作成したものも添付してありますので、ご覧ください。
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前回の第3回検討委員会の会議内容でありますが、1点目は他都市の取組

み事例と2点目は雪対策基本計画の目標と重点施策の説明をいたしました

。1点目の他都市の取組み事例につきましては、道内各市における参考事
〔　　　　　1

例を説明したところであります。2点目の雪対策基本計画の目標と重点施

策につきましては、3つの目標と7つの重点施策についての説明をいたし

ました。

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

　この中に8つの細目があります。

　重点施策2、雪に強いまちづくりの推進

　この中に3つの細目があります。

目標2、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

　この中に3つの細目があります。

　重点施策4、雪対策に関する支援の推進

　この中に3つの細目があります。

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

　この中に2つの細目があります。

　重点施策6、雪の有効活用

　この中に3つの細目があります。

　重点施策7、雪処理における安全確保

以上の説明をいたしました。時間の関係上、目標1、目標2の論議を行い

ました。目標3については本日改めて意見交換を行いたいと思います。

それでは、資料2をご覧ください。右上に資料2と書いてあります。

1ページ目をご幽ください。

計画の目標ということでありまして、協働に基づく雪対策推進を図るため

、3つの目標と7つの重点施策を掲げてあります。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であり

ますが、その細目は（1）から（8）までの8項目となります。（5）除排

雪体制の維持・安定化でありますが、第3回委員会では、除排雪体制の確

保という表現になっておりましたが、表現を改めました。重点施策2、雪

に強いまちづくりの推進でありますが、その細目は（1）から（3）まで

の3項目となります。

2ページ目をご覧ください。

目標2、市民との協働による雪対策の推進でありますが、第3回委員会で
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は、協働による雪対策の推進でありましたが、文面の頭に、「市民との」を

加えた表現にさせていただきました。重点施策3、雪対策の協働体制の確

立でありますが、その細目は（1）から（3）までの3項目となります。

重点施策4、雪対策に関する支援の推進でありますが、その細目は（1）

から（4）までの4項目となります。今回細目の（1）冬のボランティア

活動の促進を追加いたしました。以下、（2）各種の除雪サービスの向上、

（3）市道排雪支援事業の促進、（4）私道除雪の支援と一番つつ繰り下が

る形となります。これ以降の目標3、快適に冬を暮らすための取組みの推

進については、後ほど説明をさせていただきます。

3ページ目をご臨ください。

計画の重点施策と書いてありますが、今回の資料2の作成の仕方について

実際の例を使いまして説明させていただきます。まず目標1、雪に強い安

全安心なまちづくりの推進、その下に重点施策1、冬期間の円滑な交通の

確保、その下に、その現状と課題の内容が8項目記載されております。今

回は、その現状と課題については、前回の委員会で説明いたしましたので、

省略させていただきます。

4ページ目をご轟ください。

重点施策の細目の（1）除排雪水準の向上、その下にその内容が記載され

ております。その文章の下、ぺニジの真ん中に・ある赤い吹き出しがござい

ます。この内容は前回の「第3回委員会の意見」を記載いたしました。こ

の内容を説明いたします。○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。と言う意見が、前回の会議で出ております。続きまして同じ

細目の（2）交差点の見通しの確保があり、そのちょっと下に、「市民・企

業に協力してもらいたい取組み」と言う吹き出しがございまして、この計

画書（案）の中に時折、「何々をします」と言うフレーズがあるのですが、

主語が無いため、わかりづらいと言う指摘があり、今回この様な表現とし

てみました。その内容は、■敷地内から道路への雪出しをしない。と言う

ことを「市民の皆さまや企業の方」にお願いしたいという形を取りました。

次は、「委員会の意見」として、○事故防止のため、交差点の除排雪は徹底

すべき。という意見がありました。このような形で以降の計画書（案）を

成しております。最終的には赤の吹き出し内容は記載されません。

5ページ目をご覧ください。

同じ重点施策の細目（3）公共交通機関の利用の円滑化、（4）歩行者空間

の確保、ページの中段になりますが、「市民・企業に協力してもらいたい取
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組み」として、■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あ安全教

育。などであります。（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。

6ページ目をご覧ください。

同じ重点施策の細目（7）雪目一場の充実、「市民・企業に協力してもらい

たい取組み」として、■ルールに即した雪堆積場の利用。（8）除雪時にお

1ナる事故の防止、「市民・企業に協力してもらいたい取組み」として、■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。などであ

ります。

7ページ目をご覧ください。

目標1、雪に強い安全安心なまちづくりの推進について、重点施策2、雪

に強いまちづくりの推進、その現状と課題につきましては、記載されてい

る2項目からとなります。（1）雪に強いまちづくりの推進、「市民・企業

に協力してもらいたい取組み」として、聖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、「市民・企業に協力してもらいたい取組み

」として、■住宅の新築、増改築の際の敷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。などであります。

8ページ目をご覧ください。

　「委員会での意見」として、○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。と言う意見がありました。（3）

公園・空き地の利用。「市民・企業に協力してもらいたい取組み」として、

■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

．一 汲ﾉ即した利用。■雪置き場としての民有地の提供gなどであります。

　「委員会での意見」として、○雪ステーション（身近な共有の雪捨て場）

のようなものができないか。○公園への投雪は可能か。という意見があり

ました。

9ページ目をご覧ください。

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、その現状と課題につきましては、記載されている2項目からな

ります。重点施策の細目（1）市民との協働体制の確立、「市民・企業に協

力してもらいたい取組み」として、■除雪後の間口の置き雪の処理。であ

ります。

10ページ目をご覧ください。

　「委員会の意見」として、○目標を「市民との協働」という表現にした方
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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。○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

のやること」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。という意見がありました。（2）雪に関

する情報の共有化、「市民・企業に協力してもらいたい取組み」として、■

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、でありま

す。「委員会での意見」として、○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。という意見があ

りました。

11ページ目をご覧ください。

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

出動予定をお知らせします。この除雪情報サービスは、平成22年度から運

用しておりまして、パソコン、携帯からでも見ることが可能となっており

ます。（3）地域との連携の推進、「市民・企業に協力してもらいたい取組

み」・として、■除排雪の理解・協力。■地域懇談会や出前講座などへの積

極的な参加。などであります。

12ページ目をご覧ください。

「委員会での意見」として、○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、本市でも実現してほしい。○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。○モデル地区を設定

し、良い点を他地区でも実施する。Q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。O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。○やる気のある町内会を作っていくことも協働のひとつ。

○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

。という意見がありました。

13ページ目をご覧ください。

目標2、市民との協働による雪対策の推進、重点施策4、雪対策に関する

支援の推進、その現状と課題につきましては、記載されている3項目から

なります。重点施策の細目（1）冬のボランティア活動の促進について、

これは今回新たに追加したものでありまして、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
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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。「市民・企業に協力してもらい

たい取組み」として、■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。などであります。

14ページ．目をご覧ください。

「委員会での意見」として、○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。（事務局が答える）

　（2）各種除雪サービスの向上、「委員会での意見」として、○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。という意見がありまし

た。（3）市道排雪支援事業の促進、「市民・企業に協力してもらいたい取

組み」として、■市道排雪支援事業への参加。■支援制度の理解・協力。

■排雪作業円滑化に向けた協力。などであります。

15ページ目をご覧ください。

同じ重点施策の細目（4）私道除雪の支援、「市民・企業に協力してもらい

たい取組み」として、■事業見直しの際の理解・協力。などであります。

その他の「委員会での意見」として、○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。O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。と言う意見がありました。

16ページ目をご画ください。

第3回目の委員会で説明させていただきました目標3、快適に冬を暮らす

ための取組みの推進について、改めて説明をいたします。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

目からなります。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、また少々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。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に心がけるとともに、公共交通機関を利用するような

工夫も必要です。2番目、冬の市民生活ルールの周知・啓発でありますが、

道路や河川などの雪出しの禁止についてでありますが、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。ゴミ出しは収集日の朝

に行うことでありますが、収集日の前日にごみを出すと、早朝の除雪を行

う際に、雪と一緒にゴミを巻き込んで散乱させてしまうことがあります。

路上駐車の禁止についてでありますが、冬期間の路上駐車は、除雪作業の
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支障となるばかりではなく、緊急車両の通行の妨げともなります。冬道に

おける安全運転とマナーについてでありますが。冬道においては、スピー

ドや「急」のつく運転を控え、路面状況を確認しながら安全運転に心がけ

ましょう。重点施策6、雪の有効利用についての目標の詳細は、次に挙げ

る3項目からなります。1番目は、冷熱エネルギーの利用促進と2番目は

、冬期イベントの促進、3番目は、ウィンタースポーツの励行であります

。冷熱エネルギー利用促進に向けた情報収集や各種のイベントの支援、ウ

ィンタースポーツの励行についての検討をしたいと思います。最後になり

ましたが、重点施策7、雪処理における安全確保について、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

、屋根の雪おろしも必要になることがありますが、危険も伴うことから、

雪はねや屋根の雪おろしを行う際の安全確保に向けた周知、啓発活動を行

いたいと思います。以上で説明を終わります。

質疑応答

【委員長】　前回集中的に議論したのが、市民との協働というところの役割分担を議論

　　　　　しました。今回は目標1と目標2につきましては、事務局の方で、具体的

　　　　　に文書として表レて作ってもらったということで、1ページ目から15ペー

　　　　　ジ目までがその目標1と2になります。目標3は、これは今日の後半にど

　　　　　のような項目があるのかということを、ただいま簡単に事務局から御説明

　　　　　いただきましたけれども、後ほど意見交換をしたいと考えております。1

　　　　　ページ目から15ページ目までということで、目標1と2につきまして意見

　　　　　交換をしていきたいと思いますが、基本的には皆さんの意見を文章にする

　　　　　と、このようになりましたという形でまとめております。具体的に言いま

　　　　　すと、先程から説明がありましたが、ピンク色のところが委員会での意見

　　　　　になっておりますが、ここのところは各委員から発言してもらったもので

　　　　　、具体的には別紙で誰がどのようなことを言ったという形で、取りまとめ

　　　　　ていただいております。完成型という意味では、第1章、第2章とかって

　　　　　いう形の中の1つになるのですか、それとも雪対策基本計画という表紙が

　　　　　あったら、めくったら、もういきなりこういう形になるのでしょうか。

【事務局】　イメージとしては、前段がありまして、現状と課題等があり、それに対し

　　　　　て目標を掲げ、その後施策という流れになります。いきなりこれが出てく

　　　　　るのでなく、前段とか現状と課題、そういったものが付くことになります。

　　　　　今回お渡ししましたこの資料ですが、これについては、市の事務局側の素
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案プラス委員会での意見を若干反映できるものは反映した作りになってお

ります。それで現在、庁内での検討組織があり、要は市役所内の関係部局

からなる検討組織ですが、そちらでの意見も求めているところであります

。それで委員会での意見や、庁内の検討組織での意見を取りまとめて、

最終的にこの委員会での案にしたいと考えております。

【委員長】　この雪対策基本計画の中心になる部分が、今日文章で書かれている項目に

　　　　　ついて、皆さんに意見を出していただきたいというのが、今日の前半の最

　　　　　大の目標であります。基本的には、前回までの過去2回、行政と市民の役

　　　　　割分担というところを集中的に議論しました。それではまず前半になりま

　　　　　すが、目標1と目標2、雪に強い安全安心なまちづくりの推進と市民との

　　　　　協働による雪対策の推進、1ページ目から15ページ目まで、当然完成版は

　　　　　このピンク色の部分がなくなるということをイメージしながら、こういう

　　　　　表現はとか、あるいはこういう項目はとか、このようなことも考えるべき

　　　　　ではないかということを、意見としてちょうだいしたいど思います。例え

　　　　　ば、前回の意見交換で公園は雪捨て出来るのか、出来ないのかということ

　　　　　がありましたが、これも早速事務局の方で、市役所の中で協議して検討す

　　　　　るという形でルールを定めましょうということも加えられており、基本的

　　　　　には、できる限り皆さんの意見を反映するように進めております。

【G委員】　目標1の重点施策2で、雪に強いまちづくりの推進というところの（1）

　　　　　雪に強いまちづくりというのは、どういうまちにするということなのでし

　　　　　ようか。これは具体的にしていかないと、雪に強いまちづくりというのは、

　　　　　もう北海道は、ずっと雪が降っているわけですから、どういう強さが必要

　　　　　かがわからないのですが。

【事務局】　この計画の？くり方になるのですが、例えば、3ページをご覧になってい

　　　　　ただきたいのですが、3ページに現状と課題を枠で囲っておりまして、こ

　　　　　の枠の中が、今の実情や課題を整理したものになっております。それで、

　　　　　目標1・2・3と掲げていますが、その目標に、現在の状況から目標を達

　　　　　成するのに、例えば、4ページからになります、（1）除雪水準の向上です

　　　　　とか、（2）交差点の見通しの確保など、こういつたものを施策として実施

　　　　　したり、これは現在でも実施していることではありますが、これから実施

　　　　　しょうとしていることや、もうちょっと時間をかけて検討していかなけれ

　　　　　ばならないという事項もあります。それで、計画が出来たからと言って、

　　　　　もうそれで終わりという訳ではなく、計画が出来てからが、本当の大切な
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部分であると言われておりますが、計画も目標年次をおおむね10年と考え

ておりまして、要はその10年の間にこういう施策をいろいろ展開していく

中で、最終的にその目標を達成して行くというようなイメージであります。

【委員長】　補足しますと、基本的に雪対策というのは、除雪・運搬排雪がメインとな

　　　　　りますが、例えば7ページの重点施策2、雪に強いまちづくりの推進とい

　　　　　うところの雪に強いまちづくりとは、建物とか、あるいは公園や空き地の

　　　　　活用という土地利用とかのまちづくり、都市計画的な観点も実は雪対策の

　　　　　ジャンルの1つとして含まれておりまして、雪に強いまちづくりの推進と

　　　　　いう言葉が、大川委員には違和感があるものと思われますが、この辺は表

　　　　　現の仕方が難しいと思います。

【事務局】　これまで除雪で行っていたことではありますが、例えばもう少し拡幅に力

　　　　　を入れるとか、交差点の見通しの確保を図るとか、通学路の除雪を強化す

　　　　　るとか、先程、委員長がおっしゃった、都市計画的な部分もありますので、

　　　　　このようなことを総合的に行うことが、雪に強いまちづくりの推進になる

　　　　　のではないかと考えております。

【G委員】 これは雪に強いという間に、雪対策というような一言入れておいた方がい

いのではないでしょうか。

【委員長】　この表現は、宿題とさぜていただけませんか。次回までにもつといい言葉

　　　　　があるはずだという前提で、ちょっと私も含めて考えてみたいと思います

　　　　　。言わんとするところは除雪だけではなくて、都市構造とか土地利用とか

　　　　　も含めて、雪に強いということなのですが、もっと適切な表現を考えさせ

　　　　　ていただきたいと思います。

【B委員】　基本計画の目標や重点項目が具体的なって来ましたが、これはちょっと問

　　　　　題があるのではないかというものが、業者でないとわからないものが結構

　　　　　ありまして、それはある程度まとめに向けた中で、話しをさせてもらいま

　　　　　す。その目標2の方については、当然業者側も一緒になって、市民との協

　　　　　働ということで、そのようなものは当然必要なことでもあるし、その辺が

　　　　　業者の立場と実際に現地をやる中で、これも大変だ、これをしなくてはな

　　　　　らない、それだけを考えていた面が我々もありました。こういう市民との

　　　　　協働による雪対策の推進というものが、業者がそれに対して、協力できる

　　　　　というか、協働出来るものかを模索していきたいと考えておりますので、

10



皆さんからの意見をたくさん出していただければ、業者側として対応でき

ることを考えていきたいと思っております。

【委員長】　今、既に具体的になっているところでして、出来れば意見をいただきたい

　　　　　と思います。今回の会議では最終的な取りまとめをして、あともう1回は

　　　　　セレモニー的な会議のイメージをしております。

【B委員】　業者側の悩みとなりますが、私も5年間に亘り除雪業務に携わっておりま

　　　　　して、この文書の中に入っておりますが、状況に合った除雪出動の仕方な

　　　　　どは、まだ不完全かもしれませんが、徐々にいい方向になっていると思っ

　　　　　ております。それと最後はお金になってしまうのですが、業者は採算が合

　　　　　わないと動きません。おそらくどこかで限界が来ると思うのです。その辺

　　　　　は行政側も見直しを考えていただきたいと思います。業者が考えている除

　　　　　雪と実態が合っていないと思っております。この委員会とは別にその見直

　　　　　しについて行政が考えていただくなり、発注者側と我々業者側との意見交

　　　　　換をする場などについて検討していただいているように私は思っておりま

　　　　　す。またそれとは別に業者として社会貢献を行うのは当然であり、市民に

　　　　　対して相応のサービスもしていかなればならないと思っております。

【委員長】　今の御指摘のところは、5ページ目の（5）の除排雪体制の維持・安定化

　　　　　というところで除雪業務委託の適切な発注に努めるという形で書かれてい

　　　　　るのですが、この雪対策基本計画というのは、基本的な計画のあり方とい

　　　　　うところをまとめるのであって、それに基づいてまた具体的にどうするか

　　　　　は、行政と事業者の間での取り決めめていくことになりますので、これは

　　　　　そこまでは、議論できないと思いますが、なるべくそういうところも方針

　　　　　．と」て反映させているというところを御了承いただければと思います。

【E委員】　6ページの除雪時における事故防止について、市民・企業に協力してもら

　　　　　．いたい取組みの中で除雪時の車の危険性というのは表現されていますが、

　　　　　路上駐車があって除雪の際とても邪魔になるということを随分お話してい

　　　　　たかと思うのですが、その路上駐車の禁止について市民・企業に協力して

　　　　　もらいたい、これも除雪時における事故防止の中に入るのではないかと思

　　　　　っていたのですが、目標3のこれから話しをする中で、市民の生活マナー

　　　　　に対するルール中ので路上駐車の禁止を述べられていたので、こちらにも

　　　　　載せた方がいいのではないかと思いました。
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【事務局】　目標3の方に載せるつもりではいたのですが、どうしても、これは絶対守

　　　　　ってもらいたいというものについては、例えばこちらにも載せそちらにも

　　　　　載せるといった方法もあるので、その辺は反映させていただきたいと思い

　　　　　ます。

【委員長】　必ずしも1つの意見が1箇所に載るのではなくて、複数関係する箇所は、

　　　　　どんどん載せていくということで、これは全面的に見直しをする．ことで進

　　　　　めていきたいと思います。

【A委員】　この手の行政がつくる計画書、先程おっしゃられていましたが、得手して

　　　　　わかりにくく、ありのままなことを書いて終わるということに成りがちな

　　　　　のですが、この計画書を作るときの目玉は何だろうかと考えますと、今ま

　　　　　でと何が変わるのかと、外から聞かれた時に何を答えるかというと、私は

　　　　　　「市民との協働」だと思います。そこの部分を計画書の中にどこまで書く

　　　　　かという問題は確かにあると思いますが、具体的に何をやるというところ

　　　　　をある程度想定すべきだと思います。計画書で書かれていることを具体的

　　　　　にこういうことを行います。そう考えると、9ページの（1）市民との協

　　　　　働体制の確立ということで書かれている中身は、置き雪は市民・企業がや

　　　　　ってそれ以外は市がやるという役割分担のことが書いてあり、ここで言う

　　　　　べきことは、協働体制を確立するということなので、市民自らが考えて判

　　　　　断ずるような懇談会を例えば、「夏の間に繰り返し行います。」「そういう関

　　　　　係を作っていきます。」という辺りが極めて重要ではないのかと思います。

　　　　　特にこの置き雪というのはかなりデリケートだと思っておりまして、北広

　　　　　島市内で除雪のワークショップを行ったときに、とにかく置き雪を何とか

　　　　　してほしい。という市民の声が非常に強かったのを記憶しております。そ

　　　　　れさえ何とかしてくれれば、．あとは何とかなるみたいな話が非常に多く、

　　　　　そこで置き雪は住民と企業だと突き放すのは、なかなか理解得にくいと思

　　　　　います。札幌市の例も聞かさせていただきましたけど、いろいろな社会実

　　　　　験もあるし、住民たちがある選択をして置き雪をやってもらう変わりに、

　　　　　他を我慢するという選択もあるかもしれないので、それを考える場を作る

　　　　　とか、逆に言うと住民の役割はただ文句を言うような場ではない。自分た

　　　　　ちの責任で自分たちのこと考える場として扱ってほしい。ということが重

　　　　　要なのではないかと思います。そこさえうまく突破できるど中身に関し

　　　　　ては、その中できっと決まって．いくと思うので、そういう場を作ります。

　　　　　というのは重要だと思いました。もう1点ありまして、10ページの（2）

　　　　　雪に関する情報の共有化ということで大変重要だと思うのですが、この情
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報の共有化とはある意味当たり前で、どういう情報を共有化するのかを、

どこまで書くか別にして想定すべきではないかと思います。11ページにホ

ームページが表示されていると思いますが、例えば今1月何日の時点で、

お金どのぐらい使っています。それは市民1人当たり、もしくは世帯当た

りこれくらい使っています。いうようなことを見せて、皆さんの財布から

1人当たりこれくらい使っています。と言うようなやり方をするとか、豪

雪のときの対応で道路除雪の優先順位を決めると書かれているので、実際

にどういう優先順位でやるかというマップを見せると、市民の理解があり

広がるのではないかと思いました。

【事務局】　懇談会というお話が出たのですが、置き雪の問題は最大の課題だと我々も

　　　　　思っておりますが、実際、置き雪の処理の除雪を道路管理者が行うのは非

　　　　　常に難しいという現実問題があります。前回の委員会でお話しした札幌市

　　　　　の計画除雪でありますが、白石区土木センターでいろいろとお話しを聞か

　　　　　せていただいたことがあり、計画除雪とは曜日を決めてゴミ収集のように

　　　　　、この地区は月曜日、次の隣の地区は火曜日と決めて除雪を行い、そのか

　　　　　わりに普段10センチの新雪除雪を15センチまで我慢していただく内容で

　　　　　す。15センチ以上降った雪の除雪をする時も、踏み固めて行くので間口に

　　　　　は置き雪はない。それと計画除雪ですが、先程言った日中に月曜日の地区

　　　　　とかそういった形で除雪するのですが、要は厚くなった雪をめくっていく「

　　　　　訳です。その雪は、間口には置かさるのですが、その除雪の後に小型のロ

　　　　　ータリ一三で、間中の雪をある程度横に積み上げて、処理していく内容で

　　　　　す。それで理論的1ヒは間口に雪が置いて行かなくなりますので、なかなか

　　　　　いいとは思ってはいるのですが、課題としては、やはり体制の問題があり

　　　　　ます。お話しを聞くと、昼間計画除雪も行い、新雪除雪も15センチ以上降

　　　　　つた場合、夜中も行うことになりますので、そのため人も機械も余裕のあ

　　　　　る状態でないと、なかなか実現は難しいと思います。それと費用の面で、

　　　　　普通の除雪よりは計画一日中昼間動いていて、プラス夜の分もあるという

　　　　　ことですから、経費的にも結果的にもかかってしまうというお話しを辛い

　　　　　ております。北広島市にある程度体制的に余裕があれば、検討の余地はあ

　　　　　るとは思うのですが、第1回目の委員会のときにもお話ししましたが、市

　　　　　内の除雪業者で足りなくて、札幌や恵庭の業者さんの協力をもらい、よう

　　　　　やく除雪体制を組んでいる状況なものですから、体制的に余裕がないとい

　　　　　う現実的な問題がありますので、実際は置き雪の処理ができないという結

　　　　　果になるのではないのかと思っております。それで懇談会をやるというの

　　　　　が、どの程度その住民の意見を聞いて、我々の除雪ができるのかという点
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から、ちょっと難しいものがあると思っております。その替わり、この前

随分御意割いただいた地域懇談会とか、きめ細かい、ある程度の地区を限

定して、そういった住民の方に協力していただくというような懇談会方式

の方がしっくりくるのではないかと考えております。それと情報の共有化

ということで御意見をいただいておりますが、いくら使ったかというもの

が見えるようなというお話しですが、除雪については新雪除雪を1回行い

、その次の昼からは別な作業を行うなど、細かい作業や新設除雪を朝まで

行って、午前中休んで昼からまた別な作業を行うというものもがあり、ま

た業者も10数社ありそのかかえる除雪機械が64台もありますので、それ

らがどのぐらい稼働したかの集計を行い、それをお金に見えるような形に

するというのは、非常に難しいと思います。それと豪雪の際の優先順位の

マップということですが、これは御意見のとおり、目に見える形で、この

路線は重要なので、この路線を一番目、次にバス路線、次に準幹線道路と

いうようなマップ作りは実施可能と思います。

【A委員】　置き雪だけをテーマにする必要は全くないと思うのですが、置き雪が無理

　　　　　なら、無理だというのを言う場でもあるし、その理解してもらう場であれ

　　　　　ばいいと思います。情報の話ですが、お金はそんな細かなものが必要だと

　　　　　は思いません。年度想定回数のうち、何回行っているから、今1人当たり

　　　　　いくらだと、そのくらいのラフなデータを基に出した数字でいいと思いま

　　　　　す。要は自分たちの身から出てい・る生のお金だということを感じられると、

　　　　　無意味にもっともっとやってくれ。ということにならないのではないかと

　　　　　いうことで、あまりその精密さを求める必要はないと思います。懇談会で

　　　　　すが、豪雪時の幹線準幹線という優先順位を付けやすいし、だれもが納得

　　　　　できるとこだと思うのですが、生活道路にも当然やはり早いところ遅いと

　　　　　ころ出る訳です。その辺を住民が決めてもいいと思います。小学校の通学

　　　　　路がここだから、まずここをやってほしいと住民が自分が決めてやれば、

　　　　　住民は文句が言いませんからね。そういうことを懇談会の中で決めていけ

　　　　　ればいいのではないかと思います。いきなりその懇談会で全部が決まると

　　　　　は思っていませんが、それを積み重ねることによって合意が出来てくると

　　　　　思うので、かなり地道に何度も行うのがいいと思います。まずはモデルの

　　　　　地区でも構わないかと思います。

【事務局】　前回御紹介したのですが、ある程度、札幌市ではモデル地区を決めまして

　　　　　、町内会のやる意思というのもあるのですが、そういった場を設けまして、

　　　　　市の除雪の実態を簡単に説明し、市はここまで出来ますが、住民の方いか
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がでしょう。例えば先程いった公園を雪捨て場に使いたいので、地域とし

てはゴミ拾いをするので、ルールにのって使用したいという意見をいただ

いたり、あとは空き地を使用することについてどうだろうかと考えていた

だいたり、路上駐車や雪出しをしているところには、注意喚起の旗をつく

りまして、雪出し防止や駐車を御遠慮くださいというような旗を立てたり

、またパトロールも行うなどの、そういった地域と協力してやるという懇

談会については前回非常にいい取組みだということで、11ページに記述し

ていますが、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・開催を進めていきたいと考えているところで

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

【A委員】　私が言いたかったのは、まさしくそれで、地域懇談会という名前がいいの

　　　　　かが分からなかったのですが、（1）市民との協働体制の確立というところ

　　　　　で言うのは、何を言うべきなのでしょうか。ここは、間口除雪との役割分

　　　　　担が書かれているだけで、（3）地域との連携の推進とか、（1）市民との

　　　　　協働体制の確立の内容で、こφタイトルと合っているでしょうか。

【事務局】 御意見のとおり役割分担という書き方になっていますので、これも検討さ

せていただきたいと思います。

【委員長】　　（1）は協働体制と言いながら、役割分担と多分協働体制というのが似て

　　　　　非なるもので、そこをもう少し明確にしなくてはいけないということと、

　　　　　あとは11ページの（3）の地域との連携の推進という、ここはいろいろな

　　　　　事例があり、札幌市の事例とかも紹介し内容なのですが、結局2行で終わ

　　　　　っているので、内容が薄く見えてしまうのではないでしょうか。ここは見

　　　　　ばえを工夫して伝わるようにすることが、次回までの改善であります。

【E委員】 （1）の市民との協働の確立といいながら、市民と行政の役割とすること

を基本としますと明言してしまい、そこで話しが終わってしまっている形

になっていると思います。そこに（3）は多分、地域との連携ということ

を重視していると思うのですが、こちらは市民との協働の確立を基本とし

ますと、なにか投げやりな立場っていうか、基本的にポンと投げて終わっ

てしまった形になっています。そこに市民との打ち合わせなり、（3）で言

われている地域懇談会や出前講座なりの文言が入れば、もっと市民に伝わ

りやすくなるのではないかと思います。
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【委員長】　冬のボランティア活動の促進というところが、重点施策の4番の13ページ

　　　　　の（1）であって、雪対策に関する支援の推進ということで、ここは（2）、

　　　　　　（3）は各種除雪サービスの向上とか、市道排雪支援事業の促進というの

　　　　　は、支援という取り組みでいいかなと、（4）もそうですね。この（1）の冬

　　　　　のボランティア活動の促進というのは、実はこれは協働の部分に入れた方

　　　　　がいいのではないかと思いました。多分、協働のところの趣旨がこの（1）

　　　　　の冬のボランティア活動の促進のところに含まれていて、当然その間口の

　　　　　ところが、市民の役割だと言いながらも、やっぱりお年寄りで出来ない人

　　　　　たちは、次の話として、公助とか共助というところの取組みというところ

　　　　　も、ステップとしてあってもいいのではないかと思います。それが多分皆

　　　　　さんが違和感を感じる、冷たく突き放すのではないかのところに対する答

　　　　　えと思います。これも構成内容や掲載場所を移すことも含めて再検討し、

　　　　　次回までに直したいと考えております。

【G委員】　2ページの目標2、の市民との協働による雪対策の推進というのが、いきな

　　　　　り出て来ている訳で、なぜ協働しなくてはならないのかと言うところがら

　　　　　話しに入っていかないと、おかしくなると思うのです。何かもう少しソフ

　　　　　トな形で入って行き、住民の協力が必要であるとするならば、それはこの

　　　　　中に融合していくような形の文言にしていかないと、何でしなければなら

　　　　　ないか、というようなことを言われる方もいると思います。雪というのは、

　　　　　特に協働というのが難しいだろうと思います。他のことなら協働は出来ま

　　　　　すが、雪というのはお金を払っておけば、除排雪は全部やってもらう約束

　　　　　になっているのではないのかという、感覚があると思います。

【委員長】　協働という言葉はどこかで使わなくてはいけないと思いますが、たぶん今

　　　　　のC委員の趣旨としては、この9ページの（1）市民との協働体制の確立

　　　　　の文面というか、あとは市民・企業に協力してもらいたい取組みというと

　　　　　ころも、間曲の置き雪の処理も他も一緒にやっていきましょうというよう

　　　　　な言葉が必要になってくるのではないかと思います。要するに（1）市民

　　　　　との協働体制の確立というのは、役割分担などのそういうことも含めた趣

　　　　　旨がある協働体制の確立であって、2番目で雪に関する情報の共有化でこ

　　　　　れも行政と市民で共有する。3番目でさらに地域との連携という形で、ス

　　　　　チップアップしていくような形で、さらにボランティアも有効活用しまし

　　　　　ようという、そういう構成でもう1回、目標2を検討し、次回までに修正

　　　　　させていただきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　・
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【D委員】　北広島という地理的なことを考えると、4地区に分かれ、さらに離れてお

　　　　　り、人口のばらつきもあります。、その上、雪の降り方も違うため、その除

　　　　　雪の有り方も変わってくると思います。協働という話しが出たので、地域

　　　　　懇談会との関わりがあるものと思うのですが、その辺の話し合いの核とな

　　　　　るのは町内会になるのではないかと思います。その区分けを考えると、西

　　　　　の里だとか、北広島団地も大曲も東部も西部地区もあります。それぞれが

　　　　　抱えている特徴があるので、やはり独自の意見が必ず出てくると思います

　　　　　。もし地区懇談会を実施するとすれば、大きな地区の代表者をまず決めて

　　　　　、その中で、まず大きな合議体で意見交換をする場を作るのが最初になる

　　　　　と思います。話しは変わりますが、北広島でどのくらいの雪が降るのかと

　　　　　いうのは分かりませんが、北広島でも1人行方不明の人がいて、恐らくこ

　　　　　の冬、もう見つからないのではないかと思います。西の里の方なのですが

　　　　　失踪していなくなっています。恐らくこの町のどこかにいるのでしょう。

　　　　　いざ冬場になり人命救助などで捜索をするということになると、除雪が必

　　　　　要となり、除雪機械が必要なることも考えられます。事故だとか、事件で

　　　　　いなくなるというケースも確かにあります。このような時に、どのような

　　　　　緊急の除雪体制が取れるかという事を、1項目ですが計画書の中に入れて

　　　　　もらえればと思います。

【委員長】 どこの項目に入れるのかというのは、重点政策2になるのか、重点施策3

の協働体制なのかと思うのですが、これも検討させてください。

【H委員】　最終的にやはり市民との協働が、大変重要なキーポイントとなってくるの

　　　　　ではないかと思います。特に我が町でも、少子高齢化が現実となって来て

　　　　　おります。助け合いの中で、快適な冬の暮らしを出来るか。そうした点か

　　　　　ら言うと先程お話しされたように、9ページの市民との協働についての表

　　　　　現はかなり工夫が必要なると思います。市内は5地区に分かれており、降

　　　　　雪量の違いもあり、それぞれの町内会で、協働するイメージが出てくるよ

　　　　　うな、そんな表現に出来ないものかと思います。例えば各地区にある程度

　　　　　具体例も例示しながらモデル地区を作る。後は間口の置き雪の処理なので

　　　　　すが、やはり最大の課題は、弱者対策をどうするかです。その辺について

　　　　　も有償ボランティアだとか、いろんなことが考えられますので、この部分

　　　　　も「体の元気な方は何とか処理をお願いしたい。」というような視点も必要

　　　　　ではないかと思います。やっぱり懇談会を開催し、年間を通じて各地区に

　　　　　知恵を借りる。それから一緒になってやる発想と、それからお手伝いをし

　　　　　ていただくというようなことの視点を持って行くというのが、大変かもし
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れませんが、ルール化していければ、それぞれの地域の事情も理解し合い、

共助が次に自助という形に進んでいくのではないかと思います。

【委員長】　全体を通してその協働というところが、もう少し市民がやってもいいかな

　　　　　と思えるような、明るい文面にすればいいのではないかと思いました。そ

　　　　　れはまちづくりとの関係とか、人とのつながりとかいうところの文面が、

　　　　　どこでというのは、これはこれから検討していきたいと思いますが、（1）

　　　　　の市民との協働体制の確立のところもそうでしょうし、（3）の地域との連

　　　　　携の推進、懇談会とかというのもメインなのですが、そこにプラスアルフ．

　　　　　アで、人と人とのつながりとか連携とか、そういう言葉を入れることで、

　　　　　皆さんにその協働というのは何なのだという、最後は、まちづくりにつな

　　　　　がうてくのだというところを、理解してもらえるような表現をする必要が

　　　　　あると思いました。各方面し｝うんな視点から御意温いただきまして、それ

　　　　　を次回までにまた改めてみがき上げます。改善しながら校正を加えて、特

　　　　　に協働のところが、皆さんいろいろな意見が出されたので、もっとその地

　　　　　域との懇談会とかいうところ毛含めて、もう少し厚みを持たせるところが

　　　　　大事であると全体を通して感じました。それでは今日の時点では、ひとま

　　　　　ずここで閉めたいと思います。あとで思いついたとか、ここをこうするべ

　　　　　きではないかとかという意見がございましたら、それは陣時事務局に御連

　　　　　絡いただければと思います。

【A委員】　重点政策2の雪に強いまちづくりの推進ですが、ここで書かれているのは

　　　　　、どちらかと．いうとハードの話だと思います。土地利用、市街地構造、そ

　　　　　れから建物自体ということですが、雪に強いまちづくりという意味では、

　　　　　コミュニティーをもう一度構築していくというのがここに入るのがいいの

　　　　　か、ボランティアのところに入るのがいいのか、ボランティアも活動を促

　　　　　進ずるというのを言うは安しですけど、これはものすごい難しいことだと

　　　　　思うので、どうやってボランティアの活動を促進させるというとこ．ろで、

　　　　　やはり雪という最大の課題の1つですので、そういうコミュニティーをも』

　　　　　う一度構築するためのいいき？かけになると思います。

【委員長】　重点施策2に入れるのもいいと思いますし、協働のところでもいいと思い

　　　　　ます。それでは、後半の方に移りたいと思います。目標3ということで、

　　　　　ここは箇条書きで快適に冬を暮らすための取組みの推進となっておりまし

　　　　　て、次回以降、ここも目標1、目標2と同じように中身を濃くしていきた

　　　　　いと思います。まず現状の質問を投げかけていきたいと思いますが、冬期

18



イベントとかウィンタースポーツの励行という観点でいきますと、今どう

いうのが具体的に行われているか、何か情報として持ち合わ．せております

か。

【事務局】　本市におきましては、ふれあい雪祭りというものを実施しております。そ

　　　　　れと多くの家族連れなどで賑わっている冬を彩るイルミネーションツアー

　　　　　などがあります。これは市内の住宅をイルミネーションで飾っている住宅

　　　　　が増えておりますので、そういったところを見学するバスツアーなどの企

　　　　　画も行われております。もう3年目ぐらいになっており、かなりの人気の

　　　　　ようです。それと、ウインタースポーツということで、市内には2箇所の

　　　　　主にファミリー向けと初中級向けのスキー場があります。それと、エルフ

　　　　　ィンロード歩くスキーの集いというスポーツイベントも行われておりまし

　　　　　て、多くの人の参加をいただいていると聞いております。

【委員長】　その他重点施策5の（2）冬の市民生活のルールの周知・啓発につきまし

　　　　　ては、具体的には先程事務局から道路への雪出しは止めてほしいとか、路

　　　　　上駐車を止めてほしい、前日のゴミ出しは止めてほしい、あるいは、安全

　　　　　運転に努めましょうということも具体例として、一例として挙げさせてい

　　　　　ただいております。ここは特にこうした方がいいとかということではなく

　　　　　て、いろんな意見のコメントをもらえればと思います。それをうまく反映

　　　　　させて行きたいと考えております。

【G委員】　重点施策の5、冬の市民生活の工夫とルールの確立の（1）冬の暮らしに

　　　　　必要な工夫か、（2）の冬の市民生活ルールの周知・啓発になるのがもしれ

　　　　　ませんが、市民も真剣に考えております。個人排雪を行っているのも考え

　　　　　た結果、そういうものが生まれて来ているのだろうと思います。そして今、

　　　　　西の里で全く雪のないまちを作ろうという企画が出て来ております。ちな

　　　　　みに1戸当たり、大体15，000円から12，000円を支払えぱ、3日に1回

　　　　　除排雪を行い、雪のないまちにしましょうということで、今のところは物

　　　　　理的に機械の関係などがあるので、地域は限られてしまうようですが、こ

　　　　　れを一う実施してみようということで、町内会と業者がタッグを組んでや

　　　　　ろうとしております。行政にこれ以上のことをお願いしても、もう無理だ

　　　　　ということも、住民はよく分かっていると思います。懇談の場を開くとす

　　　　　れば、住民から引き出していただいて、それを住民のカとして、住民の力

　　　　　で解決できるとすれば、これにこしたことはないと思います。そういう意

　　　　　味の暮らしの場に必要な工夫という形に切り替えていった方がいいのでは
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ないかと思います。

【委員長】　これは先程の協働の懇談会とも関連してくると思いますが、改めてここで

　　　　　もルールの確立とか啓発というところで、うまく懇談会とか協働とに絡め

　　　　　て、こういうことを議論していきましょうということが、書きぶりとして

　　　　　加えられればと今の意見を聞いて思いました。他いかがでしょうか。2・

　　　　　3年前に、転ばない冬の歩き方をという形のパンフレットが、札幌市内で

　　　　　配られておりまして、札幌駅とか、札幌市内のいたるところで特に本州か

　　　　　ら来た観光客は、冬の歩き方が分からない訳で、要するにちょっと膝を曲

　　　　　げて、すり足で歩くと転びづらいというのがあります。そう言うのをパン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　フレットで転ばない歩き方を教えます。というのを配ったという取組みが

　　　　　ありました。これは、国土交通省の北海道開発局が、啓発活動の一環とし

　　　　　てやったことでありまして、このようなことも、この冬の暮らしに必要な

　　　　　工夫ということで、多少道が悪くても歩く方法は、こういうものだ。それ

　　　　　は今の子どもたちは、実は分からないことも多いのではないかと思ったり

　　　　　、逆に年配の方々は、昔はもっとこうだった。などそういう事もたぶんこ

　　　　　の中に入って来ると思います。これは私の意見なのですが、先程の情報提

　　　　　供というところで、ホームページの中に、そういうコンテンツ情報の内容

　　　　　もあってもいいのではないかと思いました。

【A委員】　冬の暮らしに必要な工夫というと、ここの部分は結構かなり夢見がちでも

　　　　　いいので、いろんなアイデアが見えた方がいいのではないかと思います。

　　　　　北広島市で何年か前にアンケートをさせていただいたときに、戸建て住宅

　　　　　の3割ぐらいの方がロードヒーティングもしくは、融雪装置を設置されて

　　　　　いる結果があり、そんなのを重ね合わせていくと、運用費だけで何頭万と

　　　　　いうお金になるのですが、そのお金を人で、もし全部できるとしたら何干

　　　　　万の雇用が生まれる訳で、石油を燃やして溶かすよりも、そこで人を使っ

　　　　　てというようなアイデアも、きっと面白いのではないでしょうか。あと北

　　　　　広島の団地で言えば、歩行者の歩く周回道路でサイクリングでなく、トリ

　　　　　ムコースですが、冬は除雪されおりますか。

【事務局】 夏は自転車と歩行者が通行しておりますが、冬期間は歩道、歩行者のみの

歩道除雪を行っています。

【A委員】 あそこはものすごい数の方が歩いて、ウォーキングされているので、もし

冬に除雪していないのなら、除雪するとかなりの人が歩くのではないかと
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思ったのですが、除雪されていたのですね。

【事務局】　一応通勤、通学者も多いですし、また先程言われたように健康増進のため

　　　　　に歩く方もおられるので、歩道除雪なものですから余り広くはないのです

　　　　　が実施しております。

【A委員】　もし除雪していないのなら、そこも重点的に除雪するというのを打ち出し

　　　　　したらおもしろいと思ったのですが、その他の地区でも、歩くための道が

　　　　　ありますか。あれは北広島団地だけですか。

【事務局】　北広島団地については、計画的に作られた団地でそういった歩行者等の、

　　　　　要は車を分離するという考えや、集中車庫といいまして、住宅地に車を乗

　　　　　り入れないような、斬新といいますか、工夫がされている団地であります

　　　　　が、他の地区には歩行者自転車道がないような状況であります。

【A委員】　結構、車道と分離し立体的に配置した歩行者専用道路などは冬除雪しない

　　　　　ところが結構多いのですが、実は結構除雪してあげると、安全だし子供も

　　　　　遊べるし、健康のために歩く人、結構天気のいい時とか歩くもので、除雪

　　　　　をしているのはすばらしいとことと思います。

【委員長】　これは重点施策6の（3）ウインタースポーツの励行のところで、うまく

　　　　　周知徹底のような形で、どんどん歩いてくださいとなるのではないかと思

　　　　　いました。

【E委員】　夏場に、小学校とか各地域とか個人とか団体どかの花のコンクールがあり

　　　　　ますが、それと並行して冬には雪像づくりや、昔私たちの町内でも雪像を

　　　　　作って子供たちを呼んで、冬のイベントをやっていたのですが、それは地

　　　　　域でやることなので、やる人がだんだん少なくなって来て、やっていた時

　　　　　は本当に子供たちが喜んで地域で滑り台を作るとか、そういう楽しみがあ

　　　　　りました。花コンクールみたいに表彰ではないですけど、子供たちも冬を

　　　　　楽しく過ごせるイベントになるのかと思ったのと、雨水溝を利用した融雪

　　　　　溝ですが、設置には莫大な費用がかかることはよく分かりますが、ゴミ処

　　　　　理をしたときに発生する熱を利用した雨水溝で玄関先で流れていく融雪溝

　　　　　の地域があります。どこの地域が定かではないのですが、そういうところ

　　　　　を地域的に排熱を利用した融雪溝が玄関先にあればとても理想的だと思う

　　　　　のですが、いっぺんには無理でも、少しずつやっていけるようにしなくて
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はならないと思いました。あと、雪を利用した、夏場における農産物、農

業もたくさんあるので、雪を貯蔵して、冷房を使わない、雪を利用した野

菜の貯蔵とか、お金がかかることなのですが、そういう先を見た雪の使い

方を検討していけばいいのではないかと思いました。

【事務局】　雪像のコンクールのお話が出ましたが、ふれあい雪祭りの中で、以前は、

　　　　　団体で雪像を作ってコンクール的なものもやっていたのですが、なかなか

　　　　　参加者の問題もありまして、現在は実施されていない状況と聞いておりま

　　　　　す。本当は盛り上がってもらい、そういった少しでも冬を楽しく過ごすよ

　　　　　うな工夫ですとか、イベントが進展していけばいいなという思いはあるの

　　　　　ですが、それはそういうような状況と、あと融雪溝については、札幌市と

　　　　　か江別市でも、一部行っております。それはまず水源というものが必要だ

　　　　　というのと、熱の発生するような施設、そういったものが近くになければ

　　　　　ならないということです。わざわざ高みまで水を持って来て、それを利用

　　　　　して融雪槽を作るのは非常に厳しいものと思います。あと農産物のお話が

　　　　　出ましたが、ちょっと前の新聞に、大掛かりな施設を使わないで、雪山を

　　　　　利用した低コストの貯蔵庫の実験も進められているという記事もありまし

　　　　　た。これは本当の簡易なものを貯蔵庫として実施試験的にやっているとい

　　　　　うお話しで、そういったもので余りコストがかからないのであれば、これ

　　　　　はかなり実現の可能性はあるのではないかと思いまして、その辺の書き込

　　　　　みも出来ればと思います。

【E委員】　大曲地区にホクレンがあります。農作物を扱うので、業者とタイアップし

　　　　　北広島の雪をそこに持っていければ、ありがたいのではないでしょうか。

　　　　　雪像のお話ですが、その場所に行って作るのはとても難しいと思います。

　　　　　小学校とか子供たちが集まる場所で、本当に1週間ぐらいかかり作ること

　　　　　になります。花コンクールのように、面白い雪像が出来たら見に来てくだ

　　　　　さい。個人宅のお宅でもいいですし、個人でも団体でも出来るようなもの

　　　　　はいかがでしょうか。

【委員長】　例えばそれもホームページでここに行ったら、こんな雪像がありますよと

　　　　　いう期間限定で、何か情報発信というのがおもしろいのではないかと思い

　　　　　ました。

【G委員】 ウィンタースポーツの励行という形になるのかもしれませんが、町内会の

一部分か団地内の必ず何処かにはどんなに雪降っていても何時も雪が無い
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ところが必ずあります。「どうしてこうなっているのですか」いうようなこ

とや、その方々がそういうことにしているその心構えであろうとか、ある

いはなぜこうなっているのか。ノウハウなどかがあるでしょうし、そうい

うものをどんどん市で取り上げたり、広報を通じてPRしたら、このよう

なことを取組む町内会も出てくるかもしれません。話は変わりますが、除

雪出動基準は生活道路でも10センチか15センチの降雪がないと行わない

のですが、歩道というのは、冬も歩いている方が結構おります。歩道を通

学に使うときは、車道の方が車が通っており雪が踏み固められていて、歩

きやすいものですから車道へ出て歩いております。車を運転している方々

にとっては困ります。特に西の里中学校の通学路に散見されております。

歩道と一般道は、除雪のタイミングを変えるかなどの方策を考えてぼしい

と思います。

【委員長】　雪はね、雪下ろし際の安全確保に向けた周知、啓発というのがありますが、

　　　　　例えばこうやってやると、手際良く除雪が出来ます。雪かきが出来ますよ。

　　　　　というような、憤報発信の仕方があると思います。どこまで綺麗にするか

　　　　　というのは、人それぞれの価値観がありまして、もう雪がないのがベスト

　　　　　だと言う人もいれば、別にそこまでやらなくてもいいのではないか。とい

　　　　　う人もやっぱり多かれ少なかれいると思います。何をもって市民の共通の

　　　　　情報とするかというと、今の話で言うと、例えばそういったノウハウとい

　　　　　うのは、やり方があると思うのですが、どこに捨てるとか、．こうやってや

　　　　　るとはかどりますよ。というのが情報発信できればいいのかなと思いまし

　　　　　た。

【A委員】　旭川で私が一緒にやっている地域がありまして、子供の安全安心をテーマ

　　　　　にやってるのですが、見隔日というのを、定量化しようということで、人

　　　　　の目の数であります。車ぱ通り過ぎるのが早いので、その速度に応じて少

　　　　　なくして、自転車やそれから歩く人、それから庭仕事をしたりしている人

　　　　　、立ち話しをしている人というのをカウントして、地域にどのぐらい見守

　　　　　りの量があるかを調べました。それを夏と冬で比べると、冬の方が当然出

　　　　　かける人が少ないから減るだろうという想定だったのですが、実はそうで

　　　　　はありませんでした。というのは除雪です。除雪を行う人の時間帯なので

　　　　　す。小学生が帰る時間帯ということで2時から5時という想定だったので

　　　　　すが、除雪をする人の目が発生するので、冬も実は結構見守量は同じくら

　　　　　いだつたということが分かりました。ただその時に結構皆さんは除雪をタ

　　　　　方にやっておりました。5時とか遅い時間にやっているとことがわかって
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、子供の1番帰る時間帯のピークが実は3時台でして、そのようなことが

見えてくると、地域で出来れば、出来る範囲だけの人に限られるのかもし

れませんが、時間ある人は3四位に子供たちが帰る時間に除雪しようや。

そうしたら除雪も、子供たちを見ながら出来るし、地域の安全安心につな

がると分かれば、多少気持ちも軽くなるのではないか。などのそういう運

動をしておりします。また、地域の安全安心で行っておりまして、暗がり

調査なるも．めをしておりまして、生活道路の照度調査をやっております。

水平面の照度と垂直面の調査の結果、雪明かりで反射光があるので、実は

冬の方が明るいのです。雪も悪いことばかりじゃないなと分かりました。

それから、工夫という意味ではちょっとハード的なんですが、融雪装置と

かで雪を溶かすよりも、基本的に敷地内の話なのですが、アプローチ、玄

関から自分の敷地から出るところまでを屋内化してしまえば、カバー度化

すると、そこの部分の除雪がいらなくなる訳で、当然工事費などお金はか

かるのですが、その融雪装置で解かすこと考えると、大方で10年ぐらいあ

れば、元を取れたりするようなやり方もあるものですから、敷地内なアプ

ローチのカバー度化みたいなものも工夫としてあるのではないかと思いま

した。それから、先程委員長がおっしゃった、いろんなアイデアを見せた

らいいのではないかということで、冬に北広島に行き回っていた時に、結

構大雪だったのですが、公園に雪を運んでる方で、普通のママさんダンプ

で押しておりました。その方は自分でソリを作っていて、箱みたく、リヤ

カーみたいな構造で最後蓋が、パカッと開いてそこで雪を落とす仕掛けに

なっておりまして、「これは面白いですね。どこで売っているのですか。」

と尋ねたところ「自分で作った」ということで、そういう工夫、アイデア

集みたいなものを情報発信すると、面白いのではないかと思って聞いてい

ました。

【委員長】　いろんなネタが今提供いただいたのですけれども、懇談会で議論するべき

　　　　　項目の1つになると思ったり、あるいは情報提供とは、こんなこともある

　　　　　というホームページを充実させる情報の内容に成り得ると思いました。例

　　　　　えば3参考編みたいなものがあり、ここを見たらこのようなものがありま

　　　　　す。というところも、可能であれば取り入れることを検討いただければと

　　　　　思います。運動量のソフトも含めて、せっかく委員として参加していただ

　　　　　いているので、その辺のノウハウはうまく取り込めればなと思いました。

【F委員】 実はウィンタースポーツの励行ということですが、雪球合戦があったので

すが、北広島が1番歴史があったのが、今はすっかり洞爺湖に取られてい
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ます。クラッセホテルになる前のプリンスホテルで盛んでした。いつの間

にかなくなったのですね。それからトリムコースですけど、前は私も冬の

歩くスキーも結構やっていました。みんな高齢化して歩くスキーもしなく

なりました。年1回ですが、スキーマラソンをやりますが、あれも1日限

りですから、参加者も多いようなので、ああいうのをやってもらえればい

いなと思います。また、スケートも東部小学校がただ1つやっていたので

すが、水はりが大変で止めました。雪像を作ってという話がありましたが

、私も昔、あちこちの公園で冬’祭りを行い、雪像を作ったりしました。と

ころが管理が大変で結果的には中止になりました。今は、イルミネーショ

ンとか花祭りが盛んで、みんな一生懸命やっているようですね。もつ．と長

続きさせなくてはいけないと思っております。

【委員長】　確かに昔はいろいろなことやっていました。私も東部小学校の卒業生なの

　　　　　ですが、去年1年生の子供と学校に行ぐと、スケートリンクがないことに

　　　　　気がつきました。どういうことだと思ったら、前の年にいろいろ議論して

　　　　　止めたと聞きました。残念だなと思いながら、どんどんやらなくなるもの

　　　　　を、また盛り上げるというのは、非常に難しいのではないかと思いました

　　　　　。何とかそれを楽しいものだということに気が付き、また誰かがやってみ

　　　　　ようかなと思ってもらえれば、それはラッキーなことかなと思いますが、

　　　　　何とかそれをうまく書き込めればと思ったところです。

【E委員】　先程、除雪の仕方の工夫をパンフレットで教えるようなこともあったと思

　　　　　いますが、高齢者の方で除雪をすごく一生懸命やり過ぎて、脳梗塞に当た

　　　　　つたという近所の方におられまして、雪の工夫もあるのでしょうが、特に

　　　　　高齢者などは夢中になってやってしまい、水分を取ったりすることも忘れ

　　　　　てやられるので、そういう健康面についても、PRしていただいた方がい

　　　　　いのではないのでしょうか。あと雪下ろしなのですが、屋根に上って雪下

　　　　　ろしされている方は結構います。危なかったりすることがあるので、雪下

　　　　　ろしのときの注意点だとか、安全性のことについても、PRしていただい

　　　　　た方がいいのではないかと思いました。話は変わりますが、砂箱の砂の利

　　　　　用について、砂箱が各所に置いてありますが、道路の滑りそうなところは

　　　　　撒いているのですが、自宅の前に持っていき撒くのは問題ありませんか。

　　　　　危ないからいいですよね。でもその辺利用してくださいと言えば、全部持

　　　　　って行かれてしまうので具合が悪いのでしょうか。その利用についてもP

　　　　　Rしていただけると使いやすいと思います。
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【委員長】　いろいろな情報発信、多分これはホームページで非常に内容充実できると

　　　　　思います。そういった今出てきた議論は、情報発信されていないと思いま

　　　　　す。これは雪対策基本計画に書き込むのと同時に、すぐにでもホームペー

　　　　　ジを更新するとかできると思うので、取組んでいただければと私からもお

　　　　　願いしたいと思います。今日いただいた意見を基に、目標を1と目標2に

　　　　　つきましては、特に協働のところを、もう少し内容を充実させて、修正す

　　　　　るのと同時に、目標3につきましても、今日は箇条書きめレベルだったの

　　　　　ですが、次回は内容を濃くして、目標1と目標2と同じような形で文章で

　　　　　表して、より完成に近づけるということで、議論いただければと考えてお

　　　　　ります。その他ということで、次回の雪対策検討委員会の日程についてお

　　　　　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でありますが、11月2日の水曜日になりま

　　　　　すが、18時30分から、市役所本庁舎2階会議室で開催するということで、

　　　　　お諮りしたいと思いますが、いかがでしょうか。

【委員長】 よろしいですか。11月2日。次回の議案書というか、雪対策基本計画はほ

ぼ完成型ですか。

【事務局】　ほぼ完成型の形で行きたいと思っています。

【委員長】 あとはその次の委員会で市長に渡すことになるのですか。今後のスケジュ

ールも含め、簡単に御説明いただきたいのですが。

　【事務局】　次回が第5回になります。次回については、この委員会の意見を基に、完

、　　　　　成型ということでお示したいと思います。ただ先程も最初に申し上げたの

　　　　　　ですが、庁内の検討会議という組織がありまして、そちらからの意見が全

　　　　　　部集約されるかどうか微妙なところではありますけども、まとめて示した

　　　　　　いと考えております。それで、委員会自体、本当の委員会自体は1回、第

　　　　　　　5回で一応終了の予定なのですが、最後にセレモニー的なことになろうか

　　　　　　と思うのですが、都合のつく皆さんに集まっていただいて、最終的な案を

　　　　　　皆さんにお示しして、その案を市長に、お渡しいただきたいと考えており

　　　　　　ます。
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【委員長】　11月2日は基本的にはこれで進めるとしましょう。

5、閉会

【委員長】　市役所内部の調整もあるかと思いますので、改めて日程調整は、後日とい

　　　　　うことで、今回の委員会を閉めさせていただきます。

　　　　　本日はありがとうございました。
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