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　雪国の先人達は、雪という厳しい環境に立ち向かい、今日を切り
開いてきました。新庄は雪害救済運動発祥の地。新庄市雪の里情報
館は、「雪害救済運動の功績を伝えるとともに、雪国文化の振興、

雪情報を発信し、雪のふるさ
とづくりを推進する」ことを
目的に開設されました。
　雪や雪国の歴史について
様々な面から取り上げ、市民
雪セミナーを開設したり、
特別企画展を開催したり、さらには市民ボランティアの協力を得
て、雪体験フィールドワークなどを実施しています。

＜連絡先＞

新庄市雪の里情報館
〒996-0086  山形県新庄市石川町4番15号
Tel 0233-22-7891　Fax 0233-22-7860

http://www.ic-net.or.jp/home/shinjo/yukinosato.htm

雪害救済運動発祥の地　先人の業績と雪国文化を今に伝える
新庄市雪の里情報館 　雪の里情報館は、学者、研究者の調査利用だけではなく、子どもから高齢者、ハン

ディのある方もご利用いただけるように、各種事業・イベントを実施して雪のふる
さとづくりを展開しています。併せて、様々な分野で可能な限り市民にボランティ
アとして協力していただいており、それをきっかけに新たな交流も生まれています。ま
た、これまでの雪国の伝統や文化が継承されなくなってきていますので、雪まつりなどを
行いながら、産業おこしや地域おこしをも目指しております。
　頭で考えたりするだけではなく、体感できる学習に取り組むことで、自分たちが実際
に体験したことが子や孫にもつながって、雪のふるさとづくりになっていくのではない
かと考えています。

髙橋喜一氏（雪の里情報館 館長）

雪の里情報館　雪国文化の発信

　「雪の里情報館」は、雪害救済運動と積雪地方農村経済調査所の歴史や功績、さらに現代の雪に関する
情報を発信する情報館です。
　昭和初期、雪国の暮らしは今では考えられないほど貧しいものでした。しかし、雪国の人々の苦労は中
央政府に認知されていませんでした。このとき立ち上がったのが雪の代議士、松岡俊三（山形県村山市出
身）です。
　松岡俊三は「雪害救済運動」を展開し、ついに、昭和８年、現在の山形県新庄市に農林省積雪地方農村
経済調査所（雪調または雪害）が作られました。雪調は雪国の暮らしの実態を調査するなど、雪国のため
の政策づくりに寄与してきました。雪調は昭和58年まで続き、昭和59年に新庄市に資料館として移管され
て、今日の雪の里情報館となっています。

特 別 企 画 展

新庄市雪の里情報館
「雪国のくらしと食文化」

　雪国の人々の暮らしは、「雪を念頭から離せない」営みでした。食生活も例外ではなく、その食材確
保、献立、調理などのすべての面に、そこに住む人々の、雪国ならではの知恵と工夫とによって生み出さ
れ、そして伝承されてきた豊かな食文化がみられます。

雪国の食文化

雪国の食糧確保の知恵
手段 方法 対象 利用事例　　その他

保
存

囲
う

土中に囲う
だいこん、にんじん、ごぼうなどの根菜類など 根菜類は比較的寒さに強い

さつまいもはとくに寒さに弱いため専用の
いもむろを作って保存するところもある

土間・軒下に囲う
雪穴に囲う

上記根菜類、キャベツ、はくさい、ねぎ、
じゃがいも、さつまいも、さといもなど本格的な室・雪室に囲

う
貯蔵庫（ストッカー）
に入れる 魚貝類、肉類、他

乾
燥

風幹（ふうかん） だいこん、ぜんまい ハリハリ漬け用のだいこん
凍干し（しみぼし） 餅、豆腐、こんにゃく 凍み餅、凍み豆腐、凍みこんにゃく

天日干し 野菜、いも、魚、かきなど 茹でて干す干葉、乾燥いも、切って干す切
干しだいこん、あじの開き

機械処理 しいたけ、なす、青菜など 短時間で乾燥するのでできあがりの色が美
しい

塩蔵
保存・貯蔵用塩漬 わらび、ぜんまい、たけのこ、ふき 塩水につけて塩出し後、食材として利用
塩蔵加工 野菜、鮭、ぶりなど 各種漬物、新巻鮭、塩ぶり
塩蔵発酵 納豆、麹、米、魚など 納豆ひしょ、三五八漬、飯ずし

他
缶・びん詰 わらび、たけのこ、きのこなど 収穫時に農協または村落グループの加工所

などを使用
冷凍加工 魚類、肉類、かぼちゃなど 冷凍食品

生
産

雪穴
雪穴で保存再生 長岡菜、越後菜 雪菜、とう菜
雪穴で保存発酵 煮大豆 雪納豆

温泉 温泉廃湯の導入 大豆、種子 大豆もやし、かいわれ、あさつき
ハウス ハウス内室温調整 野菜一般 生鮮野菜

石川寛子氏（社団法人石門心学会付設謙堂文庫 理事長）

出典：「雪と氷の事典」，（社）日本雪氷学会，平成17年2月，朝倉書店

●雪国には雪が育んだ文化や伝統、知恵がたくさんあり、まさに地元学の宝庫といえます。
●ここでは、雪を通して地域を知り、雪国の文化を学び、さらには地域アイデンティティを掘り起こしていく取組
を紹介します。

アとして協力していただいており、それをきっかけに新たな交流も生まれています。ま
た、これまでの雪国の伝統や文化が継承されなくなってきていますので、雪まつりなどを

　頭で考えたりするだけではなく、体感できる学習に取り組むことで、自分たちが実際
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雪形クイズ
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＜連絡先＞

かくのだて歴史案内人組合　角館町観光協会
〒014-0369 秋田県仙北市角館町上菅沢394-2

Tel 0187-54-2700　Fax 0187-54-1755

　「角館冬がたり」は、かくのだて歴史案内人組合のメンバーが、角
館の歴史や雪国の暮らしぶりについて、秋田弁を交えて語る取組で
す。
　会場となる「岩橋家」は、武家屋敷通りの中ほどにあり、江戸時代
末期に改造された中級武士のお屋敷で、秋田県の文化財に指定されて
います。 ８畳の居間で25人ほどがいろりを囲み、いろりで焼いた栗
や銀杏の実、燻りがっこなどを食べながら、中世以降、角館地方を治
めた戸沢、芦名、佐竹の３氏の歴
史、雪に閉ざされた冬の暮らしぶ
り、しだれ桜などの美しい町の様
子など、約30分ほどにわたって
話します。

武家屋敷で歴史案内人が雪国の冬を語る
角館冬がたり

＜連絡先＞

尾花沢市民雪研究会 
（事務局 尾花沢市役所企画課）

〒999-4292  山形県尾花沢市若葉町1-1-3
Tel 0237-22-1111　Fax 0237-23-3004

　雪国に住む人々は、いつの時代より始まった
かは不明ですが、初冬の頃にはどの家庭でも
「そがき（雪囲い）」を行なっていました。
　山形県尾花沢市内においても厳しい冬期間を
乗り越えるために、各家庭では知恵と工夫を出
し合いながら「そがき（雪囲い）」を行う仕事
が伝統行事となって伝えられてきました。
　これを生活文化として見直そうという趣旨
で、尾花沢市民雪研究会では、平成15年から優
秀な「そがき（雪囲い）」を選出し、表彰して
います。
　尾花沢市内に居住する一般家庭の「そがき
（雪囲い）」を選考対象とし、機能性、芸術
性、普及性、景観性、独創性を総合的に審査し
ており、最優秀作品１点、優秀作品５点以内を
表彰します。

雪囲いは「機能を持った屋外芸術」、家庭の知恵と工夫を表彰
そがき（雪囲い）大賞

＜連絡先＞

国際雪形研究会
（防災科学技術研究所 担当納口）

〒305-0006　茨城県つくば市天王台３-１
Tel 029-863-7753　Fax 029-863-7510

http://www.yukihaku.net/yukigata/

　雪形（ゆきがた）とは、雪解けの春から初夏にかけて、山腹にできる山肌と残雪がおりなす模様を人や
動物、文字などに見立てたもので、昔は田植えや種まきなど農事を始める目安としていました。実はこの
雪形には、万人をトリコにする不思議な魅力があります。見つかりそうでなかなか見つからなかったり、
それぞれが「マイ雪形」を探したり…誰でも思い思いにイマジネーションをふくらますことができます。

　「国際雪形研究会」では、毎年４～５月頃、１
泊で色々なところの雪形を見に行く『雪形ウォッ
チング』を実施しています。夜は、参加者がそれ
ぞれの「雪形学」を語り、「雪国地理学」、「雪
国心理学」など新たな分野が開拓されているそう
です。

雪形って知ってますか？　万人をとりこにする不思議な魅力
雪形ウォッチング

これまでの雪形ウォッチングの実績と参加者数
第１回 1995年5月 長野県北アルプス 15
第２回 1996年5月 新潟県中下越 28
第３回 1997年5月 富山県人形山 26
第４回 1998年5月 岩手県焼石連峰 38
第５回 1999年5月 山形県鳥海山 48
第６回 2000年4月 長野県中央アルプス 49
第７回 2001年6月 長野県北アルプス 50
第８回 2002年6月 青森県八甲田山 44
第９回 2003年4月 福島県吾妻小富士 53
第10回 2004年5月 新潟県塩沢 77
第11回 2005年5月 石川県白山 45
第12回 2006年4月 新潟県長岡 55
第13回 2007年5月 北海道ニセコ（予定） 

Q1 ブレーメンの音楽隊
新潟県長岡市

Q2 オオハクチョウ
谷川岳

Q3 ロシアのニュー雪形
平成18年度（第４回）そがき大賞

菅野宥七氏による雪囲い

発見・命名・絵：竹内 由香里
Music party of Bremen by Yukari Takeuchi

発見・命名：松元高峰
Russian girl by Takane Matsumoto

発見・命名・絵：和泉 薫
Great swan by Kaoru Izumi
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雪かきの技と事故を防ぐポイントを学ぶ「ユキカキカルタ」
（越後雪かき道場にて作成）

＜連絡先＞

ＮＰＯ法人中越防災フロンティア
〒940-0861 新潟県長岡市川崎町2249-1

Tel&Fax 0258-31-8110
http://snow-rescue.net/

　雪かきは雪国の立派な「技」です。雪に慣れていない人が
いきなり雪国に来て雪かき作業を行うことは、難しいだけ
でなく危険でもあります。必要な知識と技術を学び、実施地
域・場所をコーディネートしてもらってはじめて力を発揮す
ることができます。
　豪雪になってあわてるのではなく、平時からそのような学
びと体験の機会を設け、経験のない方に雪に慣れていただ
き、雪国の地域住民と顔の見える関係を築いていくことが大
切であり、そのための取組が、「越後雪かき道場」です。
　プログラムの内容に合わせて、以下の３コースがあり、
地元の師範（ベテランの地域住民）から雪かきの技術を学びます。参加者には最後に修了認定証（名前入
り）を発行します。平成18年度は、初級コース修了者が94名、上級コース修了者が14名となりました。
　○初級コース：地上作業が中心
　　（かんじき、スコップ、スノーダンプの使い方）
　○中級コース：屋根雪下ろし作業が中心　
　○上級コース：小型除雪機械及びホイールローダの操作が中心

地元の師範から雪かきの技術を学ぶ－雪処理の担い手育成－
越後雪かき道場

　越後雪かき道場では、初級・中級コースのテキストとし
て、「雪かき道越後流指南書」を使用します。
　最近は、過疎化・高齢化・核家族化の影響などで、雪下
ろしのスキルや危険を回避する知識などが地域で十分に継
承されなくなってきています。そこで、雪による死傷者を
一人でも減らし、安心安全な雪国づくりを進めるため、新
潟県中越地域において、雪処理作業の安全確保に関する
様々な暗黙知（技能、知識、知恵など）を記録として残
し、これをガイドブックとしてとりまとめたのがこの指南
書です。
　主たる対象として除雪初心者を想定し、細かな情報を網
羅的に記述するのではなく、イラストを多数用いて、眺め
ながら学べるように工夫しています。
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