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●ここでは、雪に関する交流を通して、学びの効果を高めたり、相互の文化を学びあったりする取組を紹介しま
す。また、雪があるからこそ必要となる「協働」を通して、住民主体の地域づくりを実践している取組も併せて
紹介します。

　雪国に暮らしている人たちが、様々な交流・活動を通じ、雪国の未
来を考える－　それが雪の市民会議です。平成18年7月に第１回会議
を開催しました。今後も年に１回、七夕の頃に集まって、「自然」
「利雪」「教育」「まちづくり」「雪自慢」など、様々な視点から情
報交換と情報発信を行っていきます。

＜連絡先＞

雪の市民会議 事務局
〒065-0019 北海道札幌市東区北19条東7-2-10

NPO法人利雪技術協会内
Tel 011-721-5661　Fax 011-721-9956

千の雪になって雪国のすみずみにまで降り積もりたい
I am one diamond glint on a thousand snows. I am a snow falling thick in your side.

雪の市民会議

　平成14年、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において、雪氷冷熱エネルギーが新エネ
ルギーとして追加されることとなり、雪サミットは当初の目的は達成されたと判断し、第８回をもって完
結しました。
　第１回から第８回までの雪サミットは、いわば「利雪の第一ステージ」
であり、「雪に市民権」がねらいでした。そして、次のステップがこの
「雪の市民会議」であり、まさに「利雪の第二ステージ」として、「利雪
は普通のこと」を目指します。
雪サミットの歴史
　○第１回（Ｈ10）　北海道沼田町　　○第５回（Ｈ14）　北海道美唄市
　○第２回（Ｈ11）　新潟県安塚町　　○第６回（Ｈ15）　秋田県横手市
　○第３回（Ｈ12）　山形県舟形町　　○第７回（Ｈ16）　新潟県十日町市
　○第４回（Ｈ13）　岩手県沢内村　　○第８回（Ｈ17）　岐阜県飛騨市

媚山政良氏（室蘭工業大学機械システム工学科 准教授）

雪サミットから雪の市民会議へ

＜連絡先＞

新潟県十日町地域振興局 企画振興部
〒948-0037 新潟県十日町市妻有町 西2-1
Tel 025-757-5517　Fax 025-752-5604

　雪利用に関する研究活動では、学生による積極的な取組も期待されています。雪国でもいくつか先進的
な活動をしている大学や高校があり、相互に研究交流や情報交換を行うことで、活動の活性化を図ること
が重要であり、そのための取組がこの「雪から学ぶ楽雪フォーラム」です。

　楽雪フォーラム2006では、松代高校雪プ
ロジェクトの事例発表があり、長岡技術科学
大学、新潟工科大学、室蘭工業大学、長岡工
業高等専門学校の学生からも、先進的な雪利
用の研究発表が行われました。
　
　また、楽雪フォーラム2005では、高校生
による楽雪ワークショップが開催されまし
た。そこでは、松代高校（新潟県）、岩見沢
農業高校（北海道）、沼田高校（北海道）の
生徒が参加し、雪とどうつきあうのか、雪を
使って高校生が何をしたいか、何ができるか
を話し合い、その成果を発表しています。

　このワークショップによって、松代高校では、雪冷房を生徒会の企画として行うという計画にまで発展
しました。「作業も友達とやるのなら楽しい。交流を通して得るものもある。この企画を通して、全校生
徒が協力し、友達と交流する。その中で雪も好きになっていくのではないか」という意見がフォーラムで
高く評価され、松代高校雪冷房プロジェクトとして大きく発展していくこととなりました。

学生による新しい雪利用の研究ネットワークを
雪から学ぶ楽雪フォーラム

「楽雪意識の普及啓発事業」
　豪雪地の当地域で、地域の人々、特に高校生に、雪利用の取組をとおして地域への愛着と雪利用・活
用・産業化などの楽雪意識の普及推進を目的に、新潟県十日町地域振興局が行っている事業です。
　地域の高校での簡易な雪冷房実験や、雪利用の事例発表や活動報告などのフォーラムを開催してい
ます。

　平成10年、北海道沼田町で開催された「全国明るい雪自治体会議」（雪サミット）は、８年間にわたる
活動を経てその社会的役割を果たし、平成17年７月の「全国雪サミット2005 in 飛騨市」及び「雪フォー
ラム2005 in 愛知万博」においてその幕を閉じました。
　しかし、雪サミットの理念を継承する新たな市民活動を望む声は強く、より軽量でフットワークのよい
組織として、平成18年６月、「雪の市民会議」が設立されました。活動方針は以下のとおりです。
　１．雪国の文化を継承、創造する。
　２．雪氷を利活用する地域づくりに
　　　参加、支援する。
　３．利雪技術の開発、普及に
　　　参加、支援する。
　４．雪の市民会議を開催する。
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　子どもたちの地域間交流－雪国に住む児童・生徒と雪国でない地域に住む児童・生徒が相互に交流し、
それぞれの風土、歴史、文化、地域資源に触れ、ともに学びあう取組が行われています。雪が交流と学び
の原動力となっています。

雪国と非雪国の相互交流　お互いが学びあう
子どもたちの地域間交流

目的：家庭や学校では体験できない社会教育の実践を団体生活を通じて
行うことにより、知識だけではなく、体験を通じて幅広い視野と
感覚を持った児童の育成を図るとともに、友好親善都市である名
護市との交流を推進する。

内容：気候・風土・生活環境の違う両市の児童がともに行動することに
よって友達の輪を広げ、両市の風土、文化等を学ぶとともに、家
庭泊を通じ自分の住む街を再認識する。

社団法人滝川青年会議所 Tel 0125-24-0609

＜連絡先＞

秋田雪の会 事務局
〒010-8502 秋田県秋田市手形大沢28-2 
秋田大学工学資源学部附属鉱業博物館 研究棟406号室内
Tel  018-889-2796　Fax 018-889-2465

　理科離れが叫ばれている中で、子どもの頃から雪への関心を
抱き、雪寒という地域の特性をテーマとして科学する心を育む
ために…秋田雪の会の「児童・生徒の雪に関する研究発表会」
は、そんな思いから昭和59年にはじまり、毎年１回開催されて
います。
　平成15年でちょうど20年となり、同年「20年記念誌」を発
刊し、広く関係機関に配布しました。その後も継続し、現在ま
でに延べ約170人の児童･生徒が研究発表を行いました。
　研究の対象は雪氷
に関するものなら分
野を問わず、その発
表内容は秋田雪の会
の会誌「雪輪」に掲

載され、広く紹介されています。さらに子供たちの自発的な研
究作業が、家庭、学校、社会の連携を密にする要因にもなり、
科学する姿勢や心を養うことにも寄与することから、学校教育
を補完する役割も果たしています。

雪寒という地域の特性をテーマとして、科学する心を育む
秋田雪の会主催 児童・生徒の雪に関する研究発表大会

「児童・生徒の雪に関する研究発表大会20年記念誌」（平成15年３月）より

児童・生徒の楽しい研究事例

分類 テーマ 学年 内容

氷・つらら 雪でアイスキャンディーできるかな 小２ 雪に塩や砂糖を混ぜて冷却し、どのタイプでアイスキャン
ディーが作れるかを観察。

積雪の性質 ゆきんこと仲よしになって 小１ 冬の間の雪の状況を記録した「雪んこ日記」から、雪の
様々な性質をまとめる。

雪の結晶、降雪 雪の不思議 小４ 物による雪の積もり方、天気との関係、雪と水、酢、さと
う、塩をまぜた時の温度変化などを観察。

雪と動植物 つもる雪の中には･･･ 小６ 雪の中にどのような生物や植物が入っているか観察し、天
候との関係を考察。

融雪 雪をとかす 小４ 雪のプリンをつくり、その上に色々なシロップをかけて、
雪がとけるまでの様子を観察。

雪と建物 屋根の雪のつもり方と重さ 小３ 屋根の色々な場所の雪の積もり方と雪の重さを観察し、そ
の違いについて考察。

かまくら かまくらって　あったかいんだね 小１ かまくらの中と外の一日の温度を測定。コップに入れた水
のこおり方についても観察。

雪の利用 21世紀の雪へ 小６ 雪と楽しく安全に暮らすためのアイデアを提案。雪の貯
金、雪の倉庫、屋根の改良など。

雪遊び 雪あそびの今昔 小６ 祖父母、父母、自分たちのそれぞれの時代の雪遊びを調
べ、その変遷について考察。

滝川・名護児童交歓事業 （北海道滝川市⇔沖縄県名護市）

目的：八幡地域の児童は夏の東村を訪問し、東村の児童は冬の八幡町を
訪問しており、民泊して相互に異なった文化・風土に接すること
により、自らの地域文化を再認識させる。

内容：雪遊びやスキー、スノーモービルの体験、交流レクリエーショ
ン、交流給食、民泊体験を通して交流を行う。

山形県酒田市八幡教育振興室 Tel 0234-64-3116

八幡・東村児童交流の翼 （山形県酒田市八幡地域⇔沖縄県東村）

目的：児童・生徒の健全育成、他地域との交流を通して、文化・歴史・
生活をホームステイを通して体験するとともに、大自然の偉大さ
に触れ、畏敬の念や感謝しようとする気持ちを育成する。

内容：夏にはいわき市豊間・沖縄県大宜味村を訪問し、ホームスティで
友情の輪を広める。冬は西会津町で、雪上運動会、雪国まつり、
スキーなど雪国の生活を体験してもらう。

福島県西会津町教育委員会 Tel 0241-45-2216

西会津町児童生徒交流事業 （福島県西会津町⇔福島県いわき市、沖縄県大宜味村）

目的：「青い海と白い雪」をスローガンに、海の生活と山の生活の体験
を通じて、広域的な人間形成に役立てるために、中学１年生を対
象として、生徒間の交流を図る。

内容：夏は海水浴、冬はスキー等の交流を行ったり、両町村の文化施設
を訪問し、教養を高める。

長野県野沢温泉村教育委員会 Tel 0269-85-3111

海と山の子交流事業 （長野県野沢温泉村⇔千葉県御宿町）

大人顔負けの図表を作成し、堂々と発表す
る児童（平成15年2月）

小学校１年生から６年間、カマキリの産卵
場所（位置）と積雪量の関連を調べた研究
は、仏字新聞や全国小学生新聞にも取り上
げられ、激賞された（平成７年２月）。
写真は、秋田県農業科学館に特別展示され
た発表資料を見学する子どもたち。
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＜連絡先＞

有限責任中間法人シーニックバイウェイ支援センター
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東2-11
Tel 011-204-7107、 Fax 011-204-7108

http://www.scenicbyway.jp/

　「シーニックバイウェイ北海道」は、北海道が誇る景観
をはじめ、自然や歴史、文化、レクリエーションなど、地
域資源を保全、改善し、だれもが“訪れたい” と思うよう
な魅力的かつ個性的な北海道づくりを目的としています。
　地域住民と行政が連携し、「美しい景観づくり」「活力
ある地域づくり」「魅力ある観光空間づくり」の実現を目
指しており、現在６つのルートを指定し、様々な活動を展
開しています。冬の北海道ならではの取組も活発に進めら
れています。
　冬のシーニックバイウェイ北海道の見所の一つは、雪国
ならではの美しい雪景色であり、たくさんの観光客を魅了
しています。

地域と行政の連携で創りだす冬のシーン
シーニックバイウェイ北海道

　「シーニックバイウェイ」とは、地域の活動団体と行政とが連携し、地域の魅力で道をつなぎながら、
個性的な地域を目指すという施策です。アメリカで先行的に取り組まれている制度を参考に、北海道に
合った仕組みを考え、平成17年度より全国に先駆けて「シーニックバイウェイ北海道」として本格的にス
タートしました。

雪国ならではの冬のシーン（シーニックフォト倶楽部より）
＜連絡先＞

岩手県スノーバスターズ連絡会
（岩手県社会福祉協議会）
〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳8地割1-3
Tel 019-637-9711 　Fax 019-637-9722

　「スノーバスターズ」は高齢者世帯等の冬の生活を支えるために除雪作業などを行うボランティア組織
です。平成５年にスタートした「沢内村スノーバスターズ（事務局：岩手県沢内村（現西和賀町）社会福
祉協議会）」が発端であり、それが周辺の市町村にも広がりを見せ、岩手県社会福祉協議会の呼びかけ
で、「岩手県スノーバスターズ連絡会」の発足に至りました。平成19年３月現在では岩手県内13市町村
（18地区）で活動を行っています。
　県内統一活動日の活動とそれぞれの市町村スノーバスターズが個々に決めた活動日に出動し、派遣世帯
の除雪をしたり、雪が少ない場合には、安否確認などで訪問したりしています。ボランティアは、中学生
から一般まで幅広い年齢層の人たちが集まり、一般のボランティアが、中学生のボランティアに雪かきの

方法を指導しながら、派遣世帯との交流のみならず
地域のボランティア間の交流も深まっています。
　除雪という身近な問題をきっかけとして、自分た
ち（地域）でできることは自分たち（地域）で行う
という住民自治を実践し、さらには地域内外の共助
と交流を推進するなど、幅広い地域活性化の効果が
得られています。

雪国の住民自治　雪があるからこそ地域で助け合い
スノーバスターズ

＜連絡先＞

東北芸術工科大学
〒990-9530 山形県山形市上桜田200番地
Tel 023-627-2000　Fax 023-627-2081

　家庭用の小型除雪機械（ハンドロータリー）をもっとかっこよく。東北芸術工科大学デザイン工学部プ
ロダクトデザイン学科では、（株）本田技術研究所汎用開発センターと共同で進める「産学共創プロジェ
クト」によって、学生が未来型の除雪機モデルを製作しました。
　これまでの除雪機械は機能性のみを追求してきました。デザインとはゆとりなのかもしれません。
「雪」との関わりを通してデザインを学ぶ。家庭での除雪作業が少し楽しくなりそうな提案です。

民間とのコラボ、デザイン系大学生が考える未来の除雪機械
未来型の除雪機モデル

「始まりの時」Zeeさん 「雪肌の丘」佐々木功さん

「長い影」TKHOMEさん
「霧氷」丸橋康雄さん

「湖面変幻」西田隆さん
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