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はじめに 

 

 本骨子は、平成１８年豪雪の被害の状況や、高齢化、過疎化の進行している豪雪地

帯の状況などに鑑み、「豪雪地帯における安全安心な地域づくりに関する懇談会」にお

いて取りまとめる予定の提言の骨組みとして整理したものである。 

 平成１８年豪雪の雪による死者は 151 名（戦後３番目の多さ）に達し、その内６５

歳以上の高齢者が２／３を占めており、高齢者の安全安心対策が特に必要とされてい

る。また、豪雪地帯の過疎化、高齢化は今後、一層進行することが予想されている。 

 本骨子の対象は高齢者であるものの、高齢者の安全安心対策が重点的に取り組まれ

ることにより、全ての人にとって安全安心な地域づくりが進むものと考えられる。 
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Ⅰ．豪雪地帯の高齢者を巡る状況と課題 

 

１ 豪雪地帯の過疎化、高齢化の状況 

１－１ 豪雪地帯の過疎化、高齢化の状況 

・豪雪地帯の人口減少、高齢化は全国を上回るペースで進行しており、特別豪雪

地帯ではさらに顕著である。 

・豪雪地帯の過疎化、高齢化は、雪処理の担い手の減少、地域コミュニティの崩

壊、地域の支え合いの力の減少、豪雪に対する地域防災力の減少などの状況を

もたらす主要な要因となっている。 

・平成１８年豪雪による死者が中山間地域の高齢者を中心に発生したことは、豪

雪地帯が従来から抱える過疎化、高齢化の問題が、より鮮明に顕在化した結果

であると捉えられる。 

・過疎化、高齢化が進行する豪雪地帯において、今後、豪雪が発生した場合、人

的被害の増加や、存続が困難な集落の増加などの状況がもたらされる恐れがあ

る。 

 

 （１）過疎化、高齢化の進行 

・豪雪地帯は人口減少が進行中であり、特別豪雪地帯で顕著。 

・豪雪地帯の高齢化は全国を上回るペースで進行し、特別豪雪地帯で顕著。 

・雪処理の担い手として期待される生産年齢人口の割合が全国と比較して小さい。 

 

○参考 

人口の状況（国勢調査）平成７年   平成１２年 

   全国     125,569千人   126,926千人  約1.1％増加 

   豪雪地帯    20,551千人   20,449千人  約0.5％減少 

   特別豪雪地帯  3,609千人    3,512千人  約3.7％減少 

 

 （２）世帯の状況 

・豪雪地帯の高齢世帯（高齢夫婦世帯と高齢単身世帯の合計）の割合は全国に比して高い。 

・豪雪地帯の平均世帯人員は一貫して減少。 

・以上の傾向は特別豪雪地帯で顕著。 

 

 （３）集落の状況 

・全国の過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法に基づく）において、集落がどの地域区分

に多く存在しているかを見ると、北海道は平地（47.2％）が も多く、東北と北陸は山間

地（34.0％、47.8％）が も多い。（H11過疎地域への市町村アンケート、国土庁） 

・集落消滅の危機感をもつ自治体の分布をみると、雪の多い地域と重なっている部分が多い。 

（全国の市町村（平成16年8月1日時点）を対象としたアンケート調査） 

・過去に集落再編事業等を行った事業（空間的に移転）の背景・理由を見ると、「積雪によ
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る集落孤立化を解消するため」を背景・理由としたものが上位に位置している。 

  

２ 高齢者の雪による事故 

２－１ 高齢者の雪による事故の状況 

（１）雪による死者の状況 

・平成１８年豪雪の雪による死者は１５１人(4/3)にのぼり、戦後３番目、２５

年ぶり（昭和５６年に１５２人）の多さとなり、豪雪に対する備えの重要性が

浮き彫りとなった。 

・平成１８年豪雪の雪による死者のうち、６５歳以上の高齢者が２／３を占めて

いる。また、経年的に見ても高齢者が被害にあう割合が増加していること、高

齢者の致死率が高いことが指摘されており、高齢者の事故対策が重要となって

いる。 

・平成１８年豪雪の雪による死者の発生地域は、市街地が約３割、中山間地域が

約７割を占めており、それぞれの地域特性に応じた対策が必要である。 

 

・平成１８年豪雪の雪による死者は151人（H18.4.17 17:30）、H16年度86人（H17.3.23 17:30）。 

・平成１８年豪雪における雪による死者数151人は、戦後の雪による死者・行方不明者数に

おいて３番目の多さとなる。（昭和38年231人、昭和56年152人） 

・雪による死者のうち、65歳以上の高齢者は平成１８年豪雪、H16年度とも２／３を占める。 

・平成１８年豪雪の雪による死者を原因別にみると以下のとおり。 

   屋根雪下ろし等・除雪作業中の死者 75％ 

   落雪等による死者が        14％ 

   倒壊した家屋の下敷きによる死者が  4％ など 

・発生地域別にみると以下のとおり。 

   新潟県（H18.2.23 17:30）25人の死者、市街地が3人、中山間地域が22人 

   山形県（H18.2.23 17:30）12人の死者、市街地が4人、中山間地域が8人 

   （市街地よりも中山間地域での発生が多い。） 

・雪による死者、負傷者を見ると、高齢者の致死率が高いことが指摘されている。 
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（２）平成１８年豪雪の雪の特徴と人的被害 

・平成１８年豪雪は各地の降雪状況から２０年ぶりの大雪となっている。 

・１２月上旬以降、日本海側の各地で暴風を伴った大雪に見舞われ、記録的な積

雪となり、例年に比べて雪の降り始めが早かった。 

・平成１８年豪雪の雪による死者を原因別でみると、屋根雪下ろし等・除雪作業

中の死者が３／４を占め、記録的な大雪により雪処理の作業が増大したことが

人的被害の増加をもたらしたものと考えられる。 

・この他、人的被害をもたらしたと考えられる要因は、地域によって状況が異な

ると考えられるが、例年に比べ雪の降り始めが早かったことによる準備不足や

不慣れ、連日の雪処理による疲労の蓄積、単独作業中の事故による発見の遅れ、

例年以上の大雪に対する注意不足などが挙げられる。 

 

・今冬は各地の降雪状況から２０年ぶりの大雪となっている。（気象庁により平成１８年豪

雪と命名） 
・今冬は１２月上旬以降、日本海側の各地で暴風を伴った大雪に見舞われ、記録的な積雪に

なっているが、例年に比べ雪の降り始めが早く、降雪量が多かった。 
・地域によっては準備不足のまま雪の時期を迎えたことも被害を大きくしたと考えられる。 
・雪による死者は１２月の中旬以降発生。 
・１回目の雪処理における不慣れな状況、例年雪下ろしなどの必要のない地域の久しぶりの

作業などがあったものと推察される。 
・地域によっては降雪後の気温上昇により、雪の単位体積重量が例年に比べて大きくなり、

雪処理の作業の負荷を大きくしたとの指摘もある。 
・記録的な大雪によって、地域によっては連日の雪下ろしなどの雪処理などの作業が発生し、

作業量や作業頻度の増加、疲労の蓄積によって事故の危険性が増加したものと考えられる。 
・記録的な大雪により地域によっては、まちなかの雪の捨て場が少なくなり、屋根の雪や家

屋周辺の雪の処理に伴う負担や危険性が増加したものと考えられる。 
・死に至るケースにおいて、単独で作業を行っていたものが多いという指摘があり、単独で

作業を行わなければ早めに発見され、死に至らずに済んだケースもあったと考えられる。 
・降雪は年による変動や地域による変動の大きく、大雪に対する注意不足などに起因する事

故も発生したものと考えられる。 
・雪による死者や負傷者はその年の雪の量や降り方によって変動が大きい。平成元年～平成

１１年までの少雪傾向時には被害者は 30人以内であったが、平成１２年、１３年に 50人

を超えており、雪の量の多い年に人的被害が多く発生している。（暦年） 
・雪による被害者に占める高齢者の率は年を追う毎に高くなる傾向にある。 
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○参考 
〈不慣れ〉 
・発生地域としては、例年雪による死者がいない鳥取県、山口県などで雪下ろし中に事故

に遭い、死に至るケースが発生している。例年、扱い慣れない量の雪に対する不慣れ

が事故の要因の一つとなっている。 
〈不注意〉 
・特別豪雪地帯など例年雪下ろしを行う地域などにおいても、軒下において落雪の下敷き

になるケースが多発している。雪を扱い慣れており、危険を熟知しているとされている

地域においても、「少しなら大丈夫だろう」、「回り道は面倒」などと考え、不注意によ

って事故に遭うケースが発生していると考えられる。 
〈単独作業〉 
・特別豪雪地帯など例年雪下ろしを行う地域などにおいても、雪に埋もれたことによる凍

死や窒息死により、事故の発生後何時間もたってから発見されるケースが発生してい

る。これらは単独で作業を行って事故に遭い、発見されずに死に至っているものであり、

早期に発見されれば死に至らないものも含まれると考えられ、複数で作業することの重

要性が示唆されている。 
〈疲労〉 
・特別豪雪地帯では、１２月中旬から一日に 30cm～60cm の降雪量を観測した日が続く

ことがあった。また、一部の地点では一日に１ｍ近い降雪量を観測したこともあった。

このため、家屋周辺の除雪はもちろんのこと、屋根の雪下ろしも１月末時点で平均４回

を超え、一冬分の雪下ろし回数に達している。毎日のように重い雪を扱う作業が続いた

ことによる疲労が重なっている。 
 

 
（※雪による死者の人数等については消防庁調べ） 

 
（３）住宅の状況と雪処理の負担感 

・平成１８年豪雪の雪による死者の原因をみると、屋根雪下ろし等・除雪作業中

が３／４を占めており、雪による事故の危険性は、個別の住宅が雪下ろしを必

要とするかなどの住宅の構造と密接な関係があると考えられる。 

 

・雪による死者の原因別では屋根雪降ろし等・除雪作業中の死者が 75％を占める。 
・克雪住宅の整備や住宅の克雪化は確実に進められており、特別豪雪地帯の新規着工に占め

る高床式住宅の割合は１割程度で推移している。 
・中山間地域の集落においては、住宅の更新頻度が一般に小さく、建設からの年数が一般地

域よりも長い傾向にある。 
・中山間地域の集落においても、住宅の克雪化の比率が高い場合は、雪下ろしの回数が比較

的少なく、その負担感も比較的小さくなっている。 



 
 
6

 
○参考 
〈集落の住宅の克雪化と雪処理の負担感〉 
・特別豪雪地帯のある集落では６０歳以上の占める割合が７７％であるものの、克雪住宅

の普及が６３％にまで達している集落がある。この集落では雪下ろし平均回数は０．７

回にとどまっており、克雪住宅の普及が雪下ろしの負担の軽減や危険性の低減に対し抜

本的で有効な手段であることが示されている。 
 

 
２－２ 雪下ろしなど雪処理の主体と担い手 

（１）雪処理の主体 

・屋根雪下ろしの主体は全世帯で見ると、自分または家族で行うケースが最も多

く、この他、業者に頼む、知人に頼むというケースが若干ある。 

・地域別に見ると、市街地から農山村部に行くほど、自分または家族で行うケー

スが増加する。 

・高齢世帯（高齢夫婦世帯と高齢単身世帯の合計）では、全世帯に比べて、業者

に頼む、知人に頼むというケースが多い。 

・高齢世帯においては、自分たちで行うケースもあり、高所における重作業を高

齢者自ら行い、結果として事故に繋がっている状況が伺える。 

・中山間地域の集落では過疎化、高齢化により雪下ろしなど雪処理の担い手自体

が高齢化している状況や、委託する業者がいないなど選択肢の狭さなどによ

り、自ら行わなければならない状況が伺える。 

 

・山形県による調査（H14.3）のうち、屋根の雪下ろしの調査結果は以下のとおり。 
  屋根の雪下ろしはどのようにおこなっているか。 

         全体 60-69  70-  市街地 郊外 農山村部 （単位％） 
自分または家族で 46.5   47.5   46.7   34.1   44.1   62.1 
知人に頼んで       3.6    5.1    5.5    4.1    5.9    2.1 
業者に頼んで       4.7    5.6    9.1    7.9    2.6    2.1 
積もらない        19.2   16.4   13.9   25.9   18.4   11.6 
住宅の構造上不要  14.9   16.9    9.1   14.4   15.8   15.4 
集合住宅で不要     3.0    0.6    0.6    4.1    4.6    0.7 

・新庄市の老人世帯における雪下ろしの主体は、人をやとった 41.9％、自分達で 38.7％、

子供 15.5％（複数回答可）となっており、自分で行う割合も４割近くに達している。 
・新庄市の例では後期高齢者も３割近くが自ら雪下ろしをしている。 
・市町村アンケートにおいて、市町村担当者が考える高齢者世帯等の屋根雪下ろしや除雪に

おける問題点として も多いものは、人手不足・団体不足が挙げられている。 
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（２）雪の降り方と雪処理の担い手 

・平成１８年豪雪においては、地域によっては、雪下ろしなど雪処理の需要が一

斉に発生し、委託すべき業者が不足するなど雪処理の担い手が確保できない状

況が発生した。 

・このような中、単独で作業をせざるを得ない状況が発生しており、事故が発生

した際に発見が遅れる結果を招いている。 

・雪下ろしなど雪処理に対する地域内における支え合いはもちろんのこと、より

広域的な支援が必要となっている。 

 

・中山間地域の集落の中には過疎化、高齢化によって雪処理の担い手自体が高齢化しており、

記録的な大雪によって、雪下ろしの支援の必要な世帯に手が回らない状況が生じている。 
・平成１８年豪雪においては、地域によっては、広域的な大雪のため雪下ろしの需要が一斉

に発生し、委託すべき業者などが不足し、担い手を確保出来ないなどの状況が発生した。 
・記録的な大雪により、雪処理の担い手が不足するなどにより、単独で作業を行わざるを得

ない状況が発生したものと考えられる。 
・地域によっては、自治体における要援護者世帯に対する雪下ろし等への独自の助成制度に

より、適宜、雪下ろし等への助成が活用されている。平成１８年豪雪においては、地域に

よっては、雪下ろし等の実施回数が大幅に増加した自治体もある。 
 

○参考 
〈業者の不足〉 
・新潟県南魚沼市などでも１２月に記録的な大雪となり、屋根の雪下ろしをしてくれる業

者の人手不足が深刻化し、２週間以上順番待ちをする状況があった。業者側も連日フル

稼働し、休日返上で作業をしているものの需要に応じきれない状況があった。このよう

な記録的な大雪においては、単独の市町村内や地域内だけでは対応しきれず、広域的な

対応が必要不可欠であることが示されている。 
〈独自の助成制度〉 
・豪雪地帯の市町村では、地域によっては自ら雪下ろしなど雪処理を行う事が困難な世帯

に対する除雪経費の経費助成、作業員の派遣、シルバー人材センターへの業務委託など

の独自の助成制度を設けている。 
  事例：新潟県津南町［要援護世帯除雪援助事業］  
      労力、経済的に自力で除雪が困難な要援護世帯に対して、屋根及び避難路の

除雪援助を行う。（上限３回、社会福祉協議会に委託） 
 

 



 
 
8

（３）関係機関による雪処理の支援、広域的応援 

・新潟県においては除雪広域応援要請により、消防職員、消防団員、建設業協会

から要援護世帯の除雪作業を実施し、広域的な支援が大きな力を発揮した。 

・自衛隊は災害派遣要請により、孤立予想世帯、高齢者世帯、緊急車両の通行確

保のための除排雪等を実施し、被害の予防、減災の大きな力となった。 

 

・新潟県においては除雪広域応援要請による派遣の実施は以下のとおり。 
  ○１２の市町の消防本部及び消防団から消防職員や消防団員など延べ 780名が十日町 
   市や津南町など６市町において、要援護者宅の除雪作業を実施。（2/7現在） 
  ○建設業協会への協力要請により延べ 294名が派遣されている。（2/7現在） 
  ○関係機関や建設業協会の除雪機械貸し出しによる広域的な応援も大きな力となった。 
・自衛隊の災害派遣は、長野県、新潟県、秋田県、北海道、群馬県、福島県の６道県からの

災害派遣要請により、孤立予想世帯、高齢者世帯、緊急車両の通行確保のための除排雪等

を実施している。 
・災害救助法の適用については、３月１６日までに、新潟県では県内の１１市町、長野県で

は県内の８市町村に適用した。（両県が、自力では除雪を行うことができない者に対する住

宅の除雪（屋根の雪下ろし等）など、救助を実施。） 
・市町村同士の協力については、災害時の応援協定に基づき雪のない地域の役所職員が雪国

の自治体に入り、公共施設や民家の除雪活動を行っている事例がある。 
 

（４）大雪に対するボランティアの支援 

・記録的な大雪によって、雪処理の担い手不足が深刻であるものの、熟練者のボ

ランティアが不足しており、経験のないボランティアについては、自治体によ

っては受け入れを行っていない自治体もあった。 

・新潟県が募集しているボランティアへの登録は県内外から千百人を超え、前年

度と比べ１．５倍となるなど、ボランティアへの参加希望は増加している。 

 

・記録的な大雪によって、雪処理の担い手不足が深刻。 
・一方で、熟練者のボランティアが不足しており、経験のないボランティアについては、自

治体によっては受け入れを行っていない自治体もある。 
・受け入れを行っている自治体であっても比較的安全な作業を行ってもらっている。 
・雪処理作業の特殊性は以下のとおり。 

・軽作業であっても、寒冷下での連続作業であるため、作業者に心疾患、脳疾患等が発

生するおそれがあること 
・落雪・落氷によるケガや生き埋め、落下による凍死、除雪機械等によるリスクがある

こと 
・このため、家屋の構造や周辺の地形等（水路や池など）の位置を熟知しておかなけれ

ばならないこと 
・家屋の損壊や他者への危険を及ぼさない作業を行うためには、ある程度の熟練が必要 
・流雪溝への排雪を行っている地域では作業時間が固定化されること 
・特に、屋根の雪下ろし作業の場合、ハシゴや屋根からの落下によるケガに注意が必要 
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・ 新潟県が募集しているボランティア（除雪ボランティア「スコップ」）への登録者数は以

下のとおり。 
 
       H14   H15  H16   H17 
  登録    54人  77人 800人  1184人  
  参加    なし   15人 157人  449人 
     
 ・ボランティアへの参加意欲を聞いたアンケートでは活動に関する関心や意欲は比較的多

いものの、実際に参加している人は比較的少なく、作業の特殊さや受入の難しさを裏付け

る結果となっている。 
 

 

３ 高齢者の冬期の生活空間と地域の状況 

３ー１ 集落などの状況 

（１）集落の孤立の状況 

・平成１８年豪雪により、新潟県津南町、長野県栄村において一般国道４０５号

が通行止めとなり、集落の孤立が発生した。この他にも臨時の通行止めなどで、

一時的に孤立した集落もあり、特に過疎化、高齢化の進む豪雪地帯の中山間地

域における、道路交通の確保、孤立した際の通信や物資供給、医療の確保など

が課題となっている。 

 

・平成１８年豪雪の記録的な大雪の影響で一般国道４０５号は、雪崩の発生、雪庇の形成な

どにより、道路が寸断された。 

・一般国道４０５号を唯一の生活道路としていた新潟県津南町、長野県栄村の１０集落１９

３世帯５０１人が孤立。 
・12/24～1/8は夜間（21時～7時）通行止め、1/8～1/13 は終日全面通行止め、1/13～関係

車両に限り時間を限定して通行、2/14～日中の通行止めを解除（7時～19時）といった道

路管理者による通行規制が行われている。 
・自衛隊の協力を得て雪庇処理作業の実施、専門家による調査など道路交通を確保するため

の対策が、通行車両の安全を確保するため警察の協力を得るなどして、通行規制を実施し

つつ講じられた。 
・栄村側では除雪車両の燃料が不足し、自衛隊のヘリコプターによる補給が行われた。津南

町側では持病のある高齢者を診察するため、医師が新潟県により派遣された。 
・集落の孤立、生活道路の通行止めにより、買い物、通院、通勤、通学など住民の日常生活

のあらゆる面について大きな影響が出た。 
・高齢者の世帯などにおいては、冬の間の食料が備蓄されているなど、雪に対する備えがな

されている世帯もあることが指摘されている。 
・４０５号以外にも雪崩や倒木の発生、またはこれらの発生の可能性などのため、臨時通行



 
 

10

止めが発生しており、特に高齢化、過疎化の進行している中山間地域の集落において、道

路交通や通信手段の確保が課題となっている。 
 

（２）雪崩 

・この豪雪により、雪崩も多数発生しており、道路交通の阻害や、集落雪崩によ

る住家の損壊を引き起こしており、総合的な雪崩対策の重要性が改めて示され

た。 

 

・平成１８年豪雪による雪崩は９２件（3/16現在）発生しており、このうち集落雪崩（住家

周辺の雪崩）も２８件発生している。 
・国道や県道において発生する雪崩は、通行車両を巻き込み人的被害となる場合もあり、さ

らに通行規制による社会的影響も大きい。 
・集落雪崩については近年の少雪傾向により、報告件数は少数で推移していたものの、平成

１８年豪雪においては住家、倉庫などの損壊や、一時避難などを余儀なくされた地域もあ

り、被害や影響が大きくなっている。 

 

３－２ 冬期歩行空間、生活空間の状況 

（１）冬期歩行空間の状況 

・記録的な大雪により地域によっては、歩道の確保が間に合わず車道の通行を余

儀なくされ、流雪溝の整備等効果的に雪を減らすための施設や仕組みの導入の

重要性が改めて示された。 

 

・記録的な大雪により地域によっては、まちなかにおいても通学路などをはじめとして歩道

の除雪が遅れ、かろうじて確保された車道を歩行者が通行することを余儀なくされた。 
・記録的な大雪により地域によっては、歩道の一部が堆雪スペースとなるなどの影響で、著

しく幅が狭まったり、積み上げられた雪の山の上を通行したり、場合によっては歩行が困

難となるなどの状況が発生した。 
・例年の冬期間においては、歩行空間における雪国特有のバリアの課題が存在するが、記録

的な大雪の影響で地域によっては、課題が一層顕著に現れている。 
 

（２）冬期生活空間の状況 

・平成１８年豪雪においては、地域によっては、個別世帯の屋根の雪や敷地内に

降り積もった雪の堆積場所の不足、これらの雪を捨てるための雪捨て場が恒常

的に不足する状況が発生した。 

・流雪溝、融雪溝など雪を減らす施設や、これらに下水道を利用した施設などは、

雪捨て場の不足に対して有効な手段であることが示された。 

・雪に強い住宅市街地や集落の形成は雪による事故や負担の軽減を図るため、有

効な手段であることが改めて示された。 
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・敷地内の雪と道路の雪を町内会と市町村が協働で運搬排雪するような、住民と行政のパー

トナーシップによる雪処理が行われている地域においては他の地域と比べて雪の量が少な

い状況があった。 
・流雪溝や融雪漕など、まちなかから雪を減らす施設のある地域においては、住民と行政と

の協働により、相対的に地域の雪の量を少なくすること成功している。ただし、これらの

施設を用いて雪処理の作業をする担い手の不足や高齢化なども指摘されている。 
・克雪住宅の導入や既設住宅の克雪化による雪に強い住宅市街地や集落の形成は、生活空間

を確保するための雪下ろしをはじめとする雪処理の作業を大幅に軽減するとともに、雪に

よる事故や負担軽減を図るため、非常に有効な手段であることが改めて示された。 
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Ⅱ．豪雪地帯において実施すべき高齢者の安全安心対策 

 

１ 雪に強いまちづくり・地域づくり 

１－１ 雪に強いまちづくり 

（１）雪に強いまちづくり 

・高齢者の安全安心対策を図る上で、基礎的基盤となる市街地や道路の整備など

による雪に強いまちづくりは、高齢者が安全、快適に利用できる歩行空間の確

保、雪処理にともなう危険や負担を軽減する上で極めて重要であり、これらを

引き続き推進すべきである。 

 

・抜本的な対策としての広幅員道路の整備、電線の地中化、雪捨て場の創出などの都市構造

における対応や、消融雪施設、流雪溝などの雪の総量を減らす施設の整備による対応は、

これまで着実に充実が図られてきているものの、十分ではなく一層の整備が必要である。 
・地域内の雪の移動を 小限にすること、まちなかのスペースの有効利用、住民や企業等と

市町村の協働による除排雪、雪処理におけるマナーの確保などを含め、円滑な雪の処理と

安全安心を確保するため、住民、企業、行政などのパートナーシップ、適切な役割分担が

一層必要とされており、各種の制度、相互理解、協働の構築などのソフト対策を引き続き

進める必要がある。 
・雪処理などの作業において、雪捨て場の確保は作業の危険性や負担を減少させる重要な要

素であるため、住宅市街地やその近傍の空き地の利用、河川敷の利用について柔軟に進め

ることが必要である。 
・市町村の中には、長期計画、都市マス、住宅マス、雪みち計画、冬期バリアフリー計画な

どの他に、独自の条例や計画を策定し、克雪対策やパートナーシップを位置づけていると

ころがある。これらは独自の克雪対策を総合的、体系的に進める有効な手段であるため、

平成１８年豪雪の状況や、今後、過疎化、高齢化が一層進行することを踏まえ、条例や計

画の策定、見直しを必要に応じて進めるべきである。 
 

（２）冬期歩行空間の確保 

・人々が多く集まる駅周辺、中心市街地や通学路等においては、だれもが安全で

快適な冬期における歩行が可能となるように、歩道除雪の充実、消融雪施設、

流雪溝、堆雪幅の確保等の対策を推進すべきである。 

 

・雪国では、積雪によって歩行者空間が狭められる、あるいは、路面の凍結によって、転倒

の危険性が増すなど冬期特有のバリアが存在する。このため、駅周辺や 中心市街地等で歩

行者の多い地区において、横断歩道周辺の雪対策、スロープの凍結対策、堆雪幅の確保、

バス停周辺の雪対策等を引き続き、重点的に実施すべきである。 
・特に雪の多い地域においては、堆雪場所が満杯になるなど雪捨て場の不足が課題となるた

め、消融雪施設、流雪溝など雪の量を減らす施設の導入が有効である。地域の条件やコス

トなどを勘案しつつ適切に導入することが必要である。 
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（３）下水道による雪対策 

・下水道では、冬期でも10度から15度の水温を持つ下水再生水の消雪用水等と

しての活用や、下水道の雨水渠等を活用した消融雪施設等の設置による雪対策

を行うことが可能であり、これらの対策により、市街地・住宅地における地域

住民の除排雪に係る負担軽減、歩行者空間の確保、堆雪による交通障害の排除、

効率的な排雪処理対策の実施など図ることが可能であることから、下水道施設

等を活用した雪対策による積雪期の安全確保を引き続き推進し、取り組みの拡

大を進めるべきである。 

 

・ 家屋周辺の雪処理については、消融雪施設、流雪溝、下水道施設を活用した流雪施設、融

雪漕などの活用によってまちなかの雪の総量を減らし、積雪対策に係るコストを削減する

ことで、通常時のみならず大雪時においても、負担の軽減や事故の可能性を減ずることに

繋がるため、これらを推進する必要がある。 
・ 特に、下水を処理して得られる下水再生水は冬期でも 10 度から 15 度の水温をもってお

り、流量が安定していること、流雪溝では河川水などに比べて詰まりにくいことや、融雪

槽に利用可能である地下水等の保全が可能などの利点が多く、その活用を積極的に進める

べきである。また、下水道の汚水渠、雨水渠等を活用することにより、導入コストの低減

を図ることが可能であるなどのメリットもある。 
 

（４）克雪住宅の普及、既存住宅の克雪化 

・高齢化の進行を踏まえ、屋根雪下ろしなどの雪処理における危険と負担を軽減

するため、既存住宅の克雪化を含めた、克雪住宅の普及促進を進め、雪に強い

住宅市街地の形成を進めるべきである。 

 

・高齢者世帯の住宅の克雪化にあたっては、少雪年では必要性が相対的に低かったこと、雪

下ろし費用と比べて、初期投資、ランニングコストのトータルコストが高いこと、世代間

で住み続けることの不確実性などの点から、一般世帯と比較して抵抗感が大きいと考えら

れる。また、一般の世帯よりも克雪化が遅れているとの指摘もある。平成１８年豪雪の実

状などを踏まえ、豪雪地帯の高齢者の安定的な住まい方について検討する必要がある。 
・克雪住宅の普及や既存住宅の克雪化を促進するため、効率化、簡便化、コスト縮減、安全

性確保などの課題に対応した克雪住宅の普及促進に積極的に取り組む必要がある。 
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１－２ 雪に強い地域づくり 

（１）冬期道路交通・海上交通等の確保 

・中山間地域は高齢者の比率が高い集落が多く、集落の孤立による地域住民の生

活に与える影響は大きい。これを回避するため、冬期の道路交通の確保を推進

すべきである。 

・離島地域はもとより、半島等沿岸域の、陸上輸送路が限られ海上輸送が有効な

地域については、陸路が寸断された場合における海上輸送の確保を推進すべき

である。 

 

・孤立集落の解消、日常物資の供給、医療機会の提供など基礎的な生活条件を確保するため、

特に迂回路のない生命線道路について安定した冬期の道路交通の確保を図るべきである。 
・冬期間の道路交通の確保のため、道路の除雪と雪に強い道路の整備等が必要不可欠であり、

著しい積雪、雪崩、吹雪、吹きだまり、視程障害等の事象に対し、除雪、防雪、凍雪害防

止等の対策が引き続き必要である。 
・離島地域は言うまでもなく、半島等沿岸域の、陸上輸送路が限られ、海上輸送が有効な沿

岸地域においては、陸上交通のみならず、海上輸送による代替輸送を確保する等の対策を

行うことが必要である。また、そのために必要な施設の確保を図る必要がある。 

・記録的な大雪や地域的な豪雪があった場合、今後も一時的な孤立が発生することが考えら

れる。早期の道路交通の復旧のための各種対策を迅速に進めることが必要である。 
 

 

（２）孤立集落への物資供給、孤立に強い集落づくり 

・孤立集落の発生時においては、適切な救助、避難、物資供給を行うことが想定

されるため、各地方公共団体においては、周辺地方公共団体との協力関係の構

築を進めることが必要である。 

・孤立の可能性のある集落においては、孤立しても住民が支え合い生き延びるこ

とができるよう、備蓄の推進等を通じ、地域防災力を強化することが必要であ

る。 

 

・孤立した集落に対して、海上交通の利用、ヘリコプター等による住民の救出、アクセス道

路の復旧までの集落への物資供給を行うことが想定される。実際の救助、避難、物資供給

に備えて、ヘリコプターの夜間運用・情報収集能力の充実を図る。 
・雪国の安全安心な暮らしに対応し、食料品の備蓄、暖房や除雪機械のための燃料の備蓄が

必要である。また、医薬品、救助用器具など、集落内で 低限の応急措置がとれるための

備蓄も進めておく必要がある。 
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（３）雪崩対策 

・集落の保護を目的とする雪崩防止工事や、雪崩監視装置、警戒避難体制の整備

等ソフト対策を実施し、雪崩被害から人命を保護する体制強化を進めることが

必要である。 

 

・雪崩による災害から人命を保護するための雪崩防止施設の整備のみならず、警戒・避難態

勢の整備等のソフト対策を行う必要がある。このため、雪崩が頻発する地域において、被

害想定区域のゾーニングや雪崩監視装置の設置等ソフトな対策の実施体制を強化を進める

必要がある。 
 

（４）冬期居住施設 

・高齢者が安定して住み慣れた土地に住み続けるにあたって、冬期間の雪処理や

生活に不安のある高齢者が冬期間だけ移住をすることも一つの選択肢として

有効であり、高齢者の意向などを踏まえた冬期居住施設の整備を進めることが

必要となっている。 

 

・冬期居住施設は、入居した高齢者の冬期間に積雪の中で過ごすことの生活の不安が和らげ

られるとともに、都市的なサービスの近傍に居住できること、医療機関などが近くになる

ことから安心できるなどのメリットがある。 

・冬期居住施設については、生活支援ハウスなどにおいて、冬期間だけ居住する例がみられ

るものの、その数は決して多くはない。必要に応じて、冬期居住施設の整備を進めること

が重要である。 

・記録的な大雪により中山間地域の集落において、安全安心の確保が難しい場合には冬期居

住施設による対応を進める必要があるが、その導入にあたっては冬期居住に関する本人の

意向が前提となり、この他、自宅の雪処理方法、地域コミュニティの継続性など様々な面

から検討をする必要がある。 

・このため、高齢者の冬期間だけの移住については、その地域に暮らす高齢者や地域の住民

などが参加しつつ、雪のない季節から地域においてじっくりと検討を進める必要がある。

更に、その推進に向けて支援策の検討をする必要がある。 

・大雪時に一時避難所として活用できる施設について、既存ストックの活用、夏期における

有効活用などを含め、多様な視点からその可能性について検討を進めることが必要である。 
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（５）雪に強い集落の形成 

・中山間地域の集落については、住宅の克雪化の進んでいない集落があり、過疎

化、高齢化が進む中、雪下ろしなどの雪処理の担い手不足や、大雪に対する防

災力の低下が進むものと考えられ、克雪住宅の普及や既設住宅の克雪化など強

い集落の形成が必要である。 

 

・抜本的な対策として、個別の住宅において克雪住宅の普及や既存住宅の克雪化を進めるべ

きである。 
・中山間地域の集落においては、住宅の更新頻度が一般に小さい傾向にあるものの、既存住

宅の克雪化により、現状の負担や事故の危険性を減少させることは可能であり、落雪屋根

への変更や融雪装置の設置などが有効であると考えられる。地域条件、気象条件など地域

の状況に適合した克雪化手法の採用が肝要である。 
・住み続けることを可能とする手法について、個別住宅の克雪化のみならず、集合住宅の導

入も含めた様々な住まい方について、高齢者や地域の住民の参加した中で、平成１８年豪

雪の経験も踏まえながら検討を進める必要がある。 
・団塊の世代をはじめ、今後新たに住むことが期待される人々や、そういった人々を呼び込

むことを想定し、雪に強い集合住宅なども今後検討する必要がある。 
・地域外の人々との普段からの交流により、住み継いでいけるような地域づくりを考えてい

くことが必要である。 
・国、道府県は雪に強い集落の形成に資するハード、ソフトに渡る先導的な取り組みに対し、

支援策を講じるべきである。 
 

１－３新技術の開発、普及 

・消融雪施設、流雪溝、住宅の克雪化など、雪に強いまちづくり、地域づくりを

進めるための新技術の開発や普及を引き続き進める必要がある。 

 

・無散水の消融雪施設に対する潜在的なニーズは高く、初期コスト、ランニングコストの低

減が課題となっている。自然エネルギーの活用も試験的に着手されているものの、効率性

や初期コストの点で課題があり、一層の技術開発が必要である。 
・流雪溝の整備は雪の総量を減らす有効な手段であり、一層の普及が必要である。下水の温

度の高さを有効利用した流雪溝や、既存の排水路の活用などコストを抑えた施設の整備が

一部で進められており、今後、より一層の普及促進方策を講じる必要がある。 
・ 屋根雪処理に関する技術は、民間主導で研究開発が進められており、商品化もされている。

融雪するタイプのものが確実性は高いものの、ランニングコストが高く、コストの低減が

課題となっており、一層の技術開発が必要である。 
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２ 雪処理の担い手の確保 

２－１ 雪処理の担い手 

（１）個人の対応と地域の対応 

・個人の家屋および家屋周辺の雪処理については、個人またはその近親者の責任

において行うことが原則である。 

・しかし、大雪時には高齢者世帯などでは個人の能力を超えた量の降雪となるこ

と、さらに地域全体が大雪に見舞われることにより近隣に雪処理の担い手が見

つからなかったり、後回しになったりする状況が発生し、災害の拡大に繋がる

ため、地域の住民組織、市町村、道府県、国などが状況に応じて連携し、適切

な対応をとる必要がある。 

 

・個人の家屋および家屋周辺の雪処理については、個人またはその近親者の責任において行

うことが原則である。しかし、大雪時には高齢者世帯などでは個人の能力を超えた量の降

雪となること、さらに地域全体が大雪に見舞われることにより近隣に雪処理の担い手が見

つからなかったり、後回しになったりする状況が発生する。 
・これらの傾向は地域の過疎化、高齢化の進行が著しい中山間地域においてより顕著に現れ

ており、大雪時には地域全体として雪処理の担い手が不足する状況が発生するため、広域

的支援や行政による支援の必要性が高くなる。この場合、個人では対応が難しくなるため

住民組織、地域コミュニティによる対応が必要となる。 
・平年時から大雪を想定した地域住民による体制の充実や、支援のための仕組みづくりが必

要である。 
 

２－２ 住民組織、地域のコミュニティ 

（１）住民組織、地域のコミュニティの対応 

・冬期における自主的な防災活動や防災意識の高揚など、地域コミュニティによ

る防災力の向上が必要である。 

 

・今後、高齢者にとっては顔の見える範囲であり、対象者に も近いものとして、住民組織

や地域のコミュニティによる対応の必要性がより高まるものと考えられる。 
・また、より広い範囲からの支援、派遣などの対応や末端における受け皿の機能が期待され、

これら組織の構築や充実が期待される。 
・町内会が直営で行う場合、その他の既存組織が行う場合、新組織が結成される場合などが

想定されるが、対象者の把握や人材の確保に対して、町内会や社会福祉協議会の協力・支

援があることが望ましい。 
・冬期における自主的な防災活動や防災意識の高揚など、地域コミュニティによる防災力の

向上が必要である。 
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○参考 

  地域コミュニティの連携のあり方や実施のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 関係機関の連携 

（１）地方公共団体 

・地方公共団体は、地域防災を担う上で、地域と密接な関係を持ちつつ、関係機

関と連携しながら地域防災を進める主体であり、豪雪においてもその役割は大

きい。 

・大雪によって孤立する可能性のある集落、被災リスクの高い者、要援護世帯な

ど支援が必要な世帯を事前に把握しておくなど、あらかじめ準備をしておくこ

とが必要である。 

・大雪時には雪国の広い範囲において雪処理の担い手が不足するため、雪の少な

い地域や都市との地域間の支援体制、協力体制の確立が一層必要となってい

る。 

 

・地域によっては要援護世帯など雪処理の支援が必要な世帯に対する費用の支援、担い手の

紹介などのサービスの確保を実施しており、引き続きこれらの確保が重要である。 
・雪下ろし費用に対する国の支援については、豪雪により多大な被害を受けた地方公共団体

の資金需要に対し実施されており、引き続き適切に実施する必要がある。 
・大雪によって孤立する可能性のある集落、被災リスクの高い者、要援護世帯など支援が必

要な世帯かなどを事前に把握しておくなど、準備をしておくことが必要である。 
・大雪時には雪国の広い範囲において雪処理の担い手が不足するため、雪の少ない地域や都

  （備考） １出典 山形県資料 地区住民が共同して除排雪作業を実施している地区（集落）等についてアンケート調査（平成１８年２月調査）

        を行い、モデル事例をもとに、地域コミュニティの連携のあり方や実施のポイント等をまとめた。 
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市との地域間の支援体制、協力体制の確立が一層必要となっている。 
・雪のない地域や都市との相互理解による防災協定の締結など地域的な関係構築が必要とな

っている。 
・災害救助法の適用により、短期間の異常な降雪及び積雪による住家の倒壊又はその危険性

の増大などに対して救助を実施することが可能であり、今後とも適切な適用が必要である。 
・豪雪対策本部などの本部体制による対応によって、通常体制より迅速かつ総合的な対応が

可能となるため適宜、適切な体制の構築が引き続き必要である。 
 

 
（２）消防本部、消防団の広域的応援 

・地域の消防職員、消防団は豪雪においても、被害の予防や救助をはじめとする

各種の防災活動の主要な担い手であり、今後ともその役割は大きい。 

・市町村の協力要請に基づく消防本部、消防団の広域的な応援については、地域

内の雪処理の担い手不足を緩和するための有効な手段であるため、一層の推進

が期待される。 

 

・要支援世帯について市町村からの要請をとりまとめ、必要な人員や除雪機械を把握すると

ともに、これに対応できる消防本部、消防団、建設業協会、関係行政機関に対して応援要

請するなど、広域的な応援をする際の道府県の役割は大きい。今後一層の役割の強化や事

前準備、早期着手などが期待される。 
・消防本部、消防団はその地域の各種の防災活動の主要な担い手であり、他の地域の支援に

赴くについては災害の発生が前提となる。消防職員や消防団員がボランティアとして他市

町村の支援に参加しているケースもあり、豪雪による災害や災害の発生が予測される場合

においてスムーズに広域的な支援体制を構築するための普段からの連携が必要である。 
 

（３）自衛隊の災害派遣 

・自衛隊の災害派遣は県知事からの災害派遣要請によってなされるが、緊急車両

の通行確保のための除排雪、孤立予想世帯・高齢者世帯の除排雪に対し、迅速

で確実な実施に大きな力を発揮しており、その役割は大きい。 

・自衛隊が行う雪処理について、今後とも地方自治体等関係機関と連携して迅速

かつ効率的な作業を行うことが期待される。 

 

・自衛隊の災害派遣は知事からの災害派遣要請によってなされるが、緊急車両の通行確保の

ための除排雪、孤立予想世帯・高齢者世帯の除排雪に対し、迅速で確実な実施に大きな力

を発揮している。自己完結型の活動が可能であるため、受け皿の負担が少なく、機動的で

実効性のある活動を実施している。今後の豪雪に対しても、その活動が大いに期待される。 
・自衛隊が行う雪処理について、今後とも地方自治体等関係機関と連携して迅速かつ効率的

な作業を行うことが期待される。 
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（４）その他 

・大雪の予報やそれまでの積雪の状況などにより、雪処理の支援に対する広域的

な支援体制の構築や調整、準備などを早めに着手することが必要である。 

・関係機関の連携や広域的な応援については、大雪になってから準備するのでは

なく、普段からの関係構築が必要である。 

 

・大雪は予報などにより事前にある程度把握できること、雪下ろしなどの雪処理の作業はあ

る程度の積雪となってから始めることなどの理由により、前もって準備することが可能で

ある。関係機関の連携や広域的な応援など体制づくり、準備の早めの対応が必要である。 
・大雪となる過程においては、被害の広がりや社会に与える影響などが現れる前に積雪が増

加し続けるなどの事態が進行する。災害であるとの認識がないと豪雪対策本部の設置がな

されないという実態はあるものの、被害が出はじめてからは関係機関が多忙を極めるとい

う状況もあり、早めに広域的な支援の準備を始めるなどの配慮をすることが必要である。 
 

２－４ ボランティア活動環境の整備 

（１）ボランティアの受け皿の強化 

・雪処理に対してはボランティアによる支援も有効であり、特に中山間地域にお

いては、地域外からの力を必要とすることが考えられるため、市町村において

はボランティアが力を十分発揮するための受け皿の強化が必要である。 

 

・ 雪処理に対してはボランティアによる支援も有効であり、特に中山間地域においては、地

域外からの力を必要とすることが考えられるため、ボランティアが力を十分発揮するため

の受け皿の強化が必要である。また。その際には、雪処理が寒冷下での作業であり、不慮

の死亡の可能性もあることなどの特殊性に十分な配慮が必要である。 
・災害が起こった場合、被災地の社会福祉協議会等が役割分担を進め、相互に負担を軽くし

ながら、協働して災害救援ボランティア活動を行う必要がある。その際には、被災地の社

会福祉協議会等の職員規模やスキル等にも十分に留意し、適切なサポート体制を敷くこと

が重要である。 
・近年は災害ボランティアセンターが設置される等、近隣だけでなく遠くからの支援を受け

る体制も整いつつあるなど、外部の力と円滑に連携し協働することが重要である。そのた

めにも、地域に根ざしたコーディネーターの育成が必要である。 
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（２）雪処理作業の特性を踏まえたボランティア活動環境の整備 

・雪処理は、作業自体が重労働であること、経験や技術が必要で危険を伴うこと、

私有財産である家屋の上や周辺で行うこと、寒冷下の作業であることなどの特

性があり十分配慮する必要があるため、これらの周知、訓練、指導するために

関係者が連携して、安全で実効性のある雪処理ボランティアの活動環境の整備

を行う必要がある。 

 

・ 屋根雪下ろしをはじめとする雪処理は、作業自体が重労働であること、危険を伴うことや、

経験や技術が必要なこと、私有財産の周辺で行うことなどの特性があり十分配慮する必要

があるため、これらの周知、訓練、指導などの体制整備が必要である。 
・ 雪処理は、寒冷下での作業であり、心不全等による不慮の死亡の可能性も高まることなど

の特性に十分に配慮し、労働安全衛生管理の観点も踏まえ、関係者が連携して、安全で実

効性のある雪処理ボランティアの活動環境の整備を行う必要がある。 
・ 雪処理を行う人（ボランティアを含む）のスキルアップ、不安なく依頼できる状況を作る

ことなどが必要であり、除雪を行う人の認定や資格を設けることの必要性について指摘さ

れており、これについての検討が必要である。 
・ ボランティアは一方向の施しではなく、双方向的な交流による地域の理解にも繋がる。こ

のため、普段からの交流によるスキルアップとオープンな関係作りの促進が必要である。 
・ これまでの災害の被災地とその周辺地域では防災意識が高まっており、それらの地域にお

いて組織されている任意団体やＮＰＯなどとタイアップしながら、コーディネーターの養

成に向けた取り組み等が必要である。 
 

○参考 
ボランティア広域的展開の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

沢内村スノーバスターズ 

（岩手県西和賀町（旧・沢内村）） 
内容： 
 村内に居宅する１人暮らし高齢者などの居宅及び居宅周辺の雪

かきをする。 
経緯： 
 平成２年に青年会活動として高齢者住宅の雪かきが開始 
 平成５年に沢内村を含む５町村がスノーバスターズを結成 
 平成１４年度までに１５市町村が岩手県スノーバスターズ 
 連絡会に登録 
特徴： 
 旧・沢内村内のボランティアは約２００名であるが、広域的に

 展開することにより、村外からも１４０名が参加している。中

 学生、高校生などの参加が増えており教育現場にもなってい 
 る。 
 民生委員に依頼し、雪かきの必要な世帯を調査 
 し、郵便配達員などから地域の積雪情報を提供してもらうな 
 ど、きめ細かに対応している。 
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３ 注意喚起など 

（１）注意喚起 

・雪下ろしをはじめとする雪処理には多くの危険が伴うため、これらをあらかじ

め周知し、シーズンはじめの不慣れや、被害に遭わないポイントなどについて

呼びかけるなど、被害を回避するための事前の注意喚起が必要である。 

 

・雪下ろしをはじめとする雪処理には多くの危険が伴うため、これらをあらかじめ周知し、

シーズンはじめの不慣れや、被害に遭わないポイントなどについて呼びかけるなど、被害

を回避するための事前の注意喚起が必要である。 
・大雪は予報などにより事前にある程度把握できること、雪下ろしなどの雪処理の作業はあ

る程度の積雪となってから始めることなどの理由により、前もってどのような点に注意す

べきかを注意喚起することは十分に可能である。適切なタイミングで、新聞、テレビ、ラ

ジオなどのマスメディアにより注意喚起することが必要である。 
・大雪は年による変動、地域による変動が大きく、特に平年はそれほどの被害とならない地

域においても、例年とどこが違うのか、どのような点に注意すべきかなどを分かりやすく

注意喚起することが必要である。 
 
 
 
 

（２）雪について学ぶ、備えの実践 

・近年、少雪傾向の続いた地域においては、大雪に対する地域防災力の維持が課

題となっており、大雪時に出現する様々な事象や、雪国の暮らしについて学ぶ

「学雪」の必要性が高まっている。 

 

・近年、少雪傾向の続いた地域においては、大雪に対する地域防災力の維持が課題となって

おり、大雪時に出現する様々な事象や、雪国の暮らしについて学ぶ「学雪」の必要性が高

まっている。 
・雪による被害を軽減する「備え」の実践が必要であり、自助、共助、公助のそれぞれを充

実しつつ連携する必要があるため、雪国の住民の防災意識、地域コミュニティの防災力の

向上のための国民運動の展開が必要である。 
 
 
 
 
 


