
令和３年度第１回 旭川市雪対策審議会 会議録

１ 開催日時 令和３年４月２６日（月） １８：３０～２１：００

２ 開催場所 旭川市役所総合庁舎 議会棟第２委員会室 （旭川市６条通９丁目）

３ 出 席 者 【委 員】１４名
阿部委員，飯野委員，井上委員，遠藤委員，大野委員，奥平委員，葛西委員，田中委員，
谷委員，堤委員，冨樫委員，平島委員，三原委員，若栗委員
【事務局】 ７名
幾原雪対策担当部長
（土木事業所）澤渡所長
（雪対策課）時田課長，高垣課長補佐，熊澤課長補佐，伊藤課長補佐，鈴木主査

４ 欠 席 者 【委 員】 １名
中田委員

５ 傍聴者等 傍聴者１名，報道記者２名

６ 議 題 （１）令和2年度旭川市雪対策基本計画アクションプログラムの取組の実施状況報告について
（２）地区総合除雪業務アンケート結果について
（３）旭川市雪対策基本計画見直しに向けた検討事項について

７ 資 料 次第
資料１ 雪対策基本計画アクションプログラム実施状況報告
資料２ 地区総合除雪業務アンケート結果
資料３ 旭川市雪対策基本計画見直しに向けた検討事項（個別資料３－１～１１あり）
資料４ 旭川除排雪業者ネットワーク協議会の変遷及び最近の活動
資料５ 除排雪に係る広報実績（令和2年度）
追加資料１ 地区統合について
追加資料２ 除雪車両更新計画について
追加資料３ 圧雪管理基準の見直しイメージ

８ 会議録（要点） 別紙のとおり

９ そ の 他
開会に先立ち，新たに審議会委員に就任された冨樫委員及び三原委員に対し，雪対策担当部長より委嘱状を
交付。



別紙

会議録（要点）

１ 事務局から報告
本日の出席委員数が過半数を超えており本審議会が成立していること，本日の審議会も公開かつ傍聴できる
こととしており，傍聴者の定員を５名としていること，本日の傍聴者数が1名であること及び前回審議会の会
議録配布について事務局から報告。
また，人事異動や役員改選等により新たに委員となった方及び事務局職員について，自己紹介を行った。

２ 開会
ただ今から令和３年度第１回雪対策審議会を開会する。
なお，議題審議に入る前に，前回の審議会で委員から提案のあった事項について，提案委員から資料４に基
づき説明を受けるとともに，同様に委員から依頼のあった事項については，事務局から資料５に基づき説明を
し，ともに質問等はなかった。

３ 議題（１）～（３）
会長の進行のもと，議題（１）から（３）までについて，資料１～３に基づき，一括して事務局から説明を受
けた後，雪対策基本計画の見直しに向けた方向性を資料３－１～１１に基づき個別に審議することとした。
なお，事務局からの一括説明に係る質問等はなし。
また，個別審議に係わる議事進行は次のとおりとし，各資料の説明とあわせて本市庁内で組織する雪対策推
進庁内連絡会議での主な意見も補足説明した。

＜地区統合の拡大について（資料３－１）＞
【事務局】
※資料３－１及び追加資料１に基づき説明。
【会長】
口頭で説明があった地区の細分化というのはどういうことか。
【事務局】
地区の統合化の比較対象となる案で，現在，統合地区も含め４３社が７地区に分かれて業務を行っているが，
４３社の担当地区以上に細分化して各々業務を履行するイメージ。考えられる効果としては，各担当地区が細
分化されるので，各々の管理地区が小さくなり，単純に考えると管理しやすくなると考えられるものだが，一
方で，地区間の除雪対応の統一など管理体制がこれまで以上に煩雑になり，除雪センターの箇所の増加や事業
費の増加，また，担い手不足という現状においては，１社あるいは少ない企業での対応となると，相互に補完
し合う体制は難しいなど，安定した除排雪体制の確保という面では課題がある体制ではないかと考えている。
【委員】
地区の統合について，どことどこを統合するといった予定や案はあるのか。
【事務局】
現時点では，具体的にどことどこをと言える状況ではない。
審議会での審議や除雪連絡協議会での意見交換等を経て，具体的な統合案を決定していく流れと考えている。
【委員】
令和２年度の試行統合でどのようなメリットがあったか。



【事務局】
一番な大きなメリットとしては，円滑な応援体制に資することができたことである。
ただ，課題も認識しており，管理エリアの拡大に伴い中央センターに業務が集中したことだが，これは支所
センターとの間の業務のルール化等によって，解決可能な課題と考えている。
【会長】
他に意見等もないことから，統合地区の拡大に向けて検討を進めていくという方向性でよろしいか。
【委員】
※了承

＜貸与車両の増車について（資料３－２）＞
【事務局】
※資料３－２及び追加資料２に基づき説明。
【会長】
貸与車両を今後も増車していくのか，増車せずに車両の更新に留めるのかというところだが，意見等ありま
せんか。
【委員】
必要な車両は各除雪企業の状況によって異なる。また，１台４～５千万円もする高額な機械を購入できる余
力のある企業もないと考える。
本当に必要な車種・台数を各企業に確認しながら貸与車両を増車する必要がある。
【会長】
除雪企業が必要とする車両を増車していく方向性でよろしいか。
【委員】
※了承

＜圧雪管理基準３０センチの見直し（出動基準の見直し）について（資料３－３）＞
【事務局】
※資料３－３及び追加資料３に基づき説明。
【会長】
非常に難しい方向性の審議となる。ザクザク路面解消のためには路面のめくり上げが必要となり，さらなる
排雪作業も発生する。コストの増加に繋がるが，そもそも今まで以上に排雪作業ができるのかといった問題も
ある。もう一つの考えとしては，ザクザク路面は一時的なものでしかないことから，これまでの圧雪管理基準
を維持するという方法もある。
難しい判断となるが，意見等ありませんか。
【委員】
ザクザク路面の解消には，路面が出るぐらい除雪し，雪を全て道路脇等に積み上げる必要があるが，これに
は必ず排雪作業がついてくるものである。なぜ国道や道道がザクザク路面にならないかというと，頻繁に排雪
しているからであるが，では生活道路でそれが出来るかというと，コスト面で難しいと思う。
ザクザク路面は，特定の地区に限って発生するものではなく，全市的に発生する。そのため，除雪企業が一
斉に路面整正等で出動するため，排雪作業には車両的にも人員的にも対応できない状況である。
この件に関しては，住民・業者・行政の３者が，どの程度妥協，我慢しながら，こういう状態をしのいで行
くかだと思う。基準を見直すことは当然必要だが，皆さんと一緒に基準作りをしていってはどうか。



【委員】
ザクザク路面になった場合の一番の問題は，車がスタックすることである。
圧雪管理基準の厚さを３０センチより下げて，例えば１０センチにするとか，１５センチなら１５センチに
するとかして，ザクザク路面になっても車が通行できるぐらいの厚さにしてはどうか。
その場合の雪の積み上げ場所は交差点になると思うが，市では町内会等に対し，タイヤショベルやダンプト
ラックの貸出をしている。これを利用して，町内の見通しの悪くなった交差点の改善に繋げてはどうか。
【会長】
現在の圧雪管理を継続していくのか，路面のめくり上げや圧雪厚など圧雪管理を見直すのか，２者択一には
難しい問題である。体制的な問題もあることから，効率性，経済性，費用対効果も含めて検討していくという
方向性でよろしいか。
【委員】
※了承

＜新たな交差点の雪処理方法について（資料３－４）＞
【事務局】
※資料３－４に基づき説明。
【会長】
交差点の雪処理については，様々な課題から現状の維持に努めるのか，更なる交差点の雪処理を進めるのか，
また，もう一つの方向性として，特に危険な交差点に限定して強化する方向の３種類かと思うが，意見等あり
ませんか。
【委員】
車の運転者は信号や一時停止に関係なく，見通しの悪い所は安全確認しながら運転することが基本である。
しかしながら，通学路は最低でも交差点の４５度カットが必要ではないか。
特に背の低い子は，車両からも見えにくい。通学路については，優先的にも対策として取り組んだ方がよい。
【委員】
交差点に雪を置かざるを得ないことが根本的な問題であるが，現状では仕方がないかとも思う。
ただ，あまりにも高く，見通しの悪い交差点もあることから，地域でのパトロールで発見・把握し，排雪を
する方法はないかと思っている。
【会長】
では，交通事故多発箇所や通学路といった優先度の高い場所を定めて，該当する交差点の雪処理をより強化
していくことと，地域住民との協力関係によるパトロール等も絡めて実施していくことを方向性としたいがど
うか。
【委員】
※了承

＜要望処理体制の強化について（資料３－５）＞
【事務局】
※資料３－５に基づき説明。
【会長】
コールセンターの設置など苦情窓口の一元化や正確性を担保することを目的とした電話の録音記録など，い
くつかの案の話もあったが，実際に苦情というのはどのような形で出てきているのか。
【委員】
大雪や暖気の時に苦情の電話が殺到する。電話本数と応対者が限られているため，電話が繋がりにくくなる



とともに，引っ切りなしの電話対応となるため対応が遅れてしまう。コールセンターを設置しても結局は対応
が遅れるだけと思う。単純にセンターの電話回線を増やせればいいが，それに伴い電話応対者を養成・増員す
る必要が生じる。地域の市民委員会に対しても，繁忙時だけでも応援に来てくれないかと相談があるほどであ
る。
【委員】
センター長のストレスやセンター機能の低下となっている一番の原因はこれである。
一本の苦情電話で１時間以上の対応を強いられることも多く，要望内容を正確に把握することも難しくなり，
対応が長くなれば，他からの電話が繋がらなくなるため要望も受けられなくなる。
個人のモラルの問題ではあるが，電話接続時に，この電話は録音しておりますというアナウンスをすること
により，多少なりとも緩和されるのではないか。
【会長】
ちなみに現在の９つのセンターで要望を受ける体制と，一箇所で集中的に要望を受ける体制のどちらがよい
と思いますか。
【委員】
今までそのような取組をしたことがないので即答できない。
この問題は昔から存在する。他都市の動向も把握しながら，試行的に色々な方法を取組み，より良い方法を
模索するしかないと思う。
【会長】
組織の体制的な部分としては，試行しながら苦情窓口の一元化も含めた検討をしていく方向性でどうか，ま
た，現場の電話対応の部分としては，録音することによって，市民が意見しづらくなるという一面もあるが要
望処理の正確性を向上するため試行的にそれも視野に入れる方向性で行きたいがよろしいか。
【委員】
地域の方がセンターに応援で入ることは非常に心強いことである。
試行する方法には，このことも含めて欲しい。
【会長】
では，試行する取組にそれも含める形でよろしいか。
【委員】
※了承

＜雪処理確保量や雪処理施設配置計画の見直しについて（資料３－６）＞
【事務局】
※資料３－６に基づき説明。
※補足説明：令和2年度の雪処理量について，過去最高の７９４万㎥に達する見込みと説明。
【会長】
まず，雪処理確保量７５０万㎥について，維持していくのか，拡大する必要があるのかの意見を聞きたい。
【委員】
※意見等なし
【会長】
意見はないようですね。今まで７５０万㎥を超えた年は令和２年度も含めて少ないとのことだが，現行の７
５０万㎥を維持する方向性でよろしいか。
【委員】
※了承



【会長】
次に配置計画についてだが，運搬距離の話があった。地域の雪を地域で処理することにより，運搬距離が短
くなれば作業効率が上がると思われるが，見直しについて意見等ありませんか。
【委員】
令和２年度は日本製紙の敷地内を試行的に排雪場所として使用できた。来シーズン以降も恒久的に使用でき
たらと考える。やはり雪捨て場が近い方がコスト面の抑制に繋がるし，何よりダンプトラック等の必要台数の
低減に繋がる。
【委員】
雪捨て場が近いと排雪の回転率が上がり，コストが下がっていくと思う。
市内には，国有地や道有地で大きな空き地も見受けられる。
こういった土地を緊急時には利用できたらと思う。
【会長】
地域の中に雪堆積場を確保していくなどを含めて見直しを検討する方向性でよろしいか。
【委員】
※了承

＜敷地内の雪置き場の確保と融雪施設の設置について（資料３－７）＞
【事務局】
※資料３－７に基づき説明。
【会長】
建物建築時に雪置き場や融雪施設の設置を義務化するか，義務化することは難しいことから現状のままとす
るか，お願いという形で設置を呼びかけていくか，もしくは，設置補助に係る予算の確保と事業周知を今まで
以上に取り組んでいくかなどの方向性があると思うが，意見等ありませんか。
【委員】
アパートの雪出しが問題かと思う。アパートの新築時には，ゴミステーション同様，義務化してはどうか。
【委員】
融雪槽やロードヒーティングといった融雪施設で使用する燃料については，化石燃料を使用していることか
ら，ＣＯ２排出の問題がある。雪を溶かすことだけに特化した方策は，ＣＯ２削減に向かう今の情勢的には社
会的に受け入れられない可能性もある。そのため，溶かす以外の方策，例えば，カーポートや屋根付きの駐車
場等，建築的な方法で駐車場の雪対策を図ることも視野に入れた方が，環境政策なんかとの関連的にもよいの
ではないか。
【会長】
雪置き場と融雪施設の利用のあり方や方向性の検討であるが，事業の予算確保と現行制度のより効果的な周
知を進めていく方向に加え，雪置き場と融雪施設のお願いや義務化についても検討していく方向でよろしいか。
【委員】
※了承

＜支援制度の充実とパートナーシップについて（資料３－８）＞
【事務局】
※資料３－８に基づき説明。
【会長】
この点については，地域負担を求める観点があることから慎重な議論が必要になるが，意見等ありませんか。



【委員】
１０年前の除雪費は１９億円程度だったものが，令和２年度は３５億円。増え続ける市の除雪費を抑制する
という意味では，生活道路の排雪を地域住民の負担としている札幌市のようなパートナーシップ制度を導入す
ることは必要なのかもしれないが，各世帯から町内会費とは別に仮に１万円程度の負担を新たに求めるとする
と，高齢者の世帯も多い中，負担が大きいものである。
また，町内会加入率の問題もあり，町内会未加入者との間の不公平感もかなり問題がある。
市民も除排雪に協力して，除雪費の抑制に繋げながら，何とか現状を維持していくしかないのではないか。
【会長】
いきなりパートナーシップを導入するのでは合意を得づらいので，現行制度の見直しや拡充をしていく中で
パートナーシップの視点を取り入れながら，パートナーシップの合意が形成できた地域については，モデル的
に試行してみることもあり得るという意味で，現行制度の見直しや拡充をしていくという方向性でよろしいか。
【委員】
※了承

＜警察と連携したパトロールの強化と条例の必要性について（資料３－９）＞
【事務局】
※資料３－９に基づき説明。
【会長】
既存の取組の強化や新たな取組，条例化などについて，意見等ありませんか。
【委員】
※意見等なし
【会長】
条例化などについては，まだ議論が必要であり意見等がありませんが，道路への雪出しが違法行為に当たる
ことを知らない方もまだいらっしゃるようですし，今後，パトロール等の強化について検討していくというこ
とで。とりあえず，現状意見もないようですので，懸案事項として残すということでよろしいか。
【委員】
※了承

＜自助・共助の取組の連携について（資料３－１０）＞
【事務局】
※資料３－１０に基づき説明。
【会長】
取組の連携・強化，一本化について，意見等ありませんか。
【委員】
除雪のボランティア事業については，有償のものがあれば，無償のものもありますし，市の長寿社会課の事
業も含めると，各事業の対象者は，家族の有無や年齢要件等，色々なものがありますし，除雪箇所も各事業で
分かれています。地域からも除雪に関する事業の一本化を望む声は一部ありましたが，財源や担い手等の問題
で一本化することは難しいと考えます。また，そもそもボランティアがいない地区もあり，そういった地区は
ボランティアの養成がまずは必要になります。除雪については，事業の一本化という考えのほか，色々なアプ
ローチがあってもよいのではないか。
【会長】
一本化が難しいということは分かった。では，地域の住民組織や民間のボランティア事業者，地区社協等の
色々な組織が連携・強化することについてはどうか。



【委員】
事業の担い手となっている方には，地区限定で活動されている方もいる。また，そもそも町内会や市民委員
会を維持することが難しい地域も出てきており，全市的な連携も難しい状況ではないか。
ボランティアという性質上，色々なところで自助・共助が発生し，いつの間にか広まっているというのが望
ましいのではないか。
【会長】
それぞれの事業主体の取組を進めながら除雪についてのネットワーク化の維持と共に活動を応援していくと
いうのはどうか。
【委員】
少し情報提供したい。企業のＣＳＲ活動，社会貢献活動というものがあり，東京都内の企業ボランティアが
山形県で活動したり，札幌の飲料メーカーが芦別で活動していたりする。企業は組織力があり，社会貢献活動
も重要になっているので，こういった取組も参考になるのではないか。
【会長】
それぞれの事業主体の協議体みたいなものになれば。除雪に対する自助・共助の仕組み，連携を担う組織・
主体を検討していく考えの方向性でどうか。
【委員】
※了承

＜支援制度の拡充と利用促進について（資料３－１１）＞
【事務局】
※資料３－１１に基づき説明。
【会長】
ここは大別すると，地域住民による住宅前道路除雪事業と小型除雪機等の貸出の２点になります。
まずは，地域住民による住宅前道路除雪について，担い手不足を学生や企業等で補うなどの方策も考えられ
ますが，意見等ありませんか。
【委員】
道路の間口部分だけの除雪になるが，従来の道路除雪の一環として行われている間口除雪より，丁寧に作業
できるからか，利用者からの評判はよいと聞いている。
この制度は，ぜひ現状のまま継続して，町内会の参加を期待する方がよいと考える。
【会長】
地域住民の支援者としての参加促進も含めて，協力町内会の一層の参加拡大に向け周知していく方向性でよ
ろしいか。
【委員】
※了承
【会長】
続いて，利用が伸び悩んでいるという小型除雪機等の貸出について，意見等ありませんか。
【委員】
※意見等なし
【会長】
実際に使ってみて，使いにくいなど，何か問題点に心当たりはないのか。
【事務局】
少雪の年と大雪の年で貸出実績にそれほど違いはないことから，降雪量が原因とは考えられない。
もしかすると１シーズン２回までという回数制限が足かせになっている可能性もあるので，シーズン通して



の貸出など，需要に関するアンケート調査を検討している。
地域除雪活動として，ある地域の歩道をシーズン通して除雪するために貸し出すなどの利用の仕方も考えら
れる。
【会長】
今の貸出制度は，地域住民による住宅前道路除雪では使用できないのか。
【事務局】
１年を通しての貸出は行っていないので，間口処理をしている人に恒常的に貸出はできない。
ただ，当然，制度を見直すことは可能だが，隣近所の間口除雪のために，わざわざ小型除雪機を持ち出すこ
とが現実的なのかという面はある。
【委員】
小型除雪機や小型融雪機の貸出よりも，ダンプトラックやタイヤショベルの貸出の方が利用できるのではな
いか。この貸出制度もそんなに利用件数はないはずだが，交差点の排雪などに実際に活用している町内会もあ
る。この制度も１シーズン１回限りやダンプトラック又はタイヤショベルのどちらか一方という利用制限があ
ることから，制限の緩和によって，より良くなるのではないかと考える。
【事務局】
除雪機械の貸出については，市民協働という考え方のもと，かかる費用については，お互い折半ということ
で，どちらか一方という形をとっている。
小型除雪機については，札幌市でシーズン通して貸し出している実績があり，一定の利用件数もあることか
ら，利用促進につながるのではないかと考えている。
大きい機械と小さい機械，何を目的・対象に除雪するのかという違いはあるが，どちらにも対応できるよう，
両方ともに必要な見直しを検討したい。
【会長】
では，利用の促進について検討していくという方向性でよろしいか。
【委員】
※了承

【会長】
以上１１項目の方向性について，確認・決定しました。
本日決定した方向性を基に，次回審議会において，事務局から改訂案が示される予定となっております。
長時間の審議ありがとうございました。

４ その他
次回審議会の開催を５月２７日（木），２８日（金）又は３１日（月）のいずれかの日とすることを事務局か
ら提案し，会長が各委員へ諮り，次回開催を５月２８日（金），時間は午後６時３０分から，会場は確保できれ
ば本日と同じ会場とすることを決定した。
また，会長から，新型コロナウイルスの状況によっては，日時や会場のほか，書面会議等に急遽変更になる
場合もあり得ることや，その際は会長と事務局に一任願うこと，各委員への連絡は事務局が行うことが説明さ
れた。

５ 閉会
【会長】
以上で令和３年度第１回雪対策審議会を閉会する。


