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１－１ 安定した除排雪体制の確保

（１）企業の除雪事業への参入意欲の促進

本市の除雪事業の担い手は，中小の土木企業が中心となっていますが，

近年の公共事業の減少をはじめとした社会経済情勢の変化により企業の

経営体力が低下し，それに伴い除雪企業が減少しています。

こうした中，将来的に安定した除排雪体制を確保していくためには，今

後も除雪事業に多くの企業が参入できる環境を整えていく必要があるこ

とから，業務内容や発注形態の見直しを行い，企業負担の軽減や経営の見

通しが成り立つ安定した業務量を確保することで，除雪事業への企業の継

続的な参入はもとより，新規企業の参入を促進させる取組を推進します。

○ 除雪業務の通年化と複数年契約

安定した企業経営と雇用を確保するため，除雪業務と夏の道路維持業務

の一部を統合した業務の通年化を図り，加えて複数年契約など発注形態

の見直しを検討します。

○ 除雪業務の最低補償制度の充実

除雪事業の業務量は，その年の気象状況に左右されることから，オペレ

ータや除雪車両の固定費相当分を確保できるよう，最低補償制度の充実

を図ります。

○ 除雪業務の入札参加企業への受注機会の拡充

土木工事における除雪業務の入札参加企業への受注機会の拡充につい

て検討します。

○ 相互補完体制の強化

将来的に除排雪体制を維持し続けるため，これまで市内を９地区に分け

て実施してきた業務の地区割りを見直し，複数の地区の統合による企業

体内の相互補完体制の強化について検討を進めます。

資料３
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（２）除雪企業への除雪車両の貸与

除雪作業で使用するロータリ除雪車などの特殊車両は，主に冬期間の除

雪作業の使用に限定され，価格も高額であることから，新たな車両購入

の負担は企業経営にとって極めて大きいものとなっています。

また，除雪企業が所有する車両は老朽化が著しく，車両維持費用が年々

かさんでおり，経営体力が低下している中，除雪車両を維持していくこ

とは，今後ますます困難となっていくものと考えられます。

このため，本市が必要最低限の除雪車両を確保し，除雪企業へ貸与する

ことで，除雪車両の安定的確保と除雪企業の負担の軽減を図ります。

○ 除雪車両更新計画の策定

本市が所有する除雪車両は，平成 23 年度には，その３分の 1以上が購

入から 20 年以上経過することとなり，必要最低限の除雪車両を安定的

に確保していくためには，計画的な維持更新が必要となっていました。

そのため，本市が所有する老朽化した除雪車両を計画的に更新していく

除雪車両更新計画（平成 22 年）を平成 22 年度に策定し，随時計画を見

直しながら更新を進めています。その後，貸与車両の充実を図るため，

平成 28 年２月に除雪車両等更新計画に改定（平成 29 年５月改定）して

います。

この計画では，平成 23 年度から平成 30 令和４年度までに，ロータリ除

雪車や除雪グレーダなど 2634 台の除雪車両の更新を予定していますや

増車を行うものですが，除雪企業の現状やニーズが変化してきているこ

とから，更なる除雪車両の更新や増車に向けた新たな除雪車両等更新計

画を策定します。
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（２）除雪出動基準の設定

道路の持つ機能や役割に応じ，幹線道路と生活道路に大別し，それぞれ

にあった除雪出動基準を設定すろことにより，効率的かつ効果的な車道

除雪を推進します。また，局所的集中降雪や朝方のまとまった降雪など，

近年の気象状況は一様ではなく，臨機の除雪対応の基準も設定する必要

があります。

○ 道路機能にあった効率的かつ効果的な除雪出動基準の設定

幹線道路では，大型車などの交通量が多く，車両の走行速度も速いため，

道路上の雪氷が少ない安全で高度な路面管理を行う必要があることか

ら，積雪が 10cm 程度で※新雪除雪を行うとともに，轍わだちなど路面状

況に応じて，※路面整正作業を行います。

生活道路では，交通量が少ないため，一般車両の通行に支障を来さない

程度の※圧雪路面管理とし，積雪が15cm程度で新雪除雪を行うとともに，

暖気などによる※ザクザク路面発生を防止するための※雪割除雪を行い

ますが，急な暖気や季節外れの降雨などによるザクザク路面が発生しや

すいといった課題があり，近年のめまぐるしく変化する気象状況への対

応が難しくなってきているため，除雪出動基準について検討を行います。

また，郊外の道路では，風雪が強く吹き溜まりが生じやすいため，降雪

だけではなく風などの状況を判断しながら，吹き溜まり解消などの除雪

作業を行います。

このように，道路機能や道路状況に応じた除雪出動基準を設定し，効率

的かつ効果的な車道除雪を推進しますするとともに，限られた人員・体

制においても，社会・経済情勢の変化に対応しながら，持続的に除雪作

業を行えるよう作業方法の検討を行います。

○ 多様な降雪状況に応じた除雪出動基準の設定

局所的集中降雪や朝方のまとまった降雪など，多様な降雪状況において

も安全かつ円滑に除雪出動を行うために，これまでの気象状況や路面状

況，除雪出動状況などを検証しながら，多様な降雪状況にも対応可能な

除雪出動基準を設定し，臨機の除雪対応に努めます。

※新雪除雪：降雪後，速やかに実施する除雪で，走行車両に雪が乱されないうちに路側部に掻き寄せる作業

※路面整正：降雪や車両の走行によって生じた不陸や轍わだちを切削し，路側部に掻き寄せる作業
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（３）除雪管理基準の設定

除雪管理基準については，除雪水準ごとの道路機能を勘案し，必要な幅

員基準・路面基準を設定することにより，効率的かつ効果的な車道除雪

を推進します。

また，除雪作業で道路脇に寄せられた雪が大きくなり，必要な幅員基準

を確保できない場合は，所定の基準を確保するために，排雪作業による

拡幅を行いますが，近年の排雪作業の実態を考慮し，厳寒期における最

小限必要な幅員を設定する必要があります。

○ 道路機能にあった効率的・効果的な除雪管理基準の設定

幹線道路では，円滑な道路環境を確保する必要があるため，幅員は所定

の車線数を確保することとします。また，走行車両の速度が早いため，

高度な路面管理が必要となることから，定期的な路面整正作業を行いな

がら，轍わだちなどの発生防止に努め，雪氷が０～５cm 程度の路面状況

を確保することとします。

生活幹線道路（３級除雪路線）及び生活道路（４級除雪路線）ではの路

面管理手法は，現在は本市の気候特性を考慮した圧雪路面管理としてい

ますが，急な暖気や季節外れの降雨などによるザクザク路面が発生しや

すいといった課題があり，近年のめまぐるしく変化する気象状況への対

応が難しくなってきているため，効率性・経済性・費用対効果も含めて，

路面管理手法の検討を行います。

幅員管理については，生活幹線道路（３級除雪路線）は，小型車がすれ

違い可能な５ｍ以上を基本とし，生活道路（４級除雪路線）は，旧市街

地など宅地造成が古く狭隘な道路が多い地区があることや※道路占用物

件の配置などの関係から３ｍ以上を基本とします。

除雪管理基準
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○ 生活道路における交差点の見通し確保

生活道路の交差点における車両確認について，交差点の右側の見通しが

左側より重要となるため，交差点右側には雪を積み上げないなど除雪作

業を工夫するとともに，必要な排雪を速やかに行うことで交差点の見通

しを確保します。

○ 生活道路交差点における新たな排雪手法雪処理の取組

市内９地区に排雪モデル路線を設定し，幅員確保に重点を置いた生活道

路の新たな排雪手法の取組を行っており，それに加えて，地域住民のパ

トロールにより確認した見通しの悪い箇所や，通学路など優先的に見通

しを確保する箇所を予め選定し，雪処理を強化することにより，交差点

の見通しを確保するため，生活道路における交差点の雪堆積量を減らす

新たな排雪手法の検討を行いします。
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（６）除雪センターの強化

除雪センターは，除雪作業の基地として，除雪共同企業体が各地区に設

置しており，24 時間体制で地区内の降雪や道路状況を把握しながら，各

除雪企業に除雪出動の指示を行うほか，地区住民からの問合せや要望の

窓口としての役割を担っています。

冬期間，市民が安全・安心に日常生活を営むためには，地域特性を踏ま

えつつ，その時々の気象状況や路面状況に応じた除雪センターの的確な

出動などの判断が必要となっています。

このため，多くの情報を総合的に勘案し，精度の高い判断ができるよう，

除雪センター間及び企業体構成員との連携を密にし，適切な要望対応を

行うなど，除雪センターの機能強化を図ります。

○ 除雪センターの強化

除雪センターにおいては，企業体構成員との連携を密にしながら，各地

区の除雪センターとの連携強化や情報の共有化を進め，全市的に統一の

とれた迅速な除雪出動体制の充実を図るとともに，地区除雪連絡協議会

などとの連携を図り，地域特性に応じた除排雪作業に努めます。

○ 要望の処理体制の強化と負担の軽減

除雪に関する要望については，除雪センターなどに毎年数千件寄せられ

ており，その内容も多岐にわたっているため，除排雪作業と要望処理の

分業化などによる作業の適正化が必要となっています。

要望の情報を通話記録するなど整理しやすくし，その内容を体系化する

ことで，的確かつ迅速な処理体制の強化を図りまするとともに，要望処

理専門セクションの設置について検討を行います。
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㎥○ 大雪時にも対応可能な計画搬入量 750 万 の確保

平成 23 年度以降は，それまでの温暖少雪傾向から一転して，３年連

続で強い寒波の影響による低温傾向が続き，降雪は少ないものの雪が

融けない状況となったことから，近年の気象状況の変化により雪処理

量は不安定で，令和元年度は記録的な少雪により搬入量が過去 10 年で

最も少なかった一方で，令和２年度は急な暖気や季節外れの降雨など

によるザクザク路面の対応などにより，雪堆積場や融雪槽の搬入量は

700万㎥を超え平成24年度においては過去最高の約775794万㎥を記録

しています。

こうしたことから，平成 23 年度以降の雪処理施設の搬入量などを勘

案し，大雪時にも対応可能となるよう，現計画で設定した計画搬入量

750 万㎥を目標にの雪処理施設の確保を図ります。加えて継続しながら，

その年の気象状況に応じて嵩上げなどの堆積方法の工夫や融雪槽の稼

働率の向上などを行うことで，さらなる適切な雪処理量の確保に努め

ます。

過去５年の雪堆積場搬入量 単位：万㎥

年 度 H28 H29 H30 R1 R2

河川敷地 198 277 293 152

陸上 127 161 139 77

西部融雪槽 53 98 76 29

民活提案型 172 239 168 110

合 計 550 775 676 368

過去５年の気象状況（11 月 10 日～3月 31 日）

年 度 H28 H29 H30 R1 R2

平均気温（℃） -4.1 -3.8 -3.2 -3.4

降雪量（㎝） 477 553 534 389

積雪積算値（㎝） 6,852 7,143 5,793 3,754
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○ 効率的かつ効果的な雪堆積場の配置

雪処理施設の計画搬入量は，大雪時にも対応可能な雪処理量 750 万㎥

を目標としており，うち市道分の雪処理量は 425 万㎥と非常に多くな

っています。

雪処理施設への運搬を円滑に進めていくために，ただ単に能力を確保

するだけではなく，市内各地区にバランスのとれた適正な施設配置や，

運搬距離が近い市街地近郊の雪処理施設の確保に努めます。

また，関係機関や団体との協議を進めながら，店舗・事業所など民間

の営業活動に伴う雪処理費用の有料化の検討を行います。

雪処理量の確保 単位：万㎥

○ 配置計画策定の基本的な考え方

配置計画策定に当たっては，交通アクセスや周辺環境への影響，地域

の理解，運搬費用などを踏まえ，地区内での雪処理を基本とするとと

もに，市道など公共排雪の受入れを優先する配置としますが，地区ご

との充足率や排雪作業の効率化を考慮した配置計画の検討を行います。

また，市民に開放する雪処理施設については，市民生活や経済活動を

円滑に行うために必要であり，道路への雪出し防止の観点からも有用

なものであるため，住宅や道路環境への影響など課題を整理しながら，

安定した受入が可能となる配置を検討します。

排出者 H28 H29 H30 R1 R2 目標

国 29 37 38 18 35

北海道 15 22 22 11 20

市 313 443 388 224 425

民間 193 273 228 115 270

合 計 550 775 676 368 750



71

（６）宅地内の雪処理施設の普及

本市では，平成６年度に家庭用雪処理施設の設置に対して資金貸付け

を行う「旭川市融雪施設設置貸付制度」を創設し，家庭用雪処理施設

の設置に対して資金貸付けを行い，その普及を図ってきました。

また，平成 21 年度には，高齢者における住環境の向上を目的として

実施している「旭川市やさしさ住宅補助制度」に融雪施設等設置工事

の費用の一部補助を追加し，その設置費の一部を補助することによっ

て，を加え，平成 28 年度から宅地内に融雪施設の設置等を行う場合に

工事費を一部補助する住宅雪対策補助制度に移行するなど，家庭用融

雪設置設置の促進を図ってきました。

宅地内に雪置き場を確保できない場合には，家庭用融雪機や融雪槽，

ロードヒーティングなどの雪処理施設は，宅地内で雪がを処理されす

ることで民間排雪量の減量化が図れ，雪堆積場などの雪処理施設の負

担を減らすことが可能となることから，引き続き補助制度等の実施に

よって，雪処理施設の普及を推進します。

○ 家庭用雪処理施設の普及

家庭用融雪機や融雪槽，ロードヒーティングなどの設置補助制度等を

引き続き実施することにより，雪処理施設の普及を促進します。につ

いて，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，雪置き場や融雪施設の設置を促進する取組について検討し

ていきます。
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○ 地域まちづくり推進協議会との連携

除排雪をはじめとした地域特有の雪の課題については，地区除雪連絡

協議会と地域まちづくり推進協議会とが連携し，その解決に向けた方

策を検討します。

○ 地域総合除雪体制の地区割りの見直し

地区除雪連絡協議会と地域まちづくり推進協議会との円滑な連携を

図るため，整合性のある地区割りを基本としながら，地区統合の効果

も踏まえた地区割りを検討します。
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（２）地域除雪活動への支援制度の充実

市民協働による地域除雪活動を全市的に普及拡大するためには，行政の

関わりが不可欠であり，行政による協力，支援を行うことで，市民が取り

組みやすい環境を整える必要があります。

これまでも，市民協働やボランティアへの支援制度として，除雪車両貸

出制度や小型除雪機等貸出制度などがありますが，利用件数が少ないこと

から，より利用しやすい制度への見直しを進める必要があります。

また，シーズンを通して，道路パトロールや地域の雪押し場の確保など

地域除雪活動に取り組む市民団体や企業に対して，助成金による活動支援

を行う（仮称）冬みちサポート制度の導入を検討します。

このように，既存の制度を充実するとともに，新たな制度を導入するこ

とにより，地域除雪活動への支援制度の充実を推進します。

○ 助成金による支援制度の導入

地域除雪活動に取り組む内容に応じた一定額の助成金による支援制

度として，（仮称）冬みちサポート制度の導入を検討します。

○ 既存の支援制度の充実

既存の支援制度については，市民がより利用しやすい制度となるよう，

市民ニーズを踏まえながら，除雪車両貸出制度や小型除雪機等貸出制

度の拡充について検討します。また，全市的な視点の中で，それぞれ

の地域特性を踏まえながら，公平性・費用対効果などについて検証し，

市全体の雪対策事業との整合が図れるような新たな助成制度について

も検討します。

○ 除雪車両貸出制度

この制度は，より一層の道路環境の向上を望む市民委員会又は町内会

などが自主的に道路の除排雪を実施する場合に，積込み作業用の除雪

ドーザ又は運搬作業用の排雪ダンプトラックのどちらか一方を１シー

ズンに１回，運転手付きで無料貸出しする制度です。

これまでの利用実績は，一方を町内会などが負担するため，利用件数

が年間 2010 件以下となっており，利用状況は低迷していることから，
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（３）警察と連携した道路への雪出しや路上駐車のパトロールによ

る指導

本市では，道路への雪出しや路上駐車禁止の啓発活動として，市民・

除雪企業・行政の三者による合同パトロールや，市民委員会による自

主的な啓発パトロールを行っていますが，啓発に対して耳を傾けない

市民や反論する市民も多く，また，重機による大量の雪出しなど悪質

なマナー違反者への対応には，市民委員会や町内会における活動では

限界があります。

そのため，市民委員会や町内会などと行政，さらには，執行権を有す

る警察が連携したパトロールを実施することで，道路への雪出しや路

上駐車の徹底した指導を推進します。

○ 冬みちパトロールなど地域除雪活動と連動した取組

地区ごとに雪出し禁止モデル路線を設定し，市民・除雪企業・行政が

連携してパトロールを強化するとともに，今後は，地区除雪連絡協議

会などと連携しながら，地域除雪活動としてモデル路線を含めた地域

全体をパトロールの対象とする冬みち市民パトロールを実施し，道路

への雪出しや路上駐車禁止の啓発を行います。

○ 警察との連携

警察と連携したパトロールなどを強化し，悪質な道路への雪出しに対

する指導や路上駐車の対策を徹底します。

○ 除排雪作業後のパトロールの実施

除雪作業や排雪作業により道路状況が改善された直後に，雪出しと見

受けられる状況があることから，除排雪作業後のパトロールの実施や

指導などにより，除排雪作業後の良好な状態の維持に努めます。
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（２）自助・共助の機能強化

これまで，自宅敷地内での雪処理といった自助，高齢者等の見守り活動

といった共助の取組を推進してきましたが，少子高齢化や人口減少などの

進展により，自助・共助・公助の枠組みが機能しなくなりつつあり，今後

は，自助・共助・公助の連携を再構築し，それぞれの機能を強化する必要

があります。

市民委員会や町内会，社会福祉協議会などと連携し，除雪の担い手の確

保や地域特有の雪問題を解決できるような体制を整えることで，自助・共

助機能を強化し，住民主体による地域住民が支え合う体制づくりを推進し

ます。

○ 自助・共助の機能強化

市民委員会や町内会，社会福祉協議会などと連携し，除雪の担い手不

足を解消するなど，自助・共助の機能強化を図りまするとともに，連

携強化の手法について検討します。



106

（３）ボランティア育成の推進

近年，ボランティア活動による社会参加は広く認知されており，本市に

おいても除雪弱者に対するボランティア活動が様々な形で実施されてい

ます。

ボランティア活動に必要な費用はボランティアが自前で用意することが

一般的ですが，除雪作業の担い手として安定したボランティアを確保する

ためには，継続性や責任意識を高める上で有償ボランティアを含めた担い

手の確保が必要となっています。

また，ボランティアの善意とボランティアを必要としている場を有効か

つ適切に結びつけるためには，ボランティア活動の場を提供するサービス

利用者と社会福祉団体や行政といった育成機関が，意識的，計画的にその

育成に努める必要があります。

このため，安定した除雪ボランティアの確保を図り，除雪作業の担い手

不足を解消するため，除雪ボランティアの育成を推進します。

○ 除雪ボランティアの確保

除雪ボランティア・サービス利用者・行政の責任と役割を明確化し，

市民や企業におけるボランティアの必要性の認識を高める活動を進め

ながら，安定した除雪ボランティアの確保を図ります。

○ 除雪ボランティアの育成

除雪ボランティアやサービス利用者にオリエンテーションを行い，ボ

ランティア・サービス利用者・育成機関の三者が連携を深め，地域の

除雪問題に協働して取り組みます。

○ 企業や学校との連携

高い組織力を持つ企業や団体の社会貢献活動や，学生の部活動・サー

クル活動といった社会奉仕活動と連携するなど，新たな除排雪の担い

手の確保の手法を検討します。
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３－３除雪弱者への支援制度の推進

（１）除雪弱者への支援制度の推進

高齢者などの除雪弱者が安心して冬期間の生活を営むためには，行政に

よる支援を通じた自助・共助の機能を強化する必要があります。

本市では，行政が除雪作業を行う公助，市民が家族や親戚などと自力で

残った雪を処理する自助，自力で処理できない雪を地域で協力して処理す

る共助の取組として，住宅前道路除雪事業や小型除雪機等貸出制度，高齢

者等屋根の雪下ろし事業などを実施しています。

地域の雪問題は地域で解決することが望ましいのですが，すべてを地域

だけで解決することは難しいことから，行政の支援を通じた自助・共助機

能を強化し，除雪弱者への支援制度を推進します。

○ 住宅前道路除雪事業

この事業は，高齢者や障害のある人など自力で除雪できない世帯に対

して，間口に雪を残さないよう配慮した除雪を行うものです。

住宅前道路除雪事業における除雪方法は，通常の除雪作業より作業時

間を要するため，除雪企業の減少やオペレータ不足，対象世帯がの増

加し続けた場合により，通勤・通学時間前の作業完了に遅れが生じる

など，通常本来の除雪作業に影響を及ぼすことや，対象世帯の増加に

伴ってしており，間違いや見落としが増加することも懸念されます。

住宅前道路除雪事業の対象世帯は年々増加する一方となっており，将

来的には現行の除雪作業の手法での対応が困難となることが想定され

ることから，除雪作業の手法や制度の見直しを検討しながら，住宅前

道路除雪事業を推進します。

○ 高齢者等除雪支援事業

この事業は，住宅前道路除雪事業における除雪作業を，除雪企業に代

わって町内会など地域住民が協力して実施する取組です。

道路除雪作業が行われたときに，事前に申請のあった町内会などの協

力団体の代表に連絡が入り，協力団体は対象世帯の住宅の敷地入口部

分に残っている除雪車が掻き分けた雪を処理するもので，協力団体に

は協力金を支払います。

今後，対象世帯の理解と協力団体の拡充を図りながら，より一層の参

加拡大に向けた周知を行い，全市的な取組となるよう推進します。
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○ 小型除雪機等貸出制度

この制度は，高齢者又は身体的な理由によって自力で除雪を行うこと

が困難な世帯に対して除雪支援を行う，又は自主的に道路除雪を行う

市民や市民委員会・町内会等に，小型除雪機や移動式小型融雪機を貸

出しする制度です。

その年の雪の降り方にもよりますが，小型除雪機械の貸出件数は増加

傾向にありますが，移動式小型融雪機等の貸出件数は減少しており，

いずれにしても利用状況は低迷していることから，利用拡大促進に向

けての検討が必要となっています。

今後は，多様な情報媒体による市民周知を行うとともに，市民ニーズ

の把握やその他の取組のへの活用の検討を行いながら，利用拡大促進

に向けた制度の見直しを検討します。

小型除雪機等貸出件数の推移 （件）

期間

・12 月 20 日から３月 31 日まで

内容

・除雪ボランティアや自主的に道路の除排雪をする場合に，移動式小型融雪機や小型

除雪機を無料で貸出します。利用者が指定する場所に機器を運搬し，作業後に回収

します。

光熱費

・除雪ボランティアに係る燃料費は市が負担しますが，道路の除排雪にかかる燃料費

は利用者負担となります。

・移動式小型融雪機を使用する際の電気代は，利用者負担となります。

対象

・高齢者などの除雪弱者を支援する除雪ボランティア

・市民委員会，町内会等が自主的に行う道路の除排雪作業

年 度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

移動式小型融雪機 0 0 2 1 4

小型除雪機 4 9 6 0 1

合 計 4 9 8 1 5
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○ 旭川市やさしさ住宅住宅雪対策補助制度

旭川市やさしさ住宅補助制度は，市内に住む 60 歳以上の高齢者が安

全に，かつ，安心して自分の住宅で暮らすことができるように，住宅

のバリアフリー化や断熱改修，融雪施設等設置に係る工事に要する費

用の一部を市が補助するものです。

補助の対象となる融雪施設は，家庭用融雪機や融雪槽，ロードヒー

ティングのほか，雁木などの雪よけ屋根であり，補助金額については，

補助対象工事費の３分の１以内で上限 15 万円となっています。

融雪槽の埋設やロードヒーティングの施工といった融雪施設等設

置工事は，平成 21 年度から補助の対象としており，平成 23 年度に地

下水利用型の融雪槽を対象に加えたことによって，補助制度の利用者

が増加しています。

今後も，多くの高齢者がこの制度を利用できるように，制度内容の

見直しを図っていきます。

この制度は，冬期における快適で安全な住生活を後押しするため，宅

地内に融雪施設の設置等を行う場合に工事費を一部補助し，住宅に関

する総合的な雪対策を推進するものです。

市民ニーズが非常に高く，除雪労力の負担軽減や宅地内の雪処理の円

滑化に加え，道路への雪出し防止や間口の雪処理等，相乗的な効果が

期待できるため，事業の予算確保と現行制度のより効果的な周知を進

めていきます。

住宅雪対策補助制度の実績の推移

年 度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2

件 数 208 201 205 396 314

補助額（千円）


