
①質問
番号 施策の展開 取組項目 担当課 回答案（市の考え方）

企業の除雪事業への
参入意欲の促進

P3
「車道除排雪の再委託企業数は前年の7社から
10社に増加」と記載あるが，再委託が必要な理
由は何か。契約上問題はないか。

土木事業
所

　公共事業の減少など近年の社会情勢の変化
から除排雪業務に携わる企業は減少傾向にあ
り，将来に渡り安定して除排雪業務を履行する
ことが課題となっております。このため企業の新
規参入を促進する方策として，除雪センターの
運営を除く業務（車道除雪，路線及び交差点排
雪）について再委託できるよう，令和元年度に
見直しを行ったところです。
　なお，再委託に当たっては，業務の履行管理
責任を受託者が負うことについて仕様書に定め
ています。

除雪企業への除雪車
両の貸与

P3
目標数値が，除雪グレーダ，トラックの貸与台
数に変更されているが，その意図は何か。

雪対策課
土木事業

所

　除雪企業への除雪車両の貸与については，
「除雪車両等更新計画」で機種や台数を設定し
ており，ロータリー除雪車の配備を達成したこと
から，未達成の除雪グレーダと除雪トラックの台
数を新たな目標とし，貸与車両の更なる充実を
図ることとしたものです。

除雪管理基準の設定 P4
R2実績として一部で圧雪管理の試行を検討と
あるが，具体的にどのような内容か。

土木事業
所

　近年の急な暖気等気象変動により生じるザク
ザク路面に対して効果的な路面管理手法を検
討し，有効であると判断されれば，路線をあらか
じめ設定し，圧雪厚を薄く管理するなどの試行
が必要と考えています。
　令和２年度は，一部路線の幅員や雪山の状
況を確認しました。

除雪センターの強化 P7
除排雪作業状況入力システムの導入により各
センターが作業内容を把握とあるが，従前との
違いは何か。

土木事業
所

　従前は，除雪センターが電話入力により土木
事業所に設置の除雪出動状況パネルを操作し
ていたため，各地区の作業状況は土木事業所
でしか把握できませんでしたが，除排雪作業状
況入力システムの導入により，各センターが他
地区の作業内容を把握できるようになり，他地
区の出動判断や作業結果を自地区の参考とす
ることが可能となりました。

歩道除雪路線の選定
基準の設定

P9

「H27に有効幅員2メートル以上の歩道で歩道除
雪を行う歩道除雪選定基準を設定」と記載ある
が，有効幅員2メートル以下の歩道除雪はどう
なっているか。審議会委員アンケートで歩道除
雪が行き届かず歩きにくいとの意見があった歩
道はこうした歩道が大半ではないのか。

土木事業
所

　歩道除雪は，小型のタイヤショベルによる機
械作業で実施していることや，除雪時の堆積ス
ペースの確保が必要となることから，原則有効
幅員が２メートル以上の歩道を対象に，中心市
街地を除き片側歩道除雪を基本としています。
　歩道除雪が不十分，狭い道路や両側の歩道
除雪の実施など，充実を求める要望もあります
が，こうした現状を踏まえつつ，道路環境の変
化に対応した歩道除雪路線の修正や管理基準
に基づく適切な除雪作業に努めています。

協働による歩道・学校
周辺の防滑

P9
沿線住民による砂まき等について拡大の考え
はあるか。ある場合はどのような手法か。

雪対策課
土木事業

所

　これまでも地区除雪連絡協議会の場で，地域
除雪活動による歩道などの砂散布の取組を紹
介してきましたが，今後は地域除雪活動を始め
とした地域ぐるみの取組の強化や連携を図って
いきたいと考えています。

1-4 凍結路面対策
ロードヒーティング設置
基準の設定

P11

ロードヒーティングについて「H13から交差点部，
H14から勾配6％未満で除雪や砂散布等で対応
可能な坂道を順次休止」とあるが，休止後事故
等のトラブルは発生しなかったか。今後新設及
び廃止を検討する場合に情報として必要。

雪対策課
土木事業

所

　ロードヒーティングを休止した当初は様々な意
見がありましたが，現在，休止しているロード
ヒーティング箇所で大きな事故や，交通渋滞も
ないため，特に問題が生じていないと認識して
います。
　また，休止箇所は廃止を視野に検討中です
が，今後の交通量など道路状況が変化し，ロー
ドヒーティングが必要となる場合には，再稼働も
検討する必要があると考えています。

1-5 雪処理施設の確保
雪処理施設の配置計
画の策定

P12

事務局から「R2当初759万㎥を確保したが例年
を上回る排雪量が見込まれたため，河川敷の
雪堆積場の嵩上げや新規雪堆積場の開設な
ど，過去最大の約794万㎥の雪処理を行った」と
説明があったが，①現行の計画搬入量750万㎥
で十分と考えているのか，②雪堆積場整備費用
の費用対効果はどうか。

雪対策課
土木事業

所

　毎年の雪処理量を予測することは困難であ
り，十分か不十分かの判断は難しいところです
が，搬入量が750万㎥を超えた年は少ないこと，
新たな雪堆積場の設置は容易ではないという状
況から，大雪にも対応可能な750万㎥の確保に
努めるとともに，必要に応じて河川敷の雪堆積
場の嵩上げや緊急雪堆積場の開設などで対応
したいと考えています。
　また雪堆積場整備にかかる費用対効果につ
いては，堆積場の規模や地区内の充足状況な
どの要素から一概に言えるものではありません
が，市街地近郊に雪堆積場を設置することは，
運搬等排雪作業の効率化による企業負担の軽
減，費用削減等が図られることから，効果が高
いものと考えています。

1-6 暴風雪や豪雪への備え
豪雪時除雪体制の構
築

P15
～

P17

ここでいう「雪害」の定義であるが，市としてはど
のような状況を「雪害」と呼んでいるか。また「雪
害」の状況を示す定量化された指標はあるか。

防災課

　ここでいう雪害については，暴風雪や豪雪に
よる交通止め，公共交通機関の運休，地吹雪
や吹き溜まり等による交通障害など，除雪作業
の実施が困難となり，社会・経済活動や市民生
活に悪影響を及ぼす，または２次災害を引き起
こす危険性がある事象について「雪害」と判断し
ているところです。また指標については，降雪量
や風速など単一的な数値のみならず，地形や
道路など様々な要因が複雑に影響し合うことで
発生することから，定量的な指標は有しており
ません。

旭川市雪対策基本計画アクションプログラム実施状況報告意見調書集約結果

質問内容

1-1
安定した除排雪体制の
確保

1-2
効率的かつ効果的な車
道除雪の推進

1-3
歩道・通学路の安全確
保

資料１
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番号 施策の展開 取組項目 担当課 回答案（市の考え方）質問内容

2-1
地域総合除雪体制の
充実

地域総合除雪体制の
推進

「平成25年度 旭川市の除排雪と地域総合除雪
体制」にて， 排雪モデル区域を設定し，モデル
区域（圧雪厚t=15cm程度）と現行排雪区域（圧
雪厚t=30～50cm）との比較検討を行うとしてい
るが，どのような検討結果であったか。

雪対策課

　平成22年度から平成25年度まで行った排雪モ
デル路線の試行では，大雪や少雪，寒波など
の影響により，細めに排雪を行い圧雪厚を15セ
ンチ程度に保つことが難しい状況にありました
が，試行を繰り返す中で，圧雪厚をより薄く管理
することで，圧雪路面が崩壊した場合に従前よ
り速やかに対応できたことから，平成26年度に
基本計画の取組を先取りして，排雪路線である
生活幹線道路を増加し，現在の圧雪30センチ
程度で管理するよう除雪管理基準を変更してい
ます。

2-4
雪対策における情報発
信の推進

除雪作業の可視化 P25
GPSシステムの市民公開用サイトを構築とある
が，どのような内容を想定しているのか。

雪対策課

　除雪車両にGPS端末を搭載し，除雪路線上を
通過した軌跡を地図上で表示することで，除雪
車両が走行した路線を確認できる内容を想定し
ています。

3-1
高齢者等の移動手段
の確保

快適な公共交通機関の
確保

P27

公共交通事業者との連携の中で，乗降所付近
の住民による除雪や砂散布の実態把握と検討
が必要としているが，公共交通事業者と行政の
役割分担をどのように考えているか。また、その
中で除雪事業者に求めているものはあるか。
（国道・道道・市道別の考え方の違い。）

都市計画
課

土木事業
所

　乗降所の雪対策は原則として交通事業者の
責任において対応することとしていますが，バス
停前はできるだけ除雪作業時に配慮するなど，
行政としても協力できることは除雪企業にも対
応をお願いしているところです。

地域除雪活動の推進 P28

「旭川市雪対策基本計画」のP104「地域除雪活
動の充実」で「除雪ボランティアセンターの開設
や高齢者宅の除雪を行う助け合いチーム，地
域外からのボランティア受入れなど，他都市の
取組なども参考に，新たな地域除雪活動の導
入を検討します。」と謳っているが，①こうした他
都市の取組みについての情報はあるか。②除
雪の担い手不足解消のため，除雪ボランティア
センターの新設等検討したことはあるか，あるな
らば検討内容について教えてほしい。

福祉保険
課

　他都市の取り組み状況については，札幌市，
釧路市，北見市，岩見沢市，網走市，苫小牧
市，千歳市などで社会福祉協議会，町内会，業
者へ委託する等して行っております。また，ボラ
ンティアによる担い手確保については，福祉除
雪制度において実施しているところです。

自助・共助の機能強化 P28

福祉除雪サービス事業の担い手が不足してい
るとのことだがどのような解決策を考えている
か。また同サービスにおける高齢者の間口処理
との連携を検討しているか。

福祉保険
課

長寿社会
課

　将来の制度一体化に向けての「対象要件の統
一化」を協議しながら，担い手不足の解消に向
けても，現役世代や学生又は企業団体などへ
の協力依頼を連携協力しながら行っていきま
す。

3-3
除雪弱者への支援制
度の推進

除雪弱者への支援制
度の推進

P31

「対象世帯の明確化に資する新たな対象要件
の基準の導入」が必要とあるが，除雪希望の依
頼者（対象者）に対して担い手（提供者）が不足
しているミスマッチの状況に対応するため，除雪
希望の依頼者（対象者）の要件・条件付けして
いく基準を設けるということか。

長寿社会
課

障害福祉
課

　自力除雪の可否判断を明確にし，真に除雪の
支援を必要な世帯に対する制度としてより適正
に運用していくために，現在の対象世帯要件に
ついて見直しを行おうとするものです。

「雪氷冷熱エネルギーの利用可能性について
調査研究」が必要とあるが，研究結果にはどの
ようなものがあるか。また、これらの技術や研究
成果はどのような方法で公開・周知されている
か。

環境総務
課

　旭川市科学館の雪冷房システムについて，冷
房期間，不具合の有無などを継続的に調査し，
安定運用されていることを確認しています。
　上記は，周知しておりませんが，雪氷冷熱エ
ネルギーの利活用に関心を高めていただくた
め，同館内に雪冷房システムの説明パネルを
設置しています。

雪氷冷熱エネルギー活用にあたっての行政支
援等は検討しているか。

環境総務
課

　本市による行政支援はありませんが，国・道
等の行政支援について随時確認を行っていま
す。

4-3 雪に強いまちづくり 冬期バリアフリー対策 P38

「旭川市雪対策基本計画」のP127「生活関連経
路及びバリアフリー促進経路」では，中心市街
地のエリアが主であるが，地区毎，例えば、地
域まちづくり推進協議会単位毎での冬期バリア
フリーの地区計画は定められているのか。

都市計画
課

　「旭川市バリアフリー基本構想」では，段階的
なバリアフリー化を進めており，現在は高齢者，
障害者等の方が多く利用する施設が集積され
ている中心市街地のエリアをバリアフリー促進
区域に定めていることから，各地区毎の冬期バ
リアフリーの計画は定めておりません。

3-2
除雪の担い手不足の解
消

4-2
雪を利用した技術の活
用

雪氷冷熱エネルギーの
利活用の推進

P36
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番号 施策の展開 取組項目

　除雪企業の収益力が低下しており，業務内容と同時に積算や経費を見直し，収益
の改善が図られるよう検討してほしい。

　遅れている区域の応援体制として地区統合は進めるべき。

　再委託業者を検証し，白ナンバー車等の不正業者を排除する。

除雪企業への除雪車
両の貸与

P2
　市が保有する除雪車両を２０年間で計画的に入れ替え，除雪企業に優先して払い
下げる。

次世代への除雪技術
の継承

P2
　若年層のオペレータ確保については，入職しやすいよう日中除雪等除雪手法の抜
本的な見直しを検討してはどうか。

総論
　近年の気候変動による異常気象（爆弾低気圧・急な暖気等）を想定した中で，将来
的に安定且つ迅速な除雪体制を構築してほしい。
　圧雪管理を継続する場合，急な暖気や季節外れの降雨等雪害の発生が懸念され
る際には，予報の段階でザクザク路面解消策としての「予防的除排雪」を実施するな
ど予防策を徹底してほしい。
　道路の管理基準を大きく二分化し，幹線道路を道道なみの管理基準とし，生活道路
は住民と行政と除排雪企業で新たな道路環境の管理基準を模索してはどうか。

　ザクザク路面の発生を見越して，２～３月の圧雪管理を２０～３０センチにしてみて
はどうか。

　バス路線は優先的に除排雪されていると認識しているが、積雪状況によっては定時
運行の妨げとなる状態が続く現状であり，除排雪基準，圧雪管理基準の見直し，出動
体制の強化等も含め十分に検証してほしい。

交差点における雪処
理の強化

P5 　事故が多発する箇所の交差点は４５度カットを徹底してほしい。

除雪センターの強化 P5
　苦情対応業務の改善が必須であることから，受信の録音やコールセンター等につ
いて検討してもらいたい。

　歩道除雪延長について，歩行者の多い少ない，周辺の状況（学校が近い等）を勘案
し見直しを行ってはどうか。

　歩道の区別がつかないところがある。

　PTAや地域ボランティア等と協働で通学児童の安全を確保する仕組みづくりが必要
ではないか。

　通学路の定期排雪が望ましいが，問題箇所があれば学校にパトロールとその報告
を依頼し対応する。

　通学路の確保のため，雪山の箇所を少なくする。

　朝方のまとまった降雪時の除雪を早めに行ってほしい。

　大雪のとき，児童・生徒が下校する際，どのように安全を確保するか。見通しをよく
すればいいのか考える必要がある

ロードヒーティングの
更新計画の策定

P10
　ロードヒーティング設置箇所と未設置箇所との段差等の解消が課題であり，過去に
は特別の出動もあったが，今後の検討課題とはならないのか。

防滑材の散布 P10
　通学路や学校周辺，坂道等登校時が一番危険なため，通学路の砂の散布を学校Ｐ
ＴＡや町内会に依頼し散布するのがよいのではないか。

　排雪道路と極力近い恒久的な雪処理施設を確保してほしい。

　市民開放雪堆積場は３月一杯利用するので，遠距離でも数を増やす。

恒久的な雪処理施設
の整備・更新

P12 　西部融雪槽のような施設の拡充を検討してほしい。

民間遊休地の活用 P12 　民活提案型雪堆積場の年間を通した活用方法を考える

流雪溝・消流雪用水
導入事業の推進

P13 　現在使用している流雪溝の有効活用を再検討してほしい。

　地区公園等，市保有敷地の利用について検討してほしい。

　町内会で利用できる小規模の雪捨場を確保する。

　公園・空き地を無償で雪置き場として開放する。

宅地内の雪処理施設
の普及

P13
　融雪槽設置工事補助金の制度を知らない人がいるのでより周知を図った方がよ
い。

旭川市雪対策基本計画アクションプログラム実施状況報告意見調書集約結果
②意見

意見

1-1
安定した除排雪体制
の確保

企業の除雪事業への
参入意欲の促進

P1

1-2
効率的かつ効果的な
車道除雪の推進

除雪管理基準の設定 P4

歩道除雪路線の選定
基準の設定

P8

学校周辺など通学路
の安全確保

P8

1-4 凍結路面対策

雪処理施設の配置計
画の策定

P12

地域の雪押し場の確
保

P13

1-3
歩道・通学路の安全
確保

1-5 雪処理施設の確保
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番号 施策の展開 取組項目 意見

豪雪時除雪体制の構
築

P15
　災害対策本部的な組織（住民・行政・除雪企業）を整備するとともに，指示命令系統
の確認を再構築し，年1回程度災害訓練を実施してはどうか。

　暴風雪時には，二次被害が発生する恐れがあり，除雪車の出動が出来ないことを
市民に周知してほしい。
　暴風雪や豪雪は天気予報で分かるため，暴風雪警報など市民の安全確保や渋滞
回避が必要と見込まれる場合に，市内の企業や事業者に対する「出勤見合わせ」「時
差出勤」「在宅勤務」などの要請を検討してはどうか。

　雪対策基本計画P80で地域総合除雪体制の概念図が示されているが，市民と除雪
企業の連携，市民と行政の連携，除雪連絡協議会，除雪企業と行政の連携，それぞ
れの機関やその連携に期待される役割と機能について，この概念図に基づき，基本
計画の中で具体的に示した方がよい。

　3地区統合を試行したが，企業体内の相互補完及び品質の平準化等地域・行政に
とってはメリットが大きいと思われるものの，企業体構成員にとってはあまりメリットが
感じられないので，構成員に対し理解を求める必要がある。また地区統合の中での
除雪連絡協議会の在り方も検討してほしい。

　雪対策基本計画P84で「地域の雪の課題について，市民・企業・行政が互いに連
携・協力しながら，その解決に向けた取組をする必要があり，それぞれの役割分担を
明確にし，それぞれの役割を果たすことで，効果的な市民協働による地域除雪活動
を図ります。」と謳っている。
　ここでいう「市民」は，市民委員会や町内会，地域まちづくり推進協議会などの地域
団体が想定されている。町内会や市民委員会などは近隣関係の生活互助の仕組み
として，費用負担が制度的に裏付けがない自発的な支え合いとして位置づけられる
が，こうした地域の担い手の高齢化により地域除雪活動が停滞化していき，「近隣互
助」のみに期待することは限界が生じてしまう。団塊の世代が75歳以上の後期高齢
者となる「2025年問題」に対応したかたちで、今回の「旭川市雪対策基本計画」の見
直しの論議をしなくてはならないと考える。
　そこで，ボランティアグループによる除雪支援，NPO等による除雪有償ボランティア
など様々な形態が参加し協働できるように，「新たな公共」の視点から地域除雪活動
の担い手を育むため，手厚い助成金制度を導入してはどうか。地域除雪活動に新た
に事業参入することで担い手不足の問題も緩やかになり，地域除雪活動の「互助」シ
ステムは強固になると考える。

　地域除雪活動の担い手は，市民委員会や地区社会福祉協議会，町内会，有償また
は無償のボランティアなど，地域の実情に応じ様々なので，市民ニーズの把握に当
たっては地域の担い手の状況も併せて調査把握してほしい。

　市民・企業・行政の役割分担について，役割は状況の変化により変わることも想定
され，この点を踏まえ柔軟に取り組んでほしい。また役割についての市民周知に取り
組んでほしい。

地域除雪活動への支
援制度の充実

P20
小型除雪機貸出しについて，町内会等への貸出しを１週間単位にする。
タイヤショベル，ダンプの貸出しについて，年１回は無料とし，２回目から有料とする。

総論
　様々な取組みを行っているが，まだまだ理解していない市民も多く，除雪パトロール
の強化等による個別指導や条例の制定等，住民のモラル向上に繋がる施策を検討
する必要がある。

戦略的な広報活動の
推進

P23 　市の広報誌，月刊誌，交番のミニ広報誌等の媒体を活用して広報してほしい。

　雪出しや路上駐車が交通や除雪作業の妨げとなっている実態について，実際に除
排雪の作業に遅れが出たケースを取り上げて告知するなど「啓発活動」をさらに推進
すべきである。
　また，除排雪の仕事がいかに大変でどんな苦労をしているか，その仕事内容や専
門的知識を見える化（＝「除雪作業の可視化」）し，市民に知ってもらうことも重要であ
る。
　地域性があるが，停留所付近やバス路線上の車道への雪出し行為について，指導
や啓発を強化してほしい（罪悪感が希薄）。

　除排雪に対する市民の理解や協力を得るよう，テレビのデータ放送やAM・FMラジ
オなど媒体も活用して情報発信すべき。

　市のＨＰだけでなく，町内会に随時お知らせしてはどうか。

　今後も道路への雪出し禁止のチラシを全戸配布してほしい。

除雪作業の可視化 P25
　除雪マナー向上には，土日の日中開催は難しいかもしれないが，除雪現場の見学
会など除雪作業の大変さを知ってもらう取組みが必要。

1-6
暴風雪や豪雪への備
え 市民や関係機関との

情報共有体制の構築
P16

2-1
地域総合除雪体制の
充実

地域総合除雪体制の
推進

P18

2-2
市民協働による地域
除雪活動の推進

市民協働による地域
除雪活動の推進

P20

2-3 除雪マナーの向上

市民意識の啓発活動
の推進

P23

2-4
雪対策における情報
発信の推進

誰もが情報を入手で
きるよう情報発信の
多重化の推進

P25
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番号 施策の展開 取組項目 意見

　「旭川市雪対策基本計画」P102「中心市街地における冬期※バリアフリーの推進」
で「除雪弱者」という表記があるが，雪道歩行が困難な高齢者や歩行にハンディ
キャップを持つ障がい者に対するバリアフリーの推進の必要性について説明している
文脈であり，「除雪弱者」という表現は，「除雪困難な人」という意味に捉えられるの
で，ここでは「交通弱者」または「雪道歩行が困難な交通弱者」という表現のほうが適
当かと思います。

　中心市街地の歩道ロードヒーティングの整備や効果的な除雪を行ってほしい。

　除雪の担い手は団体や個人のボランティアなど地域の実情により様々。市の制度
は，除雪の対象（玄関前道路，自宅敷地内等）やサービスを受けられる対象者，助成
金を受けられる対象も異なり，また他の団体等の状況も分からないため，地域で協力
を求められた場合に困惑することもある。地域には社会貢献企業や介護事業所，障
害福祉サービス事業所などもあり，関係者が情報共有しながら取組を推進してほし
い。

　前回の審議会でも意見があったが，地域企業の社会貢献活動や小中高生の部活
などのボランティア活動等，広く浅く担い手を求めてはどうか。

中学高校の部活動，行事の一環として高齢者住宅除雪を依頼してはどうか。

ボランティア育成の推
進

P28
　市内の企業、支店のある企業に対し、CSR活動の一環として除雪ボランティアを働
きかけてはどうか。安全確保のための装備（ヘルメット、安全帯等）貸出し，消防職員
等による雪下ろしの安全講習の取組みが考えられる。
　「地域住民の協力による住宅前道路除雪の取組団体数」は，39の町内会と旭川大
学とを合わせて40団体の協力を得るなど，除雪体制が整備されつつあるように感じら
れる。なお一層の除雪支援の取組の推進を期待したい。

　現在の制度ではサービスの対象とならない高齢者等がおり，町内会や地区社会福
祉協議会，ボランティアの協力で支援が行われている。こうした除雪弱者の中には，
継続的な支援を無償で受けることを負担と感じる人もおり，また支援する側も組織力
の低下が懸念されている。地縁組織への支援制度とともに，ボランティアや福祉サー
ビス事業所，地元企業などが活用できる支援制度について検討が必要と考える。

　除雪企業としては，作業効率の低下を招くので，住宅前除雪事業の道路除雪事業
からの切り離しを早急に願いたい。

　札幌市に事務所を置く「ボランティア活動による広域交流イノベーション推進研究
会」（一般社団法人北海道開発技術センター内）では，企業の社会貢献に関心のある
各企業のCSR担当者および大学関係者で「雪はねツアー」を実施していおり，企業の
CSR活動については旭川市でも開拓の余地があると思う。
　また，大雪カムイミンタラＤＭＯではスノーリゾートによる観光集客を目指していて，
旭川観光物産情報センターでもスキーとスノーシューのレンタルを実施しているので，
本州の修学旅行生を冬期に旭川に呼び込む戦略を考えるのはどうか。旭川の冬・雪
の魅力を発信する冬期観光戦略（計画はあるのでしょうか？）を示し，今回の「旭川市
雪対策基本計画」に，是非盛り込んでいただきたい。

　コロナ禍終息後，インバウンド等の観光客に，除排雪見学ツアー等を企画し，旭川
の冬のくらしを体感してもらう。

　雪あかりに町内会の青少年育成部（小中高生）などに参加してもらう。

　雪氷冷熱エネルギー活用について市民周知が遅れているように思う。既存利用施
設の状況を検証し利点などをもっとPRすべきではないか。

　雪堆積場の投雪量から冷熱エネルギーのポテンシャルを見積もることが可能。
　美唄市や新潟県長岡市では，雪冷房のデータセンターも整備されている。

　冷凍設備を持つ市内の商業施設に使ってもらう。

　雪出し防止や屋根からの落雪対策などもっと積極的な検討を願いたい。

　除雪や屋根雪に配慮した家づくり（配置やカーポート等の設置など）の表彰により，
施主，地元工務店や住宅メーカーの雪対策の啓発などが考えられる。

　冬の公園の多目的利用を図ってほしい。

冬期バリアフリー対
策

P38
　「雪道歩行が困難な交通弱者」に対する冬期バリアフリーの地区計画が定められて
いないのならば，支所・地区センターなど市の地区拠点をベースにした冬期バリアフ
リーの地区計画を検討していくことも必要と思う。

3-1
高齢者等の移動手段
の確保

中心市街地における
冬期バリアフリーの
推進

P27

3-2
除雪の担い手不足の
解消

自助・共助の機能強
化

P28

3-3
除雪弱者への支援制
度の推進

除雪弱者への支援制
度の推進

P30

4-1 雪と親しむまちづくり
雪のイベントと冬期観
光

P33

4-2
雪を利用した技術の
活用

雪氷冷熱エネルギー
の利活用の推進

P36

4-3 雪に強いまちづくり

雪に強い住環境の整
備

P37
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