
旭川市雪対策基本計画改定素案（７月版）への意見回答書
※誤字・脱字等軽微な修正は省略しています。

ページ 課名 修正前 修正後 修正理由 意見に対する考え方

31
雪対策
課

○　除雪車両更新計画の策定

この計画は，令和４年度までに，ロータリ除雪車
や除雪グレーダなど34台の除雪車両の更新や
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。

○　除雪車両更新計画の策定と充実

この計画は，令和４年度までに，ロータリ除雪車
や除雪グレーダなど34台の除雪車両の更新や
増車を行うものですが，除雪企業の現状やニー
ズの変化に合わせ，更なる除雪車両の更新等
に向けた新たな除雪車両等更新計画を策定し，
充実を図ります。

除雪車両の更新や増車は更新計
画に基づき充実を図るものであるた
め，素案３３ページの「○貸与車両
の充実」と統合する。

―

33
雪対策
課

○　貸与車両の充実
除雪車両は，※排出ガス対策型建設機械指定
制度の影響で価格が高騰しており，除雪企業や
車両メーカーの動向を踏まえ，除雪車両の安定
的確保に必要な除雪グレーダや除雪トラックな
ど除雪企業の現状やニーズを踏まえた貸与車
両の充実について検討します。

削除 同上 ―

36
土木
事業所

１３行目
○除雪業務入札参加企業の工事受注機会拡
充（契約課・土木事業所）

１３行目
○除雪業務入札参加企業の工事受注機会拡
充（雪対策課・土木事業所）

　受注機会拡充のため，総合評価
方式の工事が発注されております
が，令和２年度から全て土木建設
課で発注しており，その調整を雪対
策課と土木事業所で行うため。

意見のとおり修正します。

41
雪対策
課

除雪出動基準（抜粋）

旭川市除雪事業実施要領（抜粋）
（車道除雪出動基準）
第４条　車道除雪の出動基準は次のとおりとし，
出動基準に至ったときは，車道除雪作業を実施
するものとする。
～
（除雪作業時間）
第７条　吹き溜まり等による突発的な除雪作業
及び早朝の降雪や大雪等やむを得ない場合を
除き，第４条及び第５条に規定する除雪作業の
終了時刻は，通勤・通学に支障が出ないよう，
原則として午前７時を目途とする。

除雪作業時間の削除を復元するた
め，要領からの抜粋であることと，
条項を明記する。

―

47
雪対策
課

幹線道路の交差点は，一年を通じて交通渋滞
の要因となっていますが，  特に冬期間は，交
差点付近の雪堤により道路が狭隘化し，右左折
車の渋滞が発生しています。
また，生活道路の交差点は，雪押し場としての
空き地の減少や，～

幹線道路の交差点は，交通渋滞の要因となり
やすく，  特に冬期間は，交差点付近の雪堤に
伴う道路の狭隘化により，右左折車の渋滞が発
生しています。
また，生活道路の交差点は，除雪時に掻き分け
た雪は道路のどこかに置いていかなければなら
ないため，雪押し場としての空き地の減少や，
～

「一年を通じて」は，適切でないた
め。
本市の掻き分け除雪の説明を追加
するため。

―
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ページ 課名 修正前 修正後 修正理由 意見に対する考え方

48
雪対策
課

○　生活道路における交差点の見通し確保
～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。

○　生活道路における交差点の見通し確保
～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，排雪時に必要に応じ
て45度カットを行うことで交差点の見通しを確保
します。

現状45度カットは排雪時に行ってい
るため。

―

48
雪対策
課

○　交差点における雪処理の取組
地域住民のパトロールにより～

○　交差点における雪処理の取組
交差点の見通しの確保は，除雪作業の度に行
うことが時間的な制約により困難なことから，排
雪と一連の作業の中で行うため，市内全体の対
応には時間を要しますが，地域住民のパトロー
ルにより～

交差点の雪処理の実態を補足する
ため。

―

49ページ
ほか

土木総
務課

ＧＰＳ ＧＮＳＳ
「ＧＰＳ」のほか，「みちびき」の活用
も想定されることから，総称である
「ＧＮＳＳ」としてはどうか。

指摘のとおりではありますが，「ＧＮ
ＳＳ」は一般的には分かりにくいた
め「ＧＮＳＳ（ＧＰＳ等）」に修正しま
す。

54
雪対策
課

除雪出動基準（抜粋）

旭川市除雪事業実施要領（抜粋）
（歩道除雪出動基準）
第５条　歩道除雪の出動基準は次のとおりとし，
出動基準に至ったときは，歩道除雪作業を実施
するものとする。
～
（除雪作業時間）
第７条　吹き溜まり等による突発的な除雪作業
及び早朝の降雪や大雪等やむを得ない場合を
除き，第４条及び第５条に規定する除雪作業の
終了時刻は，通勤・通学に支障が出ないよう，
原則として午前７時を目途とする。

除雪作業時間の削除を復元するた
め，要領からの抜粋であることと，
条項を明記する。

―

55
雪対策
課

○　学校周辺など通学路の除排雪の強化
通学児童生徒が集中する学校周辺において
は，３学期始業式前や卒業式前に学校周辺の
一斉排雪の実施や，～

○　学校周辺など通学路の除排雪の強化
通学児童生徒が集中する学校周辺において
は，３学期始業式前や卒業式前に学校周辺の
排雪の実施や歩道除雪の全路線一斉除雪を実
施するとともに，～

通学路対策の現状の取組に合わせ
るため。

―

68
建築指
導課

～一部区間において沿線住民の高齢化が進ん
でいるほか，空き家などもあるため，担い手不
足が生じています。

～一部区間において沿線住民の高齢化が進ん
でいるほか，空家等などもあるため，担い手不
足が生じています。

法令の表現に合わせた 意見のとおり修正します。

71
建築総
務課

宅地内に…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。

宅地内に…雪堆積場などの負担を減らすことが
可能となることから，引き続き補助制度の実施
によって，家庭用雪処理施設の普及を推進しま
す。

・文中に「雪処理施設」を表す単語
が多数使われているが，当該箇所
のみ家庭用ではない施設であり，
紛らわしいため当該「雪処理施設」
を削除する。
・（６）は宅地内の雪処理の項目で
あり，住宅雪対策補助制度の説明
に限定すべきであるため「等」を削
除し，「家庭用」を挿入する。

意見のとおり修正します。
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ページ 課名 修正前 修正後 修正理由 意見に対する考え方

71
建築総
務課

○雪処理施設の普及
家庭用融雪機や…補助制度等について，事業
の…検討していきます。

○家庭用雪処理施設の普及
家庭用融雪機や…補助制度等について，補助
金の財源確保に努め，雪置き場の確保が困難
な住宅に対し融雪施設の設置を支援していきま
す。

・（６）は宅地内の雪処理の項目で
あり，住宅雪対策補助制度の説明
に限定すべきであるため，雪置き場
等に係る記載を調整する。
・制度周知に関して，既に様々な
ツールを活用しており現状を大きく
超える周知は困難であることから，
削除する

タイトルは意見のとおり修正します。
審議会で示された方向性の文言を
残し「～補助制度等について，補助
金の財源確保に努め事業の推進を
図ることに加え，～」に修正します。

72
土木
事業所

２８行目
○住宅用融雪施設の普及（建築総務課・雪対
策課・土木事業所）

２８行目
○住宅用融雪施設の普及（建築総務課・雪対
策課）

　土木事業所の事務ではないため。 意見のとおり修正します。

76 防災課

（４）気象情報システム活用の検討
1行目

　異常天候早期警戒情報 　早期天候情報

「異常天候早期警戒情報」について
は平成31年6月19日をもって提供が
終了したため。

意見のとおり修正します。

78 防災課
［行政の主な取組］
○豪雪時除雪体制の構築（防災課・土木総務
課・雪対策課・土木事業所）

［行政の主な取組］
○豪雪時除雪体制の構築（土木総務課・雪対
策課・土木事業所）

除雪体制の構築における防災課の
役割が不明なため。

土木部の雪害配備体制から災害対
策本部に移行する場合を想定して
いるため，素案どおりとします。

78
市民活
動課

［行政の主な取組］
○市民委員会や町内会との雪害時の連携（市
民活動課・雪対策課・土木事業所）

―

市民委員会や町内会は任意団体で
あることからその活動内容につい
て，市が指導などを行う権限はあり
ません。市民活動課としての取組と
して，市民委員会や町内会との連
絡調整を想定しているのでしょう
か。

雪害時の連絡調整や地域との情報
共有を想定しています。

81
地域まち
づくり課

※下から3行目
民生児童委員連絡協議会

民生委員児童委員 連絡協議会

「民生委員児童委員」に修正し，「連
絡」を削除する。（民生委員児童委
員連絡協議会ではなく，地区民児
協が参画している）

意見のとおり修正します。

83
地域まち
づくり課

※下から2・3行目
（地域まちづくり課・ 各支所雪対策課・土木事業
所）

（地域まちづくり課・各支所・雪対策課・土木事
業所）

地域まちづくり推進協議会の事務
局は，従来と変わらず各支所・地域
まちづくり課が担っているので，元
に戻す。

意見のとおり修正します。
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ページ 課名 修正前 修正後 修正理由 意見に対する考え方

86
雪対策
課

～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。

○　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。

～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を推進します。

審議会で示された支援制度の方向
性を踏まえつつ，素案９１ページの
「支援制度の導入」から「支援制度
の推進」への修正と整合を図るた
め。

―

91
市民活
動課

［行政の主な取組］
○市民協働による地域除雪活動の推進（市民
活動課・地域まちづくり課・雪対策課・土木事業
所）
○助成金による支援制度の 導入推進（市民活
動課・地域まちづくり課・雪対策課・土木事業
所）

○市民協働による地域除雪活動の推進（ 市民
 活動課・地域まちづくり課・雪対策課・土木事業
所）
○助成金による支援制度の推進（ 市民活動課・
地域まちづくり課・雪対策課・土木事業所）

○市民協働による地域除雪活動の
推進（市民活動課・～）についてで
すが，市民活動課は，市全体の協
働事業調査を実施し事業形態等の
集約，分析を行っているが，市民協
働による地域除雪活動の推進を直
接実施しているものではありませ
ん。町内会等の任意団体が，保険
福祉部や土木部等と協働し活動を
行っているもののため。

○助成金による支援制度の 導入推
進（市民活動課・～）についてです
が，市民活動課が，地域除雪活動
に対して直接的に，補助金等を支
出する支援制度はありません。町
内会に対しては，町内会等活性化
事業の中で，組織力強化や地域の
課題解決，地域住民相互の交流促
進等の活動に対して補助金を支出
しており，その地域課題解決として
の町内会事業で，町内除排雪活動
があったものであるが，ここでの［行
政の主な取組］に該当しないのでは
ないでしょうか。

地域除雪活動は，市民・企業・行政
が互いに連携・協力しながら地域の
雪の課題の解決に取り組むもので
あり，活動を推進していくためには，
市民活動課や地域まちづくり課の
協力が不可欠と考えているので，素
案どおりとします。

町内会等活性化事業やまちづくり
推進事業の中で雪対策に関連する
事業に取り組んでいただいている
団体もあるため，市民活動課や地
域まちづくり課の協力が不可欠と考
えているので，文言は次行のとおり
修正しますが，取組課は素案どおり
とします。

91
地域まち
づくり課

※下から8・9行目
○助成金による支援制度の 導入推進（市民活
動課・地域まちづくり課・雪対策課・土木事業
所）

○助成金による支援 制度の 導入推進（市民活
動課 ・地域まちづくり課・雪対策課・土木事業
所）

当初，補助事業に地域除雪のメ
ニューがあったが，現在は，除雪に
特化した補助メニューがないため，
削除する。

同上

104
長寿社
会課

◯地域除雪活動の充実
　除雪ボランティアセンターの開設や～

「除雪ボランティアセンターの開設や」の削除

「除雪ボランティアセンター」は何課
の所管で開設を検討するのでしょう
か？
福祉除雪の事業のことでしょうか？
審議会意見により盛り込むとすれ
ば，所管課を明確にしておくべきと
思います。

第４期地域福祉計画５５ページの記
載に合わせ，「社会福祉協議会の
ボランティアセンターとの連携を推
進するとともに，」に修正します。
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ページ 課名 修正前 修正後 修正理由 意見に対する考え方

106
長寿社
会課

（３）ボランティア育成の推進
～略～
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～除雪ボランティアの育成を推進しま
す。

（３）ボランティア確保の推進
～略～
ボランティア活動に意欲のある市民等の発掘や
支援を必要としている市民に適切にマッチング
していく必要があります。
このため～除雪ボランティアへの協力者の拡大
を推進します。

ボランティアの「育成機関」とはどの
ような機関をイメージしているので
しょうか？
また，利用者・福祉団体・行政が並
列的に育成機関となるのでしょう
か？
育成というより，協力者の発掘的な
活動になるのではないでしょうか？

第４期地域福祉計画に担い手の育
成とあるため，タイトルは素案どおり
とします。
中段は第４期地域福祉計画５１ペー
ジの記載に合わせ，「除雪ボラン
ティアに関する理解を深めるととも
に，その担い手を育てるほか，幅広
い世代，様々な立場の住民が地域
除雪活動に主体的に参加できるよ
うな環境づくりを進めていく必要が
あります。」に修正します。
下段は素案どおりとします。

106
長寿社
会課

◯除雪ボランティアの育成 項目の削除

何について「オリエンテーション」を
行うのでしょうか？
ボランティア・利用者・育成機関が
連携を深め除雪問題にどのように
協働していくのかイメージが持てま
せん。

担い手の確保や育成は審議会での
意見も多いため削除せずに，「除雪
ボランティアへの研修やサービス利
用者への制度の周知を行い，ボラ
ンティア・サービス利用者・社会福
祉協議会の三者が連携を深め，地
域除雪活動に取り組みます。」に修
正します。

107
長寿社
会課

［行政の主な取組］
◯除雪ボランティアの確保と育成

［行政の主な取組］
◯除雪ボランティアの確保

育成というより，協力者の発掘的な
活動になるのではないでしょうか？

担い手の確保や育成は審議会での
意見もあるため，素案どおりとしま
す。

111
長寿社
会課

◯高齢者等屋根雪下ろし事業
対象世帯は年々増加傾向にあり，近年は低温
で雪が融けにくい気象状況にあることから，事
業手法など制度の見直しを検討しながら事業を
推進します。

◯高齢者等屋根雪下ろし事業
対象世帯は年々増加傾向にあるため，必要に
応じて事業手法など制度の見直しを検討しなが
ら事業を推進します。

制度の見直しを行うとすれば，気象
状況によるものではなく，財政状況
によるものと考えます。
現時点では，見直しの予定がないこ
とから，「必要に応じて」を追加。

意見のとおり修正します。

113
建築総
務課

市民ニーズが高く…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。

市民ニーズが高く…期待できるため，補助金の
財源確保に努め，事業の推進を図っていきま
す。

・制度周知に関して，既に様々な
ツールを活用しており現状を大きく
超える周知は困難であるため。
※旭川市雪対策基本計画アクショ
ンプログラム改訂版の表記に合わ
せた。

意見のとおり修正します。

116
～
119

観光
冬期

※１か所夏期
冬季 予算・方針等の表記と整合 意見のとおり修正します。
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ページ 課名 修正前 修正後 修正理由 意見に対する考え方

116
117
118
119

スポーツ課

①冬期レジャー(116,119)
②冬期アクティビティ(117)
③冬期スポーツ(117,118,119)
④冬期イベント(116,119)

①冬季レジャー
②冬季アクティビティ
③冬季スポーツ
④冬季イベント

左記のものは期間ではなく季節性
を表すものであるため。

意見のとおり修正します。

116 観光

（１）雪のイベントと冬期観光
本市では，雪や冬の寒さを生かした魅力あるま
ちづくりを目指し，「旭川冬まつり」や「氷彫刻世
界大会」などの冬期イベントの開催，スキー場な
ど冬期レジャーの促進のほか，全国屈指の来
場者数を誇る「旭山動物園」の冬期開園など，
冬期観光の充実を図り道内外からの冬期観光
客の誘致に努めてきました。
観光客の宿泊延べ数を比較すると，冬期は夏
期に比べて著しく減少する傾向にあり，通年に
よる滞在観光を目指す本市にとって，冬期観光
の促進は最重要の課題です。
このため，冬期における観光客減少の要因と
なっているマイナスイメージを見つめ直し，観光
客の視点に立った魅力の再認識と積極的な情
報発信を行うとともに，従来のイメージを払拭す
る「見せ方」や他の積雪寒冷地との差別化を意
識した新たなコンテンツ整備に取り組み，冬期
観光の充実を図ります。
また，冬の旭川を彩る「あさひかわ雪あかり」や
市民の手作りによる「ウエルカム雪だるま」な
ど，「旭川冬まつり」に関連した市民参加のイベ
ントをはじめとした，誰もが簡単に楽しめる地域
のイベントを市民とともに開催し，多くの観光客
が訪れる魅力と活力のあるまちづくりを目指し
ます。

（１）雪のイベントと冬季観光
本市では，冬季の観光客の宿泊延べ数は，夏
季に比べて減少傾向にあり，観光の通年化を
図るに当たって，冬季観光の推進は大きな課題
です。
このため，雪や冬の寒さを生かした「旭川冬ま
つり」などのイベント開催，スキーなどのアクティ
ビティの促進によって，冬季観光資源の充実を
図り，多くの観光客等が訪れるまちづくりを目指
します。

旧観光基本方針に掲載されていた
内容だが，現行版に沿う内容に修
正。

意見のとおり修正します。
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ページ 課名 修正前 修正後 修正理由 意見に対する考え方

116 観光

○　イメージアップの推進
冬期観光を推進する上で阻害要因となってい
る，冬や雪に対するマイナスイメージを払拭し，
高い潜在能力を有した冬の素材の効果的な広
報と誘致活動に取り組むため，一般に広く訴求
できる本市の２大冬期イベントである「旭川冬ま
つり」と「氷彫刻世界大会」を活用した冬のイ
メージアップに取り組みます。また，都市機能を
備えながら自然に恵まれた積雪寒冷地である
本市の立地環境に着目した企業誘致の促進な
ど，「冬の寒さ」をＰＲ素材に活用し，様々な手法
を通じた「旭川の冬の魅力」の情報発信に取り
組みます。

　※削除
旧観光基本方針に掲載されていた
内容だが，現行版に掲載していな
い内容のため削除。

意見のとおり修正します。

117 観光

○　冬期※アクティビティの充実
ファミリー層向けや上級者にも対応するスキー
場をはじめ，スノーモービルや雪上乗馬，犬ぞり
などの冬期素材の知名度を高めるため，イメー
ジアップとの連動による継続的なＰＲを積極的
に展開します。特に，外国人観光客に対して，
Ｗｅｂ等を活用した外国語での情報の発信や提
供も実施します。

○　新規コンテンツの整備・開発
中心部の歩くスキーコースをはじめ，※ダイヤモ
ンドダストや樹氷といった冬ならではの自然現
象，ミニスキーやタイヤチューブ滑りなどの手軽
で安全な遊びなどを観光素材として提供するな
ど，既存の発想にとらわれない新たな観光素材
の整備・開発に取り組みます。

◯　冬季アクティビティの充実
スキーやスノーシューなど，あらゆる世代で楽し
めるアクティビティの充実を図りながら，観光客
等に向けて情報発信します。

※「◯　新規コンテンツの整備・開発」の項は上
記に統合

文章の整理
新規コンテンツについては，現時点
で新規要素はなくなっている。

意見のとおり修正します。

118 スポーツ課

○　バーサーロペット・ジャパンの見直し及び冬
期スポーツ大会の充実

冬期スポーツの祭典ともいえるバーサーロペッ
ト・ジャパンについて，より多くの市民が参加し，
地域の文化として誇りと愛着が持てる大会とす
るため，会場や開催時期，種目などを見直して
いきます。また，本市において開催されるその
他の冬期スポーツ大会についても，関係機関と
連携して参加者の増加と円滑な大会運営を推
進していきます。

○　冬季スポーツ大会の充実

冬季スポーツの祭典であるバーサーロペット・
ジャパンについては，関係団体等と連携し，更
なる魅力の向上を図ります。また，本市におい
て開催される冬季スポーツ大会の充実や大会
誘致に取り組んでいきます。

バーサーロペット・ジャパンについ
て，会場や種目等の見直しは実施
済みのため。

意見のとおり修正します。
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ページ 課名 修正前 修正後 修正理由 意見に対する考え方

122
環境総
務課

[行政の役割]
○雪氷冷熱を活用した施設の導入を支援し，新
たな利雪施設の整備を促進します。

[行政の役割]
○雪氷冷熱エネルギーの利活用に関する調査
研究を推進し，新たな雪氷冷熱エネルギーの利
活用に向け導入可能性に関する調査研究を行
います。

導入促進支援はできていない現状
にあり，今後も支援することは難し
いため。

意見のとおり修正します。

122
環境総
務課

[行政の主な取組]
○雪氷冷熱を利用した施設の導入促進支援
（環境総務課）

[行政の主な取組]
○雪氷冷熱エネルギーの利活用に関する調査
研究

導入促進支援はできていない現状
にあり，今後も支援することは難し
いため。

意見のとおり修正します。

123
建築指
導課

近年は，管理不全な状態にある空き家等の倒
壊や落雪事故も増加していることから～

近年は，適切に管理されていない空家等の倒
壊や落雪事故も増加していることから～

法令の表現に合わせた 意見のとおり修正します。

123
建築指
導課

大雪などによる管理不全な空き家等の倒壊や
屋根崩落，建物等からの道路への落雪などが
発生しないよう，安全・安心な住環境の確保に
取り組みます。

大雪などにより，適切に管理されていない空家
等の倒壊や屋根崩落，建物等からの道路への
落雪などが発生しないよう，安全・安心な住環
境の確保に取り組みます。

法令の表現に合わせた 意見のとおり修正します。

128
建築指
導課

［市民の役割］
○空き家を放置せずに，責任を持って管理しま
しょう。

［市民の役割］
○落雪防止の措置や定期的に屋根の雪下ろし
を行うなど，責任を持って空家等の管理しましょ
う。

分かりやすい表現に改めた 意見のとおり修正します。

128
建築指
導課

［行政の役割］
○管理不全な状態にある空き家等を把握しな
がら，雪による建物の倒壊や建物からの落雪な
どの事故防止に取り組むほか，事故発生時に
おける速やかな対応に努めます。

［行政の役割］
○適切に管理されていない空家等を把握しなが
ら，雪による建物の倒壊や建物からの落雪など
の事故防止に取り組むほか，事故発生時にお
ける速やかな対応に努めます。

法令の表現に合わせた 意見のとおり修正します。
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