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はじめに 

 

 この調査は科学研究費助成事業学術研究助成基金助成を受け、実施させて頂きました。公的研究費

を頂くにあたり、まず、豪雪地帯対策特別措置法による指定区分で豪雪地帯(含む特別豪雪)に指定され

ている市町村 532 全てを対象に質問紙による聞き取りをさせて頂き、「除雪ボランティアの現状」と

「その普及に向けた課題」を把握すること。つぎに、高齢化の進む現代社会において除雪ボランティ

アを含む地域の共助力を活用した雪処理について、「地域の実情にそったユニークな除雪ボランティア

の取組、地域共助で雪処理を行った事業」等についても情報を集めること。そして、これらをまとめ

た調査報告書を作成し、調査対象の市町村にお返しするまでを調査研究の目的とすることといたしま

した。 

 

 本研究は三年継続研究であり、初年度は豪雪地帯(含む特別豪雪)に指定されている 532 市町村全て

に、二年目は同 532 市町村社会福祉協議会ボランティアセンター・ボランティア担当を対象に、管内

の住民の除雪ボランティア活動の実態等について紙上聞き取りをいたしました。なお、平成 26 年度の

市町村調査の単純集計結果を速報として 532 市町村にお返し、平成 27 年度の市町村社会福祉協議会調

査の単純集計結果を速報として同様に 532 市町村社会福祉協議会にお返ししました。 

 

今回は平成 26 年度と 27 年度の調査結果を比較し、特徴の現れた部分を中心に報告するものです。

また、地域の実情にそったユニークな除雪ボランティアの取組がどのように行っているか等の情報も

得られましたので、改めて掲載し除雪ボランティアの推進に対して前向きにお考えいただく際の参考

として頂ければ幸いに存じます。 

 

                                  2017(平成 29)年 2 月吉日 

       弘前学院大学 社会福祉学部 

                                                     准 教 授   高 橋  和 幸 

 

  平成 26～28 年度 科学研究費助成事業 学術研究助成基金助成 (若手研究 B) 26780317 号 

 「豪雪地域における除雪ボランティアの実態とその普及に向けた課題に関する調査」 

 

 

 

調

査

期

間 

 平成 26 年度市町村調査 平成 27 年度社協調査 

質 問 紙 (調 査 票 ) の 郵 送 :  2014(平成 26)年 10 月 6 日  2015(平成 27)年 11 月 1 日 

回  答  票  郵  送  期  限:  2014(平成 26)年 11 月 19 日  2015(平成 27)年 12 月 25 日 

調査票投函確認依頼状発送(1回目):  2014(平成 26)年 12 月 15 日  2015(平成 27)年 12 月 25 日 

調査票投函確認依頼状発送(2回目):  2015(平成 27)年 1 月 6 日  2016(平成 28)年 1 月 7 日 

調査票投函確認依頼状発送(3回目):  2015(平成 27)年 2 月 9 日  2016(平成 28)年 2 月 10 日 

回 投 票 の 受 付 終 了 :  2015(平成 27)年 3 月 25 日  2016(平成 28)年 3 月 9 日 

 

市町村の回答:428(80.5%)、市町村社会福祉協議会の回答:485(91.2%) 
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1.回答頂いた市町村と市町村社協を全国ブロック別にみると 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.回答頂いた市町村と市町村社協の所在地を大都市分類でみると 

〔表 2〕 H26 市町村(428) H27 社協(485) 

町村 263(61.0%) 299 (61.6%) 

市 144(34.0%) 165(34.0%) 

特例市    7( 2.0%)  5 ( 1.0%) 

中核市 9( 2.0%) 11( 2.3%) 

政令市 5( 1.0%)  5( 1.0%) 

 

3.回答頂いた市町村と市町村社協の所在地を人口規模別にみると 

〔表 3〕 H26 市町村(428) H27 社協(485) 

5千人未満 85(20.0%) 111(22.9%) 

5千～1万人未満 84(20.0%) 90(18.6%) 

1～5万人未満 177(41.0%) 188(38.8%) 

5～10 万人未満 41( 9.0%) 52(10.7%) 

10～20万人未満 20( 5.0%) 22( 4.5%) 

20～30万人未満 10( 2.0%) 9( 1.9%) 

30～50万人未満  7( 2.0%) 8( 1.6%) 

50 万人以上  4 ( 1.0%) 5( 1.0%) 

 

4.回答頂いた市町村と市町村社協の所在地を豪雪地帯指定の区分でみると 

〔表 4〕 H26 市町村(428) H27 社協(485) 

1. 全域が豪雪地帯 235(55.0%) 257(53.0%) 

2. およそ 75%以上が豪雪地帯  8( 2.0%) 5( 1.0%) 

3. およそ 50%～75%未満が豪雪地帯  12( 3.0%) 14( 2.9%) 

4. およそ 25%～50%未満が豪雪地帯 14( 3.0%) 15( 3.1%) 

5. およそ 25%未満が豪雪地帯 6( 1.0%) 7( 1.4%) 

6. 全域が特別豪雪地帯 121(28.0%) 148(30.5%) 

7. 全域が豪雪地帯で、そのうち特別豪雪地域が含まれる 32( 8.0%) 39( 8.0%) 

 

〔表 1〕 H26 市町村(428) H27 社協(485) 

北海道 144(34.0%) 157 (32.4%) 

東 北 134(31.0%) 150 (30.9%) 

関 東 14( 3.0%) 16 ( 3.3%) 

中 部 90(21.0%) 107(22.1%) 

関 西 16( 4.0%) 19( 3.9%) 

中 国 30( 7.0%) 36( 7.4 %) 

※1.各市町村 HP 掲載の人口により分類しました。※2.一部

が豪雪地帯という市に関しても市全体人口をもとに分類し

ました。 
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5.回答頂いた市町村と市町村社協所在地の冬期累計降雪量 

〔表 5〕 H26 市町村(428) H27 社協(485) 

～100cm 51(12.0%) 44(9.1%) 

101～200 cm 76(18.0%)  87(17.9%) 

201～300 cm 49(11.0%)  65(13.4%) 

301～400 cm 64(15.0%) 53(10.9%) 

401～500 cm 38( 9.0%) 47(9.7%) 

501 cm以上 150(35.0%) 189(39.0%) 

 

 

6.回答頂いた市町村と市町村社協の高齢化率 

〔表 6〕 H26 市町村(428) H27 社協(485) 

～30% 149(35.0%) 134(27.6%) 

31～35% 155(36.0%) 173(35.7%) 

36～40% 87(20.0%) 111(22.9%) 

41～45% 30( 7.0%) 51(10.5%) 

46%～ 7( 2.0%) 16( 3.3%) 

 

7.市町村管内における冬場の雪処理に関する協働活動の状況 

管内における冬場の雪処理に関する協働活動の状況について該当するものを選んでください。(結果) 

〔表 7〕 H26 市町村(428) H27 社協(485) 

1. 大いに盛ん 9( 2.0%) 18(3.7%) 

2. やや盛ん 75(17.0%) 100(20.6%) 

3. どちらともいえない 174(41.0%) 206(42.5%) 

4. あまり盛んではない 99(23.0%) 117(24.1%) 

5. 盛んではない 68(16.0%) 36(7.4%) 

 この項目への回答なし 3( 1.0%) 8(1.6%) 

 

8.除雪ボランティアの実態に関する調査項目 

8-1. 貴市町村内における除雪ボランティアの現状について、最も近いもの 1 つを選んでください。

実績は昨シーズン冬期でお答え願います。回答結果 

 〔表 8〕 H26 市町村(428) H27 社協(485) 

1. 全域にて行われている 59(14.0%) 88(18.1%) 

2. 半数以上の地域において行われている 21( 5.0%) 31( 6.4%) 

3. 一部地域にて行われている 174(40.0%) 206(42.5%) 

4. 管内において除雪ボランティアは行われていない 67(16.0%) 77(15.9%) 

5. 実態を把握していない 99(23.0%) 77(15.9%) 

 この項目への回答なし 8( 2.0%)  6( 1.2%) 

 

※1.市町村調査は平成 26 年 11 月に実施したものであり、昨シーズン

(平成 25 年度冬期)の除雪ボランティア活動実績を質問しています。そ

の為、冬期累計降雪量も国土交通省国土政策局地方振興課克雪体制推進

係のご協力により、平成 25 年度冬期データを使用しています。※2.同

様に、市町村社協調査は平成 27 年 11 月に実施したものであり、昨シ

ーズン(平成 26 年度冬期)の除雪ボランティア活動実績を質問していま

す。その為、冬期累計降雪量も国土交通省の協力により、平成 26 年度

冬期データを使用しています。 
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8-2.「積雪期に定期的に行われる」あるいは「積雪期に不定期であるが行われる」という比較的高頻

度の活動実態にある団体について注目し、その割合を(市町村図 1),(社協図 2で)比較しました。 

 

 

 

 

8-3.除雪ボランティアの活動範囲として屋根の雪下ろしまで想定していますか。(回答結果) 

 〔表 9〕 H26 市町村(428) H27 社協(485) 

1. している 31( 8.0%) 22( 4.5%) 

2. していない 262(61.0%) 362(74.6%) 

3. 活動団体の方針に任せている 95(22.0%) 61(12.6%) 

4. その他(理由: 都度の状況判断による。屋根の雪下ろしについては業者に

依頼している。想定はしているが社協コーディネート団体へはさせない、等) 
9( 2.0%) 25( 5.2%) 

この項目への回答なし 31( 7.0%) 15( 3.1%) 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

12.シルバー人材ｾﾝﾀｰ除雪ボランティア

11.専門学校・短大・大学生の除雪ボランティア

10.NPO団体の地域貢献としての除雪ボランティア

9.PTA会員の協力による除雪ボランティア

8.中学生の除雪ボランティア

7.消防団や自主防災組織の住民協力での除雪ボラン…

6.高校生の除雪ボランティア

5.企業や農協等団体の地域貢献としての除雪ボラン…

4.市町村社協職員による除雪ボランティア

3.市町村職員や消防署員による除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

2.住民の任意団体による除雪ボランティア

1.町内会や自治会による除雪ボランティア

図1.市町村結果

積雪期に1回以上定期的に行われる 積雪期に不定期ではあるが行なわれる

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

12. シルバー人材センターの地域貢献としての除雪ﾎﾞ…

11. NPO団体の地域貢献としての除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

10. PTA会員の協力による除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

9. 専門学校・短大・大学生の除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

8. 中学生の除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

7. 企業や農協等団体の地域貢献としての除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

6. 市町村社協職員による除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

5. 消防団や自主防災組織の住民協力での除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

4. 市町村職員や消防署員による除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

3. 高校生の除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

2. 住民の任意団体による除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

1. 町内会や自治会による除雪ボランティア

図2.市町村社協調査結果

積雪期に1回以上定期的に行われる 積雪期に不定期ではあるが行なわれる
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8-4.除雪ボランティア活動中の事故防止対策や指導を行っていますか。(回答結果) 

〔表 10〕 H26 市町村(428) H27 社協(485) 

1. している  30(7.0%) 96(19.8%) 

2. していない 199(47.0%) 253(52.2%) 

3. 活動団体の方針に任せている 133(31.0%) 92(19.0%) 

4. その他 (理由:口頭で注意喚起。事故防止について指導はしているが除雪ボランティアに

限定していない。除雪ボランティアにではないが、地域訪問時に事故防止の啓発を行っている等) 
  9( 2.0%) 30( 6.2%) 

この項目への回答なし  57(13.0%) 14( 2.9%) 

 

9.除雪ボランティアへの支援に関する調査項目 

9-1.自治体の現状に最も近いもの 1 つだけに○を記入してください。(市町村の回答結果) 〔表 11〕 

1. 住民と行政の「協働活動」の基本的な考え方や方針を、条例や指針、計画等に明記

し、行政全体として総合的に取り組んでいる。この協働活動の中に、除雪ボランティ

アも含まれている。 

  27( 7.0%) 

2. 条例などは制定していないが基本的な考え方や方針のもとで、除雪ボランティアに

ついては担当部署が中核となって取り組んでいる。 
  48(11.0%) 

3. 除雪ボランティアの推進の基本的な考え方や方針はないが、施策や事業の内容等に

応じて、各部局が個別に取り組んでいる。 
 108(25.0%) 

4. 除雪ボランティアの推進については特に取り組んでいない。  222(52.0%) 

5. その他  (社会福祉協議会で取り組んでいる等)   22( 5.0%) 

この項目への回答なし    1( 0%) 

 

9-2. 貴社協の現状に最も近いもの 1 つだけに○を記入してください。(社協の回答結果) 〔表 12〕 

1. 住民と行政や社協との「協働活動」の基本的な考え方や方針を、地域福祉活動計画

等に明記し、総合的に取り組んでいる。この協働活動の中に、除雪ボランティアも含

まれている。 

 

51(10.5%) 

2. 地域福祉活動計画等に明記されていないものの、基本的な考え方や方針(要綱等)の

もとで、除雪ボランティアについては担当部署が中核となって取り組んでいる。 
81(16.7%) 

3. 除雪ボランティアの推進の基本的な考え方や方針(要綱等)はないが、住民の求めに

応じてその都度個別に支援している。 
113(23.3%) 

4. 除雪ボランティアの推進については特に取り組んでいない。 183(37.7%) 

5. その他  (主な理由:市に災害対策本部が設置されたときには除雪ボランティアを募集する。今冬に向けて募集。有償ボラ 

ンティアで個別対応の為。除雪サービスについてはシルバー人材センター等と業務委託契約を締結し事業化し 

て行っている為。降雪によりけりの為、等) 

 

51(10.5%) 

この項目への回答なし 6( 1.2%) 

 

9-3.選択肢 1から 3に回答した市町村と市町村社協における比較 (総括表) 

 ここでは、市町村においては条例など、市町村社協においては計画などの名称について自由記述頂い

たものを表 13-1,13-2 に分類してみました。また、それらの名称などを表 14,15 にて紹介します。 
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〔表 13-1〕                 〔表 13-2〕 

 凡例(ｶﾃｺﾞﾘｰ区分) 市町村数   凡例(ｶﾃｺﾞﾘｰ区分) 市町村社協数 

１．条例を制定 3(3.0%)  １．計画を策定 48(24.5%) 

２．条例と事業を用意 1(1.0%)  ２．計画と要綱を用意 8(4.0%) 

３．条例と事業と要綱を用意 1(1.0%)  ３．計画と事業を用意 9(4.5%) 

４．条例と計画を策定 2(2.0%)  ４．要綱（要領）を用意 38(19.3%) 

５．計画のみ策定 36(35.0%)  ５．要綱と事業を用意 2(1.0%) 

６．計画と事業を用意 2(2.0%)  ６．事業を用意 36(18.2%) 

７．事業のみ用意 32(31.0%)  ７．その他 56(28.5) 

８．要綱のみ用意 11(11.0%)  合計 195(100%) 

９．要綱と事業を用意 1(1.0%) 

１０．その他 14(13.0%)  

合計 103(100%)    

 

9-4.市町村における条例制定、計画策定、実施する事業名等について(凡例は表 13-1による) 〔表 14〕 

市町村名 制定している条例、用意している計画、事業名等について 凡例 

中標津町 中標津町自治基本条例第１６条 1 

三島町 三島町まちづくり基本条例 1 

上越市 上越市自治基本条例（協働）第３４条 1 

十和田市 十和田市協働による除雪の推進に関する条例 と 十和田市歩道除雪ボランティア事業 2 

古平町 古平町高齢者自立生活支援事業条例 と 除雪サービス事業 と 古平町除雪サービス事業実施要綱 3 

米沢市 米沢市協働推進条例１～５条 と 米沢市まちづくり総合計画 と 米沢市地域福祉計画 4 

十日町市 十日町まちづくり基本条例 と 十日町総合計画 と 後期基本計画 4 

函館市 函館市除雪計画 5 

旭川市 旭川市新総合雪対策基本計画 5 

苫小牧市 苫小牧市総合計画 と 苫小牧市地域福祉計画 5 

稚内市 稚内市雪対策基本計画 5 

倶知安町 倶知安町みんなで親しむ雪条例第１章基本理念及び基本計画 と 倶知安町第２次雪対策基本計画 5 

妹背牛町 妹背牛町地域福祉実践計画 5 

清里町 清里町総合計画 5 

本別町 本別町第２期地域福祉計画  5 

青森市 青森市地域福祉計画 と 青森市新雪対策基本計画 5 

弘前市 平成26年度除排雪計画書 5 

盛岡市 盛岡市道除排雪計画 と 盛岡市地域福祉計画 5 

北上市 道路除排雪計画  5 

久慈市 久慈市地域福祉計画  5 

秋田市 秋田市ゆき総合対策基本計画  5 

横手市 横手市総合雪対策基本計画  5 

鹿角市 第5期鹿角市高齢者福祉計画  5 

※条例(角ポップ体)、計画(丸ゴシック体)、要綱(ゴシック体)、事業(行

書体)で表示している。 
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潟上市 潟上市総合発展計画 と 潟上市地域福祉計画 5 

五城目町 五城目町総合発展計画  5 

山形市 山形市克雪対策総合推進計画 5 

新庄市 新庄市第2次総合雪対策基本計画 と 新庄市協働推進計画 5 

尾花沢市 尾花沢市地域福祉計画 5 

西川町 第6次西川町総合計画  5 

高畠町 高畠町地域福祉計画 と 地域福祉活動計画 5 

川西町 第4次川西町総合計画  5 

三川町 第3次三川町総合計画  5 

只見町 只見町第6次振興計画  5 

会津坂下町 第５次会津坂下町振興計画 5 

片品村 第2次片品村地域福祉計画 と 片品村地域福祉活動計画  5 

小千谷市 第4次小千谷市総合計画 後期基本計画   5 

富山市 富山市総合計画      5 

滑川市 滑川市総合計画  5 

小矢部市 小矢部市「総合計画」 5 

かほく市 かほく市雪みち計画協議会 5 

野々市市 野々市市第一次総合計画  5 

安曇野市 除雪計画書 5 

高山市 高山市除雪計画 と 高山市雪またじ基本方針 5 

金ヶ崎町 金ヶ崎町地域福祉計画 と 共助制度 6 

福井市 高齢者等除雪支援アクションプラン と 事業名：雪かきボランティア 6 

美唄市 除雪ボランティア派遣事業（美唄市社協） 7 

芦別市 ボランティアセンター運営事業補助金 と 在宅福祉サービス事業 7 

千歳市 
千歳市スノーバスターズ と 千歳市小型除雪機貸出事業 と 千歳市パートナーシップ排雪事業 と千歳市

町内会等備品整備事業 
7 

栗山町 人にやさしい「愛らぶ」活動事業  7 

愛別町 排雪作業助成 7 

中富良野町 除雪サービス事業 7 

天塩町 天塩町福祉除排雪サービス ※事業主体は天塩町社会福祉協議会 7 

美幌町 家庭用除雪機貸与事業 7 

小清水町 小清水町社会福祉協議会・除雪ボランティア事業 7 

湧別町 除雪サービス（ボランティアではない）－町が社協へ事業を委託し実施 7 

新得町 事業名：新得町除雪サービス事業  7 

平川市 事業名：地域で助け合う雪対策モデル事業 事業名：スノーバスターズ事業 7 

鶴田町 鶴田町地域支えあい支援事業 7 

七戸町 除雪機貸出業務 7 

東北町 高齢者世帯等除排雪事業 7 

野田村 除雪機貸出事業 7 
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仙台市 仙台市歩道等除雪機械購入補助制度 と 仙台雪道おたすけ隊 7 

三種町 (三種町) ○○地区除排雪事業  7 

寒河江市 寒河江市ボランティアセンター運営事業 7 

山辺町 山辺町地域福祉基金より、山辺町社会福祉協議会への補助金交付 7 

舟形町 地域助け合除排雪活動支援事業  7 

小国町 小型ハンドガイド式除雪機の貸与 7 

天栄村 天栄村協働の里づくりサポート事業 7 

西会津町 
ボランティア活動サポーターセンターが社協と連携し、豪雪対策本部が設置された年に限り、限界集落の状況を収

集した上で、独自事業として行政職員、福祉法人職員等に呼びかけ、集中的に除雪作業を展開 
7 

みなかみ町 除雪ボランティア事業 7 

見附市 見附市地域コミュニティ除雪機貸与事業 と 見附市快適空間づくり事業 7 

魚津市 魚津市地域ぐるみ除排雪推進事業 7 

氷見市 氷見市地域ぐるみ除排雪促進事業 7 

金沢市 学生等雪かきボランティア事業 7 

高山村 おてんま支援事業（原材料支給、機械貸与） 7 

米原市 米原市地域お茶の間創造事業  7 

安来市 安来市小型除雪機の貸し出し事業  7 

興部町 興部町除雪サービス実施要綱  8 

幕別町 幕別町協働のまちづくり支援事業交付金交付要綱 8 

足寄町 足寄町高齢者等除雪サービスに係る支援事業実施要綱 8 

九戸村 小型除雪機貸出要領 8 

七ヶ宿町 七ヶ宿町豪雪対策本部設置要綱 と 七ヶ宿町高齢者等除排雪対策協議会設置要綱 8 

阿賀野市 阿賀野市高齢者等玄関先除雪支援事業補助金交付要綱  8 

田上町 田上町地域たすけあい事業実施要綱 8 

入善町 入善町集落除排雪活動機械整備事業補助金交付要綱 と 入善町除排雪機貸付要綱 8 

新温泉町 新温泉町高齢者等屋根の雪下ろし支援金支給事業実施要綱 8 

鳥取市 鳥取市職員による除雪応援隊派遣実施要領 8 

八頭町 雪かきボランティア設置要綱 8 

三次市 三次市地域除雪サポート隊事業 と 補助金交付要綱 9 

砂川市 社会福祉協議会による除雪ボランティア。 10 

奈井江町 年に1回、独居老人、体の不自由な世帯を対象に除雪ボランティア実施。 10 

佐呂間町 
高齢者を対象にして社会福祉協議会が実施（条件有り）。 各自治会において、サポートチームを作り実施して

いる（無料～低料金）。シルバー人材派遣により実施（低料金）。 
10 

豊頃町 
・町主体による、高齢者世帯の除雪を業者委託により行っている。・農村地域農事組合により、町施設等の蓄積

した雪山の排雪作業を行ってくれている（年1回程度）。 
10 

三沢市 除雪ボランティア: 1企業、4町内会に歩道等の除雪をお願いしている（募集は市広報紙にて）。 10 

今別町 基本的に高齢者等の要援護者世帯への除雪ボランティアとする（取扱い窓口は町社協）。 10 

西目屋村 事業名：特になし。内容：津軽ダム建設工事の JV（建設企業体）が一人暮らし世帯等の雪下ろしを実施。 10 

風間浦村 役場、村民生活課が中心となり、高齢者等の自宅周辺を除雪している。 10 
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花巻市 地域福祉課による市職員を担い手とした高齢者、障害者等を対象としたボランティア活動。 10 

大石田町 地元の中・高校生より高齢者等要援護者世帯を中心に家周りの除雪活動を行う。 10 

嬬恋村 住民による通学路の除雪（嬬恋村）。 10 

糸魚川市 地域づくりの一環として集落サポーターを募集し、地域の人手不足に対する支援をしている。 10 

白山市 除雪ボランティアは白山市社協で行っている。 10 

松川村 松川村では各自治会が歩道を中心とした除雪に取り組んでいる。 10 

 

9-5.市町村社協が策定している計画、要綱(要領)、事業等について 

(凡例は表 13-2による)〔表 15〕 

社協名 策定している計画、要綱(要領)、事業など 凡例 

旭川市 旭川市地域福祉計画 と 地域福祉活動計画（旭川市社会福祉協議会） 1 

室蘭市 室蘭市社会福祉協議会地域福祉実践計画(第４期),Ⅱ-お困りごとの応援; ２.雪かき応援  1 

留萌市 留萌市社会福祉協議会 ボランティアセンター事業計画 1 

士別市 士別市地域福祉実践計画（第２期） 1 

黒松内町 黒松内町第５期地域福祉実践計画 1 

上富良野町 上富良野町「かみふらの地域福祉実践プラン」５.実施計画 1 

中富良野町 中富良野町地域福祉実践計画 1 

美幌町 美幌町第5期 地域福祉実践計画 1 

更別村 更別村第5期 地域福祉活動計画 1 

青森市 青森市地域福祉計画 1 

黒石市 黒石市第4次 地域福祉活動計画 1 

鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町地域福祉活動計画 1 

藤崎町 藤崎町地域福祉活動計画 1 

北上市 北上市社会福祉協議会平成２７年度事業計画 1 

八幡平市 八幡平市第２次 地域福祉活動計画 1 

雫石町 雫石町地域福祉活動計画 1 

葛巻町 葛巻町地域福祉活動計画 1 

西和賀町 西和賀町社会福祉協議会地域福祉活動計画 1 

住田町 住田町地域福祉活動計画 1 

普代村 社会福祉法人 普代村社会福祉協議会平成２７年度事業計画 事業実施計画 1 

一戸町 一戸町奥中山スノーバスターズ活動計画 1 

横手市 横手市 第２次地域福祉活動計画 1 

鹿角市 鹿角市地域福祉計画 地域福祉活動計画（平成26年度～３０年度） 1 

潟上市 潟上市 地域福祉活動計画 1 

大仙市 大仙市地域福祉活動計画 1 

仙北市 仙北市地域福祉活動計画 1 

山形市 山形市第３次地域福祉活動計画 1 

米沢市 米沢市第４期地域福祉活動計画 1 

酒田市 酒田市社会福祉協議会 平成２７年度事業計画書 1 
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長井市 長井市地域福祉活動計画 1 

尾花沢市 尾花沢市地域福祉活動計画 1 

西川町 西川町第4期地域福祉活動計画書 1 

大石田町 大石田町ひと、しごと創生総合計画 1 

高畠町 高畠町地域福祉活動計画（第３次） 1 

白鷹町 白鷹町地域福祉計画・地域福祉活動計画 1 

庄内町 庄内町地域福祉活動計画 1 

日光市 日光市社協 地域福祉活動計画 1 

片品村 片品村第2次地域福祉計画・地域福祉活動計画 1 

柏崎市 柏崎市地域福祉活動計画 1 

南魚沼市 南魚沼市地域福祉活動計画 1 

魚津市 魚津市地域福祉活動計画 1 

内灘町 内灘町地域福祉計画（基本施策３）・地域福祉活動計画 1 

中野市 中野市地域福祉活動計画 1 

飯山市 飯山市地域防災計画 1 

高島市 高島市除雪支援アクションプラン～市民協働の除雪支援体制構築のための行動指針～ 1 

香美町 香美町平成27年度事業計画 1 

雲南市 雲南市第３期地域福祉活動計画 1 

安芸太田町 安芸太田町地域福祉活動計画基本計画 1 

燕市 燕市地域福祉活動計画 と 玄関前除雪支援事業実施要領 2 

湯沢町 湯沢町地域福祉活動計画 と 除雪ボランティア派遣に関する要綱 2 

富山市 富山市地域福祉活動計画 と 除雪ボランティア「おらっちゃ雪かき隊」実施要領 2 

芽室町 芽室町３期地域福祉計画 と 在宅福祉除雪サービス実施要項 2 

弘前市 事業計画 「社会福祉法人 弘前市社会福祉協議会」と「除雪支援事業 実施要綱」 2 

秋田市 秋田市地域福祉活動計画 と  除雪支援実施要項 2 

村山市 村山市第３次地域福祉活動計画 と 除雪サービス「雪どけ隊」派遣モデル事業実施要綱 2 

琴浦町 琴浦町地域福祉活動計画と地域支え合い活動支援事業「地域支え合い活動支援金支給要綱」 2 

浜頓別町 浜頓別町地域福祉実践計画 と 実践項目事業名：高齢者在宅生活支援事業（除雪サービス事業） 3 

鶴居村 鶴居村第４期地域福祉実践計画 と 在宅福祉除雪サービス事業の実施 3 

南部町 南部町地域福祉活動計画 と 日常生活支援事業 3 

金ヶ崎町 

金ヶ崎町地域福祉計画・金ヶ崎町地域福祉活動計画(平成26年度～27年度)と 金ヶ崎町地域福祉計

画・金ヶ崎町地域福祉活動計画(平成26年度～27年度)社会福祉協議会の活動計画(金ヶ崎町地域福

祉活動計画)と スノーバスターズ(雪かきボランティア)事業 

3 

湯沢市 湯沢市第2期 地域福祉活動計画  重点事業 除雪サービスの充実 3 

穴水町 
穴水町地域福祉活動計画Ⅰ「みんながみんなで助け合う人づくり」実施計画 と ボランティア事業 ①

ボランティア活動の推進 ③災害支援活動 
3 

京丹後市 京丹後市第2次地域福祉活動計画 と雪下ろし雪すかし事業 3 

美郷町 島根県美郷町地域福祉活動計画 と本会運営の介護保険事業及び受託事業 3 

千歳市 千歳市第６次地域福祉実践計画 と 除雪サービス事業 3 
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富良野市 富良野市除雪ボランティア事業実施要領 4 

岩見沢市 岩見沢市地域除排雪活動支援事業実施取り扱い要領 4 

苫小牧市 苫小牧市 雪かきボランティア事業実施要領 4 

美唄市 美唄市社会福祉協議会「除雪ボランティア派遣要綱」 4 

砂川市 砂川市除雪ボランティア実施要綱 4 

当別町 当別町除雪ボランティア事業実施要綱 4 

知内町 (知内町)しりうち安全・安心ささえ愛活動支援事業助成金交付要綱 4 

奥尻町 奥尻町在宅福祉ソフト事業実施要綱（受託） 4 

京極町 京極町社協要綱：軽度生活援助サービス事業実施要綱 町内会協力体制システム事業実施要綱 4 

岩内町 岩内町「有償ボランティアたすけて」の「運営要項」 4 

月形町 月形町老人世帯等援助事業助成金交付要綱 4 

東神楽町 東神楽町除雪サービス事業実施要綱 4 

小清水町 小清水町在宅福祉サービス実施要綱 4 

興部町 興部町除雪サービス事業実施要綱 4 

西興部村 西興部村高齢者等除雪サービス実施要綱 4 

標津町 標津町高齢者等の除雪支援助成事業実施要綱 4 

十和田市 十和田市まごころ除雪事業実施要綱  4 

むつ市 むつ市除雪ボランティア活動要項 4 

外ヶ浜町 外ヶ浜町除雪サービス事業実施要綱 4 

鶴田町 鶴田町実施要項 4 

中泊町 中泊町社会福祉協議会除排雪支援要鋼 と 中泊町ボランティアセンター除排雪支援要鋼 4 

盛岡市 盛岡市平成２７年度社会福祉協議会福祉除雪活動要領 4 

仙台市 仙台市雪かきお助け隊実施要項 4 

川崎町 川崎町 スノーバスターズ(雪かきボランティア)開催要綱 4 

大館市 大館市除雪ボランティア（ハチ公スノーレンジャー）実施要綱 4 

河北町 河北町小型除雪機使用要綱 4 

遊佐町 遊佐町除雪機貸し出し要領 4 

郡山市 
郡山市「地域ぐるみ雪かきボランティア・コーディネート事業」実施要項 と 「地域ぐるみ雪かきボランティ

ア・コーディネート事業」雪かきボランティア登録要領 
4 

会津坂下町 会津坂下町除雪費用助成事業 実施要綱 4 

金山町 金山町高齢者及び母子世帯等除雪対策事業実施要綱 4 

昭和村 昭和村除雪ボランティア「ゆきだるマン」活動要綱 4 

新発田市 新発田市除雪ボランティア事業実施要領  4 

滑川市 滑川市除雪ボランティア実施要領 4 

若狭町 若狭町除雪ボランティア実施要綱 4 

長野市 長野市「スノーバスターズながの」実施要領  4 

米原市 米原市除雪ボランティア派遣事業実施要項 4 

八頭町 （八頭町）雪かきボランティア設置要綱 4 

浜田市 浜田市雪かきボランティア実施要項 4 



12 

 

佐呂間町 
佐呂間町除排雪サービス支援事業実施要綱 と 小地域ネットワーク活動推進事業（たすけあいチーム）設置

費・運営費補助金の交付要綱 
5 

阿賀町 
阿賀町みんなでささエール事業（有償ボランティアによる要援護世帯への雪かき支援）と 阿賀町除雪支援

体制づくり事業実施要綱 
5 

妹背牛町 妹背牛町社会福祉協議会へ除雪ボランティア登録した中で町の福祉除雪サービスを実施（受託事業） 6 

秩父別町 秩父別町介護予防、生活支援事業（除雪サービス事業） 6 

札幌市 札幌市「札幌スノーバスターズ」活動支援 6 

函館市 
函館市在宅福祉ふれあい事業：①ふれあい（訪問）サービス事業、②家事援助サービス事業、③ボランティア地

域援助活動支援事業、④愛のふれあい訪問事業（椴法華地区）、⑤電話安否確認サービス事業（南茅部） 
6 

稚内市 稚内市ひとり暮らし老人等除雪サービス事業 6 

芦別市 芦別市在宅福祉サービス事業 6 

福島町 福島町地域たすけあい除排雪事業 6 

栗山町 栗山町事業名：栗山高校生による除雪ボランティア 6 

東川町 東川町 事業と予算のあらまし「除雪費用助成事業」実施 6 

初山別村 初山別村地域支援事業（除雪サービス委託事業） 6 

猿払村 猿払村 生活支援サービス事業（除雪サービス） 6 

中頓別町 中頓別町では行政からの委託事業として除雪サービス。 6 

利尻町 利尻町高齢者世帯等除雪費助成事業 6 

平取町 平取町地域福祉活動「たすけあいネットワーク活動推進事業」 6 

えりも町 えりも町社協でのボランティア事業  6 

新得町 新得町役場から委託されて実施している事業で、役場では「除雪サービス派遣事業」 6 

広尾町 広尾町軽度生活支援事業 6 

浦幌町 浦幌町事業名：浦幌町除雪サービス事業 6 

五所川原市 五所川原市雪片付け支援事業 6 

今別町 今別町在宅高齢者等除雪支援事業  6 

東北町 東北町 「除雪機貸与事業」 6 

三戸町 三戸町除雪支援サービス事業 6 

階上町 階上町 「除雪機貸与事業」 6 

洋野町 洋野町 ライフサポート隊派遣事業（町委託事業） 6 

大潟村 大潟村事業名：除雪ボランティア  6 

美郷町 美郷町 一斉除排雪活動事業 6 

羽後町 羽後町除雪ボランティア事業 除雪機貸し出し事業 6 

新庄市 新庄市高齢者世帯等除雪支援事業（赤い羽根協働募金配分事業） 6 

戸沢村 戸沢村事業名（戸沢村除雪ボランティア活動事業） 6 

会津若松市 会津若松市除雪ボランティア組織化事業 6 

東吾妻町 東吾妻町住民参加型在宅福祉サービス事業  6 

小矢部市 小矢部市地域総合福祉推進事業（ふれあいコミュニティ・ケアネット２１） 6 

南砺市 南砺市ケアネット事業（見守り活動） 6 

おおい町 おおい町除雪支援事業（要支援世帯は町内の一人暮らし高齢者及び自力では除雪が困難な世帯） 6 
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長浜市 長浜市地域除雪支援事業（保険加入、小型除雪機の貸し出し） 6 

仁木町 仁木町生活支援事業（社協受託） 6 

出雲崎町 
出雲崎町では具体的な事業名称は特になし。社協や地域包括支援センターに支援の要請がきた場合、除雪業者や

NPO法人に依頼するよう助言している。 
7 

赤平市 
赤平市では年１回、陸上自衛隊員が、除雪ボランティアを行っている。赤平市社協独自に町内会に対して、ボラ

ンティア除雪を行う場合、助成している。 
7 

名寄市 名寄市社協が実施する小地域ネットワーク活動の中で除雪を行っている 7 

三笠市 
三笠市ボランティアセンターを中心とした地域福祉の拠点づくりを進めており、その中でセンターとして除雪ボ

ランティアの支援をしている。ただし、随時短期間で行われており、恒常的なものではない。 
7 

恵庭市 恵庭市「除雪ボランティア」恵庭市社会福祉協議会登録ボランティア。 7 

森町 森町小型除雪機貸出事業（町内会・ボランティア団体・町民有志の支援へ無償で貸し出す）。 7 

蘭越町 
蘭越町除雪ヘルパー（燃料費実費）：冬期就労除雪人夫派遣。除雪１１０番。雪下ろし費用助成。(蘭越町)高校

生除雪ボランティア（無償）グループ。 
7 

奈井江町 
奈井江町では、年に１回、独居老人等に対するボランティア除雪を実施。対象：概ね７５歳以上の一人暮らしの

老人世帯。健康上虚弱で自ら除雪のできない人。H２６年度:件数２９世帯 協力人数は１８１人。 
7 

浦臼町 浦臼町除雪ボランティア。 7 

新十津川町 新十津川町では、行政や行政区への橋渡しのみ対応。 7 

利尻富士町 利尻富士町では除雪活動有償ボランティア事業の実施～住民に対し、安心した生活を提供する。 7 

訓子府町 
訓子府町社会福祉協議会が運営しているボランティアセンターに依頼があった場合は、登録ボランティアにより

対応する。 
7 

洞爺湖町 洞爺湖町ボランティアセンターにおいて、ボランティア登録の呼びかけをしている。 7 

三沢市 三沢市は、除雪ボランティアの推進の基本的な考え方や方針はないが、住民の求めに応じて行っている。 7 

平川市 平川市スノーバスターズ（屋根の雪下ろし）活動。 7 

西目屋村 

西目屋村ではボランティアの精神的負担を考慮し、活動日を固定化せず、また、強制参加ではなく、「○○日

に、活動するので都合が良ければ参加をお願いします」という自由参加型にしている。その際は、村内回覧板や

パスター（自作）による周知、各地区会役員等へ声掛けで募集している。 

7 

田舎館村 
田舎館村社会福祉協議会とボランティア（村民）によるスノービーという団体がありますが、特別、計画をもっ

てということはない。善意として行動している。 
7 

板柳町 板柳町では要綱等は特になし。除雪に関して、行政職員が低所得者を対象に行っている。 7 

七戸町 七戸町ほのぼの除雪活動  除雪ボランティア（消防職員有志）。 7 

六戸町 六戸町除雪ボランティア「ろくのへ除雪志隊」。 7 

横浜町 横浜町では日常生活上の家事や住居、除雪等に関する悩みを抱える高齢者世帯等を支援します。 7 

二戸市 二戸市スノーバスターズ活動。 7 

紫波町 紫波町では自治会が行政から小型除雪機を借りて除雪ボランティアを実施。 7 

大槌町 (大槌町)雪かきボランティア（スノーバスターズ大募集）。 7 

田野畑村 田野畑村では、ボランティア活動保険の保険料助成（社協で全額負担）。 7 

軽米町 軽米町スノーバスターズ：町内の除雪作業が困難な一人暮らし高齢者、障害者世帯に対して活動している。 7 

由利本荘市 由利地域の雪対策に関する連絡会議を開催（県主催）「地域が共に支えあう除排雪に関する取り組み」。 7 

北秋田市 北秋田市では要綱などはない。「一人暮らし高齢者宅の除雪ボランティア」「高校による除雪ボランティア」「中 7 
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学生による除雪ボランティア」。 

北塩原村 北塩原村では、ひとり暮らし高齢者世帯等除雪サービス（ただし有償）。ひとり暮らし等安否確認。 7 

三島町 三島町では、除雪ボランティアの必要性のうえに、町を通じ除雪ボランティアの要請をする（他町村から）。 7 

草津町 
草津町ではニーズ対応となり、計画名の決まりはない。今後、活動計画の策定や行政の対応について、会議を進

めているところ。 
7 

みなかみ町 「みなかみ町社会福祉協議会ボランティアセンター」除雪ボランティア部門として附則団体として設置。 7 

新潟市 新潟市では、区社会福祉協議会 大雪対応ボランティアセンターについて（方針）。※具体的な計画名なし 7 

長岡市 

長岡市では降雪により、市民の生活に著しく支障が出る（出ると予想される）場合、臨時的組織として、雪害ボ

ランティアセンターを設置し、支援活動にあたる。過去に、平成23年、24年の計２回実施した。運営形態：長岡

市社協を中心に市内の各種団体と協働型で運営 対象世帯：自力での除雪作業が困難で、かつ地域内の助けあい

では対処が困難な世帯 担い手：各種広報を通じ、募集して集まったボランティア 内容：玄関先、避難口、住

宅周りの除雪。屋根雪を下す場所を確保するための除雪（危険のない範囲での）屋根雪除雪。 

7 

小千谷市 

小千谷市では有償の地域住民参加型の支えあい活動「あらこたネットおぢや」による軽易な雪かき支援。豪雪災

害等により災害ボランティアによる支援が必要な状況時では「小千谷市災害ボランティアサンター運営マニュア

ル」に基づき、センター設置。ボランティア調整等を行う。 

7 

田上町 田上町除雪ボランティアのコーディネート：要援護者を対象に要望があったらボランティア団体を紹介する。 7 

能登町 
能登町地域防災力を高める活動の推進（地域づくり）、地域支えあい体制の構築とネットワークの推進（仕組み

づくり）、地域を支えるボランティアの育成（人づくり）。 
7 

福井市 

福井市「雪かきボランティアの窓口開設について」福井市ボランティアセンター作成。要綱的なもの。対象：市

内在住の身体障害者や高齢者の世帯（市民税非課税で同居又は近隣に親族等いない方。他の制度を優先してもら

う）内容：日常生活確保のための玄関まわりや駐車場の雪かき。注：地域によっては、任意団体や青年会等地区

の各種団体がすでに雪かきをしている所もあります。当会の窓口は、それらの活動団体をとりまとめしながらの

業務ではなく、他の制度利用対象外のお宅に登録の雪かきボランティアをコーディネートしています（昨年度は

身体障害者宅のみ対応）。 

7 

越前町 

越前町では、現状としては、大雪で要請があった場合にのみ関係者を集め実施している。平成23年度ボランティ

ア稼働6件（述べ活動人数23名、登録者数46名）平成24年度ボランティア稼働1件、ボランティアを募っても実際

に動ける人は少なく、社協職員が実働している現状である。 

7 

南アルプス市 
南アルプス市との協定により、災害ボランティアセンターを設置する中で、市内又は市外のボランティアを募

り、要援護者を中心とした活動を行う。 
7 

松本市 松本市雪かきボランティアへの登録。 7 

安曇野市 
安曇野市では、除雪については、冬期に高齢者宅等から要望がありますが、毎年たくさん雪が降るわけでもない

ので、その都度検討がされます。 
7 

高山市 

要綱等はないが、行政と下記のとおりの方針で取り組んでいる。除雪（特に雪下ろしに関して）は自助・共助の

順で各個人が調整するのが基本。本人→家族→親族→業者→自治会→ボランティア（雪下ろしのみ）←雪またじ

は、安価で行えるため。 

7 

飛騨市 

飛騨市では有償ボランティア制度を設けており、その中で対応している。自治組織における独自の取り組みで協

働利用する施設は地域住民が互いに交代で除雪が行われている。また、独居高齢者宅等についても地域のたすけ

あいにより行われている。 

7 

宍粟市 宍粟市では、豪雪時の雪かきボランティア活動。 7 
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鳥取市 鳥取市雪かき隊ボランティア。 7 

境港市 
境港市上道地区社会福祉協議会（境港市には小学校区で7地区の社協があり、そのうちの１つ）が行う除雪ボラ

ンティアについて、市補助金申請書類作成やチラシ作り等の協力を担当者が行っている。 
7 

三朝町 
三朝町では、毎シーズン前に除雪ボランティアを募集して、ニーズとの調整を図っている。対象は一人暮らし・

高齢者世帯等。実態としては、応募者は極めて少ない状況。 
7 

西粟倉村 西粟倉村では基本方針、要綱等はなし。住民の要望により個別支援しているが近年は雪が少ない為要望はない。 7 

廿日市市 

廿日市市では、対象：高齢者で主要道路までの雪かきが自分ではできない人。担い手：社協からお願いし承諾し

た人。内容：希望者から連絡があり、担い手が都合がつく時に活動。除雪機は担い手の機械を使う場合と社協の

除雪機を使う場合、また、除雪依頼者の機械を使用する場合がある。料金は依頼者の機械を使用時は1800円/時

間で、機械を持ち込む場合は2300円/時間の単価。 

7 

北広島町 北広島町では豪雪地域の民児協・行政区等との連携を検討中。 7 

真狩村 特に要綱等はない。 7 

鷹栖町 鷹栖町では、具体的な名称はなく、要綱等もない。その都度個別対応しているのみである。 7 

下川町 要綱などはなし。 7 

日吉津村 日吉津村では、具体的な名称はありません。 7 

日南町 日南町では、特になし（事業としての実績なし）あくまで個別的。 7 

 

9-6.市町村と市町村社協による具体的な支援 

市町村、社協として、除雪ボランティアへの各支援に対する、実施「あり」の割合について比較 

 

注)レーダーチャート図の 1から 17の項目は省略表示されており、下記の補足を参照してください。 
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図1.市町村と社協で行っている支援の割合の比較
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図 3.除雪ボランティアへの各支援に対する、実施「あり」の割合について比較 
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1=自治会等の団体に小型除雪機の貸し出し、小型除雪機の購入助成 

2=公民館等の防災拠点にスノーダンプやスコップ等の除雪道具の購入・整備をし、ボランティアが使用できるよう支援 

3=ボランティアセンターへ助成し、同センターを通じて除雪ボランティアの活動費支援 

4=除雪ボランティア団体等へ直接、活動費を助成 

5=ボランティアが使用する自家用除雪機の燃料費の助成 

6=活動者のボランティア保険料のみ直接、助成 

7=活動時の事故防止のため、現場で指導者役になれる住民を安全講習会等で養成 

8=除雪ボランティアの活性化に向けた指針・計画や事業を用意し展開 

9=除雪ボランティアへ団体の支援に関する制度やルールを整備 

10=除雪ボランティア団体の立ち上げを支援 

11=町内会、自主防災組織等の活動の一環として除雪ボランティアを行うことを働きかける 

12=要援護世帯の情報を市町村と市町村社会福祉協議会と情報共有し、除雪ボランティアの利用者として選定にあたる調整 

13=各地域で除雪ボランティア活動がスムーズに行えるよう活動日時等の連絡調整 

14=他地域から除雪ボランティアに訪れたいという人を受け入れ、連絡調整 

15=民間助成金等の助成金を得て小型除雪機等を購入できるよう、申請手続きの支援 

16=募集情報、活動の様子を広報に掲載し普及に協力 

17=ボランティア推進校に指定する等、生徒の除雪ボランティアの推進 

 

10.各地より紹介があった取組事例 

ここでは、「地域の実情にそったユニークな除雪ボランティアの取組、地域共助で雪処理を行った成

果・事業」等について紹介があった取組を 10 個のカテゴリーにわけ、整理してみました。 

【①スノーバスターズ等のボランティアグループ活動】 

自治体名: 札幌市(北海道) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 札幌スノーバスターズ 

事業概要: 活動対象：高齢者や障がい者等がいる要援護世帯で、近隣に支援する親族がおらず、経済的にも有料除雪業

者を利用することができないと認められる世帯で、原則、１世帯１回の除雪となる（状況により、相談に応ずる）。平

成 26 年度は対象 15 世帯。活動内容：対象世帯の玄関前除雪が基本。場合によっては、物置の前や灯油タンクの周り

などの除雪も対応できるが、札幌市ボランティア活動センターが「ボランティア活動で実施するには危険なレベル」

と判断した場合は、実施しない。平成 26 年度の活動実績 26 日。担い手：高校生以上の健康な男女で、団体も可。平

成 26年度はのべ 30人が活動した。 

事業費: 130千円 

成果と思われる事項: 昨冬は、計 19回の除雪活動を実施し、利用世帯には大変喜んでいただいた。 

自治体名: 室蘭市(北海道) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 雪かき応援 ～雪かきレンジャー～ 

事業概要: ＜内容＞地域の助け合いで雪かき支援体制を普及させる活動。雪かきができない世帯が増加している中、元

気のある人がチームを作り支援をしていく。社協は基本の仕組みやチーム編成を行い、お困り世帯とボランティアを

サポートしていく。また、小・中・高校生を対象に、雪かき体験を通じて感じたことや学んだことを作文に書いて応募

いただく「雪かきレンジャー作文コンテスト」を実施。身近な手伝いやボランティア活動に関心を持ち、「ボランテ

ィアの心」を養うことを目的に行っている。＜対象＞自力で雪かきができない方。雪かきの範囲は基本・家の玄関から

道路まで。＜担い手＞個人・学校・企業・団体。平成 26年度のボランテイア登録者は 253名、訪問対象は 149世帯だ
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った。 

事業費: 715千円 

成果と思われる事項: 雪かき事業を開始してから５年が経過し、平成 24年度からは全市を対象に実施。平成 26年度の

登録ボランティア人数は 253 名、困っている世帯は 149 世帯と年々増加している。この事業をきっかけに、雪かきに

困っている方がいることを知り、ボランティアに参加するきっかけづくりができた。お困り世帯の登録後、近所の方々

がそのことを知り、協力してくれることになった。また、作文コンテストをきっかけに小学生が家族と登録し、参加し

てくれる等、地域での助け合いの輪が広がっている。 

自治体名: 千歳市(北海道)・・・情報提供:市役所・市社協 

事業の名称: 千歳市スノーバスターズ 

事業概要: 対象者：一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、障がい者等(高齢者住宅の除排雪困難地域の除排雪)。担い

手：青年会議所(若手商工業者)、陸上自衛隊と航空自衛隊の自衛官で組織する団体、その他市民(中学校の先生・生徒、

企業、団体、市職員、青年会議所会員・ＯＢ会等)。内容：市内公営住宅周辺の排雪作業。これまでは年に 1回、活動

日を決めて行ってきた。除排雪困難地域の選定には社会福祉協議会が、重機や除雪作業を行う大型車の提供は市内企

業が無償で協力している。 

事業費 主催団体の負担によるもので、市、市社協としては把握していない。 

成果と思われる事項: (市)住宅周辺に溜まった雪を取り除き、日常の除雪作業が円滑に行えるようになる。(市社協)当

該事業の取組が定着してきており、参加者数も年々増加していることから、除雪ボランティア活動による住みよい環

境づくりに貢献していると思われる。 

自治体名: 倶知安町(北海道) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 琴和ボランティア会、ちょぼら除雪隊 

事業概要: 町内会、琴和町内会の住民有志が、除雪が困難な高齢者、障がい者世帯を対象に月１回、又は状況により随

時、除雪活動をしている。 

事業費:0円 (活動に必須のボランティア活動保険 85名分の保険料については町からの補助を受けている。また、スコ

ップ等は町内会より貸与のため実質 0円である) 

成果と思われる事項: 町内会における暮らしの困難を抱える世帯の把握や、助け合い精神、課題の共有が図られた。 

自治体名: 西目屋村(青森県) ・・・情報提供:村社協 

事業の名称: スノーウォーズ 

事業概要: 対象：情報をもとに、社協で判断。自力で雪かきできない世帯等が対象。内容：家周辺の雪かき、生活道路

の確保。ボランティアの精神的負担を考慮し、活動日を固定化せず、また、強制参加ではなく「今度の○○日に活動す

るので都合が良ければ参加をお願いします」という自由参加にしている。村内回覧板、社協自作のポスターやチラシ

による周知、各地区会役員などへ声をかけて募集している。2月から 3月の間に 7件実施し、延べ 90人が参加した。 

事業費:19千円 (チラシ印刷費、ボランティア保険料、ボランティア昼食費、消耗品費として) 

成果と思われる事項: 本格的に初めて 2 年目となったが、ボランティア自身が秋ごろに「今年もやるのか」と気にか

けてくれるようになった。また、新規のボランティアの方も数名増えた。多少なりとも地域住民でカバーをしていく

という気持ちが芽生え始めたのではないかと思う。 

自治体名: 西和賀町(岩手県)・・・・情報提供:町・町社協 

事業の名称: 西和賀町スノーバスターズ 

事業概要: 平成 5 年 12 月に発足。対象：民生委員を通じて、独居高齢者世帯、高齢者世帯、母子世帯の方々に利用希

望を確認する。およそ 100 世帯が対象。対象者の調査は民生委員に依頼し、社協に対象世帯の状況を報告してもらっ

ている。担い手：町内中学生、西和賀高校生、一般、西和賀消防署、ワークステーション湯田沢内、町外ボランティ
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ア。内容：対象世帯の除雪作業（屋根の雪下ろしは行わない）安否確認、声かけ、町外ボランティアの連絡調整をして

いる。毎年 1,2,3 月にそれぞれ 1 日ずつ統一活動日を設け、除雪の必要性のない場合には冬季パトロール(安否確認・

声かけ等)も行うようにしている。積雪状況により行政に連絡して、行政の福祉制度を利用してもらうこともある。活

動状況は地区毎（行政区単位）の班長が責任者となり活動している。ボランティア体験、学校教育の一環として中学生

や高校生の参加者が多い(参加隊員の 54%を中高生で占める)。平成 26 年度の実績については、派遣世帯数が 110 件あ

り、24 の地区等において延べ 63 日、延べ活動時間 16,150 時間、延べ活動人数は 721 人という活動状況であった。担

い手は 378 人登録、中学生 106 人、高校生 100 人、一般会員 172 人で構成され、一般会員の年齢層の統計は取ってい

ないが、50 歳代より上の方々が占める割合が高い。 

事業費: 286千円。収入は、建設業協会からの寄付等により構成される。寄付金収入(建設業協会)10 万円、共同募金配

分金 5 万円、県社協補助金 3 万円、繰越金で構成。支出は、保険料（社会福祉協議会ボランティア育成事業費から支

払）、班(それぞれの地区等)活動費、備品費、郵便代。 

成果と思われる事項: (町)雪の被害の解消、高齢者の方々の安否確認ができている。他地域の方々との交流。(町社協) 

スノーバスターズの活動によって、近隣住民同士の助け合いの精神（「結い」の精神）が強まる傾向にあり、また、年

齢層が異なる隊員同士の交流の輪も広がっている。県内各地に活動の輪が広がり、町外からも協力者が来るようにな

った。 

自治体名: 大館市(秋田県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 大館除雪ボランティア（ハチ公スノーレンジャー） 

事業概要: 対象者：高齢者（概ね 75歳以上の一人暮らし高齢者、あるいは高齢者のみの世帯で、子どもや親族等から

の援助（金銭的援助を含む）が受けられない方が対象となる）。障害者（障害者の世帯で雪寄せを行える方がいない世

帯が対象）、その他（以上に準ずる世帯で、民生委員児童委員・福祉員・町内会長が除雪の必要性があると判断した方

も対象）。活動内容：出入り口・避難口など、家の周辺の除雪を行う。屋根の雪下ろしは行わない。農協、企業、行政

機関、福祉施設、学校、町内会等 51 団体が登録、ボランティア登録者数 1606 人、除雪希望登録世帯 366 世帯。活動

期間は 12 月から 3 月までで 1 回ごとに参加者数・訪問した世帯・立ち会った人・気づいた点などを活動日誌に記載

し、各団体は活動終了後、またはその都度社協へ FAX する。スコップ・スノーダンプなどの除雪道具の貸し出しを希

望する団体には社協から貸し出しも行っている。 

事業費: 253千円 

成果と思われる事項: 企業がボランティア活動に対して理解と融通性が多くなっている。市民の除雪ボランティア活

動に関して、信頼と期待をよせている。福祉分野以外の団体との協働。在宅で生活を営むことができる環境づくり。 

自治体名: 大仙市(秋田県)・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 除雪ボランティア「大仙雪まる隊」 ※ボランティアセンター事務局は市社協 

事業概要: 対象は要援護世帯（一人暮らし高齢者、高齢者世帯、障害者世帯）。担い手は地域住民、中高生、企業、民

生委員、社協など。内容等は①軒先、ガスボンベ周辺の除排雪（屋根の雪下ろしは行わない）。 ②民生委員による除

雪が必要な世帯の調査。 ③合併前の 8市町村(社協支所)の地区単位で登録者を集め 1,746人が登録している。 

事業費:265千円(前年度繰り越しを除く 57%は赤い羽根共同募金助成より収入を得ている) 

成果と思われる事柄:中学生・高校生の部活単位での参加も多く、「こうした年代から自分たちの地域は自分たちで守っ

ていくという意識を持つことが大切」と常々、雪まる隊の会長が言われている。また、「1～3 年等の短いスパンでな

く、10年後、20年後に雪まる隊の活動を経験した意識の高い子どもたちが大人になったときに、支え合いの地域づく

りの一翼を担ってくれるものと考えている」(同会長談より) 
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自治体名: 最上町(山形県) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: スノーバスターズ 

事業概要: 除雪機 1台、スコップ、スノーダンプ 10台ずつ貸し出している。 

事業費: 0円(平成 23年度に県の助成で購入した除雪機をそれ以降活用しているため) 

成果と思われる事項: 住民の方々が除雪ボランティアをしたいと思った時、「町社会福祉協議会に相談すれば除雪機

など道具を貸し出してもらえる」という認識が少しずつ広まっている。これにより、除雪ボランティアを行いやすい

環境づくりに繋がっている側面もあると考えられる。 

自治体名: 会津若松市(福島県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 除雪ボランティア スノーバスターズ 

事業概要: 自力で除雪が困難な一人暮らし高齢者宅やそれに準ずる世帯対象で、町内会で「地域ぐるみ除雪ボランティ

ア」が組織されていない地域注)にて、除雪ボランティアに登録した方々が担い手(個人、企業や団体、高校生等）とな

る。安全と日常生活を維持するのに必要な最低限の除雪を行う（玄関前や通路等の除雪）。除雪対象世帯より民生委員

に相談、依頼→社協ボランティアセンターへ依頼→登録者へ依頼→除雪実施→担当民生委員へ除雪実施内容を報告。

本事業への予算はとくにつけていない。 

注;「地域ぐるみ除雪ボランティア」とは会津若松市社協と市内の地区町内会が実施主体となり、65 歳以上の一人暮

らし等の自力で除雪ができない世帯を対象に、生活に必要な玄関前、通路を除雪するもの。地区除雪ボランティアを

実施した際に社協に実施報告してもらい、社協では地区町会単位に既定の単価(300-400 円/世帯×稼働日)で助成する

事業。こちらの事業費は少雪年が 80万円、豪雪年は 200万円にもなり幅がある。 

事業費: 0円 

成果と思われる事項: 要援護者への支援はもとより地域のネットワークづくりに寄与している。 

自治体名: 昭和村(福島県) ・・・情報提供:村社協 

事業の名称: 「ゆきだるマン」活動 

事業概要: 対象：70 歳以上の一人暮らし高齢者世帯など。担い手：社協・村役場・老人ホーム職員が地域貢献の一環

で、毎週日曜日に訪問している。内容：会員を４班に分けて対応している。主に声掛けによる安否確認を行い、必要に

応じて玄関先の道つけ(除雪)を行う。 

事業費: 0 円(ボランティア保険料は各自負担。巡回する際の車両については、各職員が運転することを原則として、

各事業所より無償提供頂いているため) 

成果と思われる事項: 一般住民の方々からの参加・加入が少しずつ増えています。また、福祉関係機関がともに取り組

む貴重な機会となっています。 

自治体名: 片品村(群馬県) ・・・情報提供:村・村社協 

事業の名称: スノーバスターズ設置（除雪ボランティア事業） 

事業概要: 事業概要：地域内のひとり暮らし高齢者宅等の生活路・避難路の確保を中心とし活動。各地域内に除雪ボラ

ンティアを組織し、同一地域の要援護者世帯等の除雪を行うとともに、日ごろの見守り活動を合わせて行う。対象者：

同一地域内の要援護世帯を対象とする①ひとり暮らし高齢者、②二人暮らし高齢者世帯、③身体障害者世帯（除雪で

きる人手がいない世帯）、④単親世帯(母子・父子・養育)(除雪できる人手がいない世帯)、⑤その他特に必要と認めら

れる世帯。※当面は①を対象とし活動しているが、状況に応じ、地域の判断に委ねている。除雪協力隊は名簿により

11月末までに社協へ登録。対象者の選定はリーダーが中心となり、隊員と相談して決める。リーダーは活動後(3月末

日までに)報告書を社協へ提出する。村内 32 地区中 20 地区で組織化され、担い手登録は 136 名。概ね 50～60 代の男

性(自治会の役員、消防団員などで自営の方)の登録が多い。平成 26年度実績として、活動報告書の提出があったのは

8地区。同報告書の提出のあったところには燃料代 1万円の助成を行う。 



20 

 

事業費: 30千円～50千円 (主に燃料費やボランティア保険加入料の助成費) 

成果と思われる事項: (町)ボランティアをする側、受ける側の顔の見える関係づくり、日ごろからの交流ができるよう

になった。事業が 10 年あまり継続している。関東唯一の特別豪雪地帯指定の村で、平成 26 年度は克雪体制支援調査

(国交省)事業の補助を受けることができた。(町社協)国土交通省「雪処理の担い手確保・育成のための克雪体制支援

調査業務」の指定を受け、片品村ふくし講演会「大雪災害とボランテイア」を平成 26 年 11 月に開催した。また、平

成 27 年 1 月には前橋市や榛東村、上尾市の各社協の協力により 30 名が参加し「片品村雪かき体験会」を開催した。

さらに、平成 27年度には上州雪かき道場を開催する。 

自治体名: みなかみ町(群馬県) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 除雪ボランティア 

事業概要: 町内で積雪の多い山間地区に除雪ボランティア、社協職員を派遣し、高齢者世帯などの除雪を行っている。 

事業費: 0円 

成果と思われる事項: 要援護者本人の申し出の電話以外にも、デイサービスの送迎車が入っていけない、屋根雪の落雪

で覆われて心配などいった民生委員からの依頼で職員派遣に繋がるネットワークが形成されるといった効果がある。 

自治体名: 長岡市(新潟県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: かわぐち遊雪隊 

事業概要: 実施地域：長岡市川口地域（旧川口町）。対象世帯：独居高齢者、障害者世帯で除雪支援が必要と思われる

世帯（民生委員が対象世帯の調査を行い、その調査であがってきた世帯を長岡市川口支所、長岡市社協川口支所、遊雪

隊メンバーの三者で協議し、対象世帯の決定をする）。担い手：長岡市川口地域住民有志（現在隊員 29名）。申し込

みから支援の流れ：基本的に日曜日に活動（木曜日頃から）民生委員→遊雪隊事務局（川口支所）→遊雪隊代表→遊雪

隊班長→隊員へ。日曜日の午前 8時半に集合し、集まった隊員の人数により担当分けを行い、除雪を行う。 

事業費: 20千円 

成果と思われる事項: 自らの雪下ろしが困難な世帯の除雪支援により、その世帯の精神的、経済的な支えになっている

と思われる。 

自治体名: (飯南町)島根県・・・情報提供:町 

事業の名称: スノーレンジャー 

事業概要: 町内谷地区で地域住民の有志（50～70代中心）10数名でスノーレンジャーという団体を組織し、家庭の庭

先等の排雪、家庭から公道までの私道等の除雪を依頼があれば実施している（高齢者世帯等が中心であるが、公民館、

笑楽校、神社や冬期のイベント等へも依頼により随時対応している）。出動件数は平成 26 年度冬期 9回（5世帯）、平

成 25年度冬期 8回（7世帯）である。小型歩行用除雪機 2台を県社協の補助金を得て購入し、差額分は自己負担。設

立時の会員負担は事業費計（除雪機購入費等）1,270,000円の内、265,000円で、以後の年会費等は徴収していない。

谷地区では長年にわたる様々な地域活動を通して住民の地域互助への意識が醸成されており、こうした活動が継続で

きていると思われる。 

事業費: 運営費年間 100 千円。運営費について、収入はすべて除雪作業料金（1 時間に付き 1,500 円）のみ、（但し平

成 27 年度より自治振興会・公民館から当期の除雪費として利用の有無にかかわらず定額「保険料相当額の計 10,000

円」）となっている。支出については１回の除雪料金 1,500 円の内、燃料代（500 円）・出動者謝金（500 円）・修理費

等への留保（500円）となっている。 

成果と思われる事柄: 地域活動の事例として広く紹介されており、高齢者世帯等からも雪の処理対策として、好評を得

ている。谷地区スノーレンジャーでは行政や社協等への継続的な財政支援を考えた時期もあったが、会員相互の連帯

感を維持しつつ身の丈にあった活動を続けていくことが重要と考え特に要望はしていない。何よりも高齢者世帯等の

依頼者から「ありがとう」の言葉をかけていただくことが会員のモチベーション維持になっていると思われる。くわ
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えて、行政や社協等では様々な機会を通して「スノーレンジャー」の情報を発信しており、各地から視察やマスコミの

取材等もあり、地域の情報発信にも貢献しているようにも思われる。この活動を例として、他の集落でもボランティ

ア等による雪対策をすすめるため町が除雪機を購入し希望する集落に貸与し、民間による除雪体制の整備をすすめて

いる。なお、平成 26 年度末までに、町が除雪機を貸与している集落・自治会等の除雪活動組織は 36 となった。町の

除雪機は、地域内で除雪体制の組織づくり及び除雪活動計画（高齢者世帯や集落内の狭い道路など優先的に除雪する

場所や、除雪の連絡体制など定めた計画）が策定された場合に貸与することとしている。地域住民が相互に支え合う

意識の高揚や、冬期間における安心な生活の確保に繋がっていると思われる。 

 

【②地域住民の助け合い活動と合わせて、地域のケア】 

自治体名: 函館市(北海道) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 地域福祉コーディネーター設置モデル地区事業 

事業概要: 地域福祉コーディネーターと社協職員が地域において、福祉活動の核となる人材を発掘・育成するととも

に、住民主体の地域福祉活動を支援する。現在、地域福祉コーディネーター設置事業のモデル地区としては３箇所で、

除雪困難世帯に対して地域住民が協力して除雪支援できるようにかかわっている。この事業の他に、除雪ボランティ

アとしては、函館市内 184 町会のうち 125 町会において在宅福祉委員会を組織しており、この活動の中でも除雪サー

ビスを 40 委員会が実施している。 

事業費: 除雪ボランティア育成の主目的ではないため、全体事業として 10,319 千円 

成果と思われる事項: 除雪に関しては、モデル地区からの要望が有り、それを受け社協と地域福祉コーディネーターが

ボランティアセンターに登録している大学のサークルに呼びかけ実施したところである。現段階では試行活動であり、

今後、継続等再度調整する必要がある。 

自治体名: 富良野市(北海道) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: ①地域福祉推進指定事業、②除雪支援ボランティア事業 

事業概要: ①地域福祉推進指定事業：社協が町内会に活動費の助成を出し、町内会の福祉活動を支援する事業。その中

で除雪支援の取り組みを提案し、実施していただいている。活動頻度は地区に任せている。②除雪支援ボランティア

事業：市内の中学、高校、労働組合の協力を得て、高齢者、障害者宅の除雪を実施している。民生委員に協力を依頼

し、対象世帯を抽出し市社協から学校等に依頼し、各世帯 1回の除雪活動を行っている。 

事業費: ①地域福祉推進指定事業として一町内会につき 3 万円の助成(内訳は特に決めていない)をしており、地区に

よってはその中から除雪支援の活動にいくらか充てることもある。②除雪支援ボランティア事業に協力する学校等の

ボランティア保険加入については、希望によってであるが、社協負担で加入してもらう。ボランティア活動費から支

出している。本事業単独の事業費は設けていない。 

成果と思われる事項: ①地域福祉推進指定事業：町内会のきずなが深まっていると考えられている。②除雪支援ボラン

ティア事業：ボランティア活動を身近なことだと体験していただける良い機会になっていると考えている。 

自治体名: 美幌町(北海道) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: たすけあいチーム 

事業概要: 担い手：各自治会（67自治会中 32チーム結成）。地区（各自治会）ごとに対象者を選定し、玄関から道路

までの範囲を除雪する。人力や町から貸与された小型除雪機等を使用。社協から下記の内容で助成を行う。対象世帯

には 1世帯につき 2000円、小型除雪機使用の場合の燃料の実費分。なお、たすけあいチームの活動はサロン、見守り、

除雪支援などを含んでおり、冬期間の除雪支援に限らない。自治会単位の地区名簿に記載して必要な世帯の除雪活動

をして頂き、社協に提出してもらう。活動頻度は地区に任せている。 

事業費: 除雪に 738千円、保険料に 130千円。 
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成果と思われる事項: たすけあいチームの活動は冬期間の除雪支援に限らず、サロン活動、見守りも行っているため、

除雪支援の活動だけを抽出しての成果は書きにくい。しかし、たすけあいチームの組織化により除雪支援の活動を始

める「きっかけ」になったり、要援護高齢者からは「除雪してもらって助かる」という感謝の声が聞かれたりする。 

自治体名: 真室川町(山形県) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 平成 27年度 真室川町地域共助除雪モデル事業 

事業概要: 町行政区又は隣接する複数の行政区の住民で構成された組織で日常的除雪の対象者（町内在住し、高齢世帯

又は障がい者、障がい者と高齢世帯により日常的な除雪ができない世帯（75歳以上の非課税世帯）への玄関前除雪（本

人の申し出必須）と、地域の困りごと解決のための除雪を行う。 

具体的には、週 2回程度、町の除雪が出動する程度（10㎝）の降雪時を一応の目安として申込者の生活に支障がない

かを判断し、申込者と調整の上で除雪を行っている。平成 27年度の活動実績は、除雪受託団体が 8団体、除雪申込

者は 15名。12月から 3月までの各除雪受託団体の合計除雪回数は 361回で、申込世帯の除雪の平均回数は 24.1回。

申込世帯の除雪回数は、流雪溝の有無や除雪機の使用など各世帯の条件が異なるため、除雪回数が少ない世帯は 14

回、回数が多い世帯は 40回と幅がある。 

事業費: 1170千円 

成果と思われる事項: 上記対象者からは経済的にも肉体的にもとても助かっているとの声がある。地域共助の部分で

は、通学路等がきれいになり、子ども達が安全に安心して通学できるようになっている。 

自治体名: 砺波市(富山県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 「ケアネット活動」の中での除雪活動 

事業概要: 高齢者世帯や独居高齢者、障がい者等、地域内で支援を必要とする人に対し、近隣住民等で複数名のチーム

をつくり、日常的な生活支援を行う「ケアネット活動」を富山県内全域で展開している。その活動の中で、冬期間は

支援対象者宅の玄関前の除雪も行われている。平成 26 年度の除雪活動は(10～12 月 136 回、1～3 月 133 回、計 269

回)となっている。 

事業費: 1地区 250千円の助成であるが、※ただし、ケアネット型に対する助成として実施しているもので、各地区内

で除雪活動以外にも経費を使っているため、厳密に除雪活動のためだけの経費は算出していない。 

成果と思われる事項: 地域内での互助の意識の向上。 

自治体名: 香美町(兵庫県) ・・・情報提供:町・町社協 

事業の名称:雪処理の担い手の確保育成のための克雪体制支援調査業務 （国交省補助） 高校生ボランティア活動 

事業概要: ①地元高校生と雪の降らない地域（神戸）の高校生とが共に降雪地域の除雪活動に取り組み交流を図るとと

もに、除雪ボランティアとして活動する。②除雪ボランティア：広く一般ボランティアを募集し降雪地域の除雪活動

を行う。雪かき道場：雪かきの方法を学び今後の除雪指導や活動を行う。ボランティアの内容については玄関先から

公道までの生活路の除雪、建物周囲の除雪などボランティアに危険が及ばない範囲で、屋根の雪おろしは行わない。

対象：集落内の助け合いでは担いきれない集落の住民宅周辺、里道。担い手：募集による集まったボランティア（町

内・外）。内容：対象世帯の選定は集落の福祉委員会で行う。福祉・防災マップささえあい要援護者台帳をもとに、集

落ごとに設置された福祉委員会(区長、区役員、福祉委員、民生委員・児童委員、協力委員、老人クラブ代表、消防団

代表などで構成)の助言を頂きながら決める。その際、除雪ニーズのある人の希望を含め、除雪場所等の活動内容も決

定する。活動日は 1月下旬～2月中旬の週末のうちから決める。対象世帯とボランティアの調整は町社会福祉協議会が

行っており、活動場所へはボランティアセンター拠点から社協が送迎する。現地案内は地元住民が行う。除雪活動時

間は 2～3時間とする。 

①高校生ボランティアについては平成 17 年度に兵庫県立村岡高等学校が、地域貢献事業の一環として「村高除雪

隊」を結成。部活動単位で活動。移動手段の都合と放課後の時間を利用しての活動であったため、除雪ニーズを有する
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家庭の活動には至らず、学校から近い公共施設や高齢者施設の除雪を行っていた。平成 25年度より国土交通省「雪処

理の担い手の確保・育成のための克雪体制支援調査」事業の助成経費を活用し、除雪ニーズのある家庭の除雪を行っ

ている。なお、平成 25 年度は村岡高校と神戸高校（非積雪地）の合同チームで除雪を行い、平成 26 年度は村岡高校

と神戸高校、伊川谷北高校（非積雪地）の合同チームで除雪を行った。②一般ボランティアについては香美町内から募

る形で平成 17 年度に試験的に実施するもその後、数年間は特に活動しなかった。平成 24 年度に除雪ボランティアシ

ミュレーションを実施し、これをもとに平成 25年度から国土交通省「雪処理の担い手の確保・育成のための克雪体制

支援調査」事業に応募し取り組んでいる。平成 26 年度の実績として、除雪した世帯件数は 38 世帯で、担い手は全体

で 122人（うち、地元高校生 8人、神戸の高校生 20人、一般ボランティア 94人）。一般ボランティアは、町外から参

加の方が 9割を占め、この全体数には雪かき道場参加者 38人が含まれている。雪かき道場の指導者役には NPO法人中

越防災フロンティアスタッフを依頼し開催した。 

事業費: 平成 26 年度は、国交省の助成を受け自主財源も付け加えて 1,255 千円で事業を行った。(内容;雪かき道場の

開催、啓発・指導用ＤＶＤ作成、除雪ボランティア活動、交流会の開催)。平成 27 年度は、39 千円(自主財源で募集チ

ラシを作成・配布したが、降雪量が少なく実施に至らなかったため)  

成果と思われる事項: (町)除雪ボランティアの受け入れ、地域での活動方法など実際の除雪活動を行う体制づくりが

できた。担い手の方の郷土愛、やりがい。利用高齢者は「若者の訪問、交流を楽しみにしている」、地域づくり、防災

意識の高揚などにつながっている。(町社協)受け入れ集落の受援力が少しみえてきた。除雪でボランティアとして活

動する人が県内社協などから来てくれた。 

 

【③地域で一斉に除雪活動】 

自治体名: 京極町(北海道) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: どか雪もみんなでやったら大丈夫！町内除雪ボランティアイベント 

事業概要: 対象：町内に援助ができる親族などがいない世帯で、自力で除雪することが困難な世帯。70歳以上の世帯。

重度身障者の世帯等。担い手：一般町民、商工会、ボランティア団体、農協関係、中学校、民間企業、役場、社協など。

内容：一班 4～6 人のグループに分かれて作業を行う。作業終了後はボランティアグループによる炊き出しが行われ

る。活動頻度は例年 1 月下旬と 2 月中旬の 2 回実施しているが、降雪量によっては 1 回という年もある。 

事業費: 14千円 

成果と思われる事項: ①ボランティアの視点：利用者からの感謝の言葉、様々な団体が世代を超えて一緒に作業に取り

組む交流、終了後の達成感。②利用者の視点：長期間に渡り開かなかった窓に陽の光がさした時の喜び。 

自治体名: 藤里町(秋田県) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 北部地区一斉除排雪 

事業概要: 対象：北部地区住民。担い手：北部地区住民その他町民有志、法政大学ボランティアサークルごまちゃん、

社協職員等。活動内容：２月中旬頃、北部地区の世帯を対象に、一斉に除排雪を行った。それぞれの参加できる形（除

雪できる人、お昼ご飯を作る人、食材を提供してくださる人等）で参加して頂いた。 

事業費: 29千円 

成果と思われる事項: 普段はなかなか除雪できない世帯も地域の皆さんの協力によって一斉に除排雪することができ

る。除雪に参加できない方も調理や食材提供等、それぞれの参加できる形で参加していただいている。地域住民の交

流の場にもなっている。法政大学ボランティアサークルごまちゃんも参加してくれたため、若者のパワーで除雪はも

ちろん交流等の面でも地域の皆さんに喜ばれた。（夏にも来町され、その後もこの地域の方々との交流が続いている）

※その他にも当町では、中学生による一人暮らし高齢者宅除雪ボランティア、粕毛地区の共助活動がある。 
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自治体名: 美郷町(秋田県) ・・・情報提供:町・町社協 

事業の名称: 一斉除排雪活動事業（美郷町社会福祉協議会の取組） 

事業概要: 対象：町内の単身、高齢者世帯。担い手：町内企業、施設職員、老人クラブ、中・高校生、民生児童委員、

町職員、町社協職員、町内住民等。内容：対象者のお宅の道路までの道付け、軒先の雪寄せ、ガスボンベ周り及び灯油

タンク周りの除雪。活動頻度としては毎年 2 月頃に 2 回実施し、述べ 1200 人の参加を見込む。 

事業費: およそ 350千円(町単独補助) 除雪機のメンテナンス、スコップ・スノーダンプ・雪へら等の補充、お茶、行

事保険料として使う。スコップなどは高校生に貸し出しする為、社協に 100～150本用意している。 

成果と思われる事項: (町)高齢者が住み慣れた地域において安心して冬の暮らしができる。異世代協力による除排雪活

動を通して、地域の共助の士気高揚が図られる。生徒においても、地域福祉に貢献したいとの士気が揚がっているよ

うに思われる。(町社協)単身、高齢者世帯の負担軽減。町内ボランティアの結束強化。ボランティア活動のきっかけづ

くり。日ごろの見守り、声掛けのしやすさ等。 

自治体名: 酒田市(山形県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 日向ささえあい除雪ボランティア (主催:日向地域支え合い活動実行委員会、参加申し込み先・連絡調整:

酒田市社会福祉協議会 酒田市ボランティアセンター) 

事業概要: 高齢者世帯等の一斉除排雪を行う。担い手は地域住民、市内外のボランティア、地元の中高生などで、一緒

に除雪活動を行う。積雪の多い 1月,2月に各 1回ずつ実施。酒田駅等発着の無料送迎バス、ボランティア保険料(300

円)と昼食交流会参加費(大学生以上 200円)は自己負担。中高生は無料。 

事業費: 当社協の事業ではなく、日向地域支え合い活動実行委員会が事業運営するもので、その事業費はおよそ 1040

千円(主にスノーダンプ・スコップなどの除雪道具購入整備費用) 

成果と思われる事項: 酒田市日向地区は過疎化に加え高齢化も高い地域のため、地域住民だけでは高齢者や障がい者

の世帯の十分な除雪支援が難しくなっている。そのため、市街地のボランティアの協力を得て、日向地区住民が一緒

になって除雪ボランティアに取組んでいる。2 回の除雪作業日に計 200 人の参加があった。ボランティアの方から「雪

の多さに驚いた」「やってよかった」「雪かきが楽しかった」「支援が必要だと思った」などの感想が寄せられた。除雪

対象の方からは「ほんとうに助かった」「若い人の声が聞こえて元気をもらった」などの言葉が寄せられた。 

自治体名: 村山市(山形県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: ①河島山地区一斉除排雪事業  ②袖崎地域除雪機貸与 

事業概要: ①河島山地区住民が対象となり、市道に宅地の雪を出したものを除雪車が排雪する。予め実施日時を地区住

民に回覧板で周知し、除雪困窮者宅へは高校生ボランティアを派遣する。活動頻度は、原則 1 シーズン 1 回。活動終

了後に基準以上の積雪があった場合は、行政との調整もあるので、2回目以降の実施はその都度検討することになって

いる。 

②地区公民館が所有する除雪機を貸し出すほか、地域の青荘年会員が要援護者宅の除雪を支援する。現在は、五十沢

地区のみで除雪機貸与を実施している。除雪機は宝くじ助成金で購入。 

事業費: ①河島地区一斉除排雪事業では 1世帯あたり 3千円の自己負担金を頂き、それを事業費に充てている。②袖崎

地域除雪機貸与の活動経費(人件費と燃料費)については、袖崎まちづくり協議会から毎年 40千円程度の助成を受け、

利用者からの自己負担は無しで、実施している。 

成果と思われる事項: 雪に関する活動は、即応的かつ継続的支援が必要であるため、身近な地域住民同士の協力が求め

られる。上記の活動により、支え合い精神が育まれている。過疎化が進行する中、雪対策の一助となればと思う。 

自治体名: 南砺市(富山県) ・・・情報提供:市・市社協 

事業の名称: ①越中雪かき道場、②中学生雪かきボランティアと雪無しデー（毎年 1月第３日曜日） 

事業概要: ①県内外からの参加者が地元住民との交流を楽しみながら、雪かき技術の知識と技を身に着け、実技演習を



25 

 

行う。平成 27 年 2 月 7,8 日の日程で福光地域の太美山公民館ほかで開催。中京圏や関東方面、富山両県隣の石川や新

潟からの参加者をはじめ、富山県立大学の学生など老若男女 18 名が参加した。内容の詳細は南栃市のＨＰ「福光地域

の太美山で越中雪かき道場 2015 開催」で検索できる。②城端地区社協ニーズアンケートで「困っていることは除雪と

答えた方が多かった」ため、中学生と地域住民とで除雪を実施。平成 26 年度 3 回目を平成 27 年 2 月 16 日に実施し

た。雪無しデーは市内城端地区除排雪推進協議会の主催で、市内城端地区の市街地の歩道に積みあがっている雪を除

雪する活動を続けてきた。毎年決まった日に行われて、その日は「雪無し」ということを心がけている。降らない年は

活動が無くていいが、積雪がある年はお互いさまで、地域ぐるみで子どもから大人まで参加されているのが特徴であ

る。市では「南砺市みんなで無雪害街づくり計画」を作成し、市民協働による除排雪事業を促進している。この中で

「雪は苦でなく楽しみの一つ」をスローガンに掲げており、「雪に負けない・雪に打ち勝つ」地域活動の先進事例とし

て「端地区の雪無しデー」が位置づけられている。端地区の雪無しデーには市からも除雪機の貸与や職員の参加など

を通じて支援が行われている。市社協も雪無しデーに積極的に参加・協力している。 

事業費: 記載なし。越中雪かき道場については富山県県民生活課と地元地域での開催であり、問い合わせは県担当課

へ。中学生雪かきボランティアについては城端地区社協事業である。雪無しデーの事業費について町社協では把握し

ていないが、地区社協を通じて参加者のボランティア活動行事保険加入の支援を行っている。また、城端地区では県

と市による「NPO等除排雪活動推進モデル事業」に申請して補助を受けている。この事業では高齢者世帯等への除排雪

活動を行う団体などに、小型除雪機、スコップ、スノーダンプ等の購入費、事業 PRチラシの印刷費などを(県 1/3、市

1/3、但し上限 200千円)補助しており、同地区では小型除雪機を購入し地区で管理している。 

成果と思われる事項: (市)①除雪ボランティアへの技術指導、受け入れ側へのアドバイス、継続的な交流の場となるこ

と。②中学生は故郷教育(郷土愛を育む)になった。2 年目、地区外の高校へ進学した学生も参加。「地域の人たちと一

緒に雪かきをすることで、たすけあいの精神を学び思いやりの心が育まれたのではないか」〔教員の声〕、「高齢化につ

いて理解し、これから自分たちはどうすればいいか考えるきっかけづくりになった。」「すがすがしい汗をかいて感謝

の気持ちをもてた」〔生徒〕、「地域のために何かやりたいとみなさん思っているが、そのきっかけづくりになった」〔地

域の人〕等の感想が寄せられている<事業報告資料より>。 (社協)雪無しデーの活動は、単に除雪することだけでな

く、除雪の機会を通じたコミュニケーションをとるきっかけになっている(高齢者世帯への声掛け・見守り)。雪を邪

魔者でなく、雪を介して交流をしている。たとえば、中学生にこの雪無しデーの除雪活動に参加してみないかと呼び

かけ、実際に参加した中学生がその達成感や満足からか卒業後も続けて参加している人もおり、活動成果の一つとも

いえる。雪無しデーの実施により、緊急な場合（火災や緊急搬送時に）通行の妨げにならないように除雪すること、除

雪だけでなく(冬場以外の)日ごろからの活動(安否確認)にもつながっている。 

 

【④地域共助で通学路の除雪を行う取組】 

自治体名: 弘前市(青森県)・・・情報提供:市 

事業の名称: 豊田小学校通学路排雪事業(豊田小学校父母と教師の会による) 

事業概要: 「弘前市市民参加型まちづくり１％システム」採択事業。個人市民税の 1パーセント相当額を財源に、市民

自らが実践するまちづくり、地域づくり活動に係る経費の一部を支援する、公募型の補助金制度を活用。対象者は豊

田小学校生徒。担い手は PTA会員 16人と教員 3人の 19人、うち男 18人を占める。年齢層では 30歳代後半から 60歳

代前半で 40歳代が半数を占める。活動内容としては、以前、すり鉢状の通学路で児童がケガをする交通事故が発生し

たことから、事故の再発を防ぐため、事業者による除排雪が実施されるまでの期間、PTAを主体にして地域内の除雪機

を利用し、危険個所の排雪をピンポイントで行い、通学路の安全を確保する。平成 26 年度の活動実績は 4 回実施し

788m を除雪すると共に、それぞれ雪置き場維持のための除雪も行った。1 回あたり 13～14 人が従事し、延べ 54 人が

活動した。 
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事業費: 269 千円(平成 26年度決算額)、市の１％システム助成で 90%を賄い、残りは PTA会費から賄う。主な支出は活

動者のボランティア保険加入料、除雪機 2 台に掛ける保険料、軽トラック・ダンプ・除雪ローダ除雪機の使用料、そ

れらの燃料費、安全対策のために雪置き場の整備、トランシーバーの購入費に充てられた。 

成果と思われる事柄: 通学路が広く見通しもよくなり、安全が確保された。豊田小学校父母と教師の会によると「立ち

上げ当時には、ボランティアが排雪をすると市の除雪が来なくなるのではないか、児童は雪山になっても通学してい

る」という意見もあったものの、2年目にはご苦労様です等の声をかけてもらうようになった。公道での除排雪は事故

やケガの危険性が伴うため、この領域で除雪ボランティアをするとしても直ぐにみんなが安全な良い動きができるも

のではない。普段から安全対策を考えながら活動を継続していないと、スムーズにできない。弘前市市民参加型まち

づくり１％システムでは、複数の町内会をまたいで活動する除雪ボランティア活動に柔軟に補助してくれるというメ

リットもある。 

自治体名: 十和田市(青森県)・・・情報提供:市 

事業の名称: 歩道除雪ボランティア事業 

事業概要: 町内会等 26団体(町内会 20、商店会 1、学校 PTA4、企業 1)に小型除雪機を貸出、通学路等の歩道の除雪を

行ってもらっている。歩道総延長は約 36km。平成 26年度従事者数 62人。 

事業費: 693千円(市単独助成) 

成果と思われる事柄: 降雪状況や地域の実情に合わせ、きめ細やかな除雪となっている。「私たちの除雪の後を児童や

買い物の高齢者の方々が利用するので、やりがいを感じています。また、貸与の除雪機で集会所周辺の除雪もでき、地

域活動にも役立っています」(十和田市暮らしの便利帳 p52掲載、東本金崎町内会長談)より。 

自治体名:会津坂下町(福島県)・・・情報提供:町 

事業の名称: スノーパトロール！地域の力で子ども達の道を拓け 

事業概要: 対象は、通学路(総延長 25km)(地域による除雪)。担い手は地域づくり協議会、町内会、NPO、PTA、一般町

民など(実行委員会) 。活動内容は通学路の除雪、講習会等。 

 会津坂下町ボランティアセンターを事務局とし、協力団体の代表者を中心に実行委員会を立ち上げた。主に実行委

員所有の小型除雪機による除雪の実施。燃料費・使用料・運搬費込みの半日で 5 千円支給。除雪機の購入はこの事業

では認めない。除雪の安全な使用方法などの事故防止のための講習会も平成 26年度は 2回開催した。 

 登録者 42名(男 32、女 10)。半数近くを 40代が占め、10 代から 70代まで登録されている。自営業、会社員、公務

員、団体職員、無職、大学生など幅広い人たちが登録している。 

事業費: 766千円(92%は補助金、残りが自己資金) 

成果と思われる事柄: ①通学路の安全性が高まる、②排雪を利用した雪像作りによる世代間交流ができた。(平成 27年

2月 22 日: みんなでワイワイ雪わっさ: 中央公民館前広場: 歩道除雪で寄せられた雪を使って雪像を作った。)(会津

坂下町青少年健全育成町民会議との共催) (雪処理の担い手確保、育成のための克雪体制支援調査事業の補助での活動の一環)  

 

【⑤生徒・学生の除雪ボランティア】 

自治体名: 夕張市(北海道) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 札幌学院大学アメリカンフットボール部除雪ボランティア 

事業概要:札幌学院大学(江別市)のアメリカンフットボール部員が、夕張支援と冬の筋トレを兼ね、毎年市内南部地区

の高齢者宅(ひとり暮らし)の除雪ボランティアを、平成 20年から継続して行っている。市社協を通じて行われる除雪

ボランティアでは、南部地区在宅福祉サービス推進委員会の方々がカレーライスの炊き出しを振る舞ってくれる。南

部地区の駐在所の警官には車の誘導、除雪作業、その奥さんにはボランティアの炊き出しに協力をもらっている。社

協からはスコップ・手袋を貸し出し、市民から寄贈された軍手を使用している。また、例年、地区に住む市議会議員・
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議長の協力も得て、安全のためのヘルメットを市役所から借り、一緒に作業して頂いている。夕張市共同募金会会長

が札幌学院大学の卒業生でもあり、後輩にエールを送りながら参加している。南部地区の男性が 2 班に分かれて、学

生の除雪の指導をし、学生と和気あいあいと若さあふれんばかりに除雪作業に励んでいる。活動頻度は毎年 2 月の土

曜日か日曜日の 1 日、部員は大学のバスに乗り合いして訪問。 

事業費: 1千円(ボランティア保険料) 

成果と思われる事項: 市内でも高齢化率の一番高い地区であるにも関わらず、地域一丸となり、夕張に迎え入れる南部

地区在宅福祉サービス推進委員会の方々、南部地区の駐在所の警察官、南部地区在住の市議会議員・議長、(札幌学院

大学卒の縁がある)夕張市共同募金会会長が繋がり、除雪ボランティアを行っていることは、地域の連携や一体感を感

じる。毎年続けて来る部員からは昨年度の様子や続けて訪問することのやりがい、先輩後輩部員の間でこのボランテ

イアの活動のすばらしさが引き継がれている効果も見られる。なお、夕張市南部地区は、65 歳以上の高齢化人口比率

が 53.39％と進んでおり、若い人たちが来てくれることを楽しみにしている高齢者もおられる。 

自治体名: 旭川市(北海道) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 除雪・排雪事業 

事業概要: 旭川明成高等学校インターアクト部から「地域に貢献したい」との相談が、旭星地区社会福祉協議会に寄せ

られたことにより、同地区社協の安心見守り等事業対象者に対して除雪を行っている。部員が徒歩で行ける範囲にあ

る一人暮らし高齢者世帯の 3 世帯で実施。スコップやスノーダンプは旭星地区社協の物を貸し出ししている(普段は町

内会所有の倉庫に保管)。平成 26 年度冬期は 1 月から 3 月上旬間で毎週実施。平成 27 年度冬期は 2 月のみ毎週(4 回

程度)実施。部員 4～8 人で活動した。 

事業費: 5千円 

成果と思われる事項: 地域と学校がつながったことにより、協働した活動の醸成と、学生たちの姿に刺激を受け、「自

分たちも何かしなければ」といった隣近所との助け合いの輪が拡大した。 

自治体名: 北上市(岩手県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 中学生の除雪ボランティア活動 

事業概要: 地区の民生委員が対象となる方を選定する。自主的にボランティア活動を行う中学生がグループを作り、積

雪になった場合、担当となった対象者宅へ中学生の判断で除雪活動を行う。 

事業費: 10千円 

成果と思われる事項: ボランティア活動の啓発と普及。地域に高齢者や障害者が生活していることを把握することが

できる。 

自治体名: 山田町(岩手県) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 雪かきボランティア 

事業概要: 中学生の冬休み期間中の部活動時に、中学校近隣の 65歳以上の独居・高齢者世帯等除雪が困難なお宅を対

象として活動。支援が必要なお宅は、民生委員や地域住民と連携し職員が現状把握、調査したうえで、雪かきマップを

中学生が作成し活動する。除雪が必要な量の雪が降った際に中学生が学校から駆けつけられる範囲または自宅周辺の

支援が必要なお宅へ駆けつけて除雪する。なお、この中学校は福祉ボランティア協力校として配食ボランティアにも

協力している。 

事業費: 0 円 (この活動をしていくうえでの予算はとっていない。生徒が使う除雪道具については福祉ボランティア

協力校補助を活用して学校備え付けの道具として整備、貸出をしていることによる) 

成果と思われる事項: 学校区をエリアとし、その地域の社会資源として地域支えあいの取り組みを自主的に行ってい

ること。雪かきマップを中学生も一緒に作成し、除雪の支援に行けよう体制づくりと、そうした意識を高めてもらう

ことに繋がっている。地元高齢者より若い世代の活動を喜び、応援したいとの声があること。 
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自治体名:尾花沢市(山形県)・・・情報提供:市 

事業の名称: 中学生による雪かき塾 

事業概要: 尾花沢中学校 2 年生の総合学習（学年行事）として平成 21 年度から実施。雪処理の担い手育成や雪処理技

術の伝授、除雪ボランティアの拡大等を目的としている。 

事業費: ０千円(尾花沢市社協内に設置された除雪ボランティアセンターの連絡調整、移動は公用車、中学生の除雪道

具は各個人で持参等の工夫による) 

成果と思われる事柄: 中学生が地元高齢者宅等の除雪を行うことにより、地域内での交流や顔の見える関係性を構築

（安全安心な町づくり）することができている。活動が毎年恒例化することで、除雪の必要なシーズンに入ると地域

住民が子どもたちに積極的にかかわってくれるようになった。積雪期以外の日頃の要援護世帯への見守りネットワー

クにも影響し成果が現れている。 

自治体名: 大石田町(山形県) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 山形大学、東北学院大学との連携 

事業概要: 山形県（雪みらい推進機構）・尾花沢市・大石田町・尾花沢市社協との共同事業。豪雪時に除雪ボランティ

アの支援が必要な地域に対し、お互いのネットワークを活かしながら、速やかに学生ボランティアの募集・派遣を行

うため連携して取り組む。冬期間に 1 回開催している。 

事業費: 0円（当社協としてこの事業について予算は設けていません） 

成果と思われる事項: 地域住民と学生たちとのふれあい交流ができてよかった。スケジュール化されているので、イベ

ント的要素が強過ぎ、また現実の雪の状況に合っていないところも生じている。 

自治体名: 金沢市(石川県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 学生等雪かきボランティア事業 

事業概要: 部活動、サークル、ゼミなどのグループ単位で登録し、町会等と組み合わせを行う。ボランティアグループ

と町会等とが「雪かきボランティア協定」を締結する(金沢市が仲介)。指定先の町会等の要請に応じて訪問し、除雪を

する。指定の報告書にもとづいて、グループの口座に交通費を支払う。12 月頃～2 月までの約 3 か月間で地域から除

雪作業の要請があった日に活動。 

事業費: 市の事業のため、当社協としてこの事業への予算措置はしていない。 

成果と思われる事項: 「地域の方々と仲良くなれてうれしかった」「ありがとうと言われ充実感があった」などの感想

が寄せられている。この事業に関する詳しい問い合わせは、金沢市役所市民協働推進課まで。 

 

【⑥地域間交流、観光、生涯学習の一環】 

自治体名: 南魚沼市(新潟県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 除雪ボランティア活動事業 

事業概要: 南魚沼市は豪雪地帯のため、除雪作業が生活の一部となっている。本来であれば、自助・互助（共助）・公

助として除雪活動が行われるべきではあるが、雪は市内全域に降るため、なかなか地元だけの除雪ボランティアでは

対応が難しい状況にある。そこで、①当市社協と災害時応援協定を結んでいる深谷市社協にお願いし、深谷市の大学

生や体力に自信のある方からボランティアに参加してもらっている。また、②ＮＰＯ法人南魚沼市六日町観光協会（主

催）と共働し、除雪体験ツアー（雪堀り応援団）を募集し、関東圏からの参加者を募っている。その際、参加者の多く

は除雪が未経験のため、地元のボランティアが指導するためのボランティアとして参加して、かんじきの履き方やス

ノーダンプの使い方などを教えている。対象：要配慮世帯（高齢者のみ世帯/高齢者単身世帯/高齢者と障がい者または

児童のみで構成された世帯）、世帯主が身体障害者手帳 1～4 級の交付を受けている世帯、配偶者のいない女性と中学

生以下の子供のみで構成されている世帯、その他、状況により支援が必要と社会福祉協議会長が認めた世帯。③その
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他、当社協では市内で除雪ボランティア「雪猿」を募集し、12 月中旬から 3 月下旬までの間で降雪の状況に応じ、活

動日を決定し、登録者に連絡、活動している。さらに除雪ボランティア活動をより安全な活動にするために、熟練の技

や知識を教えたり、安全帯等の付け方講習会などを行ったり、事故無く除雪活動が出来るよう連絡調整を行っている。 

事業費: ① 相互の応援協定のため、予算措置なし。② 雪堀応援団は主催者への協力のため、予算措置なし。③ 除雪

ボランティアの事業費は 100 千円 

成果と思われる事項：高齢者等、自力で除雪活動が出来ない方々が住み慣れた地域において安心して冬の暮らしがで

きる。 

自治体名:黒部市(富山県)・・・情報提供:市 

事業の名称: あったか雪募金助成金事業「東布施地区一斉雪かき DAY」 

事業概要: 市内の積雪の多い地区を中心に、除雪活動が困難な世帯の玄関から公道迄の生活路や支援が必要な場所に

対して市内企業、団体、ボランティアなどが集まり、地元地区社会福祉協議会と協力しながら除雪活動を行う。支援者

の把握(地元地区社会福祉協議会、除雪隊、民生員などと協議して利用者選定を行う)、ボランティアの呼びかけ、活動

資金などを社協、行政、地元地区、共同募金委員会が役割分担をしながら雪害という課題に取り組むモデル事業であ

る。中央共同募金会の期間延長モデル事業。除雪に対しても地域を支える方法として共同募金を活用できないだろう

か、地域の支え合いだけではカバーできないときに市内全体で支え合う体制を整えていこうと考えたのがきっかけで

平成 24 年度から事業が始まった。主催は黒部市社会福祉協議会で、共催には黒部市共同募金委員会、東布施地区社会

福祉協議会、東布施地区民生児童委員協議会がなり、東布施地区ボランティア部会と東布施地区雪かき隊が協力して

いる。参加はおよそ 50 人(男 8 割、女 2 割)、9 割以上が市内の方で残りが市外の方。地区公民館に集合し、説明を聞

き、資材の配布、現場への移動、2 時間ほどの除雪作業の後に昼食をとる。活動報告をして解散。昼食は主催者側で用

意し提供する。昼食作りには地元のボランティア部会の女性約 30 人に協力をもらっている。 

事業費:総事業費は約 40 万円で、県共同募金会の強化事務費、共同募金配分金事業費及びその他ボランティア体験活

動費などを活用、組み合わせて費用を賄っている。 

成果と思われる事柄:東布地区は山間部であり、同じ市内の方でも冬にどのくらい雪が降っているか把握していない方

が多い。ほとんどの参加者は「同じ市内であるのに自分の住んでいる地区と雪の量が全然違う」と驚かれる。活動を

終えて、除雪で困っている方がいることを実感し、今後も支え合っていかなければならないと感じる参加者も多いこ

とがうかがえる。また、一斉雪かき DAY を通じて地元の民生委員、自治会、地区社協などそれぞれが役割を分担し、

連携をとりながら課題解決に向け取組んでいることから、除雪支援以外でもその他の災害、個別支援においてもこの

ような体制は地域づくりに必要だと感じておられるものと見受けられる。その他、地域防災の向上はもちろん、市全

体で地域を支え合っていく体制づくりにも効果がみられる。 

自治体名: 白山市(石川県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 雪すかしボランティア体験 in白峰 

事業概要: 雪ダルマまつりにあわせて、除雪技術の習得を図るとともに、事業を通じて地域住民との交流を図ること

で、白峰地区の地域性および文化を理解し、地域福祉への理解と意識の醸成を図ることを目的に実施。開催頻度は年

に 1 回。白峰地区では白峰と桑島のそれぞれで年に 1 回ずつお祭りがあり、そのうち、どちらか 1 回に併せて実施し

ている。対象：雪すかしを通して地域住民との交流を希望する概ね 18～40歳までの方。内容：一人暮らし高齢者宅の

雪すかし体験、ゆきだるま作成支援、地域の方との交流。 

事業費: 100千円 

成果と思われる事項: 雪の多さ、大変さを地域の人みんなで楽しいまつりにして問題解決を図るという方法を学ぶこ

とができた。流雪溝という白峰ならではの除雪方法について学ぶことができた。この事業を通して「雪が多くて大変」

というマイナスの部分だけを感じとるだけではなく、雪とともに生きる地域の方達の知恵や工夫を学ぶことができた。 
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自治体名: 飯山市(長野県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 雪掘りとうど塾  〔とうど(田人)とは農作業等をお互いに助け合う風習のこと〕 

事業概要: 豪雪の経験を生かし、平時の冬期間において、除雪指導や交流を通して、参加者に雪に親しんでもらい、地

元の方との継続的な助け合いの仕組みづくりを目指して 1泊 2日のイベント型事業を開催しています。平成 18年～続

けています。（平成 26年度）県内県外から来ていただいています。（市内 10地区内を交替に会場を設定しています）。 

事業費: 200千円 

成果と思われる事項: ボランティア参加者に関しては、毎年来ていただく方も増えてきていること。除雪指導も理解し

てくださっている。地元の方に関しては、ボランティアの方との交流から「受け入れる」という感覚に慣れてきたよう

に思われる。 

自治体名: 長浜市(滋賀県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: ワークキャンプ支援事業（中山間地域支援事業） 

事業概要: 若い世代（大学生等・企業）と限界集落等の地域住民との交流を通じて、地域の活性化、地域の課題（除雪

作業）の解消を図る目的で実施。 

事業費: 2000千円 

成果と思われる事項: 夏、冬の年 2回開催し、数年実施していることでつながりがみられる。大学 1年から、4年間参

加している学生もいる。 

自治体名: 南丹市(京都府) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: ワークキャンプ 

事業概要: 大学生等の若者が 2月中旬に、地域の会館に泊まりこみ、山間集落で高齢者世帯等の雪かきボランティアを

行っている。ワークキャンプとは、宿泊を伴った共同生活をしながら、地域にあるさまざまな社会課題や生活問題に

関わることを基本とするボランティア活動である。2008 年から南丹市美山町(とくに高齢化の進んだ地域)で行われて

きた。夏には田畑の草刈りや用水路の泥上げ、秋には稲刈りや田畑周辺の獣除けネット張り、河川敷や地域内の清掃、

冬には高齢者宅や公民館の雪かきといった地域で抱える課題に取り組んできた。 

事業費: 京都ボランティア学習実践研究会が主催し、地元地域振興会の協力により実施。当社協では運営の一部（ボラ

ンティアの送迎等）の協力はしているものの、予算措置はしていない。ボランティアからの参加費、各種助成金の活

用、地元地域振興会からの費用負担等により運営されている。 

成果と思われる事項: 活動を通じて地元住民との交流を深めている。農村地域の課題を知るなど、体験を通じた学びの

機会にもなっている。 

 

 

【⑦有償ボランティア・ポイントや特典のつくボランティア】 

自治体名:石狩市(北海道)・・・情報提供:市 

事業の名称: NPO 法人 あつたライフサポートの会 

事業概要: 特別豪雪かつ過疎地域である厚田区で住民による有償除雪ボランティアを行っている。除雪を行うサポー

ターと利用者がそれぞれ会員登録し、高齢者宅の除雪を行う。 

事業費: 約 100 千円 

成果と思われる事柄: いつまでも安心して暮らすことのできる地域をめざし、住民自らが地域課題である「除雪」を解

決するため、地域共助で日常生活を支援することで、地域住民の健康及び福祉の向上が図られている。また、雪による

建物の倒壊や高齢者の転落事故防止にも結びついている。 
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自治体名: 関市(岐阜県)・・・情報提供:市 

事業の名称: 雪かきボランティアの募集 

事業概要: 対象：自力では雪かきが困難な高齢者世帯。担い手は、高校生以上。登録者 111 人、男 92 人、女 19 人。

市内登録者 86 人、市外 25 人。活動地域は、板取地域（活動先まではマイクロバスで移動）。ボランティア保険に加入

すること。特典として、板取川温泉や板取地域の飲食店などで年間通じて割引が受けられる「会員証」を発行。 

事業費:記載なし。ただし、移動は市のマイクロバスや公用車を利用、除雪道具は地域のまちづくり組織が購入したも

のを借用。参加者は弁当飲み物を持参。(地元の好意で汁物が提供されることがある)  

成果と思われる事柄:訪問世帯の高齢者からは感謝の言葉を頂いた。参加した方々からは「困っている人の役に立てた

充実感が得られた」との感想をもらっている。ほとんどの参加者から次回も参加したいという希望を頂き、市役所市

民協働課としても驚いた。なお、合併して同じ市民になっても、中心部から 40km 離れた山村地域のことをあまり知

らない市民に、過疎地域の現状や暮らしの様子を理解してもらうことも事業目的としている。参加特典には、冬以外

の季節に再び訪れて頂き地域課題だけでなく魅力も知って頂けることもある。 

 

自治体名: 知内町(北海道) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: シニア有償ボランティア組織化の推進 

事業概要: 65歳以上のシニアが対象で組織化。町内 13町内会のうち４町内会で設置済み。除雪、屋根の雪下ろし等を

利用者負担で実施。１回又は１時間 500 円以内(有償)。社協から運営費として年額５万円、助成している。必要資材

等実費で除雪。 

事業費: 200千円 

成果と思われる事項: シニア会員の生きがい、利用者負担の軽減。 

自治体名: 岩内町(北海道) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 有償ボランティアたすけ✋（手が絵文字） 

事業概要: 通常除雪（1回 500円）～こちらの担い手が不足。朝 15ｃｍ程度以上の降雪があればその都度出向き、玄関

先から道路まで、１ｍ幅程度の除雪を行う。（シーズン初めに利用者宅と除雪担当者を決めておく）。臨時除雪（1回

500円×人数 但し上限 2000円）屋根からの落雪や大雪など量が多い除雪について依頼を受けてから出向いて行う。 

事業費: 31千円 (100円/回・人の補助金を出している) 

成果と思われる事項: 利用者から「安心」していられるとの言葉をいただいている。 

 

自治体名: 仙台市(宮城県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 雪かきお助け隊 

事業概要: 対象者：仙台市社会福祉協議会会員で、青葉区事務所宮城支部館内に居住する高齢者（75 歳以上）のみの

世帯、もしくは自力で除雪することが困難と認められる世帯、そのほか宮城支部事務所所長が特に必要であると認め

た場合。担い手：青葉区事務所宮城支部が活動に協力していただける雪かきお助け隊を募集する。活動に関しては、青

葉区事務所宮城支部において除雪活動を行う。内容：生活道路の確保を目的として、玄関先から公道までの概ね幅 1.5

メートル程度で、歩行が安全にできる程度に除雪を行う。なお、屋根の雪下ろし等の危険な場所や庭などの広範囲に

渡る場所の除雪は行わない。 

事業費: 492千円 (但し、除雪機購入代 42万円を含む） 

成果と思われる事項: 高齢者のみの世帯、もしくは自力で除雪することが困難な世帯の方々に支援ができたこと。ま

た、有料化したことにより、依頼する側は遠慮なく依頼することができ、依頼される側は責任をもって作業を実施し

ていただけるということにつながることになったこと。 
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自治体名: 十日町市(新潟県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: ①十日町市高齢者安心サービス事業  ②十日町市除排雪援助事業 

事業概要: ①ポイント制の有償ボランティア制度。15分 1ポイントとし 30ポイントで 3000円分の商品券を進呈する

もの。利用会員、協力会員は登録制。利用会員は単身高齢者もしくは、高齢者のみの世帯に限られる。 

②要援護者に対する除排雪にかかる費用を援助する事業。1 世帯 33,000 円分を利用券で支給する。除雪業者（個人も

可）と合意した金額を利用券で支払い券を受け取った人は、それを請求書として支払いを受けることができる。 

事業費: ①2500千円  ②30000 千円 

成果と思われる事項: ①ボランティアの発掘ができた。②業者の協力を得ながら、自然体として除雪に取り組んでい

る。当市では除雪は冬場の産業ともいえるようになっている。 

自治体名: 刈羽村(新潟県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: かりわささえ愛ねっと 

事業概要: 対象世帯：高齢者、心身障害児・者及び、けが、病気、妊娠中など何らかの理由により独力で除雪が困難な

世帯。活動内容：出入り口などの除雪。屋根から落ちた雪の除去などで、屋根の雪下ろしは行わない。＜かりわささえ

愛ねっと＞日々の生活でちょっとした困りごとのある人（利用者）に、お手伝いできる人（協力者）が有償で支援する

住民間の支えあい事業。利用料金：30分 100円。 

事業費: 0円(利用会員と協力会員を繋ぐことだけで特に経費が掛からないため) 

成果と思われる事項: 近隣互助による除雪の手伝いでもお菓子やお酒でのお礼をしてしまうものであり、購入などの

含めた手間を考えると、30 分 100 円の定額料金のほうが気兼ねなく頼みやすい。その結果、定期的に使える。またそ

れが近隣同士の仲で利用会員と提供会員になる同意が得られた関係で続けられるといったメリットの声が聞かれる。 

自治体名: 邑南町(島根県) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 地区社協除雪活動 

事業概要: 一人暮らし高齢者（65歳以上）、75歳以上高齢者世帯へ本人の依頼又は近隣の方からの要望に応え、除雪

作業を実施。担い手は地区社協除雪作業登録者。除雪機と人力により自宅前の生活道の確保を目的に実施。機械の油

代を利用者が負担。 

事業費: 除雪協力者 手間賃一人あたり１時間 500 円、地区社協の負担。 

成果と思われる事項: 本人からの依頼はなかなか要望されない場合があるが、地域の見守り員から依頼を受け 3 人く

らいのチームで出動。外出等ができやすくなり在宅生活がスムーズにできると言われた。 

 

【⑧屋根の雪下ろしにも対応するボランティア活動】 

自治体名:平川市(青森県)・・・情報提供:市 (再聞き取りには市社協からも協力を得た) 

事業の名称: 1)「スノーバスターズ事業(屋根雪おろし活動)」、2)「地域で助け合う雪対策モデル事業」(平成 25～26

年度) 

事業概要:1)主に一人暮らしの高齢者宅の屋根の雪下ろし活動に対して除雪ボランティアを募って、平川市社協で実施

しており、市からも人員協力を行っている。作業の流れとしては、まず屋根から雪をスコップ等で下ろし、下ろした

雪の片付けを含めてすべての作業を人海戦術で行うため、処理には時間と労力がかかる。主な担い手は、尾上職人組

合、平賀建築業組合、碇ヶ関建築組合、平川市建設協会、平川市管工事組合、平川市商工会青年部の方々等(登録者 88

人、92%が男性で占められ、40,50 代が多い)で、民生委員より提出された候補者を事前調査し実施している。平成 26

年度の実績として活動回数は 4 回、延べ参加者 37 人、派遣対象世帯は 13 件あったが実際に利用された派遣先は 6 件

であった。 

事業費 事業収入は概ね市社協より(60%)+共同募金より(40%)の構成、約 20万円で賄う。 
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成果と思われる事柄:団体として地域貢献を重視した考えをもって対応している。行政で対応できない対象者に対して

極力支援を考えて対応している。また、この除雪利用者は低所得者であり、実際に利用した方は「生活費から除雪料

金を支払うことを考えると大変助かる」と感謝の言葉を述べられている。今後ますます高齢化が進む中で、一人暮ら

し高齢者が生活を維持するうえで支援を頂くことで安堵感を持つことが期待される(市社協より) 。 

自治体名:横手市(秋田県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: ＮＰＯによる共助組織の除雪の取り組み 

事業概要: 高齢化や過疎化が進む横手市の中山間地域の４地区（大森町保呂羽、山内三又、山内南郷、増田町狙半内）

に、住民主体の共助組織が平成 24年に結成された。共助組織は、地域の諸課題を地域の手で解決していく仕組みづく

りを構築するとともに、地域に必要なサービスの提供と、地域が活性化することを目的としている。「地域お助け隊」

と称する実働部隊が、高齢者世帯の屋根の雪下ろしなどを有償ボランティアとして実施しているほか、買い物や見守

りなどの支援を行っている。「共助組織」代表者ネットワーク会議は、この４共助組織の代表者と秋田県南ＮＰＯセ

ンター、横手市で構成され、定期的に情報の交換、共有をすることで、互いに刺激しあい、日々前向きに元気に活動

している。 

事業費: 当該団体の活動のため、社協として事業費は把握していない。 

成果と思われる事項:総務省が、全国各地でそれぞれのこころをよせる地域「ふるさと」をより良くしようと頑張る団

体等を表彰する制度「ふるさとづくり大賞」(団体表彰)を受けた。受賞理由;買い物支援、雪下ろし支援、見守りのな

どの共助に係る横手モデルは、過疎、高齢化の進む地域における自主的な取組であるとともに、新しい公共を担うも

のとして評価される。詳細は横手市ホームページ http://www.city.yokote.lg.jp/files/000092049.bmp にて。 

自治体名: 小千谷市(新潟県)・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 雪下ろし支援活動（ＳＯＳ雪下ろし） 

事業概要: 雪下ろし作業会員になる方は小千谷市建設課内にあるＳＯＳ雪下ろし支援協議会に申し込む。小千谷市雪

下ろし作業会員になるためには法人または満 20 歳以上から 69 歳までの個人で雪下ろし作業経験を有する者。担当課

が説明会を開いてその際に不明な点は解消して頂き、作業に当たってもらっている。作業会員の任務：協議会から紹

介を受けた会員は担当するシーズン申込世帯と事前協議の上、期間中の雪下ろし作業を履行する。または随時希望者

と事前協議の上、雪下ろし作業を履行する。申込世帯は、市保健福祉課、社会福祉協議会が行う除雪援助対象世帯及

び身体の不自由な方のみの世帯等雪下ろしができない世帯。ただし家族や親せき知人等の協力や経済的援助を受けら

える世帯を除く。雪下ろし対象家屋は市内にある個人の住宅。融雪式屋根の住宅や屋根に滑り止めがないなど状況が

危険な住宅については、事故防止のため対象外とする。雪下ろし作業代金は雪下ろし作業世帯が直接雪下ろし作業会

員に支払う。作業代金は公表しないものの日額 18,400円または１時間あたり 2,300円/人とする。 

事業費: 180千円(市の単独補助。支出はほとんどが作業員の保険料助成) 

成果と思われる事柄:作業会員、利用者ともに聞き取り等は実施していない。しかし、事業開始の頃の 15年前に 40名

程度だった作業会員が 90名近くに増えている。市報やホームページ等で募集することで、冬期間に手が空く農家、土

木・建築の方々が多く登録してくれる。そのような方々のよい活動の場となっているとも考えている。 

自治体名: 見附市(新潟県)・・・情報提供:市・市社協 

事業の名称: ①除雪ボランティア（有償）、②除雪機貸出事業 

事業概要: ①自力で除雪できない要援護世帯(高齢者世帯)を対象に有償で行う除雪ボランティアを派遣する(有償ボラ

ンティア)。市まちづくり課が「除雪等を希望される世帯」と「有償のボランティア登録を希望している個人」をマッ

チングしている。作業を行う活動者は、活動登録した上で保険に加入する（市負担）。屋根雪除雪も行い、活動者は報

酬として一人 1時間 2000円を依頼者から直接受け取る。概ね 1軒につき 3～4人で活動し、2～3時間程度要する。平

成 26年度の実績として担い手は 34人(33人が男性で占める。20代から 80代までの広い年齢層となっているが 60,70
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歳代が 21名を占め最も多い)。派遣実績は 12 件ですべて雪下ろし。②社協として要援護世帯に対する除雪作業を行う

個人や町内自治会へ除雪機を貸し出ししている。加えて、行政のボランティア・市民活動担当部署が地域コミュニテ

ィ（住民自治組織）に除雪機を貸与し、要援護世帯に限らず、公共施設等も含め地域の実情に応じて除雪作業を行って

いる。平成 26 年度（H26/12～H27/3 冬期）の実績として延べ貸出日数：13 日、延べ活動回数：34 回となっている。 

事業費: ①保険料の 2～10 千円。スコップや手袋等の活動経費は全て有償ボランティア登録者が負担。②平成 26 年度

（H26/12～H27/3 冬期）の実績 14,872 円（貸出用小型除雪機 2 台整備費等） 

成果と思われる事柄: ①(市)以前は屋根雪除雪も知人・親類に依頼していたが、重労働かつ危険な作業であり、他人に

頼みづらい現状が見受けられた。この事業により、業者より低額で、かつ、人に気兼ねすることなく依頼できること

から、毎年依頼される方も少なくない。担い手側のやりがいや郷土愛、防災意識の高まりというところまでは確認で

きない。②(社協)まだ地域コミュニティの無い地区に除雪機の貸出を行ったこと。高齢者世帯等の玄関から道路までの

通路や避難路等の除雪や除雪車が除雪の際つくる雪壁の除雪に活用頂いたこと。周辺住民からは、「道路や歩道がとて

も歩きやすくなった」と感謝の声が寄せられていること。 

自治体名: 富山市(富山県)・・・情報提供:市 

事業の名称: 除排雪ボランティアの派遣（建設ボランティアクラブ「富山建友会」） 

事業概要: 担い手は、富山市の建設業に従事している会社で構成され、26 社が登録(平成 26 年度は 22 社、担い手 44

人で全員男性) 。内容は 60歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、屋根雪の除排雪を実施。利用者

世帯数は毎年 70世帯程度であるが、最近 3年は少雪傾向のため見回りはあっても実際の稼働はなし。建設ボランティ

アクラブ「富山建友会」として昭和 55年から実施している。建設会社として地元に貢献できるように、協会の中かで

有志が集まって活動している。除排雪を実施する世帯を各社で 3～4 世帯担当し、費用(除雪道具、機械の燃料費、人

件費等)はそれぞれの会社で負担することを原則とする。ボランティア保険加入料のところのみ富山市社会福祉協議会

より補助をもらっている。 

事業費:上記理由で企業の社会貢献の為、事業費 0円。 

成果と思われる事柄:かつて大雪の年に作業風景が地元に新聞に掲載され反響があり、従事した社員のやりがいにつな

がっていると思われる。また、会員企業の近隣エリアで担当分けをすることにより、数年通っているうちに地域住民

に感謝される機会も多くなっている。このような地道な活動を通じ建設業界の必要性の PRを図っているところである

(建設ボランティアクラブ「富山建友会」代表談)。 

自治体名: 京丹後市(京都府) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 雪下ろし雪すかし事業 

事業概要: 65歳以上の高齢者世帯、身体障害者世帯及びこれに準ずる世帯で区長が必要と認める世帯が対象。担い手

は自治会を通じて依頼、区民以外の方も可。除雪の範囲は、居住している家屋の屋根の雪下ろし、並びに玄関から道

路までの生活道路の雪すかし。雪すかしの活動頻度は降雪量に応じて地区で判断して実施しているため異なる。また、

雪下ろしについては地区で体制が整った場合に、地区の判断にて実施している。 

事業費:447千円 (平成 27年度) 

成果と思われる事項: 地域における住民の支え合い活動の一環として取り組みが進んでいる。 

 

【⑨雪害対策・自主防災組織活動の一環】 

自治体名: 南アルプス市(山梨県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 雪害救援センター（山梨県にて記録的な雪害時） 

事業概要: (平成 26年 2月の雪害時に実施）対象は、高齢者世帯、独居高齢者、障害者等の要援護者。市福祉課と連携

を図り、民生委員を通じニーズを把握。また、市内のケアマネを通じ情報をキャッチする。担い手は市内のボランティ
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ア約 7割、市外約 3割で活動。内容は玄関から公道までの人の歩く範囲の雪かきを実施（生活ができる為の範囲の除雪）。 

事業費: 57千円 

成果と思われる事項: 日ごろからのつきあいの中から、市内の方々が多くかけつけていただきありがたかった。市と連

携を図ったことは、スムーズな運営ができ、役割分担も共有できた。 

自治体名: 新発田市(新潟県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 自主防災組織（1団体）と除雪ボランティア 雪のけ隊の連携 

事業概要: 対象：自主防災組織の圏域内の要支援者。担い手：自主防災組織役員。内容：玄関から道路までの道づくり

(通路除雪)。活動頻度は当該地域の降雪状況に応じた自主活動となっている。 

事業費: 当市社協「ボランティア推進事業」の一環となっており、この活動のみの事業費の算出はできない。基本的に

除雪ボランティアの場合は、当会全額負担でボランティア保険に加入、通信運搬費（案内等）、活動備品費（軍手・除

雪器具等）、活動の際にお渡しするお茶代等を必要経費として補助。 

成果と思われる事項: 地域のニーズに対して、地域内で検討し実践している。地域の課題を個人レベルではなく、地域

の課題と認識し支え合い仕組みをつくり、地域では対応の困難な保険や情報提供等で社協と連携している。今後、こ

のような取り組みを地域福祉計画で位置づけ、新発田市全体に広げたい。 

 

【⑩行政や社協事業での対応、事業に住民協力が行われる事例等】 

自治体名: 和寒町(北海道) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 除雪サービス事業 

事業概要: 和寒町社協では、町からの委託事業で「除雪サービス」を実施している（平成 27年度は見直しのため町で

実施）。除雪内容としては「月極」「屋根・ベランダ・窓」の 2 種類に分かれている。「月極」は冬季４か月間内で

日々の降雪が 10ｃｍ以上あった場合、１日１回頼まれている住宅の除雪をするというもの。玄関前から道路まで約 2

ｍの幅で除雪する。月極なので、降雪量多少にかかわらず１か月の除雪代は決まっている。「屋根・ベランダ・窓」等

は１時間 1000円で賃金を払っている。利用者は収入によって負担金の金額が違う（月極１か月 12000円）、除雪従事

者が高齢となっており、近年は一般住民より業者に依頼することが増えている。また、除雪形態も手作業から機械を

使ったものが多くなっている。 

事業費: 2,521千円 

成果と思われる事項: 各地域からの民生委員の調査により対象者を把握し、対象者の収入状況は行政から情報を得る。

高齢者は夏ごろより雪の心配をし、気をもんでいる人もいる。例年 11月 16日～翌年 3月 15日までの 4か月が除雪サ

ービスの期間となっているが、11 月初めには対象者へ負担金額や除雪業者のお知らせをし、安心して冬を迎えられる

よう配慮している。長年、同じ住宅へ作業に行っている方と高齢者の間では顔なじみになり、対象期間以外の降雪時

も「期間外だからといって見てみないふりはできない」とサービスで除雪作業をしてくれる人もいる。 

自治体名: 滝上町(北海道) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: ①除雪サービス事業  ②地域支え合い除雪費助成事業 

事業概要: ①行政からの委託事業で高齢者事業団が除雪作業を行っている。承諾された方は行政で町民税の課税状況

の調査を行い、非課税の方には社協から除雪費の助成を行っている。主に生活道路の確保や屋根の雪下ろしを行って

いる。②高齢者等で自力での除雪が困難な世帯に対して、住居等の除雪に要した費用の半額（上限 2 万）を助成する

事業。作業依頼者と請負者は予め登録が必要となり、請負者へは社協で作成した領収書を送付する。依頼者は作業代

金を支払った際に受け取った領収書を添付して助成金の申請を行う。除雪の依頼や代金の支払い等は当事者同士で行

っている。 

事業費: ①600千円  ②5,000千円 
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成果と思われる事項: ①除雪費を助成することで、比較的安価となっており、除雪に困っている方の支えとなっている

と思われる。②以前まで個人的に依頼していた業者や個人作業者でも除雪費が助成されるため、従来まで利用してい

た除雪サービスから乗り換えてくる利用者がいた。 

自治体名: 青森市(青森県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: ①福祉の雪対策事業   ②屋根の雪下ろし奉仕活動 

事業概要: ①事業内容）間口の除排雪中心。活動主体）福祉の雪協力会（除雪協力員）。趣旨）間口に雪を中心にひと

り暮らし高齢者及び障がい者世帯への除雪協力員の除排雪による地域住民での支え合いの一環として実施。対象世帯）

持家・借家の要件は無し（アパートを除く）。②（１）75 歳以上の高齢者のみで構成する世帯、（２）身体障がい者

（1～3級）のみで構成する世帯、（３）要介護３から５の認定を受けている者のみで構成する世帯、（４）(1)から(3)

までに定める者のみで構成する世帯で、世帯全員が体力的に雪処理困難であること。※屋根雪は、生活保護世帯は該

当外。③居住している町会及び隣接している町会に３親等以内の親族が居住していないこと。④屋根の雪下ろしの場

合、近所に雪捨て場があるなど下した雪の処理が可能であること。⑤世帯全員の当該年度の市民税が非課税であるこ

と。①から⑤の条件を全てクリアした世帯が対象。活動実施）除雪協力員による対象世帯の間口・家の周りの除排雪、

屋根の雪下ろし。 

②活動内容）屋根の雪下ろし、活動主体）消防団・ボランティア団体、活動趣旨）ひとり暮らしの高齢・障がい者世

帯が自ら屋根の雪下ろしを行うことは労力的に大変困難なことであり、屋根雪の不安を解消し、安全に安心して冬期

間快適に過ごしていただくよう、消防団・ボランティア団体の協力を得て屋根の雪下ろしを実施する。対象世帯）①持

ち家であること、②65歳以上の低所得在宅高齢者世帯、身体障がい者（1～3級）のみで構成されること、母子家庭。

倒壊の危険性等青森市社協会長が認めた世帯、世帯全員が体力的に雪処理困難であること。※生活保護世帯は該当外。

③青森市内に雪処理可能な親族等が居住していないこと。④近所に雪捨て場があるなど下した雪の処理が可能である

こと。⑤低所得世帯（月 12万未満）、①～⑤の条件を全てクリアした世帯が対象。活動実施）市社協による事前調査

（危険性がある場合、雪捨て場がない場合は断念）、消防団・ボランティア団体による屋根の雪下ろし奉仕活動。 

事業費: ①5,637千円  ②8千円 

成果と思われる事項: ①豪雪・少雪を問わず堆積する間口除雪の対応により、冬期間高齢・障害者世帯の快適な生活確

保と地域住民によるボランティア活動の推進。②高齢・障がい者世帯の屋根雪の不安解消と雪害事故防止。 

自治体名: 横浜町(青森県) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 軽度生活援助事業（除雪サービス） 

事業概要: 一人暮らし高齢者及び障害者世帯の生活支援を目的とした、有償ボランティアを募り、「ゆいネットクラ

ブ」と社協で組織し、軽微な住居補修サービスや家事サービス及び除雪サービスを提供している。除雪サービスにつ

いては、事前に利用希望の申請受付、決定を行い、登録のもと毎年 12月～3月までの間の 10ｃｍ程度の除雪時に毎朝

ボランティアが利用者宅に訪問しサービスを提供している。利用料金は 1 回 300 円とし、生活道路の確保と安否確認

相談を含め実施している。 

事業費: 965千円 

成果と思われる事項: 通院、買い物、外出他の雪による生活の不便を解消し、在宅生活の継続が図られている。豪雪災

害時の速やかな支援が可能であった。 

自治体名:鶴田町(青森県)・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 鶴田町地域支えあい事業・除雪機貸与事業 

事業概要: 高齢者及び障害者等世帯の玄関から公道までの除排雪及び避難経路などの確保を行う地域住民等で組織す

る団体に、除雪機を無償貸与し冬期間における安全の確保及び生活環境の向上を図ることを目的とする。なお、借受

団体は除雪機を善良な管理のもとに保管すること、除雪機の燃料費、維持管理費は借受団体が負担すること、除雪機



37 

 

の運転等に従事する者は、ボランティア活動保険等に加入しなければならないことが実施要綱に定められている。平

成 24年度から事業を開始し、活動団体は 20団体で推移している。担い手は男性の農業の方が多く、年齢層は 60歳代

までの方。団体により異なるが、主に町内会費でボランティア活動保険料を負担している。 

事業費: 9481千円 (この事業費には、活動者のボランティア活動保険料、除雪機の燃料費、維持管理費は含まれない) 

成果と思われる事柄: 除雪機を貸与したことにより、日頃から地域での防災（雪害）意識が高まっている。また、除雪

での苦情が減少傾向にあり、この事業の成果の表れではないかと思われる。 

自治体名: 東北町(青森県) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 一人暮らし高齢者世帯等除排雪事業 

事業概要: 一人暮らし高齢者世帯、高齢者のみの世帯、障がい者世帯などを対象に玄関から公道までの除排雪をし、緊

急時の避難経路の確保を目的とする。※対象世帯約 200世帯。作業員を 2～3名（12月～3月）の降雪時に出動しても

らう。日給 7600円程度。 

事業費: 平成 26年度予算  495千円 

成果と思われる事項: 記載なし 

自治体名: 小坂町(秋田県) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: くらしの安心サポート事業 

事業概要: 自治会等の除雪デー実施時に軽トラック、除雪機を貸し出し。 

事業費: 30千円 

成果と思われる事項: 自治会によっては、年に複数回除雪デーを実施するところがあり、軽トラック（ダンプ式）は雪

捨ての時に力を発揮することから喜ばれている。 

自治体名: 東成瀬村(秋田県) ・・・情報提供:村社協 

事業の名称: 雪下ろしサービス事業 

事業概要: 対象：非課税世帯であり、村内に居住する 65歳以上の老人世帯。単身の重度身体障害者、母子世帯で雪下

ろし、除排雪が困難な世帯。費用負担:活動員 1名に対し、1回（1日あたり）につき 5000円。内容：家屋の雪下ろし、

除排雪、1世帯につき冬期間年 5回（5日）を限度。担い手：雪下ろし活動員を登録（有償）1回（1日あたり）13,000

円現金のやりとりでなく、チケット制で対応し、利用料は事業終了後に清算する。村からの補助金、協働募金配分金。

自主財源で事業を行っている。 

事業費: 1494千円 (平成 26年度) 

成果と思われる事項: 高齢者世帯等が冬期間安心して在宅生活を送ることができるよう経済的負担及び精神的不安の

軽減を図るため支援している。基本は、母屋の雪下ろしとなっている。 

自治体名: 金山町(福島県) ・・・情報提供:町社協 

事業の名称: 高齢者及び母子世帯等除雪対策事業 

事業概要: 自立、自助、互助による除雪が困難な世帯に除雪作業員を派遣する事業である。作業員は町内業者又は地区

の除雪支援組織である。対象世帯については、民生委員が調査する。費用負担については 7 段階に分かれている。社

協負担分は全額町からの補助金である。 

事業費:経費総額 3,789千円  社協負担額 2,437千円（平成 26年度） 

成果と思われる事項: 冬期間は雪の少ない自分の子の家へ行き過ごしていた人が、手厚い除雪をしてくれることで一

年中を金山町で過ごすことができていること（誰もが住み慣れたところで一生を過ごしたいという願いがありそれが叶う）。 

自治体名: 柏崎市(新潟県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 柏崎地域生活応援事業 

事業概要: 高齢者世帯等が冬季間、安心・安全に過ごせるよう除雪ボランティアの派遣を全市域で行う。また、中山間
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地域においては、除雪の支援と併せて、落とし板の取り付け、取り外しや冬季間の買い物、見守り、声かけなどの支援

を総合的に提供する。具体的に、除雪支援事業①対象世帯に除雪ボランティアを派遣し、住居の玄関から道路までの

間で必要な範囲の除雪及び屋根の下(落下した雪)の除雪を行う。②屋根の雪下ろしは行わない。対象地区：市内全域。

対象世帯：家族・親戚、近隣から除雪の協力を得ることが困難で、以下のいずれかの世帯に該当し、本会がサービスの

利用を必要と認める世帯(1)概ね 75 歳以上の独居高齢者世帯、(2)概ね 75 歳以上の高齢者のみ世帯(75 歳以上の高齢

者と 75 歳未満の障害者等のみで構成される世帯を含む)、(3)障害者のみの世帯、(4)その他必要と認める世帯。活動

頻度は原則、1 月の第 3 週から 2 月の第 4 週までの毎週土、日、祝日。平成 26 年度は 12 月に 5 日間（20,21,22,27,28

日）、１月に 3 日間（17,24,31 日）、2 月に 2 日間（7,21 日）の計 10 日間の活動実績。 

事業費：平成 26 年度は赤い羽根共同募金（歳末たすけあい）より 578 千円(※平成 27 年度は 656 千円) 

成果と思われる事項 除雪ボランティア活動の実施により、冬季間除雪が困難な世帯の不安解消、平日に参加できない

市民のボランティア活動の普及、男性のボランティア活動の普及等の成果が得られる。 

自治体名:糸魚川市(新潟県)・・・情報提供:市 

事業の名称: 糸魚川市地域生き活き集落サポーター 

事業概要: 糸魚川市地域生き活き集落サポーター事業は、高齢化率 50％以上の集落を対象に、生活の安心・安全の確

保と集落の維持・活性化等のために必要な協働作業に対するボランティア（集落サポーター）を市が募集し、関係者等

の調整及び作業支援を行う。対象作業として側溝の土砂あげや道路、農道及び用水の草刈りや補修作業、地区集会所

及び消防格納庫の除雪作業等。あくまで、除雪は要援護者個人宅の除雪ではなく集会所等。報酬は無報酬とし、交通費

は自己負担。作業内容は人力で対応できる範囲とし作業時間は 2 時間以内を予定し、進行状況により、やむをえない

ときは延長。作業内容により重機・機材が必要なときは集落が負担。ただし不足するときは市も協力する。サポーター

が事故にあったときは市が加入する市民総合賠償保険で対応する。サポーターは高校生以上の個人、団体とし、高校

生は保護者の同意が必要。登録者への案内は電子メールを基本とする。平成 26年度冬期における集会所等除雪作業は

2地区で実施、それぞれ 3人(全て男)と 4人(男 3、女 1)の計 7人の活動実績。 

事業費:数千円程度で、使用した機械の燃料費の負担。 

成果と思われる事柄:市役所職員もサポーターとして登録し、活動に参加している。地域生き活き集落サポーター活動

時には、地元新聞社が取材、記事として掲載してくれるなど助け合い機運の盛り上がりに繋がっている面がある。な

お、本事業の対象ではないものの、一部のサポーターの中には「要援護世帯の住宅への除雪のサポートも考えていき

たい」という意識を形成されているようである。 

自治体名: 越前市(福井県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 小型除雪機貸し出し事業 

事業概要: 自力で除雪を行うことが困難な高齢者世帯に対して、除雪作業の支援をする活動者（町内会、ボランティア

団体、町民有志等）に小型除雪機を無料で貸し出す。 

事業費: 1000千円 (軽トラ・除雪機の費用等) 

成果と思われる事項: 手作業による除雪と併せて、小型除雪機による効率的な除雪を行い、活動者の除雪作業の軽減を

図る。 

自治体名:米原市(滋賀県)・・・情報提供:市 

事業の名称: 米原市地域お茶の間創造事業 

事業概要: ボランティアが高齢者や障がい者等にサービスを提供する事業や地域の課題解決に向けた事業を自治会館

や空き家等を拠点として展開する場合、補助を行う事業。地域住民によるグループ等が対象。この中で除雪を行って

いる例がある。地域お茶の間創造事業は除雪を主とした事業ではないため、実績は 2 地域で、地域お茶の間創造事業

実施団体が主体となって住民ニーズ(特に高齢者)に応えるため、玄関先から公道までの通路除雪を行っている。 
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事業費: （平成 25 年度）3000 千円、事業費は賄材料費(居場所での茶代等)、ボランティアスタッフ報酬、光熱費、空

き家等使用料、備品費、改修経費等に使われているが、本事業は除雪を主とした事業ではないため、除雪支援を実施し

ている団体は少数である。その為、全体の活動実績から勘案すると除雪支援経費の占める割合は少ない。 

成果と思われる事柄: 実施地域は市内のなかでも積雪が多い地域であり、地域高齢者からの支援ニーズも高いことか

ら実施されている。実施地域のボランティアスタッフは、積雪対応や除雪機械の扱いに慣れておられることから、支

援を円滑に行うことができる。市や自治会等による除雪支援には限界があり、高齢者等への除雪支援を行っているこ

とに対し、地元自治会や地域住民にも喜ばれている。このように、除雪ボランティアを対象とする事業ではないが、地

域に支えあい活動の拠点を整備し、除雪を含めた、共助への体制と意識の高まりが得られた。 

自治体名: 宍粟市(兵庫県) ・・・情報提供:市社協 

事業の名称: 歳末たすけあい雪かきサービス 

事業概要: 70 歳以上独居もしくは高齢者世帯が対象。利用希望者に雪かきチケットを配布。作業はシルバー人材セン

ターへ委託し、雪かき希望者が作業者へ連絡し雪かきを実施する。 

事業費: 380千円(平成 27年度) 

成果と思われる事項: 平成 17年からこのサービスを実施している。広い宍粟市において降雪の地域差や雪かき作業者

の高齢化から平成 26年度に一旦サービスを取りやめたが、雪かきサービス利用者や地域の民生委員からぜひ継続して

ほしいと声があがり、平成 27年度から再度実施する。 

 

11.除雪ボランティアの普及にむけての課題に関する調査項目 

推進していくうえで抱える課題に対する「課題認識している」(そう思う、まあそう思う)の合計(%)を

市町村と社協で比較しました。 

図 4. 推進していくうえで抱える課題各項目に対する(そう思う、まあそう思う)の合計(%)の比較 
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注) レーダーチャート図の Aから Pの項目は省略表示されており、下記の補足を参照してください。 

A=担い手不足、参加者が集まらない   B=休日でないと人手が確保できず緊急性に即応できない   C=リーダーが育っていない 

D=対価を得ないボランティアでは持続性不安   E=働きかけに団体の方が興味を示してくれない 

F=支援があるが住民の理解が進んでいない   G=安易に依頼し不公平が生じないよう利用者選定の明確化が必要 

H=共助意識の強い地域ではあえて作らなくても除雪してくれる   I=件数、作業人数の等の事前調査や情報提供の仕組み作りが大変 

J=コーディネーター組織やその人材不足   K=活動中の事故防止の立ち合い指導で職員の負担が大きい 

L=助成に関する情報公開が不十分   M=市町村長の交代により除雪ボランティア支援への方針が変わる 

N=市町村の担当者の交代により除雪ボランテイアへの支援の方針が変わる   O=行政と連携時に建設、防災、福祉、教育、市民協働等の

縦割りの壁がある   P=民間の除雪提供事業者の収益へ影響する懸念 

 

除雪ボランティアの、今後の推進施策に関する調査項目 

除雪ボランティアの、今後の推進施策(項目)に対する「前向き回答」(そう思う、まあそう思う)の合

計(%)を市町村と社協で比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注) レーダーチャート図の 1から 14の項目は省略表示されており、下記の補足を参照してください。 

1. 活動のための費用の公的助成を拡充していく 

2. 除雪ボランティア活動に必要な機材や道具の提供を行う 

3. 地域に使途配分を任せる助成金の活用により、地域おいて除雪ボランティアを促進する機会を作る 

4. 活動中の事故に対するボランティア保険加入の推奨と加入促進のための助成(自己負担軽減策)を行う 
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5. 事故防止・効率的作業の実施のため、現場で指導者役になれる住民を安全講習等で養成 

6. 除雪ボランティアの更なる推進を図るため行政計画や事業を新たに作る 

7. 担い手不足解消のための支援を行う 

8. 除雪ボランティアのコーディネート機関を設置する 

9. 活動支援のための統合窓口を設置する 

10. 主の活動に加え、除雪ボランティアも行ってくれそうな団体等の代表者への働きかけを行う 

11. 他地域の人達の受け入れ体制を整備し、地元の人達との交流を図りながらの除雪ボランティアを推進する 

12. 活動している団体同士の交流や情報交換の場を作る 

13. 公的助成だけでなく民間助成金等も獲得ができるよう申請等の支援をしていく 

14. 広報紙やホームページへの掲載等、除雪ボランティア活動をした場合に PR し、肯定的に評価する 

 

まとめに代えて 

3 ページ〔表 7〕のとおり、冬場の雪処理に関する協働活動について、「大いに盛ん」市町村調査で

9(2.0%)、社協調査で 18(3.7%)と、「やや盛ん」市町村調査で 75(17.0%)、社協調査で 100(20.6%)に留ま

りました。この数値が示すように公私協働による地域ぐるみの雪処理活動は市町村によって活発さが異

なっていることがわかります。また、3 ページ〔表 8〕の回答結果のとおり、市町村内の「全域で除雪ボ

ランティアが行われている」ところは市町村調査で 59(14.0%)、社協調査で 88(18.1%)、半数以上の地

域で行われている」市町村調査 21(5.0%)、社協調査で 31(6.4%)を合わせて、比較的盛んな地域とするな

らば、市町村調査で 80(19.0%)、社協調査で 119(24.5%)に留まりました。とはいえ、「一部地域で除雪

ボランティアが行われている」市町村は 174(40.0%)、社協でも 206(42.5%)を占めることから、今後そ

の普及が求められていることも感じられました。前向きに捉えると、「全域」・「半数以上」・「一部地域に

て行われている」ところを含めて、「除雪ボランティアが行われているところ」は、平成 26年度市町村

調査で 59%あり、平成 27年度社協調査では 56.9%となっており、年度により降雪量の差がある割には市

町村(行政)の把握、社協の把握でも大きく差がなく、全国実態はおおよそこのように推移しているもの

と考えられます。 

4 ページ〔図 1,2〕の通り、除雪ボランティアとして活動機会が多い団体に関しては、「町内会・自治

会等によるもの」、「住民の任意団体によるもの」であることがわかり、これも市町村(行政)の把握、社

協の把握でも大きく開きがないように見えます。また、市町村調査では三番目に「市町村職員や消防署

員」、四番目に「市町村社協職員」、五番目に「企業や農協による」の順で高かったのに対して、社協調

査では三番目に「高校生」、四番目に「市町村社協職員」、五番目に「消防団や自主防災組織による」と

いう結果になり、似ている傾向があるものの、市町村と社協が把握している活動には微妙な違いが感じ

られました。これには平成 26 年度は市町村(行政)に質問したため、自らの機関で対応した記録や記憶

が残っているために回答しやすく実施頻度が高い結果になったことが考えられます。社協ではボランテ

ィア指定校に指定したり総合学習の福祉体験現場として除雪困難世帯へのボランティアを紹介する機

会も多かったりする影響があり、学校(高校生)ボランティアの実施頻度が比較的高い傾向になったもの

と考えられます。 

 5 ページ〔表 10〕の除雪ボランティア活動中の事故防止対策や指導について、「している」は市町村

結果で 30(7.0%)、社協結果でも 96(19.8%)に留まっており、低いと言わざるを得ません。なお、このこ
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とは次のこととも関連が考えられます。除雪困難世帯の生活していくうえで必要不可欠な通路除雪に限

らず、家屋の危険除去として屋根の雪下ろしがあります。今回の調査において「除雪ボランティア活動

では屋根の雪下ろしまで想定しているか」を尋ねた結果である〔表 9〕に注目すると、「想定していない」

は市町村調査で 261(61.0%)、社協調査で 362(74.6%)を占めることがわかりました。もう一方で、「想定

している」(積極的意見)、「活動団体の方針に任せる」(消極的ながら支持の意見)を合わせた割合は、市

町村調査で 3 割、社協調査でも 2 割弱ありました。この状況をふまえ、①安全に活動してもらうために

も、②安全確保ができたところから除雪ボランティアによる屋根の雪下ろしまでその活動領域を広げる

可能性を追求するうえでも、「事故防止対策として安全講習会の開催」や、「安全対策を普及する指導者

の養成を進める対策の充実化」が求められるものと考えます。むしろ、雪害防止教育として生涯学習や

防災教育、学校における総合学習の一環として除雪時の安全対策や屋根の雪下ろし安全講習を普及させ

つつ、担い手を育成し、これによって興味をもってくれる人を増やすことができるのではないかと考え

るからです。裾野が広がることにより、そうした人の輪から除雪ボランティア団体を立ち上げしやすく

なる土壌形成にも繋がるものとも考えます。 

 除雪ボランティアの活性化とその支援に熱意をもって取り組んでいるかを調べた結果である 5ページ

〔表 11〕,〔表 12〕に注目してみます。〔表 11〕より〔住民と行政の「協働活動」の基本的な考え方や

方針を、条例(市町村の場合)や指針、計画等に明記し、行政全体として総合的に取り組んでいる〕のは

市町村調査で 27(27.0%)であることがわかり、〔表 12〕より〔住民と行政や社協との「協働活動」の基

本的な考え方や方針を、地域福祉計画等に明記し、総合的に取り組んでいる〕のは社協調査で 51(10.5%)

に留まることがわかりました。また、〔除雪ボランティアの推進に特に取り組んでいない〕は市町村結果

で 222(52.0%)、社協結果でも 183(37.7%)あることから、両極化がみられました。このことからも市民

共助による雪処理や除雪ボランティア活動の活性化についてその必要性は認識しながらも、どのように

普及の対策をとっていけばよいのか模索中の市町村および社協が多いとも考えられます。なお、条例、

計画、要綱、事業といった除雪ボランティアの推進の根拠となるものがどのような名称により策定ある

いは実施されているかは〔表 14〕,〔表 15〕に一覧として紹介しましたので参照頂ければ幸いです。 

 「除雪ボランティア活動への支援」について、15 ページ〔図 3〕の結果に注目してみます。まず、市

町村調査結果では、「自治会等の団体に対し市町村として小型除雪機の貸し出しをしたり、ボランティ

ア除雪利用のための小型除雪機の購入する際の費用に助成金を出したりしている」に対して「行ってい

る」が 39%で最も高いのに対して、社協調査結果では、「除雪ボランティアの募集情報、実際の活動の

様子を社協広報紙に掲載し普及に協力している」に対して「行っている」が 37.1%で最も高かったです。

除雪機の貸し出しや購入助成のように費用がかかる支援策について、社協調査結果でも 9 番目に実施率

が高い支援策であるものの 16.9%に留まりました。また、除雪ボランティアの募集情報、実際の活動の

様子を広報紙に掲載するようなソフト事業については市町村調査結果でも3番目に実施率が高い項目で

18%となっていることがわかりました。なお、共通して「安全講習会の実施」について関心が低いこと

がわかりました。 

 今回の調査で、「地域の実情にそったユニークな除雪ボランティア、地域共助での雪処理を行った成

果・事業」等について市町村調査から 22 市町村での取組、社協から 58 市町村での取組を紹介頂きまし

た。なお、7 市町村は重複していたので実際は 73 市町村の取組となり、これらを 10 個にカテゴリー化

して 16 ページから 39 ページまで掲載しました。取組の内容を参考にして頂ければ幸いです。 

 「除雪ボランティア活動の普及に向けての課題意識」としては、39 ページ〔図 4〕のとおり、市町村

調査、社協調査ともに「A.担い手不足・参加者が集まらない」が最も高くなりました。また、「B.休日
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でないと人手が確保できず緊急性に即応できない」も市町村調査で 2 番目に高く、社協調査でも 3 番目

に高かったため、このような類似性が見られました。続けて〔図 4〕より除雪ボランティア団体の支援

にあたる行政・社協の 2 者間で比較すると「安易にボランティアに依頼し不公平が生じないよう除雪ボ

ランティアの利用者(訪問先)の選定基準を明確に設ける必要がある」及び「共助意識が強い地域におい

ては除雪ボランティア組織をあえて作らなくても要援護者世帯の除雪支援をしてくれている」に対して、

社協の方が市町村よりも高い率になっており、その部分だけ開いているように見えます。とはいえ、〔図

4〕のレーダーチャートの線が(市町村と社協で)2 つ重なって形が近似しているように見えることから、

除雪ボランティアを推進していくうえで課題として抱える、関心が高い事柄については市町村も社協と

もに考えが近いことが指摘できそうです。 

「除雪ボランティアへの今後の支援として関心が高い項目」について市町村と社協を比較した 40 ペ

ージ〔図 5〕より、市町村調査・社協調査とも上位 3 つは「4.活動中の事故に対するボランティア保険

加入料部分への助成」、「7.担い手不足解消の支援」、「14.広報紙への掲載などの PR 協力」について前向

き回答(そう思う・まあそう思う)が多いことが共通していました。一方で、「6.除雪ボランティアの更な

る推進を図るための計画や指針作成」については市町村調査・社協調査とも最も関心が低い項目となり

ました。なお、レーダーチャートの形がほとんど似ていることから、関心の高い項目と低い項目につい

ては大きな開きがないものと見受けられます。 

 除雪ボランティアの支援を行っている市町村(行政)と社協という団体間において、活動支援の仕方や、

推進していく上で抱える課題、今後どのような支援に前向きな考えをもっているかについて差がありそ

うだということは感じながらも、それを検証しようと試みた先行研究がありませんでした。このことか

ら、本調査研究が参考となるデータを作成できた意義があるものと思います。また、今回の調査の回収

率の高さからも除雪ボランティア活動の全国実態をより詳細に把握するためのデータを提供できたと

も考えます。回答にお手数をかけましたが詳しく調査したことにより、どのような条例や計画、指針、

要項、事業名にて除雪ボランティアの推進にあたっているかを把握でき、紹介することができました。

さらには、地域の実情にそったユニークな除雪ボランティア、地域共助での雪処理を行った成果・事業

等についても把握でき、紹介することもできました。今回の調査報告により、除雪ボランティアの更な

る活性に向けて情報提供することに繋がり少しでも役に立つことができれば幸いであります。 
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