積雪寒冷地における冬期ライフスタイル・イノベーションに関する調査（概要 ）
Ⅰ.調査の目的
北海道では、全国に先行して人口減少・少子高齢化が進んでおり、核家族化や地域
コミュニティの衰退と相まって、かつては世帯やコミュニティ単位で行われていた居
住域の雪処理能力が低下してきている。人口減少による雪処理の担い手自体の不足や、
その高齢化も進展しており、特に人口低密度地域における対応は、喫緊の課題となっ
ている。
このため、本調査では、居住域における除雪に関する身体的負荷や、雪処理に関し
て産学官で進められている技術研究についての実用化の検討・評価、新しい除雪の仕
組みづくり等について調査を行い、北海道の居住域における除雪等に関する問題の改
善を目指し、検討を行う。
Ⅱ．調査の年度

平成２０年度

Ⅲ．調査項目
１．除雪作業を軽減する新たな用具の検討
２．居住域における新たな除雪モデルの策定及び実証実験
３．今後の居住域における雪処理のあり方の検討
Ⅳ．調査結果
１．除雪を軽減する新たな用具の検討
（１）セカンドハンドル
①概要
積雪寒冷地の住民にとって、冬期間のス
ノーシャベル等による雪かきは、日常的に
強いられる重労働であり、特に足腰などの
筋肉に疲労や痛みを生じさせる危険性もあ
る。一方、シャベルのブレード側（下側）
の握り手の位置を少し高くすると、体のか
がむ角度が浅くなるため、シャベル除雪の
作業が楽になると言われており、北見工業大学では、ブレード側の握り手位置を高く
する器具「セカンドハンドル」について研究を行っている。このため、本研究を行っ
ている同大学工学部共通講座 柳 准教授に、本器具の使用による身体への負担軽減効
果について、高齢者も含めた評価等を依頼した。
②評価等結果
本評価等では、酸素摂取量の測定結果について統計学的な有意差は示されなかった
ものの、セカンドハンドル付きシャベルを使用した時のエネルギー消費量が低下する
傾向がみられた。このため、少なくとも運動学的な観点からは、セカンドハンドル付
きシャベルを使用した方がより楽に作業を行うことができることが確認できた。高齢
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者がシャベル作業を行う際にセカンドハンドル付きシャベルを使用することによって、
身体への負担を軽減できる可能性を示す結果となった。
（２）スマートスーツ
①概要
身体（筋肉）に加わる負荷を軽減することがで
きる装着型の筋力補助装置（パワーアシストスー
ツ）である「スマートスーツ」について、シャベ
ル除雪動作における身体軽減効果の評価を行うた
め、本器具の開発を行っている北海道大学大学院
情報科学研究科の田中准教授に評価の依頼を行っ
た。
②評価結果
シャベル除雪動作におけるアシストすべき部位として、脊柱起立筋、ハムストリン
グ、大腿四頭筋、上腕二頭筋が特定された。特定部位のうち、シャベル除雪動作時に
おける体幹部の負担軽減を目的として最適化された同スーツを用い、軽減効果の評価
を行ったところ、腰部、脚部の補助効果があるとの結果が得られた。
一方、実用化に向けては、改善の必要性があることも示唆された。
２．除雪モデルの実証実験
居住域における除雪の多様性を図るため、地域住民のニーズに応えつつ、実施に当
たっての経費支出を極力抑えた効率的な除雪等を実現する新たな除雪モデルを検討し、
実証実験を行った。
（１）美幌町における除雪モデル
官・民の連携による高齢化社会に対応した持続可能な地域除雪のモデル
①概要
今後の持続的な除雪に向けた２つのアプローチ

生活道路除雪における間口の
置き雪の低減を図るため、サイ
ドシャッター機能付き除雪機械

既存の除雪共助体制の拡充

居住域における除雪作業
軽減化に向けたアプローチ

連携

に向けたアプローチ

を用いた除雪方法の有効性につ
いて検証を行った（実験 A）。
また、美幌町内における高齢

Ａ 道路除雪における
間口の置き雪対策の実施

Ｂ 雪かきの担い手拡充
に向けた検討の実施

者等への雪かき援護体制の維持
を図るため、同町の共助組織で
たすけあいチーム

ある「たすけあいチーム」を中

実態把握、事例収集

心とした雪かき援護の担い手拡

拡充

新たな活動を支援する
情報の提供（接木）

充に向けた複合的な取り組みを

声がけの実施

間口の始まり

実施した（実験 B）。

シャッターダウン

- 2 -

手法の評価、方針検討

社会福祉協議会

町

民

除雪ボランティアの担い手が
集まりやすい環境づくり

②実験結果

自治会

[実験Ａ]

社会福祉協議会

○共助の実施と担い手の確保

公道の除雪作業において、
シャッターを使用した間口除

たすけあいチーム
参加への
声がけ

雪かき
要援護者
支援

雪はシャッターを使用しない
除雪よりも、置き雪量を低減

参加
除雪機の供与

自律的な
共助活動を
サポート

・拡充活動が行いやすい環境づくり
・活動維持に向けた情報提供
・支援に要する費用の負担

町

連携して実施

雪かき力の
低下に対応した
新しい除雪

○共助力の低下に対応した除雪
・間口の置き雪量に配慮した生活道路除雪の検討
・必要な費用の捻出

住民

する効果があることが確認で
きた。

○共助の担い手確保の側面支援

多様な
選択肢
の提供

住民との合意
（新しいルール作り）

民間事業者等
○間口の置き雪処理等のサービス等の提供

[実験Ｂ]
「たすけあいチーム」の今

・間口の置き雪処理等に関する有料サービス
等を提供
・除雪機械の効率的運用によるコスト削減等
利用しやすい価格のサービスを開発

後の活動を再考する契機とな
ったほか、一連の取り組みの中で、新たに除雪支援を開始したチームも現れた。
（２）札幌市における除雪モデル
企業の CSR 活動による地域除雪のモデル
①概要

協力依頼

高齢者世帯等の雪かき援護に係る新たな担い手
としての可能性を検討するため、企業 CSR（社会

学 生

企 業

雪かきを
共同で実施

的責任）活動による継続的に実施可能な雪かき援
護について、北海道コカ・コーラボトリング（株）
の協力を得て検討を行い、実証実験を行った。本
実験の実施に当たっては、同社社員及び学生の有

成立

仲介者

志による除雪ボランティアを結成し、雪かき要援
護世帯との仲介者として、地域の町内会長の協力
を得た。

雪かき
要支援者

②実験結果
実施の結果、雪かき要援護世帯・除雪ボランティア・
仲介機関（町内会）ともに高い評価であり、次年度以
降も継続して実施することとなった。
また、本ボランティアを通して、地域住民と同社社
員・学生との触れ合いや地域コミュニティの向上の効
果も見られた。
企業による除雪ボランティアの実施に当たっては、

高齢者等の雪かき要援護世帯の所在情報が必要不可欠であるが、個人情報保護等の問
題から把握が困難なケースもあり、適切な仲介者の確保が重要であることも明らかと
なった。
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３．今後の居住域における雪処理のあり方
以上を踏まえ、今後の居住域における雪処理の方向性（提言）をとりまとめると
ともに、雪処理モデルを作成した。
なお、本提言は、居住域における除雪等の問題を自助、共助、公助の各主体が共
通の課題として捉え、自助を共助が支え、自助と共助を公助が支えると考えに基づ
いている。
■今後の居住域における雪処理の方向性（提言）
共助の方向性

自助の方向性
◎共助が行い易い雰囲気づくり

・善意による支援である事の説明と意識の保持【説明：雪かきの共助主体、意識の保持：雪かき要援護者】
・障害物の撤去等共助のし易さへ配慮【雪かき要援護者】
〇雪かき力の維持
・体にやさしい雪かきの実施
・雪かきの負担を軽減する用具の活用
・油断や過信による雪かき中の事故を防
止
〇雪かきの作業量の見直し
・必要最小限に止めた雪かきの実施
・雪かきの動線を考慮した堆雪スペースの
確保
〇雪かきを考慮した家づくり
・雪かきを行う場所への落雪防止やアプ
ローチに屋根を設置する等雪処理作業
の軽減を考慮した家づくりの実施
・雪かき作業を意識して植栽等のレイアウ
トを変更

（日常的な共助）

（スポット的な共助）

〇雪かき支援の担い手の拡充
・雪かきの担い手の必要性に関する住民
理解の推進と参加しやすい仕組みづくり
【雪かきの共助の主体】

〇コーディネーターの確保
・要援護者と普段から繋がりを持つマル
チネットワーク（町内会等）を中心に、援
護先の特定に不可欠なコーディネーター
を発掘【ボランティアを志向する企業等】

・町内会等ﾏﾙﾁﾈｯﾄﾜｰｸの通年共助活
動の一部として雪かき支援を位置付け ・次世代のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを早い段階から
町内会等ﾏﾙﾁﾈｯﾄﾜｰｸの中で育成
て活性化【雪かきの共助の主体】
【受入を希望するﾏﾙﾁﾈｯﾄﾜｰｸ】
・地域の課題共有に向けた話し合いの
場を設定し悩みを共有化
【雪かきの共助の主体】
〇 新たな雪かきの担い手確保
・雪かきのための時差出勤制度導入によ
る新たな担い手の創出
【制度の導入：企業】
【制度の利用：共助の担い手】

・ＣＳＲ活動を行う企業等によるボラン
ティア除雪の実施
【提案：雪かき支援を志向する団体】
【依頼：受入を希望するﾏﾙﾁﾈｯﾄﾜｰｸ】

◎住民との協働の実施
・除雪内容の最適化に向け、住民と行政で費用分担のあり方も含めて取り決め
・路上駐車や道路への雪出し防止等、雪処理のコスト増要因解消に向けて住民と連携
●負担軽減等に向けた情報提供等
・体への負担が少ない雪かき方法に関す
る情報提供
・雪かき関連事故の発生を防ぐ方法に関
する情報提供
・雪かき量の低減に配慮した住宅及び住
宅地の推進

●ボランティア除雪の立ち上げ支援
●共助力低下に対応した除雪の実施
・負担の大きい間口の置き雪量の低減に ・コーディネート役の紹介など支援対象と
配慮した生活道路除雪の実施
なる高齢者の所在情報の把握に向けた
協力
●地域コミュニティへの参画意識の醸成
・相談対応や情報提供等活動が定着す
・雪かきにおける共助の必要性に関する
るまでのサポートの実施
啓発
・他地域における雪かきの担い手の拡充
事例の紹介
● 共助支援の功労を称える仕組みの構築
・雪かきの共助支援について顕彰等を実施

共助を支えるための対応

自助を支えるための対応

生活道路除雪の一層の最適化
●雪処理に関する費用の更なる効果的使用
・空き地や公的な用地を堆雪スペースに利用する等の工夫により雪処理コストを低減し、除雪サービス全体の改善に活用

公助の方向性
注）マルチネットワーク：複数の目的を持ち、緩やかな縛りと重なりの中で多くの地域住民が参加するネットワーク
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■今後の高齢化社会に向けた居住域における雪処理モデルイメージ

■冬期ライフスタイル・イノベーションの提案
積雪寒冷地において人々が豊かな暮らしを求めていくためには、特に
冬期において、身体的・経済的・環境的に負担が少なく、気候を積極的
に生活に取り込んでいく住まい方を追求することが重要

官民ともに雪や寒さを地域の個性として再認識し、積雪寒冷な気候と
調和した暮らし方に向けて現状の住まい方を再考

＝「冬期ライフスタイル・イノベーション」が必要
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