
風水害等対策編 

第２編第２章第１節 

「雪害対策総則」 

- 385 - 

第２編（個別災害対策）第２章 雪害対策 

第１節 雪害対策総則                        

 

市、県及び防災関係機関は、積雪期においても市民の安全な日常生活や円滑な経済活動が確保

されるよう、建物除雪の確保、医療・教育等の公共サービスの確保、通信・交通網の確保、雪崩

災害の防止、雪処理担い手の確保（ボランティアの派遣等）等に努める。 

県は、豪雪、雪崩、土砂崩れ、地吹雪、着雪等により、市民生活に重大な支障を及ぼす事象の

発生時において、市の支援に努めるとともに、関係防災機関と連携し、必要な応急対策を実施す

る。 

市は、個人情報の保護に配慮しつつ、地域における要配慮者世帯及び除雪困難世帯の情報共有

を進めるとともに、これら除雪対応のための見守りを必要とする世帯（以下「除雪困難世帯等」

という。）については、地域（自主防災組織、町内会、民生委員・児童委員など）による日常の

訪問活動の強化などを通じ、屋根雪の処理状況等について確認するとともに、必要に応じて県地

域機関の協力を得ながら雪下ろし等の除排雪の支援に努める。 

県及び市が設置・管理する老朽化した施設については、長寿命化計画の作成・実施等により、

その適切な管理に努める。 

 

１ 柏崎市雪害予防計画 

市は、豪雪時における災害予防活動を円滑に推進するため、毎年降雪期までに当該年度の「柏

崎市雪害予防計画」を策定し、雪害予防体制の強化を図る。同計画は、市の雪害対策に関する

計画を集約し、相互の連絡・調整等の円滑化を図るものとする。掲載内容は、おおむね次のと

おりとする。 

・雪害予防のための気象注意報・警報、降雪量予報等 

・防災救助 

・除雪等、道路交通の確保対策 

・雪崩事故防止対策 

・医療、環境、教育条件確保対策 

・建物除雪対策 

・要配慮者世帯等の除雪対策 

・農林水産業雪害予防対策 

・雪処理担い手確保対策 

 

２ 降・積雪情報の収集 

（１）積雪量観測所の指定 

市は、「降積雪観測点の再指定について」（平成１７年１１月１７日付け危第３７９号県

防災局長通知）に基づき、積雪量観測所を指定する。（市内観測所数：６箇所） 
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観測所の廃止、移転等、指定の変更が必要な場合は、県防災局に協議するものとする。 

市は、当該観測所において、毎年初雪から雪消えまで、積雪深及び降雪量を毎日定時に観

測・記録し、雪消え後、県防災局に報告する。 

各観測所における観測データは、豪雪の際に当該市町村に対し災害救助法又は新潟県災害

救助条例に基づく救助を実施する際の判断基準として使用するため、県防災局は、雪消え前

であっても必要に応じ、市に対し適時に観測データの報告を求めることができる。 

■降積雪量指定観測所一覧表 

観 測 点 住  所 

柏崎総合高校 柏崎市元城町4194 

中鯖石宮平 柏崎市大字宮平102-5 

旧鵜川小学校 柏崎市大字女谷4537-1 

西山町事務所 柏崎市西山町池浦877 

高柳町事務所 柏崎市高柳町岡野町1774-1 

高柳町石黒地域活動拠点施設 柏崎市高柳町石黒1694 

（２）降・積雪情報の定時報告 

県危機対策課は、上記（１）の観測所の中から、降・積雪情報の定時報告箇所を下記のと

おり指定する。毎年初雪から雪消えまで、毎日の積雪深と前日からの降雪量を定時に県防災 

企画課に報告する。 

   ※降・積雪情報定時報告箇所：高柳町事務所 

 

３ 要配慮者の状況把握等 

（１）避難行動要支援者名簿を平時から作成し、自主防災組織、民生委員・児童委員、消防団等

の地域、市福祉保健部局及び防災部局の情報の共有化に努める。 

（２）自主防災組織、民生委員・児童委員等の地域とともに要配慮者の見守り体制の整備に努め

る。 

 

４ 柏崎市豪雪災害対策本部等 

市は、市内に大雪が降り、次に示す基準に達したと認められる場合は、雪害予防対策の強化

と豪雪による災害への即応体制を充実するため、「柏崎市大雪警戒本部」を執り、又は「柏崎

市豪雪災害対策本部」を設置する。また、豪雪災害対策本部を設置した場合には、必要に応じ

て、高柳町事務所及び西山町事務所に、「○○町現地対策本部」を設置する。 

市長は、豪雪災害対策本部等を設置したときは、防災会議委員、市議会議員、県危機対策課

その他防災関係機関に通知するとともに、全職員に周知する。 

（１）大雪警戒本部及び豪雪災害対策本部の設置基準 

大雪警戒本部又は豪雪災害対策本部の設置は、次に掲げる基準を参考に、今後の降・積雪

の予測や雪崩巡視等の報告を含めて、市長が総合的に判断して決定するものとする。  

ア 大雪警戒本部の基準 

   ・市内降積雪指定観測点のうち、いずれかの積雪が２４０cmを超えた時。 
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・指定観測点の平均積雪が１６０cmを超えた時。 

・その他地域の実情等を考慮し、市長が特に必要と認めたとき。 

  イ 豪雪災害対策本部設置の基準  

   ・旧市町単位を含む指定観測点の平均積雪が新潟県災害救助条例適用基準積雪深を超える

と予想されるとき。 

・その他地域の実情等を考慮し、市長が特に必要と認めた時。 

（２）豪雪災害対策本部組織 

（本部長） 市長 

（副本部長）副市長 

（本部員） 教育長、危機管理監、各部長、会計管理者、上下水道局長、消防長、教育部長、

議会事務局長、高柳町事務所長、西山町事務所長その他本部長が必要と認めた課

長等 

（本部事務局） 防災・原子力課長を事務局長とし、防災・原子力課職員を事務局員とする。 

（３）所掌事務 

ア 本部員会議 

・庁内関係部局所の豪雪対策の実施状況等に関する情報交換 

・関係部局所間での連携が必要な事項等に関する調整 

・その他必要な事項 

イ 本部事務局 

・豪雪による被害に関する情報の収集 

・気象情報及び降・積雪に関する情報の収集 

・庁内関係部局所の豪雪対策の実施状況等に関する情報の収集 

・本部員会議資料の調製 

・報道発表資料の調製 

（４）豪雪対策本部設置時の各部局所の所掌事務 

（全部局所共通）  

・各部、局、所の管理する施設及び所管事項に関する被害状況を調査し、危機管理部に報告

すること。 

（危機管理部） 

・豪雪災害対策本部の運営に関すること。 

・雪による被害に関する情報の収集 

・庁内関係部、局、所の雪対策の実施状況等に関する情報の収集 

・気象情報及び指定観測点における降雪・積雪の観測記録に関すること。 

・災害救助に関すること。 

・雪崩災害防止対策及び融雪災害対策に関すること。 

・自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

（総合企画部）  

・公共交通機関の運行状況に関すること。 



風水害等対策編 

第２編第２章第１節 

「雪害対策総則」 

- 388 - 

・雪害広報に関すること。 

・政府、国会等の視察の調整に関すること。 

・国、県等に対する要望書、陳情書の作成に関すること。 

（財務部） 

・雪害対策関係予算に関すること。 

・雪害による家屋被害認定調査に関すること。 

・り災証明書発行及び被災者台帳の作成・管理に関すること。 

（市民生活部） 

・地域で支え合う除雪支援に関すること。 

・消雪用水汲み上げに伴う地盤沈下の監視に関すること。 

・廃棄物の適正な処理に関すること。 

（福祉保健部）  

・高齢者世帯等の要配慮者世帯の除雪に関すること。 

・医療サービスの確保に関すること。 

・食品衛生の確保に関すること。 

・除雪ボランティア活動に関すること。 

（子ども未来部） 

・児童及び保育園児の安全確保に関すること。 

（産業振興部） 

・雪による経済活動への影響調査に関すること。 

・生活物資の流通確保に関すること。 

・物価監視に関すること。 

・生鮮食料品の流通確保に関すること。 

・農林水産業者に対する雪害予防指導に関すること。 

・雪崩災害防止対策及び融雪災害対策に関すること。 

（都市整備部） 

・道路除雪、道路交通の確保に関すること。 

・克雪住宅普及等による建築物の雪害予防に関すること。 

・管理不全な空き家対策に関すること。 

・雪崩災害防止対策及び融雪災害対策に関すること。 

（上下水道部） 

・水道の維持管理に関すること。 

（消防部） 

・消防活動に関すること。 

・雪による人的被害の把握に関すること。 

・消防水利の確保の強化に関すること。 

・消防団の除雪出動に関すること。 

（文教部） 
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・教育サービスの確保に関すること。  

・学校活動及び登下校中の児童生徒の安全確保に関すること。 

・文化・社会教育施設及び体育施設の除雪に関すること。 

・文化財の雪害予防に関すること。 

（高柳町事務所部） 

・現地対策本部の運営に関すること。 

・指定観測点における降雪・積雪の観測記録に関すること。 

・道路除雪に関すること。 

・雪崩災害防止対策及び融雪災害対策に関すること。 

（西山町事務所部） 

・現地対策本部の運営に関すること。 

・指定観測点における降雪・積雪の観測記録に関すること。 

・道路除雪に関すること。 

・雪崩災害防止対策及び融雪災害対策に関すること。 

 

（５）豪雪災害対策本部の廃止 

ア 市長は、次の場合は豪雪災害対策本部を廃止する。 

・豪雪による社会的な混乱が収束し、新たな被害の発生可能性が低いと判断されるとき。 

イ 市長は、豪雪災害対策本部を廃止した時は、防災会議委員、市議会議員、県危機対策課

その他防災関係機関に通知するとともに、全職員に周知する。 

 

５ 豪雪に伴う災害救助の実施 

豪雪災害は、地震・風水害等の災害と異なり、緩慢かつ長期にわたる災害で応急救助に着手

すべき時点の把握が困難なため、県では、昭和５０（１９７５）年に定めた「豪雪災害救助に

際して災害救助法又は新潟県災害救助条例を適用し応急救助を実施する場合の運用基準」を判

定指針とし、応急救助の必要性を考慮した上で災害救助法又は県災害救助条例による高齢者世

帯等に対する除雪支援等の救助を実施する。 

（１）災害救助法及び県災害救助条例の適用 

ア 適用の判定基準 

豪雪災害において、災害救助法施行令第１条第１項第４号に定める事態（多数の者が生

命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた）の判定基準は、次の積雪深に達し

た場合を参考として県運用基準に従い、救助の必要性を県と協議の上、適用を決定する。 

       災害救助法・新潟県災害救助条例の適用基準値（単位：cm） 

区分 基準積雪深 新潟県災害救助条例 災害救助法 

全市域 柏崎市 （１６８） ２１０ ２１８ 

旧市町 

旧柏崎市（１５５） ２００ ２０１ 

旧西山町（  ７１） ２００ ２００ 

旧高柳町（２３７） ２９６ ３０８ 
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  イ 救助の実施 

救助対象世帯を把握した上で、救助種類「障害物の除去（屋根雪下ろし及びその敷地内

からの排雪）」を市が救助を実施する。 

(ア)救助対象世帯（参照：災害救助の運用と実務（平成２６年度版）） 

①積雪のため住居の出入口が閉ざされているもの、屋根上の積雪のため住居が倒壊する危

険がある等日常生活に著しい支障を及ぼしている世帯 

②経済的弱者であって、自らの資力及び労力によって除雪を行うことができない世帯 

  (イ)救助の種類 

「障害物の除去（屋根雪下ろし及びその敷地内からの排雪）」 

※「避難所の設置」「給水・炊き出しの実施」等の救助実施が必要となる場合も、原則、

災害救助基準（内閣府）により実施する。 

（ウ）実施方法、限度額及び救助実施期間 

災害救助基準（内閣府）により実施する。 

（２）市災害救助規則の適用 

法又は県条例に基づく救助の実施は、市の災害救助規則の適用が前提となることから、市

長は、適用基準に達する見込みとなった場合は、柏崎市災害救助規則に基づく救助の実施を

行う。 

（３）救助実施時の留意事項 

救助実施主体はあくまで市であることから、要配慮者世帯等の除雪対策雪処理担い手確保

対策の各補助・助成制度の適用事務との不整合が生じないよう関係部班と連携を図る。 

 

６ 雪処理の担い手の確保 

  市は、過疎・高齢化に伴う雪処理の担い手不足や豪雪時における雪処理の担い手不足に対応

するため、平成２３（２０１１）年１２月から運用を開始している「雪処理担い手確保スキー

ム」、地域で支え合う除雪支援事業の推進及び除雪ボランティアの受入環境の整備を推進する。 

  また、高齢者等要配慮者の見守りに努めるとともに、必要に応じて柏崎市社会福祉協議会や

除雪ボランティア等と協働した要配慮者の除雪支援に努める。 

 

７ 住宅の屋根雪対策 

  市及び県並びに市民は、県住宅の屋根雪対策条例に基づき、積雪期に住宅の屋根雪下ろしを

行わなくてもよい環境を整備するため、住宅の屋根雪対策を推進する。個人資産である住宅の

屋根雪対策は、所有者自らが取り組むことが前提となるが、関係者は相互の連携、協力により、

主に以下の取り組みについて必要な施策の展開に努める。 

（１）屋根雪下ろしが不要な克雪住宅の普及 

（２）住宅の屋根雪下ろしを行う際の安全確保 

（３）空き家の屋根雪下ろし等に関する取り組み 
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８ 市民及び地域の役割 

（１）市民の役割 

   市民は、積雪期を安全に過ごすため、食料や燃料及び自宅除雪の費用や装備などの備 

えを行うとともに、屋根雪や雪処理中の屋根雪や雪処理中の事故防止を心がける。 

（２）地域の役割 

   地域（町内会、自主防災組織、民生委員・児童委員など）により、除雪困難世帯等に対し 

  て、日常の訪問活動の強化など雪下ろし等除排雪の支援に努める。 
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第２節 降雪等に関する気象注意報・警報及び予報           

 

新潟地方気象台が、雪害予防活動の円滑な推進を図るため発表する降雪等に関する気象注意

報・警報及び予報等について以下に記載する。 

 

１ 降雪等に関する注意報・警報等の概要  

区分 種類 警 告 内 容 柏崎地域発表基準 

注 

意 

報 

大雪注意報 

大雪によって、災害が起こるおそれがあると
予想した時に発表する。 

平地     
６時間降雪   １５㎝ 
山沿い  
１２時間降雪   ３５㎝ 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれ
があると予想したときに発表する。 
強風による災害に加えて雪を伴うことによ
る視程障害のおそれに関しても注意をする
必要がある。 

平均風速  

陸上 １５ m/S 

（１０～３月） 

海上 １５m/S 

 

雪を伴う 

なだれ 

注意報 

なだれにより災害の起こるおそれがあると
予想したときに発表する。 

①２４時間降雪の深さが
５０㎝以上で気温の変
化が大きい場合 

②積雪が５０㎝以上で最
高気温が８℃以上にな
るか、日降水量２０㎜以
上の降雨がある場合 

着雪・着氷 

注意報 

着氷又は着雪により災害が発生するおそれ
があると予想した時に発表する。 
具体的には、通信線や送電線、船体などへの
被害が起こるおそれがある場合に発表する。 

①著しい着氷が予想され
る場合 

②気温０℃付近で、並以上
の雪が数時間以上降り
続くと予想される場合 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると
予想したときに発表する。 
具体的には、浸水、土砂災害などの災害が発
生するおそれがある場合に発表する。 

①積雪地域の日平均気温
が１０℃以上 

②積雪地域の日平均気温
が７℃以上、かつ、日平
均風速５ m/S 以上か日
降水量が２０㎜以上 

警 

報 

大雪警報 

大雪によって、重大な災害の起こるおそれが
あると予想したときに発表する。 

平地    
６時間降雪   ３５㎝ 
山沿い  
１２時間降雪   ６０㎝ 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生する
おそれがあると予想したときに発表する。 

平均風速  

陸上 ２０m/s 

海上 ２５m/s 

 

雪を伴う 
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区分 種類 警 告 内 容 柏崎地域発表基準 

特 

別 

警 

報 

大雪 

特別警報 

数十年に一度の降雪量となる大雪が予想さ
れる場合に発表する。 

隣接県を含む多くの市町
村で、５０年に一度の積雪
深となり、かつ、その後警
報級の降雪が丸一日程度
以上降り続く場合 

暴風雪 

特別警報 

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯
低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想さ
れるときに発表する。 

「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴
うことによる視程障害などによる重大な災
害」のおそれが著しく大きいことについても
警戒を呼び掛ける。 

数十年に一度の強度の台
風と同程度の温帯低気圧
により雪を伴う暴風が吹
くと予想される場合。 

そ 

の 

他 

異常天候早

期警戒情報

（降雪量） 

情報発表日の５日後から１４日後までを対
象として、７日間平均気温が「かなり高い」
若しくは「かなり低い」となる確率が３０％
以上、又は７日間降雪量が「かなり多い」と
なる確率が３０％以上と見込まれる場合に
発表。 

なし 
※「北陸地方」を対象 
原則、毎週月曜日と木曜日
に発表 

 

２ 気象注意報・警報の時系列表示及び警報級の可能性 

新潟地方気象台は、気象警報・注意報の内容についてどの程度の危険度の現象がどのくらい先

の時間帯に予想されるかを危険度により色分けして時系列表示するとともに、警報級の可能性が

予想される時には、５日先までその可能性を「高」「中」の２段階で発表する。 

 

［表示例］危険度を色分け した時系列 
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３ 降雪量予報 

  新潟地方気象台は、降雪に対する防災効果を上げるために、おおむね１２月～３月までの期

間、県内１３地域を対象に「降雪量予報」を発表する。 

（１）発表時刻及び内容 

・ ８時発表：当日の午前９時から翌日午前９時までの２４時間降雪量予報 

・１６時発表：当日の午後５時から翌日午前９時までの１６時間降雪量予報 

（２）予報地域区分 

  ① 下越海岸 ② 下越平野   ③ 下越山沿北部 ④ 下越山沿南部 ⑤ 中越海岸 

⑥ 中越平野 ⑦ 中越山沿北部 ⑧ 中越山沿中部 ⑨ 中越山沿南部 ⑩ 上越海岸 

⑪ 上越平野 ⑫ 上越山沿   ⑬ 佐渡 

 

 

４ 新潟県雪情報システム 

県は、１２月１日から３月３１日までの間、県内３７地点の降雪量予測情報を、ホームペー

ジ上で公開する。 

 

 

 

 

 

 

山北、村上、関川、新発田、胎内、秋葉、五泉、津川、上川、北（旧豊栄）、新潟、西蒲、三条、加

茂、見附、長岡、栃尾、与板、小千谷、守門、小出、十日町、津南、南魚沼、湯沢、柏崎、小国、

松之山、柿崎、高士、北城、新井、妙高高原、糸魚川、根小屋、相川、両津 

予測地点 
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第３節 孤立予想地区の通信・連絡体制等の整備           

 

冬期間の孤立予想地区における防災関係機関の通信確保対策や孤立発生時の医療及び物資等の

救援体制整備等を促進する。 

 

１ 孤立時の通信確保 

市及び電気通信事業者は、孤立予想地区の災害による有線通信の途絶に備え、通信手段の多

ルート化等に努めるものとする。また、市は、孤立が予想される地区における緊急時の通信・

連絡体制について、市民に周知する。 

（１）ＩＰ無線設備及び停電時における補助電源・非常用電源設備の整備 

（２）衛星電話等孤立対策用通信機器の冬期間における臨時設置の検討 

 

２ 雪崩発生危険箇所の周知と監視等 

  市及び県は、雪崩災害防止のため、雪崩に関する知識の啓発に努めるとともに、雪崩危険箇

所図等による雪崩危険箇所の周知を図る。また、雪崩の危険が高まった場合は、関係機関へ報

告し、監視の強化及び道路の通行規制実施を検討する。雪崩の危険を確認した場合は、速やか

に関係機関へ報告するとともに、道路の通行規制解除に向け、現地調査、応急工事等の実施を

検討する。 

 

３ 防災拠点となる施設及びヘリポート適地の確保 

市は、集落の孤立に備え、孤立予想地区における防災拠点となる施設を確保する。また、市

民の救助、医療救護、物資の供給等のためのヘリコプターの運用に備え、孤立予想地区におけ

るヘリポート適地の確保に努める。 

 

４ 資機材の整備及び物資の備蓄と事前配置 

市は、孤立予想地区に対し、当該地区における緊急時の資機材の整備及び物資の備蓄と事前

配置に努める。 

 

５ 市民及び地域の役割 

（１）市民の役割 

   孤立予想地区の市民は、当該地区の雪崩発生危険箇所等の情報を熟知し、危険の事前把握

に努める。また、孤立予想地区の市民は、最低７日分の食料、飲料水、生活必需品、燃料等

を各家庭で備蓄する。 

（２）地域の役割 

   雪崩等の発生時に、市民の安否確認をとれる体制の構築に努めるとともに、救出、炊き出

し等の実施、市への初期的な被害状況の報告、救援の要請等を市民自ら行えるよう、自主防

災組織による防災訓練等の実施に努める。 
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（３）企業・事業所の役割 

   孤立予想地区の企業・事業所は、孤立時における施設や資機材提供等について、あらかじ

め自主防災組織等と協議する。 
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第４節 建築物の雪害予防計画                    

 

克雪住宅の普及、積雪による建築物の倒壊や屋根雪落下による事故等の防止に関し、必要な事

項について定める。 

 

１ 一般建築物の雪害予防 

（１）住宅・建築物の安全性に対する指導 

県及び市は、建築物等所有者に対して新築、改良工事等に際し、屋根雪処理の軽減や市街

地の状況や敷地の状況等で周辺への影響について十分配慮した屋根雪処理方式とするよう指

導に努めるものとする。 

（２）克雪住宅の普及 

屋根雪処理における事故防止・省労力化には、住宅の克雪化が有効なため、助成制度等に

よる支援などにより克雪住宅の普及に努める。 

ア 住宅の克雪化に対する助成制度による支援助成 

（ア）克雪すまいづくり支援事業 

○ 対象地域 鵜川地区、高柳地区、中鯖石地区、南鯖石地区、別俣地区、野田地区、 

北条地区、上米山地区、中通地区、上条地区、北鯖石地区、田尻地区、

高田地区 

○ 補助基本額 （上限） 融雪式住宅 ４４万円（要援護世帯の場合は５５万円） 

その他   ３３万円（要援護世帯の場合は４４万円） 

  イ 住宅の克雪化に関する情報提供等による普及啓発 

○ 屋根雪の処理方法の特徴や工夫等 

（３）要配慮者世帯に対する除雪支援 

ア 市は、要配慮者世帯に対し民生委員・児童委員、福祉団体等による訪問等の見守りを行

い積雪状況の把握に努める。 

これらの世帯の除雪に当たっては、地域社会の連帯、相互扶助等による組織的な取り組

みがなされるよう努める。 

イ 要配慮者世帯に対する除雪援助制度 

（ア）高齢者等の自力除雪不可能世帯に対する支援 

助成制度の概要：柏崎市高齢者世帯等除雪費助成事業 

     対象世帯のいずれかに該当する世帯で、かつ、適用世帯にすべて該当する世帯 

○ 対象世帯 

    ・６５歳以上の高齢者のみの世帯 

・心身障害者のみの世帯 

・高齢者及び心身障害者のみの世帯 

・母子世帯 

・上記に準ずる世帯 
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○ 適用世帯 

・自力で屋根の雪下ろし又は除雪を行うことができない世帯 

・市内に居住する家族及び親族の労力的又は経済的な支援により、屋根の雪下ろし

又は除雪を行うことができない世帯 

・世帯員全員の市民税が非課税又は均等割課税である世帯 

  ※生活保護世帯を除く（生活保護世帯は、（イ）の制度を適用する）  

     ○ 対象経費 

    ・住家の屋根の雪下ろし及びこれに伴う玄関先部分の除雪 

・豪雪の際、屋根周りの除排雪に必要な最小限度の部分 

※人の住んでいない家、作業小屋、車庫及び玄関先から道路までの除雪などは、

対象としない。 

○ 助成額 

・１回の除雪につき、除雪に要した経費の８割を助成する。ただし、１日の作業に

対する助成限度額は２０,０００円とする。 

（イ）生活保護世帯に対する除雪費 

一冬季間につき保護基準表に定める範囲において、次のとおり支給できるよう措置さ   

    れる。 

○ 生活保護世帯住宅維持費（雪囲い、雪下ろし等の住宅維持費） 

基準額１世帯１２０,０００円の範囲内 

○ 生活保護世帯一時扶助費（生活道路・避難路確保の除雪費） 

冬期加算認定機関ごとに３１，０００円の範囲内 

（４）屋根雪等による事故防止の啓発 

市は、屋根雪等による人身事故や高齢者等の雪処理事故の防止について、市民に対する啓

発に努めるものとする。 

ア こまめな雪下ろし励行 

イ 雪庇や屋根からの落雪埋没による事故防止 

ウ 雪下ろし中の屋根やハシゴからの転落による事故防止 

エ 非常時における出入口の確保 
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第５節 電力・通信の確保計画                    

 

電力供給事業者及び電気通信事業者は、降雪期における電力供給及び公衆通信を確保するため、

設備の雪害対策の推進と防災体制の確立を図る。 

 

１ 電力供給確保対策 

東北電力送配電カンパニー新潟支社は、雪害のおそれのある地域の送電線路及び配電線路の

雪害予防措置を計画的に推進するとともに、停電時における迅速かつ的確な応急復旧体制の確

立を図る。 

（１）送電線路の雪害予防措置 

ア 降雪期前に巡視又は点検を実施し、送電線路の補修又は整備を行う。 

イ 樹木の接触や倒木による停電防止のため、地形や電線を考慮し、基準離隔距離が保てる

よう、樹木所有者と協議の上、伐採等を実施する。 

ウ 冠雪による停電を防止するため、積雪状況等を踏まえ、適時のパトロール、冠雪落とし

等を実施する。 

エ 着雪による電線、あるいは着雪・落雪時のはね上がりによる混触停電を防止するため、

ねじれ防止ダンパ、相間スペサーの取付け等を計画的に推進する。 

オ がい子への着氷雪による停電を防止するため、懸垂がい子への取替等を計画的に推進す

る。 

（２）配電線路の雪害予防措置 

ア 降雪期前に巡視及び点検を実施し、配電線路の補修又は整備を行う。 

イ 樹木の接触や倒木による停電防止のため、樹木所有者と協議の上、樹木の枝下ろし、伐

採等の措置を実施する。 

ウ 着雪による電線断線等の停電を防止するため、難着雪電線を使用する。 

エ 冠雪、雪崩及び雪圧による停電を防止するため、積雪状況等を踏まえ、適時のパトロー

ル実施、冠雪落とし及び支線除雪等の工事を実施する。 

オ 豪雪地域については、電線の縦配列、縦型開閉器への取替及び支線の断線防止対策とし

ての支線ヒートパイプ取付工事を計画的に実施する。 

（３）復旧用主要資材の配備 

   平時から支持物、電線、引込電線、変圧器、開閉器、がい子類、腕金その他の復旧用主要

資材を新潟資材センター及び技術センターに配備する。 

（４）機動力及び通信網の整備 

ア 停電時における迅速かつ的確な応急復旧を図るため、雪上車を主要な技術センターに配

置し、障害地点への人員及び資材の雪中輸送を行う。 

イ 迅速かつ的確な状況把握のため、必要に応じ、ヘリコプターによる空中パトロールを実

施する。 

ウ 配電線経過地の主要箇所に委嘱により配電連絡員を配置し、事故発生時における初動体
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制確立の迅速化を図る。 

  エ 通信体制の確立のため、無線基地局を設置し、移動無線機を配置する。 

（５）応急対策 

   第１編第３章第３１節「電気施設等応急対策」の定めるところにより、応急対策を実施す

る。 

 

２ 通信確保対策 

東日本電信電話株式会社は、雪害のおそれのある地域の電気通信設備等の耐雪構造化及び通

信網の整備を推進するとともに、通信途絶時における迅速かつ的確な応急復旧体制の確立を図

る。 

（１）設備の耐雪構造化 

ア 通信線路の地下化を推進する。 

イ 豪雪地域電柱の長尺化及び沈降圧による被害防止のため、地熱利用のヒートパイプの取

付けを推進する。 

ウ 積雪・寒冷地用の屋外線へ取換を推進する。 

エ 管路内引上げ点及び橋りょう管路内の溜水凍結、膨張圧によるケーブル変形等の防止の

ため凍結障害防止用ポリエチレンパイプの取付けを推進する。 

（２）通信網の整備 

ア 災害発生時において、重要通信を確保し通信不能地域をなくすため、主要伝送路の多ル

ート構成又は２ルート構成を図る。 

イ 停電に備え、主要な電気通信設備の予備電源の整備又は維持を図る。 

（３）災害対策用機器及び無線車の配備 

被災した設備の迅速な復旧を図るため、災害対策用機器及び無線車等を指定保管場所に配

備する。 

（４）停電に備えた資機材の配備 

   停電発生時に備え、各交換所に蓄電池設備を設置するとともに、長時間の停電に備え、必

要により各拠点に移動電源車及び可搬型電源装置の増設又は新設を図る。 

（５）応急対策 

   停電、雪崩等により、通信途絶が発生した場合は、直ちに市及び県へ連絡するとともに、

風水害等対策編第１編第３章第３０節「電気通信施設応急対策」の定めるところにより、応

急対策を実施する。 
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第６節 消・融雪施設等の整備                    

 

国、県、市及び防災関係機関は、道路交通の確保が必要と認められる道路の消融雪施設等の整

備を行う。 

 

１ 消融雪施設等の整備 

（１）消雪パイプ等の維持管理 

消雪パイプ等は、降雪期前に点検整備を行うとともに、使用期間中においても定期的に維 

持管理を行う。 

（２）流雪溝の整備 

人家連たん区域において迅速かつ的確な除排雪活動を実施するため、流雪溝の面的整備の

促進に努める。 
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第７節 積雪期の交通確保計画                    

 

交通施設の管理者は、積雪期における除雪体制等を整備し、迅速かつ的確な除雪・排雪活動を

実施し、積雪期の交通路を確保する。 

市・県・国・関係機関において、雪害発生時の除雪、交通規制の実施、交通状況情報発信等に

ついて、広域的な連携・調整を行う体制の整備を図る。 

 

１ 東日本高速道路の交通確保対策 

新潟支社雪氷対策要領に基づき、新潟支社が管理する高速自動車国道の除排雪体制を整え、

雪害予防に努める。 

（１）除雪体制の確立 

降積雪及び気象状況により、平常・注意・警戒（２段階）・緊急・非常の６体制をとる。 

（２）除雪路線の選定 

県内高速自動車国道管理区間約４２０km（北陸自動車道・関越自動車道・磐越自動車道・

日本海東北自動車道・上信越自動車道）を、５管理事務所（新潟・長岡・上越・湯沢・東北

支社会津若松）、２９箇所の除雪ステーションを配置して除雪作業に当たる。 

（３）除雪目標の設定 

凍結路面の発生を防止することを基本とし、乾燥・湿潤～圧雪路面の間で管理することを

目標とする。 

（４）交通規制の実施 

除雪作業等に伴う交通規制に関しては、事前に高速道路交通警察隊と十分協議の上、実施

する。 

 

２ 北陸地方整備局管理道路の交通確保対策 

北陸地方整備局は、「北陸地方整備局防災業務計画」に基づき毎年道路除雪計画を策定し、

除雪体制の整備を行い、雪害予防に努める。 

（１）除雪体制の確立 

道路雪害対策本部を設置し、降積雪などの気象状況等に応じ、平常、注意、警戒、非常の

４体制をとる。 

（２）除雪路線の選定 

新潟県内の一般国道の直轄管理区間６６４．４㎞（７路線） 

（３）除雪目標 

  北陸地方整備局管内３県（新潟・富山・石川）の直轄管理区間１４路線、延長１，０７３㎞（令

和元（２０１９）年１１月１日時点）について、２車線以上の幅員を常時確保する。ただし、異

常降雪により２車線確保が困難になると想定される場合は、早い段階で通行止め措置を行い、除

雪作業を集中的に実施し、迅速に交通を確保する。 

（４）除雪作業 
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ア 除雪作業が円滑に実施できるよう、各事務所間の現有機械の適切な運用を図る。また、

緊急時等に対処するため、民間の保有する機械の実態を事前に把握しておく。 

イ 他の道路管理者と関連する交差点除雪については、事前に関係機関と担当範囲及び除雪

方法について協議打合せを行い、効果的な除雪に努める。 

ウ 気象情報や道路状況を的確に把握し、迅速な除雪作業に努める。 

エ 異常豪雪や地吹雪などで除雪作業ができない場合、その他安全な交通確保が困難な場合

は、関係機関と連携を図り、適切な通行の規制を行う。 

オ 消雪パイプ等の消融雪施設は、降雪期前に点検整備を行うとともに、使用期間中におい

ても定期的に維持管理を行う。 

 

３ 県管理道路の交通確保対策 

県は毎年「冬期道路交通確保計画」を策定して除雪体制の整備を行い、雪害予防に努める。 

（１）除雪体制の確立 

ア 除雪対策本部を設置し（毎年１１月１６日から翌年３月３１日までの間）、降・積雪な

どの気象状況に応じて平常、警戒、緊急の体制の移行を図る。 

イ 迅速かつ的確な除雪・排雪活動を実施するため、除雪機械、除雪要員並びに連絡手続な

どの所要の体制の確立を図るとともに、除雪機械及び必要な資機材の計画的な整備を行う。 

（２）警戒、緊急の体制への移行 

短時日の間に連続異常降雪となった場合には、次のように警戒又は緊急体制に移行する。 

ア 警戒体制 

（ア）大雪特別警報が発令されたとき又は県内指定雪量観測点（下表）の１／２以上がおお

むね警戒積雪深に達した場合を目安として、降雪状況その他の状況を勘案し、緊急事態

に陥るおそれがあると判断されるときは、北陸地方整備局と協議して警戒体制への移行

を決定する。 

（イ）警戒体制においては、その後に予想される緊急体制への移行準備として情報の収集及

び連絡を強化し、除雪機械及びオペレーターの借上げ、応援等の事前手配をするととも

に、除雪体制の強化に努める。  

イ 緊急体制 

（ア）大雪警報が発令されたとき又は県内指定雪量観測点のうち、その大部分が警戒積雪深

を大幅に超え、かつ、主要路線における除雪状況、降雪強度その他の状況を勘案し、北

陸地方整備局と協議して緊急体制への移行を決定する。 

（イ）緊急体制時の措置 

緊急体制時においては、緊急時確保路線の交通確保のため、情報連絡を更に強化する

とともに、除雪機械及びオペレーターその他必要機械の確保を図る。 

指定雪量観測点及び警戒積雪深 

指定雪量観測点 新発田 新潟 長岡 十日町 上越 

警戒積雪深（㎝） 80 40 140 220 150 

※交通確保する路線網の積雪を代表する５８箇所で積雪観測を行っているが、このう
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ち、上記５地点を積雪観測点に指定し、当該観測点における積雪の深さの最大値の

累年平均をもって観測点の警戒積雪深とする。 

（３）除雪目標の設定 

ア 平時における除雪目標 

除雪路線は、当該路線の自動車の日交通量その他交通確保の必要性に応じて、これを第

１種、第２種、第３種の３種別に区分し、除雪を実施する。 

各種別の除雪目標は、以下のとおりとする。 

区分 道路幅員及び適用基準 除雪目標 

第一種 ５.５ｍ以上の幅員があり、通勤通学道路及

び国県道に通じる道路で、交通量の多い主

要道路。 

２車線以上の幅員確保を原則とし、

緊急時以外は常時交通を確保する。 

第二種 ４.０～５.５ｍの道路で、比較的交通量が

多く、第一種に次いで重要な道路。 

１車線を確保し、所々に待避所を設

ける。 

第三種 ３.０～４.０ｍの道路で、除雪可能な生活

道路及び幅員はあるが交通量の少ない道

路。 

第一種、二種道路につぎ１車線を確

保する。 

ただし、状況によっては一時交通不

能となってもやむを得ない。 

イ 緊急時 

(ア) 緊急確保路線 

異常降雪（２４時間降雪量が５０ｃｍ以上）があり、かつ柏崎市地域防災計画に基

づき、豪雪警戒本部又は豪雪災害対策本部が設置された場合で、平時除雪路線の確保

が困難と判断されたときに、新潟県の緊急確保路線と連携し、市があらかじめ指定し

た緊急確保路線の交通確保を優先的に図る。 

(イ) 国、新潟県、ＮＥＸＣＯ東日本、公共交通機関等との情報連絡の強化を図る。 

ウ 融雪施設の指示、運営 

(ア) 市道に設置している融雪施設は、維持運営を設置町内会等に委託して効率化を図る。 

(イ) 融雪施設のある道路の、機械除雪は実施しない。 

エ 歩道除雪目標 

安全な歩行者空間確保のため、自動車交通の多い通園・通学路、病院、鉄道駅・バスタ 

ーミナル等の公共性の高い施設へ通じる箇所について、これをＡ、Ｂ、Ｃの３種別に区分

し、除雪を実施する。 

各種別の除雪目標は以下のとおりとする。 

Ａ（早朝除雪）：早朝（通勤、通学時）、昼夜を問わず必要なときに除雪を行う。 

Ｂ（昼間除雪）：昼間の必要なときに除雪を行う（早朝、夜間は除雪しない）。 

Ｃ（連続降雪後除雪）：平常時は昼間除雪とする。連続降雪時には、上位水準箇所を優

先し、降雪の収まった後に除雪を行う。 

（４）除雪路線の選定 

ア 除雪を実施する路線は、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
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に基づいて指定された道路のうち、幅員狭あい、雪崩多発地帯で除雪が不能な区間を除く

重要な路線、及び指定外路線のうち、公共施設等に通ずる重要な路線（県管理の国・県道

５１４路線）とする。 

平成３０（２０１８）年度車道除雪延長（柏崎地域振興局地域整備部管内：柏崎市、刈羽村） 

 （単位：㎞） 

区分 
 

種別 
管理道路 
実延長 

除雪計画 
延長 

除雪計画 
除雪率 
（％） 

第１種 第２種 第３種 

一般国道 ８０．１ ８０．１ ６３.１ １２．２ ４．８ １００．０ 

主要地方道 １２４．７ １１０．５ １５．５ ３９．５ ５５．５ ８８．６ 

一般県道 １２２．５ １００．１ ５．２ ３８．６ ５６．３ ８１．７ 

計 ３２７．３ ２９０．７ ８３．８ ９０．３ １１６．６ ８８．８ 

イ 歩道除雪路線 

冬期歩行者の安全を確保するため、通学路を中心とした歩道除雪を行う。 

平成３０（２０１８）年度歩道除雪延長（柏崎地域振興局地域整備部管内：柏崎市、刈羽村） 

   （単位：㎞）             

区分 
種別 

管理道路実延長 a 
除雪計画 除雪率 

（a/b） 箇所数 延長 b 

一般国道 ６８．５ ２１ ２９．７ ４３．４ 

主要地方道 ４８．８ ２６ ３０．０ ６１．５ 

一般県道 ４５．９ ２９ ２７．６ ６０．１ 

計 １６３．２ ７６ ８７．３ ５３．５ 

（５）終日道路交通確保路線 

   高速道路網の整備、レジャー施設の増加、産業活動の拡大及び生活様式の多様化から終日

交通が増加している。冬期間においても、これらに対する交通路の終日確保が各方面から要

請されていることから、高速道路と直轄国道及び病院・駅等の公共施設にアクセスする重要

路線について確保を図る。 

（６）交通規制の実施 

除雪作業に伴う交通規制に関しては、事前に所轄警察署と十分打合せの上、実施する。 

交通規制を行う際は、できるだけ早く通行規制予告発表するものとする。その際、当該情

報が入手しやすいよう多様な広報媒体を活用し、日時、迂回経路等を示すものとする。また、

降雪予測の変化に応じて予告内容の見直しを行うものとする。 

（７）除雪作業出動基準 

ア 車道 

工程 出動基準 標準施工方法 

新
雪
除
雪 

１ 降雪状況、気象情報などから判断し、翌朝７時

までに１０㎝以上の積雪が予想される時。 

２ 降雪量が１０㎝を超え、翌朝７時までに道路 

交通確保が必要となった時。 

・高速車(除雪ドーザ、グレーダ)を主体

とする。 

・道路脇への押し付け除雪とする。 
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路
面
整
正 

１ 路面に残雪が多く、交通の支障となるおそれが

ある時。 

２ 連続降雪などにより、圧雪が許容限界１０㎝を

超えるおそれのある時。 

・除雪ドーザ及びグレーダにより土工板

装備で施工する。 

※交通開放したまま施工する場合が多い

ので、充分注意すること。 

圧
雪
処
理 

１ 気温の上昇、チェーン装着車の通行などによっ

て圧雪の形状･性質などが変わり、極端な不陸

を生じて交通障害の原因となるおそれのある

時。 

・濡雪、圧雪では、除雪ドーザ及び除雪

グレーダを主体とする。 

・アイスバーンでは、切削せずに何回か

に分けて施工する。 

・部分的処理の場合は、薬剤散布を併用

する場合もある。 

拡
幅
除
雪 

１ 降雪が本格的となり、必要幅員の確保が困難に

なった時。 

２ 除雪ドーザによる補助作業（雪堤の切崩し、投

雪余地までの押出しなど）が必要となった時。 

・ロータリ除雪車を主体とし、舗装幅員

一杯に拡幅を行う。 

・除雪ドーザによる拡幅は極力行わない

が、ロータリ除雪車の補助作業として

雪堤の切崩し、投雪余地までの押出し

などを行う。 

排 

雪 

１ 家屋連たん部の屋根雪下ろしなどにより、幅員 

確保が困難となったとき。 

２ 連続降雪などにより、交通･保安･消防活動など 

に障害のおそれのあるとき。 

・地元町内会に対して排雪を指示する。 

・ショベル系掘削機とダンプトラック運

搬、ロータリ除雪車とダンプトラック

運搬により施工する。 

・排雪機械の規格、台数は、道路状況に

より決定する。 

薬
剤
散
布 

１ 路面凍結により、スリップ事故のおそれのある 

とき。 

２ 機械除雪が困難となり、圧雪処理を容易にさせ 

るための補助作業が必要なとき。 

３ パトロール車などの巡回の際、危険箇所を発見 

したとき。 

・凍結防止剤散布は、原則として凍結防

止剤散布車により行う。 

・著しく局部的な箇所は人力で行う。 

 

  イ 歩道 

項  目 内   容 備  考 

除雪の幅 １．０ｍ以上を標準とする。  

確保状況 長靴又は防寒靴で歩行が可能なこと。 自転車は対象としない。 

確保基準 

除雪後の積雪深５cm を基準とする。 

除雪工法からやむを得ない場合は、１０

cm 以下とする。 

歩道上に圧雪が形成され、歩行に支障のな

い場合は圧雪面からの積雪深とする。 
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出動基準 
歩道上に２０cm 以上の積雪がある場合

を標準とする。 

除雪機械の施工限界を超える積雪となる

おそれがある場合は適宜出動する。 

（８）他の防災関係機関等との協力 

災害時において迅速かつ的確な応急対策措置を実施するため、他の防災関係機関等と除雪

実施状況、雪害発生時の道路情報を相互に伝達し、密接な協力体制を確保する。 

 

４ 市管理道路の交通確保対策 

市は毎年「道路除雪計画」を定め、除排雪体制を整備し、雪害予防に努めるものとする。 

（１）除雪体制の確立 

市内の道路、公共施設及び住宅等の立地状況を勘案し、気象状況、積雪状況に応じた除雪

体制を整えるものとする。 

（２）除雪連絡会議の開催 

ア 冬期間における地域道路除排雪の円滑な実施を期すため、「除雪連絡会議」を開催する

ものとする。 

イ 除雪連絡会議は、市、国・県の出先機関、柏崎警察署、消防署、運輸業者等の各代表を

もって構成するものとする。 

（３）除雪路線の選定 

路線の選定に当たっては、主な幹線道路、バス路線、地域的に主要な道路及び公共、公益

施設への道路を主体として選定するものとする。 

（４）除雪目標の設定 

交通確保の重要度に応じ、除雪路線ごとの除雪目標を定め、迅速・効率的な除雪を実施す

るものとする。 

（５）雪みち計画協議会の設置 

  ア 歩道除雪の円滑な実施を期すため、「柏崎市雪みち計画協議会」を設置するものとする。 

  イ 雪みち協議会は、市、国・県の出先機関、柏崎警察署、町内会、市ＰＴＡ連合会、小中

学校教頭会、交通安全母の会連合会等の代表者で構成するものとする。 

（６）市街地等除雪時の屋根の雪下ろし 

降雪が続き屋根の雪下ろしが必要となったときは、除雪連絡会議で協議し、屋根の雪下ろ

し一斉作業完了後、道路除雪作業を実施するものとする。 

（７）通行規制 

   除雪作業に伴う通行規制に関しては、事前に所轄警察署と十分協議の上、実施する。 

 

５ 鉄道事業者の交通確保対策 

鉄道事業者は、降積雪時における列車の安定輸送のために、それぞれ除雪車両、除雪機械及

び適正要員の整備を図り、除雪体制の確保に努めるものとする。 

（１）一般鉄道施設 

ア 除雪体制の確立 

（ア）線路除雪は、除雪機械等を適所に配備するとともに、除雪要員の配置及び外注除雪体
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制を整える。 

（イ）除雪は、除雪車両、除雪機械に主力をおき、線区の重要度に応じ重点的な除雪を行い、

列車運転の混乱防止に努める。 

（ウ）機械力除雪により難い箇所は、人力除雪を計画的に実施するほか、消雪設備を計画的

に整備する。 

イ 踏切箇所の除雪 

踏切箇所は、線路及び道路側からの排雪による堆雪により、見通しが阻害されることが

多いため、道路管理者と協議し除雪を実施する。 

ウ 運転規制 

降・積雪期における輸送能力の確保と輸送の混乱を防止するため、降・積雪の状況に応

じて第１次から第５次体制に区分し、各支社の基準に基づき運転規制を実施するとともに、

各段階に即応した排雪列車運転と構内除雪を実施する。 

エ 雪害時の対策 

（ア）消防団、自衛隊の派遣要請 

雪害時における緊急除雪等は、社員（非現業職員含む）の動員を第一とし、必要に応

じ関連事業所の応援を得て実施する。関連事業所の応援によっても困難な場合は、状況

に応じ消防団又は自衛隊の派遣を求める。 

（イ）緊急輸送 

雪害時における緊急輸送は、一般貨客を優先して行うものとするが、緊急輸送がふく

そうしたときは、県と協議の上、輸送物資及びその順位を定めて行う。 

  （ウ）乗客の安全確保 

駅間停車等が発生し、鉄道事業者単独で対応できない場合、県・市・関係機関と連携

し乗客の安全を確保する。 

オ 予防保全対策 

（ア）雪崩警備体制を強化し、雪崩の発生が予想されるときは、列車の抑止手配運転規制を

実施する。 

（イ）雪崩発生重点警備箇所を再検討し、巡回警備を強化する。 

カ 融雪設備等の強化 

輸送の確保、省力化を図るため、熱風、電気融雪及び水資源を利用した除融雪設備の充

実を図る。 

 

６ 港湾施設の交通確保対策 

港湾を利用する車両が、冬期積雪時において支障なく安全かつ円滑に陸上交通が図れるよう、

臨港道路を除雪する。 

（１）除雪の方法 

委託又は直営により実施する。 

（２）除雪期間 

おおむね１２月から３月までとする。 
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（３）除雪基準 

原則として、道路上に１０cm 以上の降雪が予想されるときに作業を開始する。 

 

７ 地吹雪への対応 

ア 道路の地吹雪対策施設の整備 

交通の安全を図るため、地吹雪多発地域に地吹雪防止策、スノーシェルター等の施設を整

備する。 

イ 地吹雪多発地域の警戒 

地吹雪多発地域においては、気象情報により地吹雪発生が予想される場合は、パトロール

等を強化し、交通状況や路面状況を随時把握するとともに、国、県、市等は連携してあらか

じめ迂回路を検討し、適切な交通誘導に努める。 

 

８ 市民及び道路利用者への広報等 

各施設の管理者は、積雪期における交通の混乱防止、雪害による被害の防止、軽減を図るた

め、交通状況及び交通確保対策の実施状況等について適時適切な広報を行う。 

  また、降雪状況に応じて不要・不急の道路利用を控えることや冬期の運転時には車内に必要

なものを準備するよう啓発を行う。 
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第８節 雪崩防止施設等の整備                    

 

国、県、市及び関係機関は、山間多雪地帯において、生活や産業活動の安全な環境を実現する

ため、雪崩防止等の施設を整備し、雪崩の発生及び雪崩による被害の発生を防止する。 

 

１ 雪崩危険箇所の調査、周知 

（１）雪崩危険箇所の指定 

雪崩対策を効率的に実施するためには、雪崩の発生により集落及び道路等に被害を及ぼす

おそれのある雪崩危険箇所の的確な把握が必要である。したがって、市及び県は、既存資料

の収集・整理や地図、空中写真の計測・判読のほか、可能な範囲で現地調査や聞き取り調査

を組み合わせ、危険箇所を抽出する。 

（２）雪崩危険箇所の周知 

市は、雪崩災害防止のため、県と連携して市民に対し雪崩に関する知識の啓発に努めると

ともに、雪崩危険箇所図等による危険箇所の周知を図る。 

 

２ 雪崩防止施設等の整備 

  市、県及び国は、雪崩防止施設等を計画する場合は、施設等の機能を十分に発揮できるよう、

地形、植生、雪崩の発生位置及び種類等を考慮し、保全対象の種類に応じた適切な施設を選定

する。 

（１）雪崩予防施設の整備 

県は、雪崩防止林・階段工・予防柵等の雪崩予防施設の設置に努め、雪崩災害発生の予防

措置を図る。 

（２）雪崩防護施設等の整備 

市管理道路の安全な交通を確保するため、防護柵・防護擁壁・スノーシェッド・雪崩割り・

誘導工等の防護施設の整備に努め、雪崩災害発生の防止を図る。 

（３）砂防・治山の施設整備 

雪崩・融雪等により、河川・沢等をせき止め、洪水・土石流災害を引き起こす原因となる

ことから、砂防・治山等の施設整備に努める。 

（４）雪崩防止施設等の点検整備 

雪崩防止施設等の機能を有効に発揮させるために、積雪前に定期的に整備・点検に努める。 

また、気象状況、降・積雪状況を把握し、雪崩の危険が高まった場合にはパトロール及び

巡視員等による監視を強化するとともに、必要に応じ雪庇処理等を行い、雪崩被害の防止に

努める。 
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第９節 雪崩事故の防止と応急対策                   

 

国、県、市及び関係機関は、雪崩による人命等の損失を極力回避するため、雪崩危険箇所（以

下「危険箇所」という）を中心としたパトロール及び、市民の事前避難や雪庇落とし等の事前回

避措置の実施等により雪崩による災害の発生防止に努める。また、雪崩による被害が発生した場

合は、救助活動等の応急措置を迅速に行い、被害の軽減と二次災害の発生防止に努める。 

 

１ 雪崩危険箇所の警戒 

（１）道路・鉄道等の危険箇所の査察 

道路・鉄道等の施設管理者は、積雪期間中は、雪崩危険箇所の査察を適宜実施し、雪崩の

早期発見と事故防止に努める。 

（２）町内による雪崩の巡視 

市は、雪崩危険箇所のある町内について、町内会長等に雪崩の巡視を依頼するものとする。 

危険箇所の巡視は１月から３月末までを目途に行うこととし、雪崩発生の兆候及び雪崩を

発見したときは速やかに市に通報するものとする。市は状況に応じ、巡回警戒（降雪時に随

時行う。）又は固定警戒（危険状況により常時監視を行う。）等を依頼する。 

（３）市等による監視 

市及び関係機関は、雪崩危険箇所に近接している民家、公共施設、集会施設及び旅館等を

対象に市民の生命の安全確保を図るため、適時に十分な警戒監視を行うよう警戒体制の整備

を図る。 

また、町内会長等との連絡を密にし、必要があると認められるときは、避難勧告等を発令

するものとする。 

（４）県及び警察の協力体制 

県は、市から要請があったときは、所轄警察署と協力して危険箇所の巡視を行い、警戒体

制及び市民の避難に関して指導する。また、県は、町内による雪崩の巡視に関して、市に対

して技術的・専門的な指導・助言を行う。 

（５）市民の心構え 

地域住民は、居住地周辺の地形、積雪の状況、気象状況等に注意し、雪崩災害から自らの

命を守るため相互に協力するとともに、雪崩の兆候等異常な事態を発見した場合は、速やか

に近隣住民及び市、県、警察等へ連絡し、必要に応じて自主的に避難する。 

 

２ 事前回避措置の実施 

（１）市民への雪崩情報の周知 

ア 市は、雪崩災害防止のため、県と連携して市民に対し雪崩に関する知識の啓発に努める

とともに、雪崩危険箇所図等による危険箇所の周知を図る。 

イ 市は、気象状況、積雪の状況、危険箇所の巡視の状況等を分析し、雪崩の発生の可能性

について市民に適宜広報を行い、注意を喚起する。 
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ウ 雪崩発生により人家に被害が発生する可能性が高いと認めた時は、市民に対し避難の勧

告又は指示を行うものとする。市民が自主的に避難した場合は、直ちに公共施設等に受入

れとともに十分な救援措置を講じる。 

（２）鉄道・道路施設の対策 

鉄道・道路等の施設管理者は、積雪期間中、パトロール等により雪崩の兆候等異常な事態

を発見したときは、当該区間の列車の運行、車両及び歩行者の通行を一時停止し、雪庇落と

し等適切な措置を行い、雪崩発生の事前回避に努める。 

 

３ 雪崩発生時の応急措置 

（１）雪崩発生状況の把握及び被災者の救助 

ア 市は、自らの巡視、又は他の関係機関、町内会長、市民等からの通報により雪崩の発生

を覚知した時は、直ちに被害の有無を確認し、速やかに県危機対策課へ被害状況を報告す

る。 

イ 市民等が被災した場合は、直ちに消防、消防団、警察と協力し救助作業を行うとともに、

被害が甚大な場合は、必要に応じて県に自衛隊災害派遣の要請を依頼する。 

ウ 住居を失った市民を公共施設等に受入れ、十分な救援措置を講じるのとする。 

（２）鉄道・道路等施設等の被災時の対策 

ア 鉄道・道路等の施設管理者は、雪崩により施設が被災した場合は、直ちに当該区間の列

車の運行、車両及び歩行者の通行を一時停止するとともに応急復旧措置を行い、交通の早

期回復に努める。 

また、列車、車両が雪崩により被災した場合は、直ちに最寄りの消防、警察に通報して

救援を依頼し、救出作業に協力する。 

イ 市は、雪崩による通行止めが長時間に渡り、列車・通行車両中に乗客・乗員等が閉じ込

められる事態となったときは、運行事業者からの要請又は自らの判断により、炊き出し、

毛布等の提供、避難施設への一時受入れ等を行う。 

ウ 道路管理者は、雪崩の発生により道路の通行規制が生じる場合は、関係機関に連絡し、

必要に応じて周辺道路の通行規制を行うとともに、ラジオ放送や交通情報板等を通じてド

ライバーへの情報提供を行う。 

（３）孤立集落住民の救助 

県、警察本部は雪崩の発生による交通途絶で、他に交通手段の確保ができないなど必要と

認めたときは、雪崩の発生に十分注意し、ヘリコプターによる医療救護班、保健師等の派遣

及び医薬品、食料、生活必需品等の輸送、救急患者の救助、若しくは集落住民全員の避難救

助を実施する。 

（４）二次災害の防止 

市は、雪崩が河川等他の施設に影響を与えている場合は、直ちに当該施設の管理者に通報

し、二次災害等被害の拡大防止を要請する。 
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４ 市における警戒監視体制 

（１）警戒監視の内容 

雪崩危険箇所を十分に認識するとともに、各所属で連携し、警戒監視体制の構築に努める。 

警戒監視は、それぞれの通常業務で危険箇所を通行する場合等において実施する通常監視

及び一定の気象条件を満たすなど雪崩発生の危険性が高まった場合に実施する雪崩パトロー

ルにより行うものとする。 

（２）警戒監視時の点検 

点検は、「雪崩危険箇所点検項目」に基づき、「雪崩危険箇所点検調査表」により評価をす

るとともに、必要に応じて写真撮影を行う。 

《主な点検項目》 

・雪庇発生による危険の有無 

・吹き溜まりに伴う巻きだれによる危険の有無 

・クラック（雪割れ）発生による危険の有無 

・雪しわ発生による危険の有無 

・積雪表面のフラット化による危険の有無 

・スノーボール発生による危険の有無 

・植生による雪崩抑止効果の有無 

・雪崩対策施設による雪崩抑止効果の有無 

（３）警戒監視時における危険確認報告 

人家への影響の有無を問わず、警戒監視時の点検の結果は「雪崩危険箇所調査結果報告書）」

により、防災・原子力課に報告する。 

※雪崩危険箇所点検調査表及び写真等は原課で保管し、防災・原子力課からの求めがあっ

た場合に速やかに送付できるよう準備しておく。 

（４）雪崩パトロール 

雪崩パトロールは、気象条件等を勘案し、雪崩発生の危険性が高まったと考えられる場合

において、危機管理監の判断により実施するものとする。 

ア 雪崩パトロール実施判断の気象条件等基準 

・積雪深が１.５ｍ以上、かつ最高気温が１０℃以上で積雪が緩んできた場合 

・積雪深が１.５ｍ以上、かつ日降雪量が５０ｃｍ以上の降雪時又は見込まれる場合 

・気象情報等を総合的に勘案し、雪崩発生の危険性が高まったと判断される場合 

イ 雪崩パトロール実施時における各所属への依頼 

危機管理監が雪崩パトロール実施を判断した場合において、防災・原子力課長は、各所

属長に対し、パトロール実施に係る連絡を行う。 

（連絡のタイミングについて） 

・平日の場合     ：随時 

・土日又は祝日の場合 ：次のとおり 

①土日又は祝日の前日の夕方時点で、翌日のパトロールを依頼 

②土日又は祝日当日の午前１０時までに、当日午後のパトロールを依頼 
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ウ 雪崩パトロールの実施区域 

雪崩危険箇所一覧のうち、「重点確認箇所」を中心に行う。 

（５）雪崩の発生及び兆候がある場合の対応 

ア 警戒監視、他の関係機関、町内会長又は市民等からの通報により、雪崩発生が覚知され

た時、現地確認を実施する。 

イ 関係課間及び関係機関等により必要な対応を協議する。 

ウ 市民・町内会への危険情報（予兆）による周知を行う。近隣に集客施設等がある場合は、

危険性の周知を図るとともに安全確保に努める。 

エ 連続発生を考慮した警戒監視の強化を図るとともに、必要に応じて避難勧告等の発令（避

難誘導含む）を行う。 

オ バリケード、ロープ、セフティコーンの設置等を含む危険区域の立入り禁止措置及び通

行規制等の応急措置を実施する。 

 


