
札幌市の総合雪対策について
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はじめに

雪は「純白のベールで空聞を一変させ，四季の

美しさを演出する J ， r雪を利用した行事・スポー

ツ等を楽しめる J など正の特性をもち，他方では

「交通障害を引きおこすJ ， r雪処理にぼう大な労力

と経費を要する」など負の特性をもっている.こ

のように，雪はわれわれをとりまくすべてのもの

にプラス・マイナスの両面にわたって多大な影響

を与えているが，本稿では積雪寒冷の気象条件下

における都市活動の阻害要因に着目して，冬季道

路交通の確保を中心とした札幌市の雪対策につい

て概述することとする.

1. 札幌市概要

1. 1 自然

札幌市は石狩平野の南西部にあって，その中心

は東経141 0 ， 北緯430 に位置し，面積は 1118km2

で，いわき市，静岡市についで全圏第 3 位の広大

な面積を有している.地形は市街地が発展して本

市の中心をなす豊平川扇状地，その北東に展開す

る石狩低地帯，南西部一帯の緑豊かな山岳地，東南

部で波状に連なる丘陵台地の 4 つに区分される.

気象は裏日本型気候で，夏季はきわやかで冬季は

積雪寒冷である.四季の移り変わりは鮮明で 4

ひろはたたみお札幌市企画調整局企画部

干060 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目

1987 年 2 月号

月から 6 月にかけては晴天の日が多く，きわやか

な緑と咲き乱れる花で最も魅力的な季節となる.

一方， 11月下旬頃には根雪となり，厳寒期の 1 月，

2 月は最低気温が-20'C近くに冷え込むこともあ

り，最深積雪量は約 1m，ひと冬を通しての降雪

量は約 5mにも達する.

1.2 社会・経済

本市の歴史は，明治 2 年島判官による札幌本府

建設に着手したのが本格的開拓のはじまりで，京

都の街づくりを参考としたその構想、は，現在の大

通りで南北に，創成川で東西に分けて 4 区分とし

北側を役所，学校等を配して官地とし，南側の民

地と区分するというものであった.その後，黒田

清隆次官は，ケプロンをはじめエドウィン・ダン

など多くの外国人技師を迎え入れて先進国の知識

や経験，専門技術を導入し，また，明治 7 年屯田

兵制度の制定によって多くの屯田兵の入殖により

開拓が促進された.札幌の発生的特色を挙げると

①普からあった都市でもなく，長い間に自然にで

きたという都市でもなく，②最初から北海道の中

心都市にするという目的でつくられた都市であ

り，③諸外国の都市建設の方式を取り入れて新し

く建設した都市である，ということができる.

本市の人口は，昭和60年国勢調査で 154 万人を

超え，北海道人口 568 万人の27.2%を占めるに到

っている.明治 2 年の創建以来 110 余年にして全

国 5 番目の大都市に成長したその過程をたどると

30年代後半の高度経済成長による人口の都市集中
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傾向と 38年を頂点とするエネルギー革命による炭

鉱離職者の本市へのいちじるしい流入によって爆

発的な人口増加を示したものであるが，本市の各

種機能の集積が高いため，都市間交通の本市への

一点集中パターンとなっていることも人口増加に

拍車をかけているといえよう.

本市の産業構造は，昭和56年の事業所統計調査

からその特色を端的に表現すれば第 3 次産業に極

端に傾斜し，産業経済活動においてもますます北

海道の拠点都市としての性格を強めている.産業

別事業所数の割合は，第 i 次産業0.2%，第 2 次産

業 1 1. 9%，第 3 次産業87.9%であり，産業別従業

者数の割合をみても第 3 次産業が78.5% と群を抜

いて高い.また，本市の事業所数，従業者数の対

全道シェアは，事業所数26.1%，従業者数29.0%

と全道の 1/4 以上が本市に集中し，しかも年々そ

のシェアを高めている.

2. 冬季の現状と課題

本市の現在の道路除雪作業の基準である降雪量

10cm以上等の原型は，昭和47年の札幌オリンピッ

ク冬季大会の開催に向けて確立され，同時に広幅

員幹線道路の整備も飛躍的な進展をとげた.しか

し，除雪水準の向上や道路整備の進展にともなっ

て自動車交通量も増大し，冬季における道路交通

の渋滞は依然として解消されていない.また， 40 

年代後半から急速に普及したスパイクタイヤによ

るアスフアルト粉じんの発生は，除雪費や道路補

修費等の財政負担のみならず，今や深刻な都市環

境問題に発展している.他方，雪は山野につもっ

て天然の水がめとなり，植物を凍害から守るなど

きわめて重要な役割を果たしており，冬季スポー

ツ，観光の振興のほか，世界的な行事に発展した

「さっぽろ雪まつり J などの行事やレクリエーシ

ョンの開催をも可能にしている.

このように，雪はわれわれをとりまくすべての

ものにプラス・マイナスの両面にわたって多大な

影響を与えているが，ここではマイナスの影響，
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つまり都市活動を阻害する要因を中心として概述

する

2.1 降積雪による影響の全体像

冬の都市活動への影響は，主に道路への降雪に

よる交通機能障害，および断線による通信機能障

害が直接の原因となって，日常生活や産業，保守

などさまざまな都市機能を阻害させており，その

影響は表 1 に示すとおりである.

2.2 市民生活におよ lます影響

雪による市民生活への影響は，交通，保安，住

環境等多岐にわたるが，ここでは図 1 のとおり東

京，京阪神の大都市閏と比較して白動車による交

通手段の構成がきわだって高い本市の特性から，

その影響が最も大きい道路交通について概述す

る.冬季における道路交通は，堆雪による車道幅

の減少，路面凍結によるスピードダウン，安全運

転のための車間距離の増大等，走行条件の悪化に

よって交通容量や速度などに大きな障害を受けて

いる.自動車交通量をスクリーン横断自動車交通

量でみると図 2 のとおり夏季の971千台/日に対し

冬季は816千台/日で16%減少している.また，朝

ラッシュ時における主要幹線道路の運行速度は

図 3 のとおり平均で夏季 20.3km/時が冬季には

11.3km/時と半減し，冬季の道路交通は常に渋滞

がちとなる.ちなみに降積雪による交通手段の変

化を公共交通機関の日平均利用客数の推移からみ

ると夏季 (60年 7 月)に比べ冬季 (61年 2 月)は

12.3%増加しており，マイカーや二輪車からパス

.地下鉄等に手段を変えたことがうかがえる.

2.3 産業活動におよ{ます影響

雪による産業活動への影響は，一般的に①営業

活動の拠点である建物の敷地や駐車場の除雪，営

業用暖房等の経費の増大，②交通障害にともなう

原材料，商品等の入出荷遅延・途絶による販売・

生産活動の低下，③交通障害にともなう従業員の

遅刻，欠勤による生産活動の低下や顧客の減少に

よる販売の減少等があげられる.特に運輸業は交

通障害にともなう輸送の遅延等輸送コストの増大
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降積雪による影響の全体像

(ドカ雪による除排雪の遅れ，吹き溜 1) ・吹雪・雪崩の発生，凍結，道路幅員の減少，路上駐車による除雪困難)道路機能の低下

交通機関の利用阻害(パス・電車・鉄道の運休・遅れ，車粉公害，交通渋滞，交通事故の多発など)

お
白
吋
同
相M
泊
中

表 1

(吹雪，吹き溜まりなどによる航空便の欠航など)空港機能の低下

( ì巷内凍結による生活物資の入手困難，灯油・石油不足など)港湾機能の低下

(断線による電話の不通，停電，郵便物の遅れなど)通信機能の低下

緊急時の信頼性低下(緊急医療，消防，交通事故等不慮の事故などへの対応の遅れ)

冬の都市活動支援情報システムの不備(道路交通情報，産業支援情報，生活支援情報など)

(雪，霜，ひょう，氷などによる被害)農林漁業への被害

(原材料の仕入・輸送コストの増大，除雪費・設備投資の増大，工業立地の遅延など)工業活動の停滞

(仕入・運搬の困難，来店者の減少，販売額の減少など)商業活動の停滞

(観光道路の閉鎖，冬期交通機関の不備，冬期観光拠点未整備など)観光活動の停滞

(失業者の増加，出稼ぎの発生，人口の流出など)

(寒地住宅の不備によるすがもり，すきま風。暖房費用の増大，採光，落雪，吹き溜まり，雪おろし，除排雪，家
屋の倒壊，水道の凍結)

レクリエーション機会の減少(公園利用の低下，外出機会の減少)

(歩道への堆雪による歩行者空間の消失，交通事故の増大，泥はねなど)歩行者空間の阻害

ゴミ収集の不備，食生活の偏り)保健衛生機能の低下(し尿，

(都心の歩行者空間の魅力減少，冬の集い場の確保など)都心の魅力減少

(日用品の買いおき発生，物価の高騰，通学・通勤困難，学校の分校fじなど)

(除雪費の増大，公共施設の維持費増大など)

雇用機会の減少

住環境の阻害

日常生活の不便

他そ

降
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よ
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出典~北海道開発局「快適な冬の生活環境づくり事業推進調査報告書」※ 

© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



(千人)

徒歩・二輪車白重力，t~ノ〈ス鉄道

キし

腕

市2.4 

(千人)

L一一」
90 100 (%) 

0.4 

0.1 

80 70 60 50 

パス自動車

40 30 20 10 

鉄道

。

43年

53年

東
京
都
市

圏

ι一一」
90 100 (%) 

その他

0.3 

80 70 60 50 40 

鉄道パス自動車

19.5 

30 20 10 。

45年

19.0 55年

京
阪
神
都
市
圏

ロ』ーとともに，

L一ーー」

ω100 (%) 

パーソントリップ調査からみた代表交通手段別構成比(%)

および売上げ減少，通信・電力業の着雪に

よる断線等保守管理コストの増大および

売上げ減少，建設業にあっては積雪寒冷

期の工事不能等売上げの減少など産業全

般にわたって多大な影響を受けている.

市財政におよ lます影響

雪は市民生活や産業活動のみならず行

政にも多大な影響をおよぼしている.道

路の造成ひとつをとってみても縫雪スペ

ースを意識した広幅員道路の必要性や耐

寒のための 1m路盤厚を必要とすること

など割高な構造を余儀なくされている.

メンテナンスの面からみれば，本市は冬

季道路交通確保のため，除雪作業基準等

を表 2 のように定め効果的な除排雪を実

施している.昭和60年度の除排雪実績は

①車道除雪4， 070km (管理道路延長比

92.6%)，②歩道除雪し 960km(管理歩道

区間延長比93.3%)，③運搬排雪92.6km

で現行基準をそれぞれ 100% クリアする

38カ所の雪捨場の管理，

ドヒーティング維持，市民助成トラック

等の経費を含め52億円を投入している.

80 70 60 50 40 30 

4.4 

20 10 。

図 1

ま Tこスパイクタイヤによるアスフアルト

舗装の摩耗等路面損傷のオーバーレイに

38億円を要しており，除雪を含めた路面

の維持管理に総額90億円を費消してい
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夏季・冬季スクリーンライン横断自動車交通量(昭和59年度)図 3
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区

表 2 昭和60年度除雪作業基準等

作業基準または制度目的等 備 考

車道除雪
-通幅動員が時通8m学詰以時上童嘗の謡てに管理襲計道画路警的に除Zつ雪Pいを幹て行線，な降う雪量コが 10cm以上のとき，
なお 道路に連絡する路線等で，
機械

市
-幅員が 2m以上の歩道で，パス路線および住宅違担地域の歩行者

の
が多い歩道について，降雪量が10cm以上のとき，通勤・通学時ま

除 歩道除雪 でに計画的除雪を行なう.

雪 なお，住宅がはりついていない歩道，支障物件等により歩道除雪

作
ができない歩道は除く.

業
-パス路線で交通量の多い主要路線および国鉄駅，地下鉄駅等，車

運搬排雪 両が集中する路線で特に排雪が必要な路線を対象に行なう.

雪捨場 -吋搬排雪および市問雪に必要な雪捨駒山時間|
カ所設ける.

市 市民助成 -営関利をぷ目道的としない町を行内会等うの合団体が， 市の管ク理を無道償路おでよ貸び与公道す トラックへの等積がみ込行
トラック

を結 路の排雪 な場に，トラッ み等は町内会

民 る. なう.

除 除雪用機械 -営利を目的としない町内会等の団体が，市が除雪していない車道 除雪は. 200m以上

雪
または歩道を除雪する場合に. 50万円を限度に機械購入経費の 2 を 3 年間継続して行

購入費補助 分 i のを補助する.

る.これは本市の60年度一般会計決算額の約 2%

を占め，本市財政に大きな影響を与えている.

3. 総合雪対策のめざす方向

総合雪対策を冬季交通の面からとらえると，降

雪，積雪，寒冷気候条件によって生じる交通施設

の機能低下の下で，市民生活，都市活動を円滑に

維持していくための交通条件を整えること，とい

えよう.すなわち冬季交通対策は，①交通混雑に

ともなう所要時間等の移動のサーピス水準の低下

の解消，②交通にさいしての安全性の確保，③寒

冷気象下における交通の非快適性の減少，が主要

な目標であり，市民生活や都市活動に障害の生じ

ることのない条件をこれらの諸面において整える

必要がある.もっとも冬季交通対策に多額の費用

を投入することによって，より優れた冬季交通サ

ービス水準を確保することが可能であろう.しか

し，その費用は環境整備，教育・文化，福祉等に

おける諸々の行政サーピスとトレードオフの関係

にあり，そのパランスの上に立って冬季交通水準

1987 年 2 月号

なう必要がある.

を定めなければならない.

3.1 街づくりの基本目標

本市は昭和51年度に市の街づくりの基本理念で

ある基本構想と，これにもとづく新札幌市長期総

合計画を策定した.これは昭和70年を目標年次と

して本市がめざす理想の都市を，①北方圏の拠点

都市をめざす，②新しい時代に対応した生活都市

をめざす，の 2 つを柱とし，これを実現するため

の施策の大綱を定め，将来の札幌市について市民

共通のピジョンとこれに対応する諸施策の目標を

明らかにしている(表 3).この体系中，冬に深い

かかわりをもっ「快適な冬の生活環境を確保するJ

に含まれる冬季交通の確保の具体的施策として，

①都心部におけるロードヒーティングの普及，地

下道の整備，②幹線道路の除排雪能力の増強，路

上放置車等の規制強化，③気象，道路情報の提供

体制jの整備，④生活道路除排雪の市民協力の推進

がある.これら各施策の実施に当っては，長期計

画の基本方向にもとづいて経済社会情勢の変化に

対応しつつ，財源に裏うちされた 5 年計画を策定
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札幌市の将来像表 3

〈施策の体系〉

「都市嫌に鱒する
・まわりの市町村と機能を分かちあう
・豊かな自然を保全して緑にかこまれた市街地
を形成する
・まとまりのある都市空間を構成する

1. 適正な都市掛美への誘導と自然の中の都市づくり
(豊かな自然と調和したまとまりのあるまちに)

u
z
w
(
M
M
)
 

E 市制捜刺こする雌業を育成する
-総倒怜交通体系を確立する
・高度な中枢管理機能を充実する

2. 活発な都市活動を展開し，広域的な御jを果たす都市づくり
(活気みなぎる豊かで関かれたまちに)

-広く明るい住まいづくりを進める
・水資源を確保しきれいな水を供給する
.都制t水を円滑に処理する
-廃棄物を総併号に処理する
-公害のないきわやかな環境にする
.災害から市民の安全をまもる
・生活道路を整備して，お盛事故から市民をま
もる
-緑につつまれた憩いと居住の空間を創造する

(1)健康と安全を都市づくりの基本とする
(安全て快適な環境か整ったまちに)

北方圏の拠点
都市をめぎす

「ー・豊かな人間性をはぐくむ教育を進める

(2) 生涯を通じて学的創造伽f発揮できる環境づくりを進める -t-一・生涯を通じて戦教養豊かな市民をはぐくむ
(心の豊かな市陶酔. ~I) 高い市民文化地まれるまちに)r-・香り高い市政化を育てる

」ー・楽しいスポーツ・レクリエーションを広める

3. 市民一人ひとりの生活を
基軸とした都市づくり

新しい時代に
対応した生活
都市をめざす

「一・恵まれない市民の生活をあたたかくはぐくむ
(3) 恵まれない市民の生活をまもり，有曹のない暮しを確保する一一+ー・保健・医療体制を充実し，市民の健康を増進

(だれもがいつでも安心して暮らせるまちに する 、
」ー・消費生活の安定と向上をはかる

E 闘的生活蹴働る
.知的で楽しい冬季生活を創出する
・北方圏諸都市との交流を進め，冬の生活文化
を創造する

4. 快適な冬季生活を創造する都市づくり
(蜘1皇な冬季生活を創造するまちに)

E 心…うコミュニティーづくり伽
・あらゆる場で市民参加を進める
-柔軟で先導的な行致を進める

斗
λ

で

l
q
m

て

U
内
・
唱
牛
l
A
下

5. 市民が主体となる都市づくり
(市民みずからがつ〈る心のふれあうまちに)
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し各分野の目標の実現を図っている. 表 4 除排雪システム

3.2 除排雪体制の確立 分

円滑な冬季道路交通の確保策として 人力除排雪

類 | 使用エネルギー

|・人力
新雪除雪 -機械カ

機械除排雪 路面整正・拡幅整正

運搬排雪

流雪溝 -海河ど川水水，温，温泉廃水水，地，地熱下水水な, 
流雪施設

路面流雪溝

除排雪施設
無(ロ散ー水ド融ヒ雪ー -・ 排妻人酎弘工熱然幸也熱熱}温電地，海気下水水，石，温，油太泉揖，なガ熱スど，地
ティング)

融雪施設 散水融雪 |・地下水，河川水，温泉など
融雪槽|・地下水，河川水，温泉など
融雪析(ス|・電気，地温，地下水，河川水
ノーホール) など

道路構造
堆雪常道路 l ・特になし
中央集水道路|・特になし

その他
薬剤散布 |・薬剤
庄雪 |・庄雪車

の今日の除排雪体制は，極論すれば「雪

の移動J のために膨大な費用を投下し

ているといえよう.昭和50年代初期か

ら市民の市政に対する要望の第 1 に除

雪問題が占めており，除排雪経費の増

大，とりわけ運搬排雪のウエイトが年

々高まっていることはその l つの表わ

れである.もっとも機械力を核とする

除排雪体制は将来にわたって変えよう

がないといえようが，今後はダンプト

ラックによる運搬排雪の増加の抑制を

図りつつ，これにかわる雪輸送システ

ムあるいは雪をその場で処理する消融

雪システムを導入する必要がある.本

市はすでに地下水や下水処理水による
※出典~北海道開発局「快適な冬の生活環境づくり事業推進調査報告書」

融雪等いくつかの貯融雪システムを試

みているが，いずれも部分的にすぎない.除排雪

システムは表 4 のようにいくつかに分類される

が，それぞれの特性，経済性の上に立って自然，

地域条件に適合した個別具体のシステムを複合さ

せた総合除排雪システムを構築すると同時にゾー

ン，路線別除雪水準の設定等により機動的・効果

的な除排雪体制の確立を図ることが重要である.

このため本市は学識経験者，国・道の行政機関等

で構成する「札幌市雪対策推進研究会J を設置し

21世紀をめざした克雪都市建設のための除排雪の

あり方について検討しの年 3 月までに結論を得る

こととしている.

3.2. (1)機械力による除排雪

前述のとおり，除排雪の基幹となる機械力は，

今後もその果たす役割に変わりがないが，その重

点を拡幅除雪に移行させるとともに除雪ロボット

等技術革新による省力化を図る必要がある.また

除排雪をゾーンや路線別に他のシステムと機能分

1987 年 2 月号

担していかなければならないが，機械力は郊外住

宅地ゾーンおよび主要幹線等を重点とし，市街地

ゾーンや補助路線等は他の除排雪システムに分担

させることが適当であろう.

3.2. (2) 雪輸送システム

北海道開発庁が推進する「快適な冬の生活環境

づくり(ふゆトピア) J 事業の柱の 1 つに流雪溝の

整備があり，近年，雪国の各地でその整備に取り

組んでいる.流雪溝は冬季における道路空間の面

的，質的向上に効果が高く，特に商業地区等にお

いては，快適な買物，歩行者空間，コミュニティ

交流の場など多様な都市機能の確保を図る上で大

きな効果を発揮する.一方，流雪溝の整備には膨

大な初期投費を必要とし，運営面において沿道住

民の理解と協力が不可欠とし寸制約もある.特に

本市は寒冷気候であるがゆえ水源たる河川表流大

の結氷や流量不足等自然的条件における制約が大

きい.流雪溝等の雪輸送システムが機械除雪とと
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もに将来的な雪対策の柱となるためには，水源の

確保が重要な課題とされる.こうしたことから本

市は河川表流水の確保，下水処理水の活用，貯水

槽の設置等水源対策の検討を進めつつ， 62年度か

ら発電放流水を水源とする流雪溝の整備に着手す

る.次に市域を網目状に布設されている公共下水

道の流融雪溝としての活用の適否について検討す

る価値があろう.本市の公共下水道管渠延長は

5， 887km(60年度末)あり，管内の水温は1O'C程度

で流融雪には相当の効果が期待され，かつ投雪口

の新設改良程度の投資で済むという利点がある.

一方融雪による下水温度の低下でパクテリアの活

動が低下(限界水温 6 'C程度といわれている)す

る等，下水本来の機能を阻害するおそれがある等

今後の調査・研究を待たねばならない点が多い.

3.2. (3) 消融雪システム

気温が一20'C近くに低下する本市の気象条件で

は散水消雪は路面凍結を招き不適当で、ある.した

がって本市の既設消融雪施設のすべてが無散水で

エネルギー別にみると電気が 188， 424m2 (市が補

助して民聞が設置したもの 151 ， 828m2 を含む)，源

泉水が11 ， 782m2，地下水(還元方式)が200m2のあ

わせて200， 406m2 (60年度末)で、ある. 消融雪シス

テムは雪を移動することなしその場で処理する

ため最も効果の高いシステムであるが，使用する

エネルギーが電気の場合ランニングコストが高い

欠点があり，温泉水は地域的に限定されるなどそ

れぞれに陸路がある.今後消融雪の低コストエネ

ルギーの利用開発に期待するところが大きい.

3.2. (4) 雪処理のためのエネルギー開発

第 1 に水資源の確保である.水は雪を押し流す

作用と雪を融かす作用の 2 つの力を持っており，

雪処理の有力なエネルギーである.本市は市街地

を貫流する豊平川等の源流部となる広大な山岳部

を有し，水資源としては豊富だが寒冷気候により

山岳部の融雪が進まず，厳冬期には河川表流水が

不足する.このため，流雪溝の面的整備のための

水源確保が必要となる.新規水源としては流雪溝

用利水ダム(砂防ダム兼用も考えられる)の設置

による表流水の貯留や一定のエリアごとに貯水槽

を設けるなどの水源対策を検討する.第 2 に熱資

源の確保である.熱資源には太陽熱，地熱等の自

然廃熱と地下鉄廃熱，ごみ焼却廃熱等の人工廃熱

などがあり，これらはそれぞれ何らかに利用され

ている.本市はすでにごみ焼却熱を地域暖房や余

熱農業団地，温水プール等に供給し，地下鉄廃熱利

用にも取り組んで、いるが，これらの熱源を冬季の

消融雪に活用する方策を検討する必要があろう.

3.3 アスフアルト粉じん対策

スパイグタイヤは優れた安全性と利便性をもっ

(…- 眼れん

スキ}場などで，雪に反射した強い紫外線から「限j

を守るためにサングラスやゴーグルが使用されていま

す.普雪山で仕事をした人たちは，この強い紫外線に

悩まされ雪盲j とか「雪娘j と L 、って， 多くの人

が限を慈くしたようです.そんな時代，なんとか限を

守ろうと工夫されたのが「限れんJ です.

構造は「網目」のものと「すだれ状J のものがあっ

線が減る効果があると意識したわけではなく，限を守

る呪術としてつけたのでしょう.それにしても，いま

のサングララスに比べ，かなり不自由な道具のようで

す.

ところで，この「すだれ」ですが，最先端技術の 1

つである科学衛星“はくちょう"に積み込まれて活躍

しています.形も素材もまったく違いますが，すだれ

て，今で言う両眼用の眼帯です.網目の方は，目の大 コリメータと呼ばれる格子状の対のもので， X線観測量

きさや，糸の絹さ加減がむずかしかったようですが， の道具として世界中の関心を集めているそうです

すだれ状の方は，わりとたやすく作ることができ，多 ( 1 ) 

く用いられたようです.もちろんその人たちは，紫外 i 
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反面，舗装路面の摩耗や粉じん発生による大気汚

染，健康影響，市財政の圧迫等広範な問題を提起

している.スパイクタイヤ問題は，①安全性と環

境保全がトレードオフの関係にあること，②市民

が加害者でありまた被害者でもあること，といっ

た特殊性を有している.また，広域的な問題であ

るだけに国，道，市町村が一体となって総合的な

対策を講ずるとともに市民 1 人ひとりの理解と協

力が問題解決の上で最も重要である.本市はこの

問題解決に向けて，耐摩耗舗装の研究やスパイグ

タイヤの使用期聞を制限する指導基準の制定，ス

タッドレスタイヤ普及など，さまざまな対策を講

じるとともに60年 7 月に産・学・官・民の各界の

代表者で構成する「札幌市スノ4イグタイヤ問題対

策審議会J を設置し，車粉問題の全面解決に向け

て慎重に審議を重ねてきた.審議会では車粉の発

生源であるスパイグタイヤの使用禁止とスパイグ

タイヤにかわる高性能冬道タイヤの開発や路面管

理等が審議の焦点となり，延べ21 回にわたる審議

の結果， 60年 12月の中問答申についで61年 9 月に

最終答申を得た.答申の基本的考え方は， r…車粉

問題の解決に当たっては，これを健康影響を含む

深刻な都市環境問題としてとらえ，その発生源で

あるスパイグタイヤの全面禁止を基本的な考え方

とする. J とうたわれている.その主な内容は，①

スパイクタイヤ使用規制 (4 月 1 日から 11 月 30日

まで)，②市および市民の責務，③各界への要請，

条例制定に向けて，等で構成されている.本市は

この答申にそい，車粉問題の解決に向けての各種

施策を積極的に展開する.

3.4 市民参加

効果的な雪対策を推進する上で，一方に行政の

役割があり，他方に市民や企業の役割があって，

それが相互に機能することが望ましく，市民等が

みずから積極的に参加し協力する環境づくりが重

要である.したがって，市民個々が参加する意識

の醸成には，地域社会における連帯意識の高揚に

負うところが大きく，それを助長する施策の展開

1987 年 2 月号

もまた重要となる.こうしたいわぽ克雪人づくり

は，将来にわたる総合雪対策推進の上で，行政の

役割とともに両輸を構成するものであるから，雪

対策の個々具体にわたって市民の理解を得る手だ

てを講じるとともに，町内会等地域単位のまとま

りやサークル活動の場などあらゆる機会をとおし

て，その環境づくりを展開していく必要がある.

3.5 情報の提供体制

市民が主体的に行動できる環境づくりは，地域

社会における連帯意識の高揚とそれを助長する施

策の展開であり，これをとおして行政，市民等の

それぞれの役割が相互に機能し，効果的な雪対策

を可能ならしめることをあげたが，これを円滑に

機能させるものは情報であるといえよう.雪にか

かわる情報として従来からある全国的気象情報，

道路交通情報等の降雪，路面情報は，ともすれば

タイムリー性に欠け，まして今後スタッドレスタ

イヤの普及により，道路交通の一層の安全走行を

保つ上では時々刻々の正確な情報の果たす役割が

ますます強く要請される.近年，新しい試みとし

ていくつかの情報提供システムづくりが取り組ま

れており，その 1 つに北海道開発庁の路側通信シ

ステムがある.これは気象条件が変化しやすい峠

部の気象状況や路面・交通状況をフリーパターン

道路情報版やカーラジオを利用して路側放送によ

ってドライパーに情報提供するものである.その

2 つに本市のスノートピア計画(郵政省テレトピ

ア構想の地域指定)の冬季道路交通情報システム

がある.これは降雪予測システム，積雪・凍結感

知システムなど 6 つのサプシステムで構成されて

いる.降雪予測システムは気象衛星等全国的気象

データと本市が設置している降雪予測レーダーか

ら得られる雲量，風向等の気象情報をもとに 3 時

間先の Ikm メッシュごとの地域降雪量を予測す

る.また，積雪・凍結感知システムは主要地点に

設置したセンサーによって道路の積雪や凍結など

路面状況を感知する.この両システムの情報の組

合せによって先行的な除雪体制の確保を可能にす

(25) 81 
© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



るばかりでなく，スノートピア全体計画をとおし

てこれらの情報を市民に提供することにより市民

みずからが道路交通の手段・経路の選択やスパイ

グタイヤの自しゅくを可能にする.さらに地域社

会単位の流雪溝利用情報の提供により市民協力の

促進と適正な管理運営が図られる.このように行

政，市民それぞれの役割が相互に円滑に機能する

上で，情報は重要な役割を果たし，効果的雪対策

に不可欠なものといえよう.なお，スノートピア

全体計画は冬季道路交通情報システムのほか，テ

クノパーク情報システムおよび地域コミュニティ

情報システムの 3 つの基幹システムで構成され，

将来，段階的拡大の上で実現性の高い「幹」とし

て選定されたものである.

おわりに

未来永劫に続く雪と人間のかかわりの中で，雪

対策として負の影響をいかに克服するかといった

いわゆる克雪対策を中心に論じてきた.しかし，

これは自然への挑戦のみでは決して解決できる問

題ではなく，むしろ自然との調和，いわゆる和雪

親雪と並行した克雪対策を展開すべきものであろ

う.その意味において，本市長期総合計画は積雪

寒冷の気候を生かし， r文化は北から」の発想のも

と，冬季は芸術文化活動を活発化する時期，思索

の時期，身体をきたえる時期としてとらえ，自然

に適応した生活文化活動を促進するとともに北方

圏諸都市との交流を進める施策も積極的に展開し

てきた.本市は今後予想される社会的変化への対

応，都市と市民生活の活性化および都市個性の伸

長といった課題を中心に21世紀に向けてめざす街

づくりの方向について検討し， 61年 6 月「札幌21

世紀構想 (21世紀への展望と指針)J を策定した.

現在，これを指針とした新たな長期計画の策定を

進めており，これには21世紀の札幌に適応した総

合雪対策の方向性が盛り込まれることとなろう.
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自然とのつきあい

「暖房は 12月から 3 月までJ 等と杓子定規にやられ

てはかなわない.関東地方でも， 11月末の寒い日には

文字通り震えあがってしまうし 3 月も終わりの頃に

なれば上着をぬいでも暑い位になってしまう.

天然・自然の現象のようにスケールが大きく，われ

われ人間の力ではとてもコントロールできないものは，

とにかくしっかりと見つめて，そのありょう・動きょ

うをとらえることが第 1 である.

後楽園野球場の弁当屋は毎日スタンドから東京タワ

ーを見つめ，その鮮明度によって翌日の天候，ひいて

は弁当の売れ行きを予測するのだということを新聞で

読んだ.いたみやすい食料品のことである.予測は直

期をーにしなL、からである.

春になる.山の雪が次第に解けてゆくにつれ，残雪

が山肌に描く模様はさまざまに変化して，その姿は里

人の想像力をかきたてる.毎年きまってあらわれる，

特定の形を合図に農作業を開始したという.新潟，富

山，長野の 3 県にまたがる白馬岳の名の由来もこのよ

うなところにあるということだ.

気象庁が桜の開花宣言をするのも暦によるのではな

い.東京地方の場合，九段の靖国神社にあるきまった

桜の木を基準にするのだそうである.

ある年のこと.春が遅く，なかなか花がさかない.

まだかまだかと，九段に日参していた係官，そのうち

援に商売に響く.タワーを見つめる日も真剣であろう. に面倒になり，その日は電話で済ませることにした.

れた.八十八夜などという暦の上の日が使われたのは 宮司「うちの桜はみなもうとっくに散りましたが・・…

むしろ気候の温暖な地方のこと.北国の，遅く，不安 ?J 

定な春の到来時期を知るには暦は頼りにならない.ま 係官 i?! J 

して，太陽暦が導入されるまでには暦そのものがあで やはり，自然はしっかりと見つめることが大切なよ
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