
　幹線道路の排雪が完了し、現在は
パートナーシップ制度による生活道
路の排雪が本格化しています。同時
に、新雪除雪や拡幅除雪、また今後
は気温の上昇によるザクザク路面や
ツルツル路面への対応などについて
も随時行ってまいります。
　状況によっては、これらの作業が
重複した場合など、当初予定してい
た生活道路排雪の日程がズレ込んで
しまうことも考えられます。これに
ついてはどうかご理解をお願いいた
します。
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このリーフレットでは、南区のみなさまに4回にわたり、
市の除排雪の仕組みや南区の状況等をお伝えしていきます。

このリーフレットのバックナンバーを札幌市南区ホームページに掲載しています。
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区の除雪作業について

札幌市南区土木部維持管理課（南区土木センター）　電話：011-581-3811

冬みち便りみな み 区

※お住まいの区域の除雪センターについては、冬のくらしガイドや、札幌市南区ホームページにてご確認ください。｠

お問合せ

発行

北地区除雪センター 　電話：011-583-6851
南地区除雪センター 　電話：011-573-9222

主な除雪スケジュール

札幌市の雪対策支援制度
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札幌市南区　除雪関連 検 索

いまココ！

札幌市では雪対策に関係するいくつかの支援制度があります。
詳しくは各問合せ先にてご確認ください。

　南区では、定山渓を除き各地区とも累計降雪量が昨年よ
りも100cm 以上多い状況であり、また積雪深も依然として
高い水準で推移しています。数字から見ても今年は非常に
雪の多い年ということがわかりますが、今後は気温が上昇
していくことが予想され、それに伴いザクザク路面やツル
ツル路面の発生が考えられます。また雪のゆるみによる屋
根からの落雪なども考えられるかと思いますので、雪かき
の際などには十分に注意して下さい。

（平成29年2月8日現在）

（平成29年2月8日現在）

※（　　）内：昨年の同時期の数値
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気温が上昇に転じます
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南区の冬の気象状況

（※ 以下の制度については、今シーズンの受付は終了していますが、来シーズン以降ぜひご検討ください。）

まだまだ楽しもう！雪活！
　「さっぽろ雪まつり」や「冬季アジアさっぽろ大会」など
たくさんの人が集まるイベントや、地域で行われる“雪あかり”
など札幌の冬には楽しいイベントがたくさんあります。
　雪は札幌の魅力の一つです。1年の約半分を雪と暮らして
いくのですから、雪と親しみ、雪を楽しんで過ごしてみては
いかがでしょうか。

雪活とは…

冬季アジア
さっぽろ大会
開幕まで
あと3日!!

　みんなが協力し、より暮らしやすい
冬をめざすための身近な活動、それが
「雪活」です。
　除雪のマナーを守ることはもちろん、
雪に親しみ、雪国ならではの暮らしを
楽しむことも大切な取組です。

　高齢者宅前の間口除雪やゴミステーション周りの除雪、
また滑り止め材の清掃など、ボランティア活動を行う団体
に対し、活動に使用する除雪用具の無償貸出しを行います。
○問合せ先：南区土木センター (011-581-3811)

ボランティア除雪用具の貸出し

　市の除雪の対象にならない市道を除雪する町内会などに
対し、小型除雪機購入費の補助を行います。補助額は購入
費の2分の1まで、50万円を上限としています。
○問合せ先：札幌市雪対策室 (011-211-2682)

小型除雪機購入費の補助

　間口や宅地内の雪を処理するため、宅地内に固定式の融
雪槽またはロードヒーティングを設置する場合に、設置資
金として300 万円まで無利子での融資をあっせんします。
○問合せ先：札幌市雪対策室 (011-211-2682)

　急な坂道や交差点付近などに砂箱を設置し、随時補充を行っ
ています。補充が必要な状況があればご連絡をお願いします。
また土木センターでは砂の無償配布を行っています。
○問合せ先：南区土木センター (011-581-3811)

融雪施設設置資金の融資あっせん

滑り止め材（砂）の配布・砂箱の補充

　市道や、高齢者宅前の間口、ゴミステーション周りの除雪など、
地域の除雪活動に対し小型除雪機の無償貸出しを行います。
○問合せ先：札幌市雪対策室 (011-211-2682)

　高齢者や障がい者など自力での除雪が困難な世帯に対し、家
の間口と玄関までの通路部分を、地域の協力員が除雪します。
○問合せ先：南区社会福祉協議会 (011-582-2415)

福祉除雪小型除雪機の貸出し
“雪活”で南区の冬をもっと楽しく！

　真駒内を中心にまちづくりの活動を行っている「さっぽろ南
区まち班チーム雪活」では雪を楽しむイベントを通じて地域活
性化や多世代交流に取り組んでいます。
　南区駒岡で開催されるイベント「アイススターホテル」で、
南区ならではの広大な敷地と豊富な雪資源を活かした“スノー
アート”をアーティストの磯崎道佳さんの監修のもと、地域の
みなさんと制作します。
　子どもからお年寄りまで楽しめる“スノーアート”を通じて、
南区の冬をさらに楽しく、元気にしていきます！

【まだまだやってます！南区の雪あかりイベント】
・みすまい雪あかり　　　　　　　2/18
・澄川雪あかりイルミネーション　12/23～2/28
・石山スノーファンタジー　　　　12/13～3/31

【真駒内スノーアート 2017 ～みんなで雪の上を歩いて絵を描こう！～】
日時：2017年 2月18日 ( 土 )
場所：札幌南ゴルフクラブ駒岡コース ( 札幌市南区真駒内 280)
問合せ先：machihan2015@gmail.com

▲さっぽろ南区まち班
　チーム雪活の皆さん

▲澄川雪あかりイルミネーションの様子

▲スノーアート（2010年　磯崎道佳
　「越後妻有 2010 冬 」十日町市）

他にも、以下のような要因により排雪作業が遅れてしまう場合があります。どうかご理解とご協力をお願いします！

・暖気や降雨による雪堆積場の
　陥没など、整備を要する場合

・近郊の雪堆積場が満杯になるなどにより
　運搬距離が遠くなってしまう場合

・道路への雪出しや路上駐車などの
　マナー違反があった場合



路面整正とは
マンホール上の
くぼみ対策をご存知ですか？
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　降雪や気温の変化によって、
路面がデコボコになったりザク
ザクになったりなど、様々に変化
します。車や歩行者のスムーズ
な通行を確保するため、路面の
雪を削り平らに整正します。

　新雪除雪とは違い、間口を開ける作業が伴な
いますので、「路面整正」には新雪時のおおむ
ね3倍の時間がかかってしまいます。
　市では、路面の悪化が予想されるときは、事
前に「路面整正」を行うよう取り組んでおり、
また、道路状況により悪いところから優先順位
をつけて作業を進めますが、その状況や地区に
よっては少しお時間をいただくことがあるかも
しれません。どうかご理解をお願いします。

　間口の前にはなるべく雪を置かないよう
留意しますが、やはり道路上のどこかには
置かなければなりません。
　状況によっては、以下のような場所にも
雪を置かざるをえない場合があります。

●民間の排雪サービスが排雪した場所
●ロードヒーティングが施された場所

どうかご理解をお願いします。

ザクザク路面指数

　市内の生活道路を対象に、車
の走行に支障を及ぼす「ザクザク
路面」の発生を 3 段階で予測し、
ホームページに掲載しています。
　「警戒」や「注意」が発表されて
いる時は、なるべくマイカーのご
利用を控え、公共交通機関のご
利用を検討してみてはいかがで
しょうか。

　マンホール上のくぼみは、下水管か
ら伝わる生活排水の熱 (13～14℃) に
よって、マンホール上の雪が解けてで
きるものです。市では断熱効果の高い
マンホールの蓋を取り付けるなどの対
応を進めていますが、いかんせんマン
ホールの個数が多く、全てに対応す
るまでには至っていない状況です。

　路面整正の作業では固くて重たい雪が発生することになりますので、ご家庭の出入り
口 (間口 )の前にはなるべく置かないように留意して作業を行います。
　ただ、新雪時の除雪と同様、路面整正を行う際も、削った雪を運び出すことはできま
せんので、やはり道路上のどこかには置かなければなりません。

マンホールのくぼみに雪を
入れ、踏み固めて平らにす
る。( 水を加えるなどする
とよく締め固まります。)

段ボール等で即席の断熱
蓋を作りマンホールの上に
かぶせる。

応急の対策

▲雪の置き場所についてはご理解とご協力を
　お願いします。

▲除雪車の運転席からは視界が悪く、間口をきれいに
　開けるのも、雪の置き場所を探すのも、大変な作業
　になります。

どんな風に？
（作業方法）

間口処理

いつ？
（出動基準）

作業
イメージ

かき分け
作業により
生じる雪

作業の
ポイント

朝のラッシュまでに
すべての道路を除雪します！
（※詳しくは第 1 号で紹介しています。）

路面を削った雪は、間口の前には
置かないよう留意します！

新雪が降り、交通に支障が生じると
思われるとき。

交通を確保するため、
降り積もった雪をかき分けます。

新雪。
（フカフカもあればベタ雪もあります）

朝のラッシュまでに、対象とするすべての
道路を終わらせなければなりません。

新雪除雪は“時間との戦い”になります。
かき分けた雪の間口前の処理は
みなさんにお願いしています。

新雪除雪 路面整正

路面の圧雪が厚くなり、段差や凹凸で
交通に支障が生じるとき。
急な暖気や降雨により、ザクザクで
交通に支障が生じるとき。

交通を確保するため、路面を削り、
その雪をかき分けます。

固くて重たい圧雪状の雪、氷盤。
水分を多く含んだザクザクの重たい雪。

作業により生じる雪は固くて重たいもの
になるため、ご家庭の間口の前には
極力置かないよう留意します。

削った雪を左右にかき分ける作業に加え、
さらに間口前の雪を前後に振り分け、
積み上げる作業を行います。

間口処理はみなさんに
お願いしています。

間口前の固くて重たい雪を
前後に振り分けます。

実は雪の置き場所に苦慮しています…。

雪の置き場所について
ご理解をお願いします！

新雪除雪の3倍の作業時間が
かかってしまいます！

路線において、開けなければならない間口が多ければ多いほど…

積み上げる雪山が
大きくなってしまいます…

作業にかかる時間（日数）
が倍増します…

雪の置き場所に
苦慮してしまいます…


