今年度から
新たに始めました！
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地域と創る
冬みち事業
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地域の課題を書き出して地図 回にわたって行われた懇談
に張り付ける作業。身近な課 会。町内会の住民約30人が集
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冬みち課題マップが完成

衛さん
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公園に雪を捨てたい。スノーダンプ用
の雪道を、除雪時に壊さないでほしい。

課題マップを参考に道路パト
ロールを行い、必要に応じて
路面整正を行いたい。

今年度より、遊具回りには雪を積み上
げない、春先の雪割り、ごみ拾いを
行う、機械で入れないなどのルールを
決めて市と協定を結んだ場合に認め
ることにしています。その際には、進
入路も決める必要があります。

ザクザク路 面 でよく
車が埋まる。状況を
見て除雪してほしい。

4
「雪捨てしないで」看板を立
ててはどうか？
まず は 課 題 マップ を 利 用し
て、町内会でも雪出し禁止の
周知をはかってはどうか。

協定を結んでの公園利用に取り組みたい。
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児童会館
ビッグ
ハウス

道路の左右均等に除雪してほしい。

状況を把握し、必要な対
応を検討したい。
要検討

均等なかき分け除雪を行うよう、技術的
な指導を行う。ただし、路上駐車などが
均等な除雪の妨げとなっているため、地
域の皆さんのご協力もお願いしたい。
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今年度の除雪では現行予算内で、できる
だけ拡幅できるように取り組んでいく。

旧開発局
官舎

ツルツル路面。砂箱
を設置してほしい。

私有地の空地を、雪の一時堆雪場所
として利用できないか？
歩道の段差がすごく大きいので
工夫をしてほしい。

私有地については所有者の利用計画も
あるため、調整が必要。
要検討

車庫へのスリツケで歩道のこう配
がきつくなっているので、直すの
は難しい。歩道除雪の際にできる
だけ対応したいが、皆さんにも特
に気を付けて通行してほしい。

私有地の賃借条件などの調整ができていな
いため、今年度の私有地の利用は見送る。
体育館横のグラウンドなど市有地の利用に
ついては引き続き可能性を検討したい。
旧中の川を雪捨て場
に利用できないか。

幹線道路

西区



河川敷が少なく、すぐに河道となっているため、この個所
では難しい。春先の融雪水によるはんらんも懸念される。

公園

マンション
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町内会の取り組みとし
て検討してほしい。
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通学路排雪

路上駐車が多い。スクールゾーンを
駐車禁止に！
町内会で「駐車禁止宣言」をしては
どうか？

発寒墓地
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新雪除雪の出動基準を10㎝→15㎝
に変更し、浮いた費用で交差点の
雪山排雪を行う。

通学路を延長しないのか？

▲

歩道の除雪をしてほしい。
歩道除雪をするためには、歩道の幅員
が２ｍ以上必要だが、堆雪スペースも
必要なため、実際には幅員12ｍ以上
の道路でなければ難しい。
通常の除雪の中で歩行者に配慮した
除雪を考えたい。
要検討
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何かを我慢して、浮いた費用
で交差点の雪山排雪をしてみ
てはどうか？ 砂箱は設置でき
る場所があるか検討する。

▲

土日は渋滞がひどく、交差点で毎年事
故あり。
課題マップを企業へも配布し、利用者
にマナーの向上や、危険個所の周知
の協力をお願いしてはどうか。
改善呼び掛け

新雪除雪はかき分け除雪で行うため、降雪量の多い日
には大量に間口に雪が行く場合があります。間口除雪
は皆さんのご協力をお願いします。

間口に大量の雪を置い
ていかないでほしい。

雪山で見通しが悪い。
ツルツルな の で 砂 箱
を設置してほしい。
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あるか検討する。

冬期間の路上駐車については「札幌市
における良好な環境を確保するための
違法駐車等の防止に関する条例」の第
12条で、除雪作業の支障にならないよ
うにとの条文がある。各区で実施して
いるパトロールや啓発活動の充実、広
報による周知により対応していきた
い。地域のご協力もお願いします。

警察のパトロールも強化されている
が、課題マップを利用し、町内会か
らの路上駐車禁止の呼び掛けも行う。

ごみ出しのマナーが悪く、歩道
がごみでふさがる。
ヒーティングによる段差大。

民家通路から通学路への雪出
しにより、通学に支障がでる。

ごみステーションと消火栓を除雪時
に埋めないでほしい。

ヒーティングを歩道に設置する場
合、設置者と管理者が協定を結
び、段差の解消は設置者が行うこ
とになっています。課題マップを
使用して、マナーの向上や段差解
消の呼び掛けをお願いしたい。

昨年は通報があり、すぐに担
当係とマンション管理組合と
打ち合わせして対処した。課
題マップを利用して、町内会
でも雪出し禁止の周知のた
めの協力をお願いしたい。

町内会に情報提供をお願いし、ごみ
ステーション・消火栓マップの活用
や現地での明示によって改善したい。
技術的な努力もするよう指導するが、
ごみステーションの位置を高くした
り、地域ボランティアでの対応も引
き続きお願いしたい。
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