
県議がつくった

石川の財政＜第12号＞

石川県議会議員

室谷ひろゆき

【今冬の豪雪対策の反省と次代のために…今後のとりくみ】

（雪害における県民被害を少しでも防ごう）



　   今冬の豪雪は、県民生活に多大な被害をもたらしました。

　又、私のところには、県庁や市役所同様、除雪の要請や苦情等、多くの連絡を頂きました。

　そうした中、実際に除雪作業をしてくださっていた、除雪車のオペレーターの方々は、高齢化と人手不足という

状況にもかかわらず、大変、一生懸命取り組んでくださいました。

　又、県庁をはじめ役所の方々も、疲れ果てながらも対処して下さっていましたし、県議会では、2/7に、県内が記

録的な大雪となっていることを踏まえて、過去最大となる32億円の道路除雪費を確保するため、補正予算を可決し

財政上からも除雪力が滞ることがないようにしました。

　・・・・とはいえ、今回のような豪雪は、財政上の措置の域を超えています。

　そこで、今冬の豪雪を、一災害として終わらせることなく、石川県は雪と関わってゆく土地柄だと云うことを今

一度思い返し、次代のために県民生活への影響をできるだけ緩和し、雪害に負けない、強い石川県づくりのため

に、〈雪害対策〉について考え、とりくんでいきたいと思います。

　雪害被害対策のためには、県庁や県議会が休業というわけにはいきません。大雪の中、何としても登庁しなけれ

ばならなくて、私自身、1月そして特に2月初旬の豪雪では、日々の通勤にはつらくて怖い思いをしました。

　早朝に出発したにも関わらず、道路のデコボコや、ほとんど進まない渋滞の中、加賀市から県庁に着くまでに片

道3時間,かかったこともありました。

　豪雪の中、大変な思いをしていらっしゃる方々のために、できる限りの事を進めたいと努力しておりましたが、

叶わない事も多く、自分の力の無さを痛感し、今回、大変苦しみました。
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　今冬の主な県内降雪状況　　　　　大雪警報6回、　　　　大雪注意報11回

・2/4以降、加賀南部では、過去5年平均の5倍以上もの警戒積雪深となりました。

特に、2/6からの豪雪によって、ほとんどの道路が雪でふさがれ、移動困難道路が多発しました。

・除雪車も、必要箇所があまりにも多くて稼働しきれず、又、除雪した道も降り続く雪によって

更に圧雪され、渋滞を引き起こし県民生活に多大な被害をもたらしました。

　今冬の北陸豪雪の原因　（気象庁による）

　大陸から吹く北西の風が朝鮮半島北部の山脈で二手に分かれた後、日本海上で合流し帯状になった雪雲が発生。

　この〔日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）〕が、福井県の上空に流れ込んだうえ、低気圧が停滞したために上空に居

座る状態が続きました。

　さらに、北陸地方の上空約5000メートルには、平年を10℃近く下回る、零下39℃以下の強い寒気が存在しJPCZを

より活発化させたため、これほどの豪雪をもたらしました。
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 　もともと北陸は気象上から、世界有数の多雪地帯だった！（昭和の頃：大雪は常だった）
　

　✻　加賀市の被害状況（2/5～2/11）…人的被害（救急搬送）132件、建物被害…住宅2件、非住宅…5件

　✻　加賀市除雪車稼働状況　　　　　…61社、102台（ショベル系除雪機械）

840棟 7棟

建物被害

全・半壊 537棟 1棟

一部損壊 13,583棟 13棟 詳細は後日

浸　水

死者・不明者 24名 6名 2名

負　傷　者 151名 24名 76名

昭和では、52豪雪、56豪雪、59豪雪、61豪雪、又、平成に入ってからも、平成18豪雪などによって、県民が多くの

被害をこうむり、その後　　・・・以下の様な対策がとられてきたのですが・・・

 　県内における豪雪被害と、その後の対策

38　豪雪 平成18年豪雪 今　冬

過去最大
気象庁による命名は

2/12時点
38豪雪以来2度目

BUT.　ここ数十年ほど、暖冬の影響もあって一部の地域（例：加賀市では山中地区）を除き、ほとんど積雪は無く、そ

のため大雪に対する備えや住民の雪に対する意識（楽観視していた傾向）や、オペレーター（除雪機を使って除雪作業

する人）の高齢化、人手不足、技術力の低下等が露呈し今冬の豪雪では被害を拡大させました。

　　　過去の大雪の教訓を、我々は活かしてきたのか？

　多くの死者や負傷者を出した、38豪雪（1963年）以降も、県内では度々豪雪にみまわれてきました。
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〇　雪害の影響と各界の状況及びとりくみ　

Ⓐ住民生活への影響 Ⓐ住民生活への影響

・建物損壊

・学　校

・停　電 ・学　校

安全な登校が難しく休校や授業時間の短縮を実施

この冊子は2月に作成したため未だ詳細なデータが全て出

ていません。そのため、現在の解る範囲で示しています。

～ご了承下さい。

11棟（2/12時）特に、空き家の損壊が目立った。

各地の小中高で授業の繰上げ、繰下げ等 ⇒ 今後 のとりくみ： 老朽空き家対策・撤去の強化

県内で8万戸弱で停電が発生

2、住民共同意識の変化　例：地域的連帯感の希薄

3、交通 　例：物流の発達により、大雪でも大量のトラック走行。自家用車は一人一台時代の中、大量の車が大雪

でも走行し、日中の除雪が困難。又、路上放置車両による除排雪活動や各種応急対策への支障

4、都市化　　　　　　例：オープンスぺ－スの減少、雪捨て場など

過去の教訓と雪害対策　　（直近の平成18年豪雪時の対応をふまえて）

平成　18　年　豪雪 今　　　　冬

　　　⇒　今回の豪雪被害の拡大は、気象の要因だけではない。

県内の大部分の「社会的変化」が、雪害をより深刻化させた。

1、生活環境の変化 　例：一旦、雪害が発生すると、ライフラインや携帯などの充実に伴い、その便利さや快適さが失われる

ことによる生活面及び情報面の不安拡大や、他責の羅列、業者、役所頼みにする方々の増加。
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・電力消費量

・通　信

⇒その後のとりくみ

教職員やPTAなどにより通学路の除雪を行う。

・物　価 ・断　水

・灯　油

各家庭の給水管が凍結して破損し、漏水が同時多発した。

・配達物

・医療 ⇒その後のとりくみ

Ⓑ産業への影響 ・野　菜 （大雪の前から高騰。）

例：県内温泉地で延べ1万4千人以上のキャンセル

→大損害に。 ・鮮　魚

スキー場は大雪すぎて、運休が相次いだ。等

Ⓒ道路への影響

・通行止（高速） ・燃　料

事故による通行止めが発生

・通行止（一般道）

大雪で陸路が封鎖され、県外の魚が流通せず、入荷

量は通常の5分の1しか無かった。

福井方面から来るタンクローリーの遅延により不足。

加賀のGSでは給油制限や企業の重油不足。

2月に1987年以来、過去最高価格を更新する。

（復旧を長引かせた一因…空家状態の家での漏水が多

く、止水栓が雪に埋もれていたので、作業が困難）12月下旬～2月上旬にかけ、県内各地で遅延等が発生

渋滞で輸血車の遅れや、提供者の不足が発生 一軒一軒、漏水を確認し止水。又、各家屋に凍結防止対

策を促す。水道料金の減免を行う　etc

地域の店舗によっては、納品が全く無かった。

高　校 17 38 21

県内全市町村において通信設備の被害が延べ1700件以

上発生

キャベツが最大前年比170％以上に値上がりする 1月下旬の強烈な寒波などにより能登では断水が長期

化（復旧まで10日かかった地区もあった）

12/22、北陸電力管内1日電力使用量が過去最大を更新
小学校 121 151 94

中学校 45 49 24

公立学校 2/6 2/7 2/8
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Ⓑ産業への影響

・交通事故 ・県内各地の旅館やホテルでキャンセル多数

・農業被害、農業用ハウスの損壊（1000棟以上）

Ⓓ公共交通機関への影響 ・倒木（林業被害）

高速バス 293本運休 ・従業員が出勤できなかった。営業勤務時間の短縮etc

路線バス 64本運休 ⇒その後のとりくみ

鉄　道

航　空 57便欠航

Ⓒ道路への影響

・2/6未明、加賀市熊坂から、坂井市丸山が通行止め。

〈

⇒とりくみ 　又、高速道路の通行止により、一気に国道8号線に車

が集中した事も重なった。・大雪にも強いルートを広く知ってもらうため「雪道

ネットワーク」（関係機関が相互応援を行いながら重点

的に除雪をする路線で、優先的に交通機関の確保を目指

す路線）のパンフを作成し配布。

　県境からの国道8号の交通規制及び通行止めの決断時

期が遅かったのではないか？

　以上、様々な被害がありましたが、「H18豪雪」で

は、過去2回の幹線道路の大渋滞を教訓（H13・H16の

大雪）にして【異常降雪】が発生しても ・国道8号線（主に、あわら市から坂井市にかけて）1500

台もの車が立ち往生。
円滑な交通確保を図るため、各道路管理者に加え、石

川県警が共に連携を図ったこともあり深刻な道路交通

障害は発生しなかった。

 加賀市から、福井県への県境は、峠の頂点に位置し急

な坂道が続く。

　県外から来た大型トラックの中には降雪に不慣れな

車両もあり、チェーンの準備がなくスリップを起こし

て自力走行が困難となり渋滞を招き同時に集中的で急

激な降雪の中、立ち往生がはじまった。

　又、過去の教訓をふまえ、道路を利用する県民及び県

外の物流業の方々に情報提供、周知の強化を図ってい

た。

県境付近の道路を中心に、雪崩、倒木による通行止

スリップ事故件数がH16年度比べ約3.8倍に増える

1000本運休し、33万人以上に影響。 県としては、2月13日に総務省、及び、国土交通省に財政

上の支援を要請、国も支援する考えを示している。

反

省

原

因
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・「みちナビ石川」の開設

・ドライバーへの周知拡大

・救援体制の早期確保 その後のとりくみ⇒

Ⓓ公共交通機関への影響

：例：

⇒その後のとりくみ

〇排雪場の開設 〇住民協力

　過去数度の大雪の教訓から、増やして対応した。 高齢者世帯の増加や空き家の急激な増加。

　〔一般道〕に【事前配備】を行った。その結果、高速

道路が通行止めになった時、一般道に流出して登坂不能

となった大型車を迅速に救援することができた。

通行不能車両の対策強化や広域的な迂回路設定などを要望

　2月6日～8日ＪＲ北陸線の大坂・名古屋方面の特急及び普

通列車がすべて運休になるなど、加賀から金沢移動への手段

がストップ、小松空港及びバスの多くも運休となり、県民及

び観光客の方々に多大な影響を及ぼした。

配備場所 加賀市熊坂

配備目的 登坂不能車両の救援・除雪強化

効　果

14トン級除雪ドーザにて、加賀IC～国道8

号間を集中除雪、登坂不能車両を救援。

大雪時の対応を各社に要望

　対応が後手にまわり、現場は2車線しか無く除雪車が

入っていく事が出来ず、1台づつ後ろ向きに引っ張り出

していき、対応するしかなかった。

　冬季道路情報をその場所の道路画像や降積雪量で提供

…これをみればこれから行く道がどんな状況か解り、そ

れを見てそこへの移動を控えるなどの判断材料を提供

　ラジオ、テレビ、新聞、パンフ、チラシ等により周知

及び冬用タイヤ着用キャンペーン、電光掲示板、雪道

ネットワーク、HP等でくり返し広報。

省

今後の教訓として⇒いかにタイミングよく片方を通行止めに

して、集中除雪するか。又、もう片方の車線を使って、連携

して車を通すことができれば、三日以上にも渡る立ち往生を

招くことはなかったのではないか。通行止めは、大変な決断

を伴うが、集中除雪と高速道路との連携は、大きな課題とし

て取り組んでいかなければならない。

反

省
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〇住民協力

⇒とりくみ

　今冬の除雪のとりくみ　　［県］ ・県の除雪出動基準、及び、様々な除雪作業

◎除雪機械の出動⇒9941台（累計）

〇各市町への支援

・各市町雪害対策本部への県職員派遣

・県の雪捨て場を市でも使えるように。

連続した除雪作業により、路側の雪が大き

くせり出し、幅員の確保が困難な所に行う

新雪除雪 重点路線は新たな積雪が5㎝に達した時

路面整正

路面に残雪等があり、放置すると交通困難

な状態になると判断された時や、連続降雪

による圧雪の防止路面の平坦確保
〇今回、1月の大雪をふまえて、1月後半より市町除雪作

業への指導、県市町の除雪作業の連携を進めた。
圧雪処理

高低差が生じ、交通障害の原因、圧雪が緩

みかけた時点での取組が必要✻市町はおおむね積雪10㎝以上で出動。そのため、除雪

作業の違いにより交通に支障を起こしていた事もあり、県

議会で県市町の連携の必要性の提言がなされました。 拡幅除雪

以前にもまして家の前の生活道路や歩道が除雪されない状

態が続いた。　行政や各道路管理者の除雪作業は、どうしても「優先

度」によって行われる事になる。

　そのため広域ネットワークや輸送網の確保を目的とした

車道除雪で手一杯となり、この時も生活道路や歩道除雪は

遅れた。

　地域によっては、町会の方々などが一人暮らし高齢者宅支

援、雪かきボランティアによる支援等を行った。

　又、市によっては、生活道路や歩道、通学路などの除雪に

活用するため、除雪機を購入する町内会への補助制度を7割引

き上げたり、全消防分団に除雪機配備を決定したところもあ

り、地域連携による「除雪力」向上策を強化しだしていま

す。

　こうした中、このような道は住民主導による除雪が続

いた.
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　　　除雪を担う業者が大変なことに！（アンケート等参照） ・

<オペレーターの状況について> <除雪業務全般の採算性について>（県内企業）

石川県

why.儲からないのか？

・機械の維持管理や修繕等によって、利益は薄い

〇　除雪業務に従事する人員の確保について

高齢化、若手不足 若年層の育成

人員、有資格者の不足 資格取得支援、訓練の実施

過剰労働 人手不足ゆえに過重労働となるので人員確保支援を

推進。✻冬期間だけの雇用や不定期就業では、技能者を集める

ことは困難である 通年雇用や給与保障

　肝心の除雪を担うオペレーター、建設業者が不足してきている

そのため、行政は機械を用意し、貸与したり保険

の支払いをするなどしていますが、それでも年々

採算悪化が表面化、委託業者の除雪力が低下して

きています。

・除雪は、降雪量次第のためここ数十年ほど雪が降らな

かったので出動回数が少なく、機械や人手を確保してお

く事が出来なかった。

課　　　題 対　　策

赤字

20%

黒字

47%

利益な

し33%

県からの仕事
赤字, 

37%

黒字

13%

利益

なし

50%

市町からの仕事不足

13%

十分6%

最低限

81%

石川県
不足

43%

最低限

57%

福井県
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土木部長 　県として、転職者を対象としたとりくみ、又、若い方、特に高校に直接出向き、お話をさせて頂いている。

　又、職場環境を良くする必要があります。ICT化、週休二日制、就労環境の改善として、社会保険の加入促

進にも取り組んでいる。このようなとりくみを地道に続け、少しでも就業者の確保を図っていきたい。

　又、ご指摘の通りオペレーターの技術力や経験によって仕上がりが違ってきます。そのため若手オペレー

ターの技術向上に向け、県として道路の除雪機械操作技能研修会を実施している。

引き続きオペレーターの確保と技能の向上にしっかりと取り組んでいきたい。

今冬の大雪に対し、私の１月及び２月における主な県議会委員会質問・要望と当局の答弁

　　Ⓐ　本年1月の大雪をふまえての1月の質問　（一部抜粋）

　この1月の大雪は、7年ぶりの大雪であり、以前と比べると除雪業者が減っている。そのため、県、市が委託

業者に頼んでも、除雪が追いつかない。

　倒産や廃業によって、民間保有の除雪機械が減少している。県、市では自治体所有の機械を増やしたり、重

量税や保険料等、固定経費の一部を支払う契約制度にして支援しているものの、業者不足と建設就業、特に若

い人の減少をくい止めることができていない。仕事はあっても人がいないため、まわらない。委託業者がこの

ような状況にあることをふまえ取り組んでほしい。

　県内では、35歳未満は13.9％しかおらず、高齢化が進行している。オペレーター不足、及び除雪業者の減少

など、除雪作業に携わるマンパワーの危機に直面している。県としてのとりくみを問う。

答　弁 　オペレーターの安定的な確保が非常に大きな課題です。
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土木部長 　御指摘の通り、機械を手放される方が増えているようで、県有機械を少しずつ増強し、カバーしながら、

又、当然、機械も古くなるので、更新して一部増強しつつ、県有と民有を合わせた必要な機械台数を確保して

除雪にあたっている状況です。

　県道は、かなり上手くやっていたものの、大変なのは市道です。又、生活道路の場合は、自分達で除雪しな

ければならず、今回のようなドカ雪が、これから1月後半、2月に起こらないとも限りません。ある程度数値を

あきらかにして、取り組んでいただきたい。

　又、消融雪設備については、費用がかかり大変かもしれませんが、とりくんでいただきたい。

答　弁 　今年は54名の参加があり、内訳は、加賀33名、中能登12名、奥能登9名、

土木部長 　費用については、実際に使っている機械を持ち込むので、燃料代のみになります。

　委託業者が自前の機械を所有しにくくなり、県有のものを借り上げしながらやっていると思う

が、現状を問う。

答　弁 　県有と民有の割合は6対4くらい。

　技能研修ではオペレーターの育成に関して地域バランスをはかり、又、小規模建設業者も参加出来るよ

う費用面の支援を進めていただきたい。

質 問

私

質 問

私

質 問

私
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土木部長

　11/1から、いわゆる除雪体制に入っておりまして、2/13の8時現在で、県内全域で累計9941台、

土木部長

　

道路整備

課長
本年度のオペレーターは1173人を確保しております。

　新雪除雪、これは県は５㎝で出動したから良かったが、いわいる圧雪起こし作業、それから道路拡幅、これ

が大事だったんですよ。

　私自身、ここ県庁までの通勤で県道をかなり使いました。というのは、高速道路がまず走れません。JR走っ

てません。どうやって行こうかと。今回、私が今まで通った中で最も酷い県道のデコボコでした。

Ⓑ　本年2月の記録的豪雪をふまえての2月の質問（一部を抜粋）

いろんな所で『来とらんよ！』との声を聴く、実際の除雪機械の出動状況について問う

答　弁

　今回、非常に降雪量が多かった。一度、除雪はするんですけれども、十分な道路幅員が確保されていない状

況がみられましたので、特に夜間を中心といたしまして道路拡幅除雪を行った。

　まち中でいきますと、なかなかそういった事もできません。そういった事で、ロータリー車とダンプ車を併

用してロータリーによる雪をよけて、それをダンプで運搬排雪をするといった作業をやらせていただいた。

　建設業界への入職者の増加は、大変大事なことです。我々と建設業界協会が連携を図りながらやっていくと

りくみと感じている。答　弁

　又、消融雪設備についてですが、このようなドカ雪になると、設備があるところは、雪に強いため希望され

る方は非常に多いです。コストの問題は別として、県としては、道幅の狭さや交通量等を考慮し優先順位をつ

けてやっていかざるを得ないと考えております。ただ、水が無いとできないため、そのような兼ね合いの中

で、又、その維持管理費用もかかるわけですので、そのような点も含めて検討したい。

私
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私
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土木部長

土木部長

　雪が降りますと、まずは、新雪除雪をやる。今回、建設業者さんにも、昼夜を問わず頑張って頂いていま

す。そういった中で、一巡、それぞれもって頂いている路線の対応を終わったら、再度、もう一度回ると。そ

れくらいの頻度でないと、降った雪もよけきれないというような状況でございました。

その中で、どうしても通勤時間帯になりますと、車が入ってまいります。多くの車がそこを通ると低温と重

なって圧雪ということになった、そういった状況の中で除雪機械がなかなか入れないということもありまし

た。

　交通が少し空いたところを見計らって、圧雪起こしの作業をさせていただいた。消雪が入っている場所で

も、消雪の能力と降雪との差がでて凍結していたことがありましたが、それは、あまり時間を置くことなく作

業をさせていただいた。又、拡幅は排雪ということもございますので、夜間を中心にやらせていただく。

　除雪作業中で、重軽傷４４人もあった。又、未熟なオペレーターによる消火栓などの被害があり、道路除雪

時の問題対応について問う。

答　弁 　オペレーターの技量でかなり除雪の仕上がりが左右される面があろうかと思います。年度、除雪の終了に

は、再度検討したい。

　圧雪処理、デコボコに対する除雪の頻度を考えておく必要があります。能美の手取フィッシュランド前や加

賀温泉駅前の道路などは、ひどすぎて、建設業（除雪作業）の方々とも話しましたが、普通の作業ではどうし

ようもできない。今後の事も含めてとりくみを問う。

答　弁 　今回の雪は、極めて集中的にたくさんの量が降った。又、低温も長く続いた。

質 問

私

質 問
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土木部長

土木部長

　どう雪に、強い県土づくり、道路網をつくっていくか。道路が遮断されると、例えば加賀や小松の旅館で重

油が来なくて困ったことがあった。県内には来ているけど、除雪作業が進まなく、タンクローリーが入って来

れない。

　又、これまで老朽空家対策について、何度も指摘してきたが、今回雪の重みでいくつか崩壊して、ただでさ

え雪で大変なのに道路が通行止めになってしまう、二次災害を及ぼしています。対策をしっかりしていかんと

いけない、と思うが、とりくみを問う。

　今後、道幅を広げていく拡幅除雪や歩道除雪によって、かなり排出する雪がでてくる、県の排雪場を手一杯

の市に開放すべきではないか。

答　弁 　それぞれの市町のほうでは、それぞれ年度当初に決められた排雪場のほうで運搬排雪がなされているものと

判断している。不足があるとかそういった要請がございますれば、私ども応援体制は常にとってございますの

で、御連絡いただければ対応していきたい。

　県境の国道８号の在り方について問う。2/6から福井県境、特に熊坂から一車線となるところから、３日間

１，５００台もの大渋滞がおきた。又、1/11は能登の方の県境でも大渋滞がおきた。

　こういった大渋滞を招く状況に対して、４車線化対応などについて問う。

答　弁 　今回、富山県側、そして福井県側の県境で問題が発生した事案がございました。この件に関しましては、直

轄国道という事もあるんですけど、国の方でも冬場のトラックによるスタックで渋滞が発生することについ

て、事前の通行のあり方、除雪体制のあり方、そうったものについて検討すべきだという事も伺っております

ので、直轄国道さんの検討を是非お待ちしたいと思っています。
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土木部長

◎

◎

（討議資料）

県議が作った石川の財政　第12号（2018冬）

076－225-1027 (代）

076１－77-7839

076１－76-9390ＦＡＸ

県　庁 金沢市鞍月１ー１ ＴＥＬ
住　所 加賀市山代温泉１４の６７ ＴＥＬ

県として　― 今年度内に市町の担当者を集めた会合を開き、実情にあった除雪車のルート変更など、各市町の対

応を総括する。

国交省　　― 　今冬の石川、福井県境部の国道8号、1500台立ち往生をふまえ、待機所設置や融雪装置の増設に

向けた調査、及び、片道１車線区画の２車線化へ向けた調査の検討に入る方針

　又、今回の立ち往生発生の要因が、冬用タイヤやチェーンの装備が不十分だったトラックであっ

たことから、装着義務付け規制を検討していく。

✻　県政に対するご意見をお聞かせください！

答　弁 　災害時における代替線の確保という面からも、県土をくまなくネットワークできる安全・安心で走れる「県

土ダブルラダー輝きの美知（みち）整備構想」を打ちたてておりまして、進めていく。

又、空家の問題については、それぞれの市町でご検討をされております。

私ども、空き家対策の連絡会をもうけておりまして、逐一情報を流しながら、それぞれの市町において対応し

ていただきたいという事で、そういった事についてもしっかりと指導していきたいと思っています。

16


