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第２編 主な施策の概要 

 

第１章 地域の協働で支える元気なまちづくり 
＜基本方針＞ 
近年は、除排雪の体制が充実したことなどにより、雪による障害は軽減され

てきていますが、平成 18 年の豪雪や、平成 22 年、23 年の大雪では、過去 10 年

の平均を大きく上回る積雪があり、除雪作業中の事故が多く発生しました。 

このため、日頃から大雪や豪雪に備えた意識の高揚に努めるとともに、冬期

に県民が元気でいきいきと楽しく快適に暮らせるよう、健康づくりに努めます。 

また、高齢化が進み、雪処理の担い手が不足しているところでは、地域やボ

ランティアなどとの協働が必要なことから、雪国を支える人材の養成と活動の

支援に努めます。 

 
１ 雪に対する意識の高揚 
＜施策の方向＞ 
雪の障害を克服するためには、日頃から、除雪作業中の安全対策など、豪雪

や大雪に備えた啓発活動を行うとともに、県民の自助努力と地域との協働が必

要なことから、県民の雪に対する意識の高揚に努めます。 

また、雪は暮らしや産業活動に欠かせない貴重な水資源であり、ふるさとに

多彩な四季をもたらしてきたことから、県民が、雪の資源としての多様な価値

を再認識し、今後とも、雪とのよい関係を築くことができるよう、各般の施策

を進めます。 

  
＜施策の概要＞ 

 (1) 大雪に備えた意識の高揚 

・安全な屋根雪下ろしや除雪作業の普及促進に努めます。 

・除排雪作業を円滑に行うため、放置車両等の防止の啓発を行います。 

・運転者に対するスタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンの早期装着を啓

発します。 

・積雪・凍結道路における交通事故の発生状況や原因を分析し、事故の防

止に関する啓発チラシの配布等、県の広報紙やインターネット等を通じ

た広報や、市町村と連携した住民への注意喚起を行います。 
・除雪作業等に伴う事故の防止のため、啓発チラシの配布等、県の広報紙

やインターネット等を通じた広報を行います。 
・スリップ事故防止のための交通安全教育の強化を図ります。 

 



 

15 

(2) 雪の再評価と克雪活動の啓発 

・各種雪関連シンポジウム等を誘致、開催し、県民の参加を促進します。 

・立山カルデラ砂防博物館、その他県内の博物館等における雪(水)関連展示

等に対し、雪に関連する資料の提供などを行います。 
・雪がもつ多面性(水資源、冷熱エネルギー、造形、景観、生活文化など)

をアピールする多様な広報活動を展開します。 

・雪国の暮らしの知恵や雪遊びなど民俗資料を県民の参画を得て収集調査

し、公表するとともに、実体験できる場や機会を設けます。 

・県民が家庭や地域で実践している生活道路の除雪、雪下ろし、排雪場所

の確保、流雪溝や消融雪装置の管理、冬も快適な住まいづくり等、様々

な雪の障害を克服する知恵や工夫の事例を募集し、多様な媒体を活用し

て紹介するなど、自主的な克雪活動を促進します。 
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２ 冬も元気な健康づくり 
＜施策の方向＞ 
 冬期に、県民が元気でいきいきと楽しく快適に暮らしていくためには、県民

自らの健康が基本になることから、食習慣の改善や健康スポーツの奨励、骨粗

鬆症や生活習慣病の予防など、若いうちからの健康づくりを進めるとともに、

冬期における疾病やけがの予防に努めます。 
 
＜施策の概要＞ 

(1) 健康づくりの推進 

・国際健康プラザなどの健康増進施設等を活用して、食事や運動、休養等

生活習慣の改善に関する実践的な指導を行い、若い頃からの健康づくり

や骨粗鬆症その他生活習慣病の予防を進めます。 

・職場や学校、特定健康診査等を受けることにより、疾患の早期発見、治

療を促進します。 

・インフルエンザ等冬期に流行する疾患、冬期に再発や悪化が多い疾患の

予防と回復のため、厚生センター等の健康相談等保健サービスの充実に

努めます。 

 
(2) 高齢者の健康と安全保持 

・高齢者の健康を保持増進するため、高齢者向けの健康運動の普及や高齢

者に適した健康づくりプログラムの研究開発などを進めます。 

・要介護高齢者に対する在宅介護サービスの強化、虚弱高齢者に対する訪

問支援などにより、冬期の引きこもりを防止します。 

・高齢者の雪道での転倒事故や除雪中の転落事故が多いことから、初冬に

事故防止キャンペーンを実施します。 

●国際健康プラザ：「日本一の健康県づくり」を目指すための中核施設として、平成 11 年 7 月に開館した。愛称
は「とやま健康パーク」。大型模型や映像などを使い健康づくりの大切さを考える生命科学館、温水プール・トレ

ーニングマシンなどを利用して楽しく健康づくりが図れる健康スタジアム、トリムコース、じゃぶじゃぶ池、パー
クゴルフ場などの屋外健康づくり施設の３つの施設で構成されており、それぞれが連携を取りながら、健康づくり
の知識やノウハウを紹介している。／厚生センター：平成 14 年 7 月に地域の保健、衛生及び福祉に関する業務を

おこなうセンターとして、これまでの保健所と福祉事務所を統合し、県内に 4 本所、4 支所が富山市を除く地域に
設置された。（富山市は中核市として保健所が設置されている。） 



 

17 

３ 協働で支える人材の養成、確保と活動の支援 
＜施策の方向＞ 
高齢化が進展するなかで、雪による障害を克服するためには、県民一人ひと

りの力の発揮と地域での相互扶助、ボランティア団体などとの協働が必要なこ

とから、子供や元気な高齢者も参加した地域の克雪活動を進めます。また、個

人や家庭、地域における人材を養成・確保するとともに、活動の支援に努めま

す。 
 

＜施策の概要＞ 

(1) 子供や若者の克雪能力の育成 

・地域の子供会や学校行事、親雪イベントなどの機会を利用して、子供や

若者を対象とした雪下ろしや周辺道路の除排雪活動を進めます。 

 
(2) 高齢者の力の活用と支援 

・シルバー人材センターやボランティアセンターにおいて、克雪経験が豊

富で元気な高齢者の会員に、近隣の生活道路や要支援世帯の家回りの除

排雪などに活躍してもらいます。 

・シニアタレントの育成等を通じて、高齢者の豊富な克雪体験や越冬生活

の知恵などを地域に伝承するとともに、高齢者の除雪活動への参加を促

進します。 

・一人暮らし高齢者宅の訪問活動など、地域において社会参加活動や社会

貢献活動等に取り組む老人クラブへの支援を行います。 

 
(3) 雪に強い人材の養成、確保 

・地区や町内会で使用する小型除雪機械の操作に関する講習会を機械メー

カーの協力を得て行うなど、地域の除排雪を行うオペレーターの確保を

支援します。 

・セミナー開催などによる除雪ボランティア活動への参加促進や相談窓口

の設置等による活動の支援を行います。 

・雪処理の担い手として、活動の中核となるリーダー、除雪ボランティア

の受け入れのためのコーディネーター、除雪機械のオペレーターなど人

材の育成、確保を図ります。 

・ 上下流交流の促進やボランティア情報の提供などを通じて、水源地の植

林、ボランティアの養成、確保を進めます。 
●シルバー人材センター：高齢化社会に対応するために、高年齢者の「生きがい」の確保と「健康」の増進を図ると

ともに、地域社会の発展に寄与することを目的とした公益社団法人。仕事の内容は、植木の剪定・除草・草刈り、雪
吊り・雪囲い、障子・襖の張替えなど様々である。／シニアタレント：富山県社会福祉協議会（富山県いきいき長寿
センター）に登録されている、長年にわたって培った豊富な経験・知識・技能等を社会に役立て、積極的に活動する

一芸に秀でた高齢指導者（60 歳以上）の方。 



 

18 

(4) 地域ぐるみの除排雪と県民との協働による除排雪の推進 

・地域での除雪活動など、「新しい公共」を担う県民、ＮＰＯ、企業等の自

発的、主体的な取組みの拡大と定着を図るため、人材育成など自立的活

動の支援を行います。 

・道路管理者は、毎年の除雪計画について具体的に広報媒体やマスコミ、

インターネットなど多様な媒体を介して周知し、道路管理者が行う除雪

範囲、レベル及び方法などについて、あらかじめ県民の理解と協力を要

請します。 

・市町村が地区や町内会と共同で実施する生活道路や歩道、高齢者世帯等

の除排雪について、効率的に実施されるよう、除雪機械や格納庫等の購

入に対し助成します。 

・住民や沿線事業者等の協力による県管理道路の歩道除雪の推進を図るた

め、小型除雪機械の貸し出しを行います。 

・子どもから高齢者まで、また、男女共同参画により、幅広い世代の地域

ぐるみの除排雪など、地域コミュニティ活動への参加促進と活動の中核

となる人材の育成を図ります。 

・除雪ボランティアなど雪処理の担い手の育成、除雪ボランティアを円滑

に受け入れられるような受け皿機能の組織化、コーディネーターの養成

など、地域における除排雪活動の向上が図られるよう支援します。 

・地域等による所有者不明などの空家周辺の除排雪の促進を図ります。 

 
(5) 高齢者や障害者世帯等に対する支援 

・高齢者や障害者など自力での除雪が困難な世帯の屋根雪下ろしや家周り

の除排雪に係る経費について、市町村と連携して助成します。 

・ひとり暮らし高齢者などの地域の要支援者に、買物代行、除雪などの公

的制度にはないサービスを提供するケアネット活動等による地域福祉活

動を推進します。 

・県・市町村社会福祉協議会ボランティアセンターにおいて、除雪ボラン

ティア情報の提供や相談窓口を設置します。 

・中山間地域の活性化を図るため、地域と企業・団体が連携して行う地域

活性化活動に対し支援します。 

●道路管理者：道路法の道路の管理に関する権能及び義務を有するもの。原則として、高速自動車国道及び一般国道

(指定区間)は建設大臣、一般国道(指定区間外)は知事(または指定市の長)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村
である。／ケアネット活動：ひとり暮らし高齢者や障害者などの地域の要支援者１人ひとりに、地域住民自らがチー
ムを結成し、見守りや声かけ、買物代行等の個別支援を行う活動。 
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第２章 雪に強い快適なまちづくり 
＜基本方針＞ 

  除排雪の体制の整備や集中的降雪時の道路交通の確保など、除排雪体制の

充実に努めるとともに、これまで整備してきた雪に強い道路や雪対策施設、資

機材などのストックを有効に利用しながら、安全、安心で雪に強いまちづくり

を推進します。 
  また、高齢者や障害者をはじめ、誰もが暮らしやすいまちづくりを、地域

の特色を活かしながら進めます。 
 
１ 安全・安心で快適なまちづくり 
＜施策の方向＞ 
  道路の除排雪体制の強化など近年の重点的な取り組みにより、雪による障

害はかなり緩和されるようになりましたが、近年の大雪では、県民の生活に大

きな影響がありました。このため、冬期も安全で安心、さらには快適に暮らせ

るまちづくりを進めるとともに、除排雪が適切に行われない空家による周囲へ

の危害を防止する観点から、空家の除排雪が適切に行われるよう努めます。 
 

＜施策の概要＞ 

(1) 快適で雪に強い施設の整備 

ア  快適な生活基盤の整備 

・雪に強く快適な都市空間の形成を図るため、街路事業や市街地再開発

事業等により、都市基盤施設や居住空間等の整備を推進します。 

・市町村が取り組む安全で快適なまちづくり等の魅力ある地域環境の整

備を支援します。 

・土地区画整理事業や住宅市街地総合整備事業等により、雪に強い生活

道路、公園の整備を推進します。 

・堆雪帯の確保、凍結抑制舗装の導入、流雪溝の設置、歩道幅員の確保

などにより、都市部における雪に強い道路の面的整備を推進します。 

・鉄軌道、ＬＲＴ、フィーダーバス・路線バス・コミュニティバスなど

公共交通機関の維持・活性化による県内各都市のネットワーク化を推

進し、降積雪時における県民の移動手段の確保に努めます。 

●市街地再開発事業：低層の木造建築物等が密集する防災危険度の高い地区等において、土地を統合して中高層化した共同
建物を建築し、併せて道路、公園などの整備を行う事業。／都市基盤施設：道路、公園、広場などの都市の基盤となる公共施設。

／土地区画整理事業：道路、公園等の公共施設の整備を行うとともに土地の区画形状を整えることにより、宅地の利用増進を図
り、健全な市街地の形成と良好な宅地の提供を行う事業。／住宅市街地総合整備事業：密集住宅市街地において、老朽住宅等
の立替と公共施設の整備を促進し、住環境改善、防災性の向上等を図るため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う事業。／

堆雪帯：機械除雪の排雪先となる幅広い路肩。／ＬＲＴ（Light Rail Transit）：低床式車両の活用や軌道・電停の改良による乗降の
容易性、定時性、速達性、快適性などの面で優れた特徴を有する次世代型の軌道系交通システム。高岡市、射水市では 2004 年
(H16)1 月から「万葉線」が運行。富山市では 2006(H18)年４月から「富山ライトレール」が、2009 年(H21)年 12 月から「市内電車環

状線」が運行。／フィーダーバス：鉄軌道の駅から周辺地域へのアクセス手段として、列車の発着時刻に連絡し運行するバス。富
山ライトレールの蓮町駅、岩瀬浜駅等で運行。／コミュニティバス：地域に密着したバス交通システムのこと。一般的には自治体が
住民の交通ニーズに合わせて運営する路線バスのこと。 
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・雪崩対策などの防災施設の設置や代替ルートの整備など、災害に強く 

安全な道路整備を進めます。 

・消流雪などの地域用水機能を有する農業用用排水路等の整備、更新を

促進します。 

・バス利用者の利便性の向上を図るため、バス停等の上屋、シェルター

の整備、バス停車帯の設置を促進します。 
 

イ 雪対策施設の整備 
・道路幅の狭い区間への堆雪帯の設置に努めます。 
・点検や、老朽化した消融雪施設等の適切な更新により機能の維持に努

めます。  
・消融雪施設の新設、更新にあたっては、河川水や下水処理水等水源の

多様化を進め、また節水型施設の普及に努めるなど、地下水の保全に

配慮します。 
・人家密集地区などで表流水源が確保できる箇所においては、流雪溝の

整備を推進します。また、高齢者も開閉しやすくした構造の蓋とする

など県民の利用に配慮した構造とします。 
・市町村が実施する流雪溝や雪捨て場などの克雪施設の整備を支援します。  

 
(2) 雪に対応した建築物の普及 

・宅地境界に落雪スペースを確保するなど、建築ルールの周知に努めま

す。 

・雪による住宅の被害を防止するとともに、高齢者をはじめとした県民

の雪処理負担の軽減を図り、冬でも安心して暮らすことができるよう

地域特性に応じた雪に強い住宅を普及します。 

・屋根融雪装置を利用した融雪型住宅など、雪に強い住宅の普及を進め

ます。 

・ 公共建築物や福祉、医療施設などについては、冬でも誰もが安全、安

心、快適に利用できるよう、ユニバーサルデザインの観点を取り入れ

た克雪構造化を進めます。 

 
(3) 空家に係る除排雪等の管理の確保 

・ 市町村や関係団体と連携して、空家対策を促進します。 
・ 積雪に伴う空家の倒壊等により発生する危害を防止するため、所有者

による除排雪その他の適切な管理の促進を図ります。 

●地域用水機能：農業用水が持つ、食料生産の基礎としての機能に加えた、生活用水、防火用水、環境用水、消流雪
用水等の機能を指す。／シェルター：風雨雪をさけるため、屋根、側壁で囲まれているバス待合所。／節水型消雪施

設：地下水の有効利用を図るため、降雪量に応じた取水及び散水量の調整、散水された消雪水の回収・再利用を図っ
た消雪施設／●ユニバーサルデザイン：障害の有無、年齢、性別、国籍、人種等にかかわらず、できるだけ多くの人
が利用可能であるように製品、建物、空間を計画する考え方。 
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２ 交通の確保 
＜施策の方向＞ 
  降積雪時の道路の安全性、利便性、快適性を確保するため、駅などの交通結

節点や物流拠点等へ連絡する道路など、道路網の整備を進めるとともに、豪雪

災害時を考慮した計画的な整備を推進します。 
  公共交通機関においても、県民の生活を支える身近な公共交通サービスが安

定的に確保され、高齢者、障害者など誰もが安全で快適に移動できるように努

めます。 
  また、歩行者の安全を確保するため、歩道除雪を進めるとともに、路面凍結

対策など、冬期間の交通安全対策を推進します。 
 
＜施策の概要＞ 

(1) 道路交通の確保 

  ア  道路網の整備等 

・広域幹線道路、市町村間を連絡する道路や新幹線駅等の広域交通拠点

へのアクセス道路など、県内道路網の体系的な整備を推進します。 

・道路防災施設の整備、橋梁の耐震性の向上、代替ルートや緊急通行確

保路線の整備など、雪害も含めた災害に強い道路の整備を推進します。 

・市街地における既存歩道の段差解消、道路・案内標識の大型化、右折

車線の増設等の交差点改良など、降積雪時においても既存道路の安全

性や快適性が確保されるよう努めます。 

・植樹帯、道路標識、道路占用物件等については、除雪作業に配慮して

設置します。 

   

イ 道路交通渋滞対策  

 降積雪時においては、圧雪、凍結、視界不良等により走行速度が低下

し、渋滞が発生しやすくなることから、次の施策に取り組みます。 

・バイパスや放射道路・環状道路等の整備により、年間を通した渋滞対

策と円滑な交通の確保を図ります。 

・パークアンドライドの推進など、交通需要マネジメント施策を推進し

ます。 

●緊急通行確保路線：災害時の緊急交通路の候補となる路線で、富山県地域防災計画において第１次から３次まで指

定されている。第１次：県内外の広域的な輸送に不可欠な、北陸、東海北陸及び能越自動車道、一般国道（指定区間）、
一般国道とＩ.Ｃ及び輸送拠点(空港、港湾等)とを結ぶ幹線道路。第２次：第１次とネットワークを構成し、市町村対
策本部、警察署、消防署等の市町村の防災活動拠点となる施設を相互に接続する幹線道路。第３次：上記路線を相互

に補完する幹線道路。／道路占用物件：道路は一般交通のための施設として設置されるが、この一般交通の利用方法
をこえて道路を使用するために道路に設ける物件のこと。道路管理者の許可を受ける必要があり、具体的には電柱、
公衆電話所、水道管・下水道管、広告塔などがある。／交通需要マネジメント（ＴＤＭ：Transportation Demand 
Management）：自動車による道路の混雑を緩和し、大気汚染を減らす対策として生まれてきた考え方。規制だけで
はなく、自動車以外の移動手段に誘導しようとする総合的な施策。都市部への車の乗り入れに賦課金をかける、パー
クアンドライドの施設を配置する、車に相乗りしやすい条件を作る、使いやすい公共交通機関を用意する、歩きやす

い道路を整備するなどの施策がある。 
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(2) 公共交通の確保 

   高齢社会の交通手段として、また、環境にやさしい交通手段として、バ

スや鉄道などの公共交通機関は重要な役割を果たしています。このため、降

積雪時においても、日常生活を支え、地域づくりの推進につながる地域公共

交通ネットワークの維持活性化を促進し、人にやさしい公共交通サービスの

推進に努めることが必要です。 

    ・事業者は、定時性の確保と利便性の向上に努めます。 

・バス路線、駅へのアクセス道路等の優先的な除排雪を実施します。 

・高齢者や障害者など誰もが安全に利用できる低床車両導入や、駅舎な

ど交通結節点のバリア解消の取組みを支援します。 

・降積雪時における鉄道やバスなどの公共交通の運行情報について、当

該事業者によるできるだけ迅速な情報提供の促進を図ります。 

・交通事業者が行う鉄道・軌道の安全性向上への取組みや、生活交通と

して必要不可欠な民営バス・コミュニティバスの運行維持等を支援し

ます。 
・インターネット等での一元的な交通情報提供システムによる公共交通

の利便性向上を図ります。 
・空港における冬期就航率の向上を図るため、空港における除雪体制に

万全を期すほか、小型気象レーダーの活用に加えて、新たに国土交通

省所管のＸバンドレーダーの活用や航空灯火の改善について検討を始

めるなど、空港の管理運営に万全を期します。 
・バスロケーションシステムやハイグレードバス停の整備など、バス停

の快適化を促進します。 
・除排雪体制の強化と的確な運行情報の提供について、ＪＲなどの各交

通事業者に要請します。 
 

(3) 交通安全対策 

・新交通管理システム（ＵＴＭＳ）により交通情報を提供します。 
・道路情報板の充実を図り、気温、降積雪量や路面状況などの情報提供

を図ります。 

・凍結防止剤の適切な散布や凍結抑制舗装の導入など、道路の凍結防止

対策を推進します。 

●交通結節点：異なる交通手段(場合によっては同じ交通手段)を相互に連絡する乗り換え・乗り継ぎ施設。具体的な
施設としては、鉄道駅、バスターミナル、自由通路や階段、駅前広場やバス交通広場、歩道などが挙げられる。／Ｘ
バンドレーダー：国土交通省が、局地的な大雨（いわゆるゲリラ豪雨）や集中豪雨の被害低減を目的として整備を進

めている新型高性能レーダー。従来のレーダーに比べて、高頻度、高分解能での観測が可能。／バスロケーションシ
ステム：各バスの走行位置をリアルタイムで把握し、停留所で接近情報の案内を行うとともに、バスに適切な指示を
与えて適正な運行管理を行うシステム。／ハイグレードバス停：バス利用の快適性を高めるため、ベンチ、上屋、駐
輪場、休憩施設等を集約設置したバス停。 
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・冬期間は視界が悪くなることから、反射材の着用促進、体験型交通安 

全教室、家庭訪問による交通安全指導など、高齢者に対する交通安全

対策を推進します。 

・降積雪時や低温時には道路の状況に十分注意して安全運転に心がけ、

事故防止に努めるよう、交通安全対策を推進します。 

 
(4) 安全で快適な歩行空間の確保 

・歩道の広幅員化、段差解消、視覚障害者用誘導ブロックの設置など、

ユニバーサルデザイン化を促進します。 

・駅前、バス停付近などの公共交通機関へのアクセス歩道、市街地や通

園通学路等人通りの多い歩道の除排雪を実施し、冬期の歩行空間の確

保に努めます。 

・学校や病院などの周辺の歩道については、早朝除雪に努めます。 

・地域住民や沿線事業者等の協力による県管理道路の歩道除雪を推進す

るため、小型除雪機械の貸出しを行います。 

・除雪が実施できない歩道又は歩道未設置の道路で、通勤通学に利用さ

れている区間については、迅速な排雪実施などにより、歩行者の安全

確保に努めます。 

・消融雪施設が設置されている道路については、側溝の整備を行うとと

もに、適切な施設の維持管理及び水切り作業などを実施し、水はねの

防止に努めます。 

・路面に水溜まりや雪塊、でこぼこなどがある場合は、徐行をするなど

安全運転に留意し、歩行者の安全の確保に努めるよう、交通安全対策

を推進します。 

 
 

●新交通管理システム（ＵＴＭＳ：Universal Traffic Management Systems）：光学式感知装置（光ビーコン）

を通じて車両と交通管制システムとの間の双方向通信によりドライバーへのリアルタイムの交通情報の提供や交通
流の積極的な管理を行うことにより「安全・快適にして環境にやさしい交通社会」の実現を目指すもの。高度交通管
制システム（ITCS）を中核に構築されるシステムです。 
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３ 情報通信基盤の充実と活用 
＜施策の方向＞ 
 情報通信技術を利活用して、高度情報通信ネットワークを活用するなど、冬

期の気象、道路や交通状況等雪に関する情報を迅速的確に収集し、適時適切に

県民に提供することにより、県民生活の利便性の向上を図ります。また、冬期

道路情報システム等の周知に努めていきます。 
 
＜施策の概要＞ 

(1) 道路交通情報の提供 

・道路交通情報の収集を強化し、ラジオ、インターネットやケーブルテ

レビ、道路情報板等を活用して、適時適切な提供に努めます。 

・冬期交通の円滑化や除雪作業の一層の効率化のため、道路除雪情報シ

ステムの充実に努めます。 

・降積雪状況や路面状態などの情報を急な降雪にも対応してリアルタイ

ムで収集、提供する冬期道路情報システムや県総合防災情報システム

の充実に努めます。 

・交通管理センターの高度化を図り、新交通管理システム（ＵＴＭＳ）

の整備を推進し、交通情報提供システム（ＡＭＩＳ）による交通情報

提供の充実に努めます。 

 
(2) 気象情報、防災情報の提供 

・気象台等防災関係機関との連携を強化し、気象情報の収集、的確な提

供に努めます。 

・国・県・市町村・消防等をはじめとする防災関係機関で迅速な情報共

有を行います。 

・県民に防災情報の提供を行う、県総合防災情報システムや全国瞬時警

報システムなどの高度化を推進します。 

●高度情報通信ネットワーク：災害時における通信連絡体制を確立するために設置された防災行政無線網。県機関、

市町村、消防本部及び消防庁や他の都道府県間を衛星回線で結ぶ衛星系と、各土木センター等の管内で活動する車両

を無線回線で結ぶ地上系で構成されている。／冬期道路情報システム：除雪情報システムで収集した積雪、降雪、気

温、路面画像等の情報の提供や、5cm 以上の降雪予測、大雪注意報・警報の発表時に希望者に対しメール配信サービ

スを行うシステム／交通情報提供システム（ＡＭＩＳ：Advanced Mobil Information Systems）：ドライバーに対し

て、渋滞、事故、目的地までの所要時間等の交通情報を適切に提供することにより、交通流の分散を促し、交通の円

滑化を図るシステム。ドライバーの走行ルートの選択幅を広げて、交通渋滞の解消、運手者の心理状態の改善が図ら

れる。／全国瞬時警報システム：津波警報や緊急地震速報など、対処に時間的余裕のない事態が発生した場合に、人

工衛星を用いて国が情報を送信するシステム。防災行政無線の自動軌道などにより、瞬時に住民へ情報を伝達するこ

とが可能。 
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(3) 高度な雪情報システムの構築等 

・雪に関する情報を収集、提供するとともに、高度な雪情報を発信する

雪情報システムの構築を検討します。 

・降積雪時におけるＪＲ等公共交通機関の運行状況について、提供方法

の多様化を検討します。 

 
（参考） 

 観測システム 予測情報等の内容 情報の提供先 

総合防災
情報シス
テム 
(防災・危機
管理課） 

・15 地点の降積雪量 
       …1 日 2 回 
 
・44 地点の降積雪量、 

天気、気温 
……毎日(AM9:00) 

・代表 15 地点の降積雪予測   
…10 時 30 分、16 時 30 分発表 

・県内主要道の路温凍結危険度 
… 16 時 30 分発表 

・39 地点の降雪予測      
…10 時 30 分、16 時 30 分発表 

・代表 9 地点の翌日 9 時までの 
最低気温予測…16 時 30 分発表 

・市町村 
・消防本部 
・農水、土木、警察本部 

ほか防災関係機関 
・防災航空センター 
・県民（テレビ等のマス 

コミ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等） 
…情報の一部 

除雪情報
システム 
(道路課) 

・路温、降積雪量を 1
時間毎にオンライン
で集信 

・凍結センサー 
……47 地点 

・路面監視カメラ 
…40 地点 

・代表 20 地点の翌日 9 時までの 
1 時間毎の最低路温予測 

  ……16 時 30 分発表 

・土木センター、同事務所 
・除雪業者 
・県民（富山県冬期道路情

報：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ→ﾊﾟｿｺﾝ、携
帯電話） 

…情報の一部 

 
 
 
 

富山県冬季道路情報 ・気象情報（富山地方気象台等） 
関連リンク    ・道路交通情報（国管理道路の道路状況、高速道路情報、道路交通情報等） 

・防災情報（防災ネット富山、富山防災 WEB） 
・交通機関情報（JR 西日本運行情報、富山地方鉄道運行情報等）  等 
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４ 除排雪体制の充実 
＜施策の方向＞ 

 降積雪による交通の障害を防止し、冬期も快適な暮らしや円滑な社会経済活

動を支えるため、高齢者世帯など除雪が困難な世帯にも配慮し、県民の理解と

協力、参画を得ながら、道路等の除排雪を積極的に進めます。 

 

＜施策の概要＞ 

(1) 除排雪の基本方針 

・道路管理者は、毎年、除雪計画を策定し、計画的、効率的な除排雪を

実施します。 

・道路管理者は、車道や必要な区間の歩道の確保を行い、県民は自宅周

りや周辺の生活道路、歩道、近隣高齢者の家周りの除雪に努めるなど、

それぞれの役割を担うものとします。 

・住民と行政の協働による除排雪を実施します。 

 
(2) 除排雪の体制の整備 

・除雪ボランティア等雪処理の担い手の受け皿機能を持つ組織や、コーデ

ィネーターの養成の取組みを推進します。 

・雪処理に広域的かつ効率的に対応するために、建設業団体その他の非

営利団体等との連携を図ります。 

 
(3) 道路の除排雪 

 ア 道路除雪計画に基づく除排雪 

・道路管理者は、日交通量を標準とした除雪路線の決定、除雪水準の設

定を行い、計画的な除排雪を実施します。 

・道路管理者の混在する市街地の幹線道路などにおいて、同一機械で除

雪することによる、効果的かつ効率的な連携除雪を実施します。 

・駅前、バス停付近などの公共交通機関へのアクセス歩道、市街地・通

園通学路等人通りの多い歩道の除排雪を実施し、冬期の歩行空間の確

保に努めます。 

・雪捨て場の確保に努めるとともに、その場所や利用方法について県民

に周知します。 

・除雪オペレーターや除雪機械の確保など、安定的な除雪体制の維持に

努めます。 

・道路幅の狭い区間への堆雪帯の設置や消雪施設の更新等の推進に努め

ます。 

・円滑な交通を確保するため、交差点における除排雪を実施します。 
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イ バス路線などに係る優先的除排雪 
・バス輸送の定時性確保のため、バス路線の優先的除排雪を実施します。 
・駅、空港、港湾、インタ－チェンジ、救急医療施設、警防施設、物流

拠点へのアクセス道路の優先的除排雪を実施します。 
 
ウ  路上駐車の排除 

・道路除排雪作業の円滑化、道路交通の安全のため、交通関係団体、住

民組織等の活動や、各種広報媒体を通じた路上駐車自粛の啓発を実施

します。 
・運転免許更新時講習等各種講習の機会を捉え、雪道の駐車自粛につい

て啓発、指導を行います。 
・融雪設備のない幹線道路を中心に、取り締まりの強化を図ります。 
・夜間を中心として、市街地を中心に取り締まりを強化します。 

   
 エ  除排雪用水の有効利用、未利用エネルギーの活用 

・河川水などの表流水を利用した消融雪施設や流雪機能を有する農業用

用排水路の整備を進めます。 
・消雪設備維持管理マニュアルや節水啓発リーフレットにより、交互散

水方式等節水型消融雪施設の普及を促進するとともに、消融雪施設の

適正な維持管理や節水の取組みを推進し、冬期における地下水位の低

下を抑制します。 
・地下水涵養のため、市街地内の道路、公園における透水性舗装など、

公共施設における雨水浸透工法の採用を進めます。 
・地下水位の観測や基幹観測井におけるインターネットによるリアルタ

イムでの水位の情報提供を行うとともに、水田を活用した冬期間の地

下水涵養を推進します。 
 

(4) 集中的降雪時の道路交通の確保 

・走行不能車両による連鎖的な滞留を防ぐため、県管理道路の通行止め

による集中的な除雪を行います。 

・積雪時の走行に必要な装備を装着しない車両が走行不能にならないよ

う、スタッドレスタイヤやチェーンの早期装着に向けた啓発を行いま

す。 

・県管理道路においては、降雪強度に応じ早期除排雪を行います。 

●透水性舗装：舗装全体に透水機能を持たせ、雨水を舗装体内に一時貯留させると同時に路床を通して地中に浸透さ
せる構造とした舗装。道路の歩道や公園の園路などで実施されている例が多い。／雨水浸透工法：雨水を地中に浸透
させることにより、雨水の河川等への流出を減少させることを目的とした工法。透水性舗装、透水性のコンクリート
等で成形した側溝(浸透式側溝)などがある。 
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第３章 雪を活かし雪に親しむ利雪・親雪の促進 
＜基本方針＞   
 冬をいきいきとした楽しい季節とするため、多様な利雪、親雪活動を積極的に

進めるとともに、雪国の伝統的な生活文化の保存・継承に努めます。 
また、雪は貴重な資源でもあることから、雪の利用等に関する調査研究を進め

ます。 
 
１ 雪を利用した産業の振興 
＜施策の方向＞ 
  雪を活用した観光産業を振興するとともに、農林業における雪利用技術の活

用などに努めます。 
 

＜施策の概要＞ 

・スキー場と雪見の温泉、雪の眺めと冬の日本海の味覚、立山の雪の大谷、

春山スキーや日本唯一の氷河など、雪の富山のＰＲを継続して展開し、魅

力あふれる雪を活用した観光の振興を推進します。 

・スキー場の寡雪対策として、通年利用施設の整備の他、寡雪でも楽しめる

クロスカントリースキーやスノーシュー等のコース設定などを促進しま

す。 

・富山の冬や立山の雪などを観光資源として積極的に活用したツアー商品開

発を行い販促活動を展開するなど、雪のないアジア諸国など外国人観光客

の誘致拡大を図ります。 

・富山空港発着国際便の増強促進を行うとともに、宿泊施設や交通機関の外

国人向けサービスの向上に努めるほか、観光拠点等における案内標識など

の外国語表記や通訳の配置を促進します。 

 
２ 雪に親しむ施策の促進 

＜施策の方向＞ 
 冬のスポーツ、レクリエーション、伝承された雪遊びの普及に努めるととも

に、地域の雪に親しむイベントを支援します。 

●クロスカントリースキー：人工的に開発され整備されたゲレンデで高い地点から滑降する技術を楽しむゲレンデス

キーに対して、森や林の中を歩き、滑るスキーのこと。／スノーシュー：西洋かんじきのこと。雪原を歩くときに用
いられる歩行具で、古くは北アメリカのインディアンが狩猟のために使ったもの。深い雪でもあまり沈むことなく歩
け、技術習得が容易なため注目を集めている。 
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＜施策の概要＞ 

(1) 冬のスポーツの振興 

・雪中ウォーキングや雪中ハイキング、雪合戦など、誰もが楽しめる雪を利

用したレクリェーションスポーツ等を普及し、県民の参加を促進します。 

・ スキーやスノーボードなど冬のアウトドアスポーツの振興に努めるとと

もに、学校体育施設の休日夜間開放を積極的に行うなど、公共・民間の既

存の体育施設を十分に活用し、冬期のインドアスポーツの振興に努めます。 

・ 市町村が行うファミリースキー場や親雪広場などの親雪施設の整備に対

して、財政的支援を行います。 

 

(2) 雪に親しむ機会の創出 

・ 「花とみどり・ふれあいフェア」など、冬を明るく過ごせるイベント開催

を支援します。 

・ マスコミやインターネット等を活用し、冬のイベント開催の普及を図り、

冬を楽しみ雪に親しむ機会の増大に努めます。 

・ 県民の参画を得て、冬の遊びを紹介する冊子等を作成、配布するなど、子

供たちの雪に対する興味、関心を涵養します。 

・ 県民が地域で実施する雪に親しむ事業を支援します。 

・ どぶろく「雪見酒」仕込体験、環水公園雪のライトアップ、五箇山雪のラ

イトアップなど、雪に親しむ多彩な機会を創出します。 

 

３ 雪を介した地域交流、国際交流の促進 
＜施策の方向＞ 
 世界各地や全国の雪国との交流機会を増大するとともに、山間部と平野部の

住民の交流や雪のない地域の住民との交流事業を支援します。 
 
＜施策の概要＞ 

・雪に関するシンポジウムなどを誘致、開催し、全国各地の雪国の人々との

交流や意見交換の機会の増大を図ります。 
・ 雪国体験ツアーなど、雪のない地域の住民との交流事業を支援します。 
・ 雪や水を契機とした上流と下流、農山村と都市部など地域間の交流を促進

し、相互理解と連携を深めます。 
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４ 雪に関する調査研究の推進 
＜施策の方向＞ 

総合雪対策基金を活用し、雪冷熱エネルギーの活用促進など、克雪、利雪に

関する調査研究を進めます。 
 
＜施策の概要＞ 

・雪は貴重な水資源であり、雪冷熱エネルギーの活用促進などエネルギー

としての活用なども考えられることから、引き続き総合雪対策基金を活

用した雪に関する調査研究を推進します。 
・克雪、利雪、親雪に関する調査研究、技術開発やイベントの開催に対し、

支援を行います。 
・県立試験研究機関における雪関連研究を充実するとともに、県内外の大

学、その他の研究機関や民間企業との共同研究等の連携を図ります。 
 
５ 富山の豊かな雪文化の継承、振興と創造 
＜施策の方向＞ 
 富山ならではの雪の文化や生活の智恵を保存・継承するとともに、ライフス

タイルの変化を踏まえた冬を楽しむ文化活動の振興に努めます。また、富山で

新しい雪国文化を創造し全国へ発信していくことにより、富山の雪に関する有

形無形の文化・財産等の魅力を広くアピールします。 
 
＜施策の概要＞ 

(1) 冬の富山の生活文化の継承 

  雪の文化を継承、発展させるため、県民の参画を得て、次の事業に取り

組みます。 

・冬の衣食住に関する生活の知恵など伝統的な生活文化を再評価し、身近

な雪対策の知恵として普及します。 

・冬の習俗、歳時を発掘、記録するとともに、後世への伝承を進めます。 

・雪遊びを発掘、継承するとともに、雪合戦や雪だるまつくりなど雪遊び

のゲームイベントへの発展を進めます。 

・富山県映像センターにおいて、富山の冬の生活文化に関する映像資料の

収集を進めます。 

・雪国体験ツアーなどの冬の生活を体験できる滞在型観光事業に対して支

援を行い、雪国文化の継承と全国への発信を促進します。 

 

 ●総合雪対策基金：富山県総合雪対策条例に基づき設置されている基金。その運用から生ずる収益は、雪による障害

の克服及び雪の利用に関する調査研究並びに雪に対する意識の高揚等に関する事業の財源に充てられる。 
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(2) 冬の文化活動の振興 

・サークル活動など地域や職場、学校などで展開される多様な文化活動に

対し、練習や発表の場、機会の提供、活動紹介などの支援を行います。 

・冬の文化行事として、国際的な芸術家によるコンサートの開催や展覧会

などを集中的に開催する「冬の芸術祭」を展開するなど、県民への文化

芸術活動への参加機会の増大を図ります。 

・県民生涯学習カレッジにおいて雪国富山の生活文化に関連する講座を開

設するほか、市町村等が開設する雪関連の公開講座に対し情報の提供を

行います。 

 
(3) 雪の文化の創造と発信 

・県内各地で開催される雪のイベント情報を積極的に発信します。 

・雪の景観（雪景色）の創出や、イルミネーション、ライトアップなど照

明によるまちの演出を促進します。 

・冬の伝統芸能や食など、文化を活かした観光モデルコースの設定・ＰＲ

を図ります。 

・ 「食のとやまブランド」の確立に向け、県内外へ富山の食の魅力の発信

を図り、富山ならではの食材や料理、冬の味覚等を活かした通年観光を

推進します。 
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第４章 雪災害等への対応 
＜基本方針＞ 
 近年平野部では少雪傾向にあるとはいえ、豪雪や大雪などの緊急時に備えた

体制が必要であることから、県民一人ひとりが、高い防災意識を持ち、地域で

の防災力が向上するよう、富山県地域防災計画（雪害編）に基づき、雪災害の

予防、応急、復旧対策に万全を期します。また、山間部の雪崩や農林業などの

雪害防止に努めます。 
 
１ 予防対策 
＜施策の方向＞ 
 豪雪や大雪などに備え、地域防災計画に基づき、計画的に防災基盤の整備を

促進し、雪害に強い県土づくりを進めます。また、防災拠点施設、通信施設等

の整備を促進し、防災への体制づくりを行うとともに、防災教育・訓練、自主

防災組織等の強化による防災行動力の向上を図るなど、雪害防止対策の効果的

な推進に努めます。 

 
＜施策の概要＞ 

(1) 雪害に強い県土づくり 

・災害の防止、防災活動の推進のため、自主防災組織の育成、消防施設の
整備など、防災関連施設の整備に努めます。 

・建築物の耐雪化を推進します。 

・県・市町村・消防等をはじめとする防災関係機関で迅速な情報共有を行

うとともに、県民に防災情報の提供を行う県総合防災情報システムや全

国瞬時警報システムの高度化を図ります。 

・ＪＲ等公共交通機関事業者は、降積雪状況の把握に努め、利用者に対し

的確に情報提供できるよう、連絡体制の整備を図ります。また、除排雪

機械の能力向上など、体制の強化を図ります。 
 
(2) 防災体制づくり 

・市町村は、自主防災活動の拠点、避難施設、備蓄倉庫等を備えた地域防
災拠点の整備に努めます。 

・県は、被災地外からの救援物資（水、食料、生活必需物資等）の受入れ、
管理、仕分け、搬出や積み換えを行う輸送拠点施設をあらかじめ指定し
ておくとともに、災害時には、輸送拠点施設、輸送機関と緊密に連携し、
救援物資の円滑な受入れ・搬出が行えるよう体制の整備に努める。 

・通信連絡体制の整備や、緊急輸送体制、さらには相互応援体制の整備等に
よる広域的な支援体制を充実させるなど、防災活動体制の整備に努めます。 

・災害救援ボランティアの円滑な受入れと効果的な活動に向けた体制の整
備を図ります。 

●富山県地域防災計画：災害対策基本法に基づき、都道府県防災会議（会長：知事）が策定する計画。都道府県の地

域に係る防災施設の新設又は改良、災害予防、情報の収集及び伝達、災害応急対策、災害復旧などに関する事項の計

画などを定める。 
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 (3) 雪害への日常の備え 

・防災ハンドブックの活用など、家庭、地域、学校における防災学習を推

進します。 

・高齢者、障害者、外国人等の安全・確実な避難を可能とする災害時要援

護者支援の仕組みづくりを推進します。 

 
２ 応急対策 
＜施策の方向＞ 
 大規模な雪害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、法令及び地域

防災計画などに基づき雪害応急対策を行います。 
 
＜施策の概要＞ 

(1) 情報の収集・伝達 

・防災関係機関などとの連携を強化し、気象情報、被害状況などの収集、

的確な提供に努めます。 

・必要な情報収集・伝達を迅速、的確に行うため、特に必要があるときは、

無線電話、非常通信等を利用し、応急活動を円滑に推進します。 

 
(2) 応急対策の実施 

・県、市町村及び防災関係機関は、必要に応じて災害対策本部を設置し、

総合的な雪害対策の体制を確立します。 

・県、市町村は必要に応じ、災害救援ボランティア本部を設置し、他機関

との連絡調整、ボランティアの受入・配置、活動資機材の調達など運営

体制を整備します。 

・緊急通行確保路線等の優先的除排雪を行い、道路交通の確保に努めます。 

・住民と行政の連携による円滑な除排雪を実施するため、排雪トラックや

雪捨場などの確保に努めます。 

・ 自主防災活動及び地区や町内会などによる自主的な除排雪など、地域活

動の展開を促進します。 

・一定の積雪荷重を超えたときは、屋根雪下ろし実施の広報を行うととも

に、県民に対し高齢者や障害者世帯の雪下ろしの支援を要請します。 

・市町村、医療関係機関、防災関係機関と密接な連携をとりながら、救急

医療活動等を円滑に実施します。 

・生活必需物資の確保等に努めます。 

・電力、ガス、水道、通信の各ライフライン施設の関係機関は、降積雪時

における活動体制を確立し、相互に連携を保ちながら、被害の防止に努

めるとともに、できる限り早急な応急復旧対策を迅速に実施します。 



 

34 

３ 災害防止対策 
＜施策の方向＞ 

  雪崩対策、融雪災害対策を推進します。 

 

＜施策の概要＞ 

 (1) 雪崩対策の推進 

・スノーシェッドや雪崩防止柵の整備による道路や集落の安全確保を図り

ます。 

・雪崩防止機能を有する森林（なだれ防止林）の維持・造成を推進します。 

・雪崩危険箇所の周知徹底に努めます。 

・雪崩災害防止に配慮した適切な山間部の土地利用を誘導します。 

・雪崩監視装置の設置や警戒避難体制の整備を推進します。 

・雪崩対策施設の整備を推進するとともに、適切な維持管理を行います。 

 
(2) 融雪災害対策の推進 

・融雪に伴う水害や土砂崩落等の防止対策を推進します。 
 
４ 産業の雪害防止対策 
＜施策の方向＞ 
農林業、商工業における雪害予防対策を促進します。 

 
＜施策の概要＞ 

(1) 農林業対策 

・融雪期の湿害防止技術、克雪型園芸施設の普及に努めます。 

・冠雪害に強い森林施業への技術指導を実施します。 

・耐雪性に配慮した農作物の選定及び技術開発を推進します。 

 

(2) 商工業対策 

・市街地再開発などにより、克雪型商業集積施設の整備を促進します。 

・アーケード、立体駐車場などの中小商業者が行う克雪型共同施設の整備

に対する支援を行います。 

・イルミネーションの点灯、イベントの開催等、商店街等中小商業者が共

同で実施する冬の賑わい事業を支援します。 

・消融雪施設の設置などを行う商店街や中小企業に対する融資を行います。 

 
 ●スノーシェッド：雪崩の走路に道路を覆うように設置し、道路を雪崩から防護する施設。／雪崩防止柵：斜面上や
道路際に設置し、雪崩から道路を防護する施設。 


