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1．はじめに 

 

1.1 先行研究 

筆者は、「豪雪地帯の持続的居住に向けた仕組みづくり」を研究テーマとし、地域

の共助体制を活用した冬期集住モデルの研究を進めてきた。先行研究として、地方独

立行政法人北海道立総合研究機構建築研究本部北方建築総合研究所の馬場麻衣氏ら

による『集落における高齢者の住み続けのための冬期集住に関する基礎的研究』が

2015年に発表されており、北海道旭川市や青森県新郷村、長野県栄村などの先進事例

を参考に、山形県最上地域の生活環境における持続的居住を実現するための課題や解

決策を明らかにし、冬期集住モデルの構築に貢献した。 

 

  1.2 研究手法 

研究手法としては、住民や県内外の団体等に対してのヒアリング調査やアンケート

調査などから、地域の現状と課題を整理したのち、課題解決に向けた取組みについて、

最上地域における冬期集住の可能性を分析し、施策提案を行った。 

山形県は県内全域で豪雪地帯に指定されている。特に最上地域は全市町村が特別豪

雪地帯にも指定されており、他の地域と比較し積雪量が多く、冬期間の雪処理が大き

な課題となっている1）。高齢者世帯での雪処理の問題について、現状はかろうじて維

持できているが、歯止めのかからない人口減少や、それを背景とする後継者不足によ

り、10 年後は不明である。地域からの高齢者の流出は地域コミュニティを低下させ、

さらなる人口減少につながる可能性がある。 

 克雪対策は非常に範囲が広いため、ワークショップの手法を用いながら研究対象の

絞り込みを行い、最終的に誰しもが除雪作業に苦労することになる現状から、手作業

での除雪が困難な高齢者で、かつこれまで行政支援の枠組みから外れていた層を対象

として、この地域に継続して住み続けることが可能となる支援策について研究を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1）国土交通省(2010)豪雪地帯 



 

2．現状と課題 

 

フィールドワークによるヒアリング調査（4.1 で後述）では、現状、自力や地域の

助け合いでかろうじて除雪体制が成り立っているが、将来を考えた場合には体制を維

持できないと考える不安の声が住民から聞かれた。10年後を予測した際、最上地域に

おいて要援護者世帯は増加する。それに伴い自力で除雪ができる人、すなわち「自助」

は減少し、また現在、地域の前期高齢者が後期高齢者の除雪活動を支え合っている「共

助」体制は崩れ、地域内の助け合いが減少すると見込んでいる。結果、自助と共助が

減少する状況を補うために行政による除雪費用補助や活動支援などの公的支援であ

る「公助」がこの先大きく膨らんでいくことと推測される。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

出所：筆者作成。 

 

2.1 最上管内における除雪に係る自治体の負担する費用 

最上管内における除雪に係る自治体の負担する費用について、2018年度の実績を人

口一人当たりに換算すると、各市町村でばらつきは見られるが、8 市町村を平均する

と道路除雪経費が人口一人当たり約 19,000 円（最高：大蔵村 約 67,000 円、最低：

金山町 約 8,000円）、個人敷地等の除雪経費は 600円弱（最高：戸沢村 約 2,000円、

最低：新庄市 約 60円）であり、トータルでは１シーズンで人口一人当たり約 20,000

円の経費がかかっている。 

なお、個人敷地等の除雪経費のうち、高齢者及び障がい者等の要援護者世帯の除雪

に対する支援が 24,100 千円と経費全体の 56.9％を占めており、このことから、今後

高齢化が進んでいくことで自治体の費用負担はさらに増大することが推測される。 

 また、現状で要援護者に該当せず自力で除雪を行っている世帯も、10 年後、20 年

後には自力での除雪作業が困難となる状況や、自治組織単位での除雪支援活動等を行

図 2-1 現状と課題 



 

っている地区でも、若者の減少から担い手確保が難しくなってきており、自助や地区

の共助だけでは冬場を乗り越えられなくなることが予測されるため、今後要援護者と

なり得る世帯や地域に対して、自治体としての新たな支援策を持つことが必要と考え

る。 

最上地区の人口動態と将来推計について、2025 年の老年人口割合は 40％を超える

と予測されている。65 歳以上の人数は 2020 年以降減少するものの、2035 年に 75 歳

以上の高齢者がピークを迎え、今後さらに高齢化が進むと推測される2)。 

 

2.2 アンケート調査 

本アンケート調査は、各自治体が行なっている除雪サービスや除雪ボランティア事

業等について現状を把握し、住民が地域で暮らし続けるための支援策を検討するため、

2019 年 7 月に県内 35 市町村の雪対策担当部門にアンケート調査票を送付し、回答い

ただいたものである。35市町村中 33市町村より回答があり、回収率は 94.3％であっ

た。 

 調査内容は主に、行政が直接実施する道路除雪経費及び克雪住宅やリフォーム補助

等を除いた、①費用助成（除雪）、②除雪機械の貸し出し、③除雪ボランティア、④

緊急避難としての冬期集住について尋ねたものである。 

 結果の概要として、①費用助成については直接的な費用助成を行なっている市町村

が多く、今後、老年人口割合と比例し支援対象者数及びコストが増加することが見込

まれる。費用助成はすべての市町村で行なっているが、支援対象者は高齢（81.8%）

または心身の障がいを抱える者（75.8%）であり、かつ住民税非課税または一定以下

等所得要件を設けているケースが多く見受けられる。対象活動は雪下ろしや間口除雪

等、住宅周りに係る活動が大半を占めるが、支援対象者個人への直接支援が主であり、

自治会や支援団体等への間接的な費用助成は 5割未満と限定的になっている。 

②自助・共助への支援については、自治会やボランティア組織等への費用支援や除

雪機械の貸し出し等を行い、共助への取組体制を維持・促進している。共助を促進す

る取組みとして、自治会や各種団体等への費用支援は 45.4%あるが、県内ではその他

の手段として団体等への除雪機械の貸し出し（56.7%）、支援対象者宅へ行政が直接雪

下ろしや間口除雪員を派遣する取組みなどを行なっている。また、自助への支援とし

て除雪機械の購入費の補助を個人対象として行なっているほか、除雪業者への支援に

関しては 1件のみあり、業者との協働事業として高齢者世帯等への押雪を軽減する場

合に、作業単価の 2分の 1を助成する取組みを米沢市が行なっている。 

③除雪ボランティアについては、町村部は社会福祉協議会や住民自治組織が実施主

体となり、市部はボランティア団体や学校自体が企画や運営等の主体となるケースが

                                                   

2)国立社会保障・人口問題研究所（2018）「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年）推計」 



 

多く見受けられる。約 7割の市町村に除雪ボランティア組織があるが、ボランティア

の実施主体は社会福祉協議会が 33.3%を占め、次いで住民自治組織、学生、有償ボラ

ンティア団体、ＮＰＯ法人と続く。運営費用は自治体からの交付金（ボランティアセ

ンター等の委託費や保険料等）が 5割強、その他社会福祉協議会の事業費や共同募金

等が現状で充てられている。運営費用は自治体からの交付金の割合が高く、今後も増

加することが見込まれる。ボランティアの募集方法について、広報誌とチラシ等紙媒

体が約 5割、学校を含めた組織や地域内での募集が 4割、SNSや HP等インターネット

を活用した募集が 1割と、地域外よりも地域内でボランティアを募集する傾向が現状

としてある。市町村の規模を問わず広報誌を通じて一般公募を行う自治体が多いほか、

学校やＰＴＡに対し直接協力を依頼する地域も見受けられる。広報誌は発行日が定め

られていることから、募集と実施に実情との差異が発生している。 

 以上のアンケート調査結果から、地域住民やボランティア等に費用や機械等の貸し

出しを行うことにより地域内での自助・共助を促進もしくは補完してきたことが分か

る。しかし高齢化率の上昇及び人口減少が進む中で担い手が不足し、各自治体の費用

負担が増加することが見込まれる。そのため、自助・共助・公助の枠組みを維持する

ための新たな取組みが必要となっている。 

 ④緊急避難としての冬期集住の取組みは、県内で 3町が実施しており、すべて最上

郡内に位置する。これは、通年の施設である高齢者生活福祉センター（生活支援ハウ

ス）を冬期間にも活用しているものであるが、あくまで高齢者の福祉の増進を図る目

的で介護支援機能、居住機能及び交流機能を提供するものであり、冬期集住へ特化し

た施設ではない。 

事業主体は市町村が担うが、常勤職員等の配置人数や施設の立地、設備や利用料金

等の細目についてもすべて要綱に定められているため、利活用の自由度は低い3)。 

冬期集住施設は、全国的に 1980 年代より提供され始めたが、その後徐々に高齢者

生活福祉センターとして福祉的役割を担うようになってきた4)。筆者は、高齢者生活

福祉センターやその他施設の利活用について現地調査を進めることとし、2016年に実

施された全国調査において「介護福祉機能を持たない」と回答を行なった新潟県柏崎

市及び 2018年 11月末現在で最新の取組みを行っている福島県金山町、また、県内ア

ンケートにおいて冬期集住の取組みがあると回答した金山町、真室川町、舟形町を訪

問した。 

 

                                                   

3)厚生労働省（2001）「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」の一部改正につ

いて（平成 13年 5月老発第 192号）厚生労働省老健局長通知 

4)日本建築学会（2017）「冬期居住施設の運営状況と立地特性 冬期集住における高齢者支

援と生活環境整備の手法分析 その１」 

 



 

2.3 県内の高齢者生活福祉センター等の現状 

前述の県内 3 町においては、入居は原則として 60 歳以上の一人暮らし及び高齢夫

婦のみの世帯のほか、高齢等のため独立して生活することに不安がある者を対象とし

ている。施設によって委託料に大きな差異があるが、前述した要綱により常勤職員数

が定員によって定められているため、人件費分で差異が生じているものである。 

なお、現在は住宅難民や特別養護老人ホームの入居待ち、退院直後で独立した生活

が不安な者等の入居など柔軟に対応しており、通年並びに冬期間の利用希望の双方と

も需要は増加している。 

 それぞれの施設職員に聴き取りを行い分析したところ、主に次のような現状と課題

が浮き彫りとなった。 

・高齢者生活福祉センターは、冬期集住のための施設ではない 

・雪以外の理由による利用者がいる場合、冬期間利用希望者が入居できず、また逆も

同様というジレンマがある 

・常勤職員数や設備要件等が定められているため、人件費や修繕費等コストが嵩む 

・離れた場所に同様の施設を設置する場合、現在の最上地域では介護人材の確保が難

しい 

・高齢者生活福祉センターでは、入居者の自宅の除雪には対応しない 

高齢者生活福祉センター職員へ、冬期集住のみ行う施設について提案したところ、

各地域内の近隣に居住施設があり地域住民が見守る仕組みであれば空き家等も可能

であり、国民年金受給者が生活できるような、収入に応じた料金体系であれば需要が

あるとの意見を得た。 

このような課題や現場の声から、課題解決の一つの方法として「冬期間に特化した

介護支援機能を持たない施設」という選択肢について研究を進めることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3．先進地視察 

 

冬期集住の取組みについて、より理解を深めるため、先進的な事業を行っている 

①福島県金山町並びに②新潟県柏崎市へ視察に向かった。両者は同じ冬期集住である

が、前者は空き家を利活用した一軒家タイプ、後者は 2階建てのアパートタイプと建

物が異なる。 

 

3.1 先進地視察① ～福島県金山町～ 

①福島県金山町の上横田共同住宅について、冬期間にうつ状態になる住民が多く、

冬場に安心して暮らせる環境づくりを町で検討している中、高齢者に自立した生活を

送ってもらうための動きから住民アンケートを実施したことが開設の経緯となった。

建設費等の 24,296,000 円のうち、補助として国土交通省の空き家対策総合支援事業

10,622,000円を活用している。また、平成 30年度から町が直営で管理を行っており、

冬期集住では新しい部類に入る。 

上横田共同住宅の間取りは、4.5 畳ほどの鍵付きの部屋で区切られており、個人の

プライバシーは確保されている。風呂、トイレ、キッチンは共同で、広々としたコミ

ュニティスペースもあるため住民同士での交流も可能となっている。立地は、幹線道

路沿いで商店や診療所が近く、公共交通機関も利用しやすいことを前提に空き家の選

定を行った。職員は常駐していないため、緊急時は役場職員へ連絡する体制をとって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：筆者撮影。 

 

 

 

図 3-1 外観 図 3-2 施設内の様子 



 

3.2 先進地視察② ～新潟県柏崎市～ 

②新潟県柏崎市の高齢者冬期共同住宅ひだまりについては、市の指定管理者として

社会福祉協議会が運営している。立地する高柳地区は市の中心部から車で 20,30分ほ

どかかるところに位置し、積雪時には県道が遮断される恐れがあるため、集落が孤立

する危険性があること、高齢者世帯の除雪作業の軽減等、冬期間の高齢者の不安解消

を目的として平成 15 年に住宅を整備した。歩いて 5 分ほどの場所に高齢者生活支援

施設があり、社会福祉協議会職員が 1日 1,2回程度見回りに来て安否確認などを行っ

ている。 

高齢者冬期共同住宅ひだまりの間取りについて、部屋は和室と台所があり一人で暮

らすには十分なほど広く、エレベーターの配備、部屋の中にも手すりを設けるなど、

バリアフリーに大変配慮している。施設利用期間中の課題である利用者の自宅の除雪

については、基本的に離れて暮らす家族または親族が行うが、各集落所有の小型ロー

タリーやミニドーザーにより地域住民が有償で除雪を行っている集落もある、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：筆者撮影。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 外観 図 3-4 施設内の様子 



 

4．最上管内の冬期集住の可能性 

 

4.1 フィールドワークによるヒアリング調査 

最上地域における冬期集住の可能性について、フィールドワークによるヒアリング

調査の結果から分析していく。 

この調査は、高齢者のひとり暮らし世帯や空き家など、単独で除雪をすることが難

しい世帯が、どのようにして除雪を行っているのか等、最上地域の現状を把握するた

めに行ったものである。調査対象は、舟形町・鮭川村・戸沢村の 3 町村、計 16 地区

の地区会長や組長へ聞き取り調査を行った。 

冬季集住について、降雪時の除雪方法や除雪で困っていること、今行っている除雪

の体制が今後維持できるのかどうか、除雪の負担軽減の為に望むことは何かなどを中

心に聞き取りを行った。 

「冬季集住の取組みを知っているか？」という質問項目に関しては、16地区中 9地

区が「知っている」、7地区が「知らない」という結果となり、半数以上の地区で把握

している結果となった。また、冬季集住住宅について聞き取りを行っている中でも

様々な声が聞かれた。 

○高齢者は家を離れることに抵抗がある 

○知らない人と暮らすことにストレスを感じる高齢者が多くいるのでは？ 

○現状で必要性を感じない 

といった厳しい意見が聞かれた一方で、 

○これからは必要になるかもしれない 

○価格が安く、空いた自宅の管理をしっかりしてくれるなら入居したい 

といった前向きな意見も聞かれ、一定の需要があることが分かった。 

次に、「高齢者宅の除雪の実施主体」を調査したところ、「業者への委託」や「消防

団」との回答が少数だったのに対し、「地域住民」や「親族」が行っていると回答し

た地区がほとんどであった。また、その除雪を担っている地域住民や親族の高齢化が

進んでいることがわかった。 

また、「今の除雪の体制を今後継続していける見込みがあるか」という質問項目で

は、「継続可能」と回答した地区が 16 地区中 5 地区の一方、「10 年後にはつらくなっ

てくる」と回答した地区が 11地区と全体の約 7割と多数を占めた。 

この結果から、それぞれの地域の高齢者宅の除雪は、主に地域住民や親族によって

行われ、現在成り立ってはいるが、担い手の高齢化、高齢者が高齢者を支えている社

会構造などを理由に将来への不安を抱えていることが分かった。 

以下はその他フィールドワークの結果をまとめたものになる。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：筆者が実施したアンケート調査結果に基づき作成。 

 

一番下の項目を見ると、除雪を行う上で、「特に困っていることは？」、「将来困難

になると予測していることは？」という問いに、「除雪を行う労働力が高齢又は女性

が多い」、「独居高齢者宅の除雪体制の維持」などが挙げられ、今後の除雪体制への不

安が表れた調査となった。 

最上地域の克雪対策の研究として、「県内市町村へのアンケート調査」や「先進地・

管内視察」、「管内の地区を対象としたフィールドワーク」を行なってきたが、その結

果からハード面・ソフト面の両面で考察を行っていく。 

ハード面に関しては、「冬期間に施設に入居したいと考えている人」や「冬季集住

の取組みを知っている人」が一定数存在することが分かった。このことから冬期間の

緊急避難（冬季集住）の潜在的なニーズがあると考えている。 

ソフト面に関して、将来的に除雪を支援してくれる人は少なくなる。その結果、高

齢者や障がい者支援のための行政コストが増大し、共助そして公助の割合が高くなり、

自助・共助・公助のバランスが崩れていくと予想される。その後、「前期高齢者が後

期高齢者を支える」という社会構造がますます浮き彫りになってくると考えられる。 

また、冬季集住は、一箇所に集まって住むことが前提となるため、残された自宅の

除雪の心配や、離れることへの抵抗感が顕著に表れることが想定される。 

 

4.2 課題解決へのアプローチ 

以上の考察から見えた課題を解消することがこれからの最上地域の克雪対策とし

て必要と思われる。こうしたことから筆者は、「雪の心配が軽減され高齢となっても

この地域に住み続けられる仕組みづくり」と「冬期間における地域の共助体制の強化」

図 4-1 フィールドワーク集計結果 



 

の 2つを実現することがこれからの克雪対策として重要だと訴える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：筆者作成。 

 

そのため、ハード面では、「介護福祉機能をもたない冬期集住施設の整備」と「国

民年金受給者が生活できる収入に応じた料金体系の検討」を行い、ソフト面では、「永

続的な除雪の担い手の確保」、「冬期集住住宅へ入居中に留守となった自宅の除雪の不

安を解消する除雪の仕組みづくり」といった、ハード、ソフト両面からのアプローチ

を行っていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 課題解決へのアプローチ 



 

5．施策提案 

 

 5.1 ハード及びソフト面の支援方針 

 克雪対策班では、手作業での除雪が困難で冬期間の生活に不安を抱える人がこの地

域に住み続けるための支援策として、次の 2点をセットにした新たな枠組みの冬期集

住モデルを提案する。 

一つ目が、既存施設を活用した冬期集住施設の整備（ハード面での支援）、二つ目

が地域の共助除雪体制の構築と増強（ソフト面での支援）であり、この二つの施策を

もって、支援対象者の冬期間の生活の不安を解消する。 

前提として、施設の入居者はあくまで身の回りのことは自分ででき、冬期間の除雪

作業にのみ不安や困難を抱える者を対象とし、また、新たに施設を建設せず既存施設

を利活用する。 

施設の概要としては、日常生活に支障がない者が対象のため介護支援機能は持たず、

各入居者の居室のほか、最低限の共同設備を設置し、掃除や食事の準備等も個人や入

居者同士の協力体制により行うことを想定している。 

 

5.2 冬期集住施設を管理するにあたっての運営コスト 

次に、訪問した視察先施設の運営費の現状について述べる。ぞれぞれの施設は空き

家改修をした一軒家（福島県金山町）、アパートタイプ（新潟県柏崎市）、生活支援ハ

ウス（最上地域内の 3町）となっており、施設の規模や居室数の違いから運営費には

差があるが、いずれの施設も管理体制として職員の見守りが行われており、人件費を

要する。 

この度の研究において冬期集住施設の運営を検討するにあたり、入居者の見守りを

行う常駐職員を配置する代替案として、緊急通報システムを導入することにより職員

の人件費分のコストを削減し、運営費の圧縮を図る。 

緊急通報システムとは、自宅の固定電話に機器を設置し、急病などの緊急時にボタ

ンを押すことで最上広域市町村圏事務組合消防本部へ繋がり、救急車両の手配などが

行えるシステムであり、最上地域においては現在 7町村が消防本部と連携し運用され

ている。利用対象は 65 歳以上の高齢一人暮らし世帯等が設置できるものとされてお

り、この機器を冬期集住施設の供用電話等に設置し、機器に連動したペンダント型送

信機を各入居者に持たせることにより、職員の見守りがない状態でも緊急時の対応が

可能となる。 

 

 

 

 



 

6．既存施設を活用した冬期集住施設 

 

6.1 冬期集住施設を設置するにあたっての整備コスト 

次に、冬期集住施設の設置にあたっての整備コストについて、以下の 3つの整備方

法を提案し説明する。 

① 地域内にある空き家を改修し、冬期集住施設として整備する方法 

② 現在使用されていない遊休公共施設を改修し整備する方法 

③ 現在利用されている地区公民館を改修し整備する方法 

 

①地域内にある空き家を改修し整備する方法については、各自治体にある空き家の

中から冬場の生活の利便性等の立地条件等を踏まえた適当な物件を選定し、増改築に

よる個人居室、共有スペース及び水回り等の整備を行い、冬期集住住宅とするもので

ある。 

視察先の福島県金山町の上横田共同住宅は、物件内各部屋の改修費用のほか、土地

建物取得に係る費用が約 24,200千円、うち約 10,600千円を国の空き家対策総合支援

事業を活用して整備している。この方法のメリットは、空き家施設を有効活用できる

点や、空き家の状態によってはあまり改修せずに使用できる可能性があるという点で

あり、デメリットとしては、冬期間の生活に適した立地の物件が存在するかという選

定の難しさや、物件の取得に関して費用がかかるという点が挙げられる。 

 

6.2 最上管内の空き家状況等 

以下の表は最上地域の空き家状況をまとめている5)。 

 

 

 

 

表の上段が山形県内の空き家数の状況、下段が最上地域の状況であり、空き家の数

はいずれも増加傾向にある。なお、最上地域は県内でも持ち家世帯率が県内他地域よ

りも高くなっており、今後も空き家の数は増加していくことが推測される。 

空き家改修による方法については、空き家活用ができる反面、立地条件や取得に関

する費用負担の面でのデメリットがあることから、続いて提案する②及び③の方法が、

より実現性が高いと考える。 

②現在使用されていない遊休公共施設を改修する方法についてだが、これは合併等

                                                   
5)総務省（2018）住宅・土地調査統計調査 

表 6-1 最上管内の空き家状況 



 

により現在使用していない公共施設、主には旧駐在所や保育所等の施設を改修し、冬

期集住施設として活用するものである。改修する内容や費用については、①空き家改

修と同様だが、特に駐在所として使われていた物件は、居室数や水回り等の設備が既

に備わっており、新たな居室を増やす必要性が少なく、改修費用を圧縮できると考え

る。 

この方法のメリットは、自治体の管理する公共施設であることから、物件の取得費

用がかからない点や、保育所等ある程度の広さがある施設についてはアパートタイプ

に改修しやすい点である。 

一方デメリットとしては、対象物件が必ずどの地域にも存在するわけではなく、適

地の選定について範囲が狭められる点が挙げられる。 

 

6.3 地区公民館施設の利活用 

③現在利用されている地区公民館施設を改修して整備する方法については、現在利

用されている地区公民館を増改築し、個人用居室や浴室等を整備することで冬期集住

施設としての機能を持たせるものである。地区公民館の設備は、集会スペースやキッ

チン、トイレ等が備わっており、改修費用は前述した 2つのケースと比較し、抑制で

きるものと考える。 

その他のメリットとして、地区公民館はその地区内の中心地など立地条件が良い場

所に設置されていること、また、空き家等の自宅から離れた慣れない場所ではなく、

より身近な近隣の公民館を活用することにより入居者の敷居が低くなり、冬期集住に

対しての心理的な不安の解消につながることが挙げられる。 

しかし、地区公民館の利活用については制度上、様々な問題がある。集住を目的と

した利用は、現時点で公民館の設置や運営に関する基準にあてはまらないため、社会

教育法の見直し等が必要となる。 

また、建築基準法、旅館業法、市町村条例など他の制度にも関わる可能性があるた

め、集住を目的とした利用は多くの課題が山積している。 

そうした、整備に係る制度上の問題を解決する案として、内閣府が謳う「地方分権

改革・提案募集方式」がある。 

これは、地方分権改革（行政はできるだけ住民に近い地方公共団体が担うことによ

り、各地域の判断と責任で地域の課題に取り組むことができる改革のことで、地方創

生の重要な基盤）の 1 つであり、「地域の実情に合わなくなったこと」や「新たな取

組みを行う上で支障となっていること」など、『地方の声』を受けて国の制度を改革

し、住民生活に関わる身近な課題を解決する取組みである6)。 

 

                                                   
6)内閣府地方分権改革推進室（2019）地方分権改革・提案募集方式ハンドブック 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬期間の除雪は多くの高齢者が不安に感じていることである。例えば、除雪の心配

をすることなく公民館に冬期間集まり、生活をすることができれば負担の軽減につな

がるのではないかと考える。そのためには制度上の問題があるが、冬期間における高

齢者の居住拠点にしたいという「地域の声」により制度の見直し等につながり、居住

の選択肢が増え、地域の見守りやつながり強化に結び付くものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：内閣府地方分権改革推進室（2019）地方分権改革・提案募集方式ハンドブック 

 

 

 

 

図 6-1 提案募集方式の概要 

図 6-2 提案募集方式を活用した公民館活用の流れ 



 

7．集住と共助除雪体制 

 

7.1 ソフト事業の提案 

冬期集住住宅への入居中に留守となった自宅の除雪の不安を解消する除雪の仕組

みづくりは、「地域共助ボランティア」制度の構築を提案する。 

現在、県内で実施されている除雪支援制度には、「やまがた除雪志隊によるボラン

ティア派遣制度」や「各自治体による独自の除雪支援制度」など様々あり、除雪に対

する支援制度は各市町村で運用されている。 

しかし、これから除雪の担い手の高齢化が進むにつれ、除雪支援制度の継続が困難

になる可能性がある。「高齢者が高齢者宅の除雪を行うことが当たり前になっている」

現状を忘れてはならない。そこで、除雪作業を担っていない地域の若者に、除雪を担

ってもらうために、ほとんど無償で行われている現在の除雪ボランティアではなく、

有償のボランティア制度を創設することを考えた。フィールドワークの結果に基づく

と、「高齢者宅の除雪の状況」を訪ねた質問項目に、「無償で行っている」と答えた地

区は 16 地区中 10 地区であり、地区の半数以上が無償で除雪を行なっている。また、

有償で除雪を行なっている地区のうち、「今後もこの体制が継続可能」と答えたのは 4

地区あり、有償で行っている地区は、継続可能と考えている地区がほとんどであるこ

とが分かった。その一方で、除雪を無償で行っている地区では、「今後（10 年後）は

つらくなってくる」と答えた地区が 9地区あり、有償で行っている地区に比べ今後の

除雪体制の維持が厳しいことがわかる。 

そのため、無償による除雪体制では今後継続することが厳しくなると予想されるが、

有償による除雪体制であれば、除雪の担い手不足を補うことができると考える。 

また、有償にすることで、自分の地区のみならず、他地区からの支援も期待できる

のではないだろうか。 

 

7.2 真室川町の取組み事例 

真室川町では、「有償による地域共助除雪事業」を平成 26 年 12 月より実施してい

る。平成 30年度は、18団体からの申請を受け 34世帯の除雪を実施しており、多くの

利用実績がある。この制度の除雪対象となる「除雪の援助を受けたい人」と「除雪の

援助を行う組織」には、それぞれに細かい制限や条件がある。仕組みは、除雪の援助

希望者が援助を行う組織に事業利用の申請を行い、審査を行ったあと社会福祉協議会

へ事業を申請する。その後、日常的に間口除雪を行い、完了すると社会福祉協議会か

ら事業費（1世帯当たり 2万円×対象数分）が支給される。 

筆者が提案する「地域共助除雪体制」では、対象者を「冬期集住住宅に入居してい

る方」、除雪の援助を行う組織は、「行政区又は複数の行政区で構成される連合体並び

に行政区を母体とした組織等」と設定し、事務局を各自治体または社会福祉協議会が



 

担う。主な流れは、真室川町の制度と同様だが、除雪作業は「冬期集住中に留守とな

った自宅」を対象として実施し、留守中の自宅における除雪の心配解消を目指す。 

また、この制度は最上地域で既に確立されており、多くの利用実績があるため、実

際に運用する際にもスムーズに実施できると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：報告者が実施したヒアリング調査結果に基づき作成。 

 

7.3 克雪体制づくりアドバイザー制度 

併せて「地域共助除雪体制」をサポートするものとして、「克雪体制づくりアドバ

イザー制度」の活用も考えられる。克雪体制づくりアドバイザーとは、「克雪体制づ

くりにあたって、課題を抱えている各種団体等に対して、共助による除雪体制の整備

や安全対策等について、助言を行う人」を言う7)。国による派遣制度が平成 30年度か

ら始まっており、「地域共助除雪体制」と同時に活用することで以下のとおりメリッ

トがあると考えている。 

1つ目として、「除雪の援助を行う組織の育成」にある。地域共助除雪体制の肝とな

る「除雪団体」を一から立ち上げる事は、ノウハウがない地区にとって非常に困難で

ある。そうした地区に対し、助言や指導を行うことで、地域共助除雪体制構築のハー

ドルを下げられると考える。 

2つ目として、「除雪の際の事故の未然防止」である。除雪作業には、落雪による事

故や除雪機械による巻き込み事故など多くの危険が潜んでいる。作業方法や機械の操

作方法などの適切な助言や指導がリスク軽減につながる。 

 

 

 

 

                                                   
7)国土交通省（2018）克雪体制づくりアドバイザー派遣制度を創設 

図 7-1 新たな地域共助除雪体制スキーム図 



 

7.4 まとめ 

最後に、「地域の共助体制を活用した冬期集住モデル」の全体イメージを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：筆者作成。 

 

これは、フィールドワークを始めとしたヒアリング調査やアンケート調査結果から、

将来的に地域内の共助体制が維持できなくなると分析し、その課題に対応するために

提案するものである。 

 冬期集住モデルでは、地区公民館、空き家、遊休公共施設を改修・整備した施設を

利用し、日常生活に支障がなく冬期間の除雪のみが不安な住民を入居の対象とする。

その他の身体に不安があり介護支援が必要な住民は、これまでどおり高齢者生福祉セ

ンターを利用することで、入居者の棲み分けを行う。 

 それぞれの利点として、地区公民館は地域の拠点となる場所に位置し、自宅から近

い場所にあることでの心理的なメリットがあり、副次的に地域として公民館の機能の

増強を図る効果が期待される。 

 また、保育所、駐在所、学校等の遊休公共施設は、集落内から離れるが小学校区内

では中心に位置するケースが多く、また、居住できる人数が多く設定できるというメ

リットがある。 

 施設の管理については、地区公民館は地域において平常時から草刈りや除雪等の維

持管理を行なっているため継続して地域が管理することとし、遊休公共施設及び空き

家については、行政が管理または委託することを想定している。 

図 7-2 新たな枠組みの冬期集住モデルのイメージ図 



 

なお、入居後に課題となる自宅の除雪については、アンケート調査結果から「除雪

を行う共助ボランティアは地域内での募集が多い」という現状がある。今後地域内で

の共助体制の維持が難しくなることから、行政等が管理し、地域内外で共助ボランテ

ィアを募集する体制を構築する。 

前述したとおり、既存施設を活用した冬期集住施設の整備及び地域共助除雪体制の

構築と増強の 2点を両輪として展開し、地域住民の除雪負担の軽減につながることが

筆者の目指す姿である。この提案がその実現の一助となれば幸いである。 
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