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１ 目 的 

  本計画は、冬期間における市民生活と産業経済活動の安定、道路交通の確保を目

的とした除雪事業に関する基本的な事項を定め、事業の円滑な実施を図ることを目

的とします。 

 

２ 除雪計画の基本方針 

  社会情勢の変化に伴い、除雪に対する市民の要望は年々多様化しています。これ

らの要望に応えながらも、道路状況や交通量、過去の気象条件、厳しい財政状況等

を総合的に勘案し、効率的な除雪事業を実施します。 

  また、除雪事業の実施にあたっては、国や県及び関係機関と連携を図るとともに、

市民の自助、共助による積極的な協力を得ながら実施します。 

 

３ 除雪路線の区分 

  除雪計画路線は、路線状況等に応じて次の区分とします。 

なお、異常気象時の除雪目標も定めます。 

区分 除雪目標 

第１種 

除雪指定路線 

（排雪路線） 

(1) 車線幅員確保を原則とし、異常降雪時以外は常時交通を確保す

る。 

(2) 異常降雪時には、降雪後３日以内に２車線または１車線の確保

を図る。 

第２種 

除雪指定路線 

 

(1) 車線幅員確保を原則とするが、状況によっては待避所を設ける。 

(2) 異常降雪時には、降雪後５日以内に２車線または１車線の確保

を図る。 

第３種 

除雪指定路線 

 

(1) 車線幅員確保を目標とし、状況によっては待避所を設ける。 

(2) 異常降雪時には、一時交通不能になってもやむを得ないが、７

日以内に１車線の確保を図る。 

歩道除雪路線 (1)幅員１．５ｍの確保を目標とし、状況によっては歩行に支障のな

い幅員を確保する。 
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４ 除雪路線の採択基準 

除雪路線区分ごとの採択基準は、以下のとおりです。 

区分 採択基準 

第１種 

除雪指定路線 

（排雪路線） 

(1) 交通量が多く、特に雪捨場に通ずるなど、冬期間における道路

交通ネットワーク形成上必要な幹線路線とする。 

(2) 国道、県道等の主要な道路を連絡する路線とする。 

(3) 交通及び物流において、主要な役割を担う路線とする。 

(4) 公共施設（官公庁、学校、コミセン等）に通ずる路線及びその

周辺の路線とする。 

第２種 

除雪指定路線 

第１種除雪指定路線に準ずる路線とする。 

第３種 

除雪指定路線 

第１種、第２種除雪指定路線以外の路線とする。 

歩道除雪路線 

 

機械除雪可能な歩道及び通学専用道路で通学等の安全確保のう

えで重要な路線とする。 

 

５ 除雪実施計画路線 

  除雪実施計画路線は、次のとおりです。 

(1) 車道 除雪指定路線 

   区分 

項目 

第１種 

路線 

第２種 

路線 

第３種 

路線 

消融雪車道 

※ 

合計 

除雪延長 103.66 ㎞ 31.82 ㎞ 477.29 ㎞ 1.63 ㎞ 614.40 ㎞ 

除雪率 87.23 ％（車道 実延長 704.28 ㎞ に対して） 

※ 中央三丁目桜木町線外消雪道路 0.716 ㎞、白布湯元線融雪道路 0.664 ㎞、米沢駅

南北線融雪道路 0.251㎞ 

 

(2) 歩道 除雪指定路線 

     区分 

項目 

歩道除雪 

路線 

融雪歩道 

※ 

合計 

除雪延長 73.53 ㎞ 0.43 ㎞ 73.96 ㎞ 

除雪率 71.96 ％（歩道 実延長 102.78 ㎞ に対して） 

※ 城南一丁目北線（片側）0.180㎞、米沢駅南北線融雪道路 0.251㎞ 
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(3) 車道 除雪指定路線 前年度との比較 

区分 令和元年度（a） 令和２年度（b） 増減(b－a) 

路線数   延長

（m） 

路線数 延長

（m） 

路線数 延長（m） 

第１種路線 134 103,660 134 103,660 0 0 

第２種路線 21 31,820 21 31,820 0 0 

第３種路線 521 464,140 522 463,140 1 ▲1,000 

第３種路線 

（狭隘） 
81 14,050 82 14,150 1 100 

第３種路線 

小計 
602 478,190 604 477,290 2 ▲900 

合計 757 613,670 759 612,770 2 ▲900 

 

(4) 歩道 除雪指定路線 前年度との比較 

区分 令和元年度（a） 令和２年度（b） 増減(b－a)  

路線数 延長

（m） 

路線数 延長

（m） 

路線数 延長（m） 

歩道除雪 

路線 
70 73,420 71 73,530 1 110 

 

６ 除雪作業（期間、出動基準、時間） 

(1) 除雪の作業期間 

除雪の実施期間は、令和 2年 11月 15日から令和 3年 3月 31日までとなります。 

(2) 除雪の出動基準 

① 除雪の出動基準は、朝までの降雪量が 10 ㎝以上と予想されるときとなりま 

す。作業中に降雪量が 10 ㎝に満たないと判断される場合は、除雪を中止する

場合があります。 

なお、3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間は、基準が 15 ㎝以上となります。 

② 市街地と山間地では雪の降り方が異なるため、各委託業者が受け持ち地域の

気象状況を確認し、出動を判断します。 

③ 降雪がない早朝や日中であっても、路面や気象状況を勘案し、市の指示で出

動する場合があります。（ザケ取りや幅出し作業も含みます） 

(3) 除雪の作業時間 

除雪の作業時間は、通勤通学の時間帯及び道路混雑を避けるため、車道は午前

3 時から、歩道は午前 4 時から作業を行い、7 時に完了することを目標にします。 

なお、大雪が想定される場合など状況によっては、作業開始時間を早めて行うことが

あります。 

また、降り始めが遅く時間内に作業が終わらない場合には、引き続き作業を行

うこともあります。 
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７ 除雪機械の配備状況 

  市及び委託業者が保有し、除雪や排雪時に配備できる機械は、次のとおりです。 

（台） 

除雪機械の種類 規格等 市所有（貸与） 業者所有 合計 

タイヤドーザ(大型) 6.0ｔ級以上 2  161  163  

タイヤドーザ(小型) 6.0ｔ級未満 0  41  41  

ブルドーザ － 0  0  0  

グレーダ ― 3  5  8  

ロータリ(大型搭乗) 130PS 級以上 7  25  32  

ロータリ(小型搭乗) 
80～130PS 級 6  18  24  

40PS 級 3  5  8  

小型ロータリ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0  23  23  

凍結防止剤散布車 3,4ｔ級 2  0  2  

計 23  278  301  

 

８ 排雪作業 

(1) 第１種 除雪指定路線 

除雪作業により道路の両側等に堆積した雪のため、今後の除雪作業が困難また 

は危険になることが予想される場合は、市の指示により作業を実施します。 

なお、排雪にかかる費用については、市がすべて負担します。 

 

(2) 第１種 除雪指定路線 以外の路線 

   上記と同様な場合、町内会等で組織された除排雪協力会が実施の判断をし、除

排雪協力会により要望を受けた市の指示により作業を実施します。 

なお、排雪にかかる費用については、市の助成制度を活用する場合、運搬に要

する費用を除雪協力会、それ以外は市で負担します。また、ダンプトラックを使

用しない場合は、排雪にかかる費用の３割を除排雪協力会、７割を市が負担しま

す。 

 

(3) その他 

主要な交差点について、運転者からの見通しと横断者の溜り空間を確保し、交

差点交通の円滑な流れを確保するため、市が選定した主要な交差点の排雪を実施

します。 

保育所等周辺の道路について、児童の送迎時の安全確保と、周辺道路の渋滞緩

和を図るため、保育所周辺の道路の前後約 50ｍ（計 100ｍ程度）の排雪を実施し

ます。 
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９ 凍結防止剤散布 

冬期間における安全な道路交通の確保を目的とし、凍結防止剤散布を行います。 

2 台の散布車により、散布指定路線 約 90 ㎞のうち、交差点、坂道、橋梁、カーブ

等へ、凍結防止剤を散布します。 

なお、作業は気温の低い日の朝夕を中心に実施します。 

 

10 指定雪捨場 

  市または民間等で排雪した雪は、下表の指定雪捨場にて受入れが可能です。 

  

(1) 一覧表 

No 河川名 場所 

面積 

（ｍ

2） 

利用時間 利用期間 

１ 鬼面川 
六郷町西藤泉地内 

鬼面川橋下流西側（左岸） 
17,500 

8：00～ 

19：00 

令和 2年 

12月 15日 

～ 

令和 3年 

3月 15日 

２ 最上川 
通町地内 

市営陸上競技場北最上川東側（右岸） 
9,550 

8：00～ 

19：00 

３ 鬼面川 
広幡町成島地内 

松ヶ根橋下流西側（左岸） 
18,480 

8：30～ 

19：00 

４ 最上川 
花沢地内 

米沢ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ南最上川西側（左岸） 
7,817 

8：00～ 

19：00 

５ 鬼面川 
広幡町成島地内 

鬼面川橋上流西側（左岸） 
13,500 

8：00～ 

19：00 

令和 2年 

12月 15日 

～ 

令和 3年 

2月 28日 

６ 羽黒川 
大字川井地内 

羽黒川橋下流東側（右岸） 
3,500 

9：00～ 

19：00 

７ 最上川 
花沢地内 

花沢大橋下流西側（左岸） 
9,595 

8：00～ 

19：00 

８ 最上川 
芳泉町地内 

芳泉大橋下流西側（左岸） 
6,211 

8：30～ 

19：00 

合 計 86,153  

 

※ 令和元年度より、すべての雪捨場の終了時間を 19：00に変更しています。 

※ 19：00以降に雪捨場をご利用の際は、土木課まで事前に連絡をしてください。 

※ 異常気象時の雪捨場の開設状況については、市ホームページ等で周知します。 
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 (2) 箇所図 

 
 

① 

利用時間 8 時～19 時 

② 

⑤ 

③ 

④ 

⑦ 
利用時間 8 時～19 時 

利用時間 8 時～19 時 利用時間 8 時～19 時 

利用時間 8 時～19 時 

利用時間 8時 30分～19時 

⑧ 
利用時間 9 時～19 時 

利用時間 8時 30分～19時 

⑥ 
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11 除雪業務の相互委託 

山形県及び高畠町との間に「除雪業務の相互委託協定」を締結し、相互に行政区

域外、所管外道路の除雪を補い合うことにより、効率的な除雪を実施します。 

(1) 山形県⇒米沢市 

路線 

番号 

除雪区間 延長 

（ｍ） 

摘要 

歩 17 国道 121号 歩道のみ 

（窪田町窪田地内） 

620  

歩 101 県道米沢環状線 歩道のみ 

（万世町片子地内） 

140  

502 県道綱木小野川館山線 

（関十字路～関町） 

1,500  

507 県道関根刈安線 

（国道 13号からの一部） 

870  

509 県道米沢環状線 側道 

（万世町片子地内） 

120  

510 県道米沢環状線 

（万世町片子地内） 

520  

511 県道口田沢川西線 

（大字口田沢地内） 

100  

計 総 延 長 3,870 
内訳 車道 3,110 

歩道   760 

 

(2) 高畠町⇒米沢市 

路線 

番号 

除雪区間 延長 

（ｍ） 

摘要 

504 三軒屋南線ほか４路線 

（米沢南陽道路 側道） 

784  

505 黒井堰線 

（国道 13号～米沢市境界） 

118  

506 家中北線 

（家中西～米沢市境界） 

148  

計 総 延 長 1,050 
内訳 車道 1,050 

歩道   － 
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(3) 米沢市⇒山形県 

路線 

番号 

除雪区間 延長 

（ｍ） 

摘要 

48  市道 36号 中田町線 

 

960  

歩 7 市道 36号 中田町線 

東側歩道のみ 

920  

歩 102 市道 3号 本町一丁目北通り線 

北側歩道のみ 

50  

258 市道 241号 元小屋線 

 

350  

294 市道 4508号 蟹屋敷線 

 

200  

430 市道 3039号 綱木バイパス線 

 

570  

493 市道 1649号 舘山中通り線 

 

600  

508 市道 4023号 神原浦壇坂線 

 

140  

歩 48 市道 219号  馳上金谷線 

 

110  

計 総 延 長 3,900 
内訳 車道 2,820 

歩道 1,080 

 

(4) 米沢市⇒高畠町 

路線 

番号 

除雪区間 延長 

（ｍ） 

摘要 

242 

 

市道 39号 万世高畠線 397  

408 

 

市道 35号 矢野目西東線 653  

計 総 延 長 1,050 
内訳 車道 1,050 

歩道   － 
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12 除雪担当組織図 

  除雪を担当する組織は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

○市道除雪
【平日】

米沢市役所

電話　２２－５１１１ 【東北中央自動車道】

国土交通省　東北中央道維持出張所

土木課長　内線　５１００ 電話　０２４－５５５－６５５４

土木課長補佐　内線　５１０１ 【国道１３号】

国土交通省　米沢国道維持出張所

雪対策担当（除雪主担当） 電話　３７－５３００

内線　５１０８、５１０９ 国土交通省　栗子国道維持出張所

管理担当 電話　３４－２２２１

内線　５１０３、５１０４

建設担当 【国道１３号以外の国道、県道】

内線　５１０６、５１０７ 置賜総合支庁建設部　道路計画課

維持担当 電話　２６－６０８０

内線　５１１０、５１１１ （夜間・休日）

、５１１２ 置賜総合支庁

【休日】 電話　２６－６０００

米沢市役所

電話　２２－５１１１ 警察署

電話　２６－０１１０

消防署

電話　２３－３１０８

【隣接市町村】

高畠町役場　建設課

電話　５２－１１１１

川西町役場　地域整備課

電話　４２－２１１１

除排雪等業務委託業者

３９社

関　係　機　関

土木課長補佐兼管理主査 

内線 ５１０３ 
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13 各種助成制度 

(1) 除排雪協力会による排雪への助成制度 

     第１種指定路線以外の排雪について、運搬に要する費用を除排雪協力会が負担

し、それ以外の費用を市が助成します。ダンプトラックを使用しない場合は、排

雪にかかる費用の 3割を除排雪協力会が負担し、7割を市が助成します。 

※ 3 回目以降の排雪作業ついて、除排雪協力会が負担する費用の 1/2 を市で

助成します。 

なお、制度を利用する際には、事前に届出が必要となります。 

(2) 私道除雪への助成事業 

   冬期間における交通安全と生活環境の向上を図るため、機械除雪が可能で条件

等を満たした私道において、申請に基づき除雪を実施し、除雪にかかる費用の 1/2

を申請者が負担し、1/2を市が助成する事業となります。 

(3) 押雪軽減支援制度 

   平成 23 年度より、冬期間における高齢者や障がい者へのやさしい除雪を目的

とし、道路除雪に伴って高齢者世帯等の住宅前に堆積する雪の量を、なるべく少

なくするため押雪軽減を行います。 

なお、本制度は、市が設定した単価の半額を業者へ支援し、市と業者の協働に

より行っています。また、対象となる世帯は、以下の事業登録者または届出をし

た世帯となります。 

〇 高齢者等除雪援助員派遣事業（担当：高齢福祉課） 

    助成対象世帯の条件等については、担当課に確認をお願いします。 

〇 押雪軽減届出（担当：土木課） 

    押雪軽減により、近隣の世帯に堆積する雪の量が多くなってしまうため、町

内会単位で受付しています。 

(4) 障がい者世帯への支援 

令和元年度より、高齢者等除雪援助員派遣事業に登録された世帯のうち、障害

者手帳をお持ちの方が世帯におり、かつ「除雪援助員派遣事業」を利用されてい

る世帯を対象に、住宅前の間口の堆雪量が嵩んで、出入りが困難になった場合、

申請に応じて堆雪した雪を取除く作業を市で支援する取込みを試行します。 

  〇  実施回数・・・シーズン中２回まで 

 

14 除雪オペレーターの育成支援 

令和２年度より、除雪オペレーターの高齢化や担い手不足を解消し、安定した

除雪体制を維持することを目的に、本市の除排雪業者が、除雪オペレーターの育

成のために掛かる資格取得等の経費について、一部を市が補助するものです。 
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15 除雪モニター制度 

平成 24 年度より、適宜適切な除雪を図ることを目的とし、市内各地区のコミュ

ニティーセンターへ降雪、路面、吹き溜り状況、特に登下校時の歩道状況を把握す

るため、情報提供の協力を依頼しています。 

 

16 除雪車運行管理システムの実証試用 

  除雪車運行管理システムとは、除雪車にＧＰＳ機器を搭載し、位置情報を取得す

ることで、除排雪作業の実施状況を把握することができるものです。 

本年度もシステムの本格導入に向けた検証のため、除雪指定路線のうち約 150 

ｋｍの区間において、早朝に出動する除雪車 45 台に GPS 機器を搭載した試験を行

います。 

 

17 市内にお住まいの皆様へ（お願い） 

行政と除雪業者だけでは、円滑な除雪事業を行うことは困難です。市内にお住ま

いの皆様へ下記のことについて、御理解と御協力をお願いするものです。 

 

〇 除雪について 

(1) 除雪作業は、除雪車により路面上の雪を道路脇に寄せる作業となるため、除雪

後には玄関先等へ雪が堆積しますので、各御家庭で玄関先等の雪処理をお願いし

ます。 

(2) 除雪作業の支障となるだけでなく、事故の危険がある路上駐車やはみ出し駐車、

自転車やバイク等の放置はおやめください。 

(3) 屋根や敷地内の雪を道路に出さないでください。屋根の雪下ろし後には、下ろ

した雪の片づけをお願いします。 

なお、空き家等の使用していない建物についても、除雪作業に支障が出ないよ

う、雪の処理をお願いします。 

(4) 庭木の枝や雪囲い等が道路にはみ出さないようにしてください。 

(5) 建物や塀等で、除雪作業により破損する恐れがあるものは、除雪機械の運転手

がわかるよう、目印となるポール等の設置に御協力願います。 

(6) 道路幅員確保のため、押雪場の提供に御協力いただくとともに、今後の除雪作

業の継続が困難または危険になることが予想される場合は、除排雪協力会による

排雪にも御協力をお願いします。 

 

 

〇 水路（流雪溝）について 

(1) 降雪時の朝晩や休日は、水路への投雪が集中します。町内や隣組単位で協力体

制をつくり、時間帯を調整して投雪してください。 

(2) 投雪後に雪を踏みつけないでください。 

(3) 下流であふれている場合は、投雪しないでください。 
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(4) 転落防止網（鉄筋製の網）をはずして、投雪しないでください。 

(5) 雪下ろしの際、雪を直接水路に投げ入れないでください。 

(6) 重機による、投雪はしないでください。 

(7) 開閉式の鋼製網蓋を利用する場合は、車や歩行者に蓋が開いていることが分か

るように、目印となるバリケード等を設置してください。 

なお、蓋を開けたまま放置すると、歩行者が転落するなど大きな事故につなが

りますので、利用後は必ず蓋を閉じてください。 

(8) 完全に閉じないで放置したり、無理に閉じようとして破損する事故が増えてい

ます。閉じる際は、枠内の雪をしっかり取り除くなど配慮をお願いします。 

 

 

 

18 豪雪対策本部 

  豪雪となった場合、本市では体制を強化し、全庁的な組織体制で対応します。 

 

(1) 豪雪対策連絡会議の設置 

   大雪警報が発令された場合、又は大雪警報は発令されていないが、断続的な降

雪により、道路関係を中心に市民生活に影響が出てきた場合等、豪雪対策連絡会

議を設置し、市民環境部長が関係課長等を招集します。 

（過去の主な協議事項） 

① 雪害状況について関係課からの報告・情報交換 

② 豪雪対策本部の設置について 

③ 当面の対応について 

（過去の主な決定事項） 

① 集中的な第１種路線及び幹線道路等の除排雪 

  ② 市、消防署、各地区連絡所の車両を出して早めの雪降ろし、転落事故防止を

呼びかけ 

③ 関係課からの雪対策に関するお知らせを市報、NCV等で市民に周知 

 

(2) 豪雪対策本部の設置 

（設置要件） 

積雪深が 150cm を超える恐れがある場合、又は積雪による交通機関の混乱、建

物の倒壊、農林業への被害、市民生活に大きな影響を及ぼすと判断した場合等、

全庁的に雪害に対応するため、市長を本部長とする豪雪対策本部を設置します。 

 

(3) 過去における豪雪対策本部の設置状況（その冬の最深積雪、気象庁データ） 

 昭和５５年 １月２５日  豪雪対策本部（188cm、S55.2.22） 

   昭和５６年 １月 ７日  豪雪対策本部（184cm、S56.2.11） 

   昭和５９年 ２月 ９日  豪雪対策本部（177cm、S59.2.9） 
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   平成 ８年 ２月 ４日  米沢市豪雪対策本部（105cm、H8.2.3） 

   平成１３年 １月 ４日  米沢市雪害対策本部（144cm、H13.1.19） 

   平成１７年１２月２８日  米沢市雪害対策本部（156cm、H18.2.5） 

   平成２４年 ２月 ６日  米沢市豪雪対策本部（145cm、H24.2.5） 

   平成２５年 ２月２５日  米沢市豪雪対策本部（172cm、H25.2.26） 

   平成２７年 ２月 ２日  米沢市豪雪対策本部（166cm、H27.2.1） 

   平成３０年 ２月 ５日  米沢市豪雪対策本部（135cm、H30.2.13） 

 

 

なお、１２月上旬から３月下旬まで、本市ホームページの【冬の生活ガイド】にて、

雪捨場の開設状況や道路除雪に係る助成、除雪作業における市民の皆さんへのお願い

等を掲載しておりますので、是非ご覧ください。 

 

◎米沢市ホームページ 【http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/】 

 

(ホーム ⇒くらし・手続き ⇒生活・環境・防犯 ⇒冬の生活ガイド) 

※トップページのスライドショーや事業リンクのバナーからもアクセスできます。 

http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/】

