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維持・除雪機械の事故防止対策 
―維持・除雪機械の事故防止の取組みについて― 

 
とりまとめ担当  本局 事業振興部機械課  

                     札幌・函館・小樽・旭川・網走開発建設部       
                                   寒地土木研究所 寒地機械技術チーム                 

 

 
 

まえがき 

維持除雪工事における事故の発生状況等を整理・分析

し、事故防止についてハード面、ソフト面から検討する
とともに、昨年度検討したアクションプランのブラッシ

ュアップ、及び除雪作業の実態をＰＲするパンフレット

について検討を行い、道路利用者へ除雪車両等の周知方

法、ドライバーの意識改革を目標に対応を検討するもの
である。 

1.  過年度の検討概要 

 北海道開発局では、約１，５００台の道路維持・除雪
機械を保有しており、交通事故を未然に防ぐ対策を取り

組んでいるところであるが、依然として年間２０件程度

の事故が発生している。事故の多くはオペレータの不注

意など偶発的なものであり事故を起こした当事者の責任
であるが、機械に対するハード的なものや運用方法の見

直し等により少しでも事故が減少できないか検討を行い

アクションプラン（原案）を策定した。 
  本アクションプランは、平成１９年度北海道開発局
技術研究発表会指定課題「維持・除雪機械の事故防止対

策について」において検討をした事故対策を基に策定し、

維持・除雪機械における事故防止を積極的に推進する指

標である。 
 

2.  アクションプランのターゲット 

(1)   事故類型 
 北海道開発局保有の維持・除雪機械が関与した事故は

平成１４年度から平成１９年６月までの約５年間で８１

件発生している。 
 そのうち、追突は全体の約半数（３９件）となる。 
 また、「追越追抜時」、「右左折時」、「回転時」も

追突と同様に後方からの追突に類するため、全体の約６

割（５１件）の事故対策として４類型の追突を対象とし

た。 
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(2)   追突事故の車種 
対象とする５１件を車種別に分類したグラフは図－２

のとおりとなり、除雪トラックが圧倒的に多く２３件で
全体の４４％となる。 
 車種別の保有台数は図－３より除雪トラックが３２％

と最も多く、1台当りの追突事故の発生率が高い機種と

判断できる。 
 このことから事故対策は、除雪トラックの追突事故に

着目し最優先で実施することとした。 
 

追突の車種
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図－１ 事故類型 

図－２ 追突の車種 
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保有機械構成率
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(3)   事故の分析 
除雪トラックの追突および追突に類する事故について、

各開発建設部毎の発生状況、原因分析及び対策等につい
て検討を行った。対象事故の発生概要は表－１のとおり。 
 

日時 開建 時間 業者側 天気 路面状況 作業・回送 事故状況

H18.11.29 帯広 6:00 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGS ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 雪 圧雪ｱｲｽﾊﾞー ﾝ 作業中 右折中、後続車が追突した

H17.11.30 札幌 6:30 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGS 男性
(25)

11tﾄﾗｯｸ 吹雪 圧雪ｱｲｽﾊﾞー ﾝ 作業中
右折中、追い越ししてきた後続車が追突した（除
雪車はウインカー出している、トラックは見えな
かった　と言っている）

H17.12.11 網走 14:50 除雪ﾄﾗｯｸ 10t 男性 乗用車 男性 不明 不明 作業中 右折中、追い越ししてきた後続車が追突した

H16.12.8 札幌 12:00 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IG散布 乗用車 男性
(47) 雪 圧雪ｱｲｽﾊﾞー ﾝ 回送中 Uﾀｰﾝし、停車していたところに乗用車が追突した

H18.12.28 釧路 3:37 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGS(A) 4tﾄﾗｯｸ 雨・雪 ｼｬｰﾍﾞｯﾄ 回送中 交差点で右折中、後続車が追越しをかけてきた
ため追突された

H19.4.14 帯広 15:10 除雪ﾄﾗｯｸ 10tIG 乗用車 雪 圧雪ｱｲｽﾊﾞー ﾝ 作業中 対向車線（通行止）で停車中にスリップした車両
が追突した

H17.12.26 札幌 不明 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGS 乗用車 不明 圧雪ｱｲｽﾊﾞー ﾝ 作業中
サイドウイングによる除雪作業中、後続車が追突
した

H17.12.28 稚内 6:38 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGM 乗用車 曇り 圧雪 作業中

除雪作業中、道を譲ろうと減速したところにワゴ
ン車が追い越そうと中央線に寄ったが更に後方
よりトレーラが追い越しをしてきたため減速しきれ
ず衝突した

H18.1.13 室蘭 4:50 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IG散布 ﾄﾚｰﾗｰ 晴れ 圧雪ｱｲｽﾊﾞー ﾝ 作業中
後続車が追越しをかけてきたが、ｾﾝﾀｰﾎﾟｰﾙ及び
堆雪のためﾌﾞﾚｰｷをかけたため、ｽﾘｯﾌﾟし接触し
た

H18.1.26 札幌 13:25 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGS ゴミ収集車 吹雪 圧雪 作業中
視界不良のため一時停車したところに後続車が
追突した

H18.1.27 室蘭 23:40 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IG散布 ﾄﾚｰﾗｰ 雪 湿潤 作業中 右折中、追い越ししてきた後続車が追突した

H16.11.25 網走 8:30 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGM 男性 乗用車 小雪 凍結 作業中
除雪作業中、後方からきた貨物車に道を譲ろうと
路肩によせ貨物車が追い越し後、次の後続車が
追突した

H17.1.5 網走 16:00 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGS 男性 乗用車 男性 曇り 凍結 作業中 Ｓ装置による作業を開始するため、ｳｲﾝｶｰで注
意を促し減速したところに後続車が追突した

H17.1.17 網走 6:30 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IG散布 男性 乗用車 男性 曇り 凍結 ？
前方から来た対向車を先に通過させようと徐行
し、車両通過後再加速したところに後方から来た
車両が追突した

H17.1.20 室蘭 14:30 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGS 男性 10tﾀﾞﾝﾌﾟ 雪 圧雪ｱｲｽﾊﾞー ﾝ 作業中 ｻｲﾄﾞｳｲﾝｸﾞを格納するため停止していたところ、
後続車が追突した

H17.2.14 稚内 7:00 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGS 乗用車 ？ ？ 作業中 新雪除雪作業中、後続車が除雪ﾄﾗｯｸを追越し後
自車線に戻る際、プラウと接触した

H17.3.8 網走 11:30 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGS ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 吹雪 圧雪ｱｲｽﾊﾞー ﾝ 回送中 視界不良のため路肩へ停止中、後続車が追突し
た（３台の玉突き事故）

H15.12.7 旭川 14:00 除雪ﾄﾗｯｸ 7t IG 男性 乗用車 吹雪 圧雪ｱｲｽﾊﾞー ﾝ 作業中 転回場でUﾀｰﾝした後、除雪作業を開始したとこ
ろ後続車に追突された

H15.12.7 旭川 16:45 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGS 乗用車 男性 ？ ？ 作業中 後続車に道を譲るため、バス停で停車したところ
後続車に追突された

H15.12.19 小樽 3:40 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IG散布
男性
(41) 乗用車 男性

(19) 曇り ｼｬｰﾍﾞｯﾄ 回送中 対向車線を走行中の車両が追い越しのため反対
車線へ飛び出したが、スピンしたため衝突した

H16.1.23 稚内 16:00 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGM 男性
(28) 乗用車 男性

(40) ？ ？ 回送中 別の事故を発見して停車したところ、後続車に追
突された

H15.1.4 釧路 10:50 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGS 男性
(41) 乗用車 男性

(34) みぞれ 圧雪ｱｲｽﾊﾞー ﾝ 回送中 除雪STへ入るため右折したとき、後続車が追い
越しをかけてきたため衝突した（助手席者：死亡）

H15.3.4 網走 9:30 除雪ﾄﾗｯｸ 10t IGSM
男性
(37) ﾐﾙｸﾛｰﾘｰ

男性
(35) 吹雪 圧雪ｱｲｽﾊﾞー ﾝ 作業中

吹雪のため停車していた一般車両の前方に回り
込もうと反対車線へ出たときに後続車が追突した

相手側

 

3.  アクションプランの策定 

 過年度の検討結果を基に策定したアクションプランを

表－２に示す。 
 
 

《仕様に反映できるもの》

　①後部回転灯の位置の変更

→効　果： 後方からのブレーキランプ、ウインカーの視認性向上

　②ブレードマーカの取付け

　　　
→効　果：

《パンフレットの作成》　　

  ③一般ドライバー向けパンフレットの作成

・パンフレットを作成し、除雪車の大きさ等を認識してもらう。
ＳＴＥＰ1：

→効　果：

ＳＴＥＰ2：

→効　果：

　④マスメディアを用いた注意喚起

・ＴＶ、ラジオ、及び新聞、雑誌等により除雪作業実態をＰＲする。
→効　果：

　⑤ホームページへの掲載

→効　果：

通常、見ることが少ない除雪車の大きさ（長さ12m）を
認識してもらうと共に、作業の特殊性・動き方を理解し
てもらい注意喚起を図る。

公共の電波等を使うことで、最も広く注意喚起が図られ
る。

・パンフレットデータを道路情報提供サイト等へ掲載、ダウンロード
を可能とする。

最も安価な方法でネットユーザ全てを対象に注意喚起が
図られる。

トラック協会、タクシー協会等、除雪作業に遭遇する確
率が高い機関を対象として配布

除雪車の稼働が最も多い夜間（早朝）にも営業を行って
いる機関へ配布することで、安価で即効性の高い注意喚
起を図る。
コンビニや道の駅へ陳列、バス会社等の道路を利用する
公共交通機関への配布

Ⅰ　短期的対策 【実行段階にある対策】

・除雪トラックの後部回転灯について、取付位置を両サイドから車両
中央部に変更すると共に、取付高さを現行の２倍程度とする。

対向車や追い越し車両からブレード端部の視認性向上

・外側へ張り出している除雪装置端部にＬＥＤ式のブレードマーカを
取付ける。

 

《レーダー技術の発展による対策》

  ①前方作業中の除雪車への対応

→効　果：

《除雪機械等情報管理システムの活用》

　②一般ユーザー向け端末及びナビゲーションシステムへの提供

提供方法１：

提供方法２：

→効　果：

Ⅱ　中期的対策 【現状は困難であるが、条件を満たせば可能な対策】

・レーダー技術の発展により、一般車両に対し前方を作業している除
雪車両との車間距離や作業速度を通知する。

前方を低速作業中の除雪車に対し、早めの減速等の対応
が可能となる。

道の駅情報提供システムへ除雪作業情報を提供し、道路
利用者へ低速作業車の存在を知らせる。

VICS等を利用し、カーナビ上へ除雪作業情報を提供する
ことにより低速作業車の存在を知らせる。

一般車両は走行予定路線の除雪作業の情報を入手可能と
なり、付近を走行する際は早めの減速等の対応が可能と
なる。

・除雪車両の位置・作業情報を提供することにより、低速作業車への
急接近等の回避が可能となる。

 

《時代の変化・技術の向上》

  ①道路ＩＴＳの活用

→効　果： 市街地等、交通量や迂回路が多い路線で活用する事によ
り、渋滞の緩和や事故を未然に防ぐ事が出来る。

Ⅲ　長期的対策 【時代の変化・技術の飛躍的な向上が必要な対策】

・ＩＴＳの普及により、一般車両に対し付近を作業中の除雪車の情報
をモニター等で知らせることが可能となると共に、除雪車が接近して
きた場合には音声やアラーム等で知らせる。

 
アクションプランは、「短期、中期、長期の3段階」

を設定し、短期的対策は、実行段階にある対策、中期的

図－３ 保有機械構成率 

表－１ 対象事故発生概要 

表－２ アクションプラン 
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対策は、現状は困難だが条件を満たせば可能な対策、長

期的対策は、時代の変化・技術の飛躍的な向上が必要な

対策として整理している。 
 

4.  今年度の検討内容 

(1)   アクションプランの効果検証（ハード面） 
a) 後部回転灯の位置変更 
 アクションプランの短期的対策として、今年度納入し

た除雪トラック２５台の後部回転灯の取付位置を従来の

両サイドから車両中央部に変更した。 

この対策は、一般ドライバーに対し除雪トラックのブ
レーキランプ、ウインカーの視認性向上を図り、早めに

除雪車両の挙動を認識して余裕を持って回避作業に入る

ことを目的としたものである。 

このことにより、アクションプランのターゲットとし
た追突に類する事故（追突、追越追抜時、右左折時、回

転時）を減少させることを目標とする。 

従来の両サイドタイプを写真－１、車両中央部に変更

したものを写真－２に示す。 
 

 

 

 

 

 

b) ブレードマーカの取付け 
除雪機械の作業時は車体の幅より外側に除雪ブレード

の端部が張り出している（除雪グレーダは、作業時で約

３．５ｍの除雪幅である）。この様な除雪車の構造を理
解せずに追い越しを掛け、追突及び接触事故を起こす事

例が見受けられる事から、ブレード端部に設けられてい

る『反射材』を『ＬＥＤ式』のブレードマーカへ変更し

て視認性向上を図り、夜間や視界不良時の追突及び接触
事故を減少させることを目的としている。 

本対策は、小樽開発建設部の除雪グレーダで試行して

いる対策であり、対策後の状況を写真－３に示す。 

 

 
 
c) 効果検証 

 後部回転灯を車両中央部へ変更した事による効果検証
を実施する。効果検証内容は、以下のとおりとする。 

 

 検証時期：平成２１年１月中旬～２月下旬 

 対象車両：今年度納入の除雪トラックの予定 
 対 象 者：一般ドライバー、除雪請負業者 

 検証内容：視認性検証 

・ブレーキランプ、ウインカーの視認性が向上し

たか 
・除雪車両の挙動を何ｍ前から確認できるか 

・安全に回避動作が可能か 

  ・通常走行時における除雪車との車間距離はどの程 

度か 
  ・除雪車両を追い越すタイミングetc 

 

 本検証結果について、本研究発表会の中で検証・評価

し、全道展開の可否を検討する。 
 

(2)   パンフレットの詳細検討（ソフト面） 
 昨年度の検討結果からも『「一般ドライバーが維持除

雪機械の動きを把握できていない」為に、接触、追突等
の事故要因になっているのではないか』とのことからア

クションプランの短期的対策として、一般ドライバーが

写真－１ 従来タイプ 

写真－２ 新タイプ 

写真－３ ブレードマーカ施工状況 
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除雪車の大きさや作業特性、作業速度等を認識できるパ

ンフレットを作成する。 

 パンフレットの配布方法については、即効性、経済性

を考慮し、ＳＴＥＰ１で除雪車が最も稼働している深夜
（早朝）にも営業を行っている運輸業者（トラック事業

者、タクシー事業者）に対し優先配布を行う。 

 ＳＴＥＰ２で、通常、除雪車を見る事が少ない道路利

用者に対し、道の駅やコンビニへ陳列、バス事業者等の
道路を利用する公共交通機関への配布を行うという２段

階を考えている。 

 また、その他の方法として、安価で広く周知可能な新

聞、ＴＶ、ラジオ等のマスメディアの活用、当局のＨＰ
や各種道路情報提供サイトを活用し「除雪機械の動き」

や「作業特性」を周知し事故の減少に繋げたい。 

 パンフレットのイメージを図－４に示す。 

パンフレットの記載内容や手法について、本研究発表
会の中で検討し、配布用パンフレットのブラッシュアッ

プを図るものとする。 
 
 
 

 
 

(3)   アクションプランのブラッシュアップ 
 今年度の効果検証結果、パンフレットの検討結果、寒

地土木研究所で取り組んでいる「寒地交通事故対策に関

する研究」成果等を総合的に勘案し、新たな視点（対
策）を盛り込み、アクションプランのブラッシュアップ

を図る。 
a) プランの修正 

当初想定した因子以外の事故原因の有無を再検証
し、過不足がある場合は修正 

b) 新たな対策の追加 

道路利用者及び除雪請負業者のニーズを踏まえた

新たな対策の追加 
c) 対象車両の拡大 

他車種に対する事故対策プランの追加（追突に類

する事故累型で事故率の高い物を優先） 
除雪グレーダは、先に示した図－２より６件の追

突に類する事故があり全体の１２％となっている。保

有台数も全体の１０％と除雪トラックの次に多く事故

率の高い機種である。 
   
 

 
 

図－４ 配布用パンフレットの例 
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除雪グレーダの事故の分析を行い、各開発建設部毎の

発生概要を表－３にまとめた。 
 
 

日時 開建 時間 業者側 天気 路面状況 作業・回送 事故状況

H18.2.28 札幌 4:00 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級 6t貨物車 曇り 圧雪ｱｲｽﾊﾞｰﾝ 作業中

右折中、追い越ししてきた後
続車が衝突した（ウインカー
とハザードとを見間違えた様
子）

H17.12.15 札幌 5:10 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級 乗用車 曇り 圧雪 回送中 後続車が追突した（相手車
両の居眠り運転の様子）

H18.1.12 札幌 19:10 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級 乗用車 雪 圧雪ｱｲｽﾊﾞｰﾝ 回送中

片側２車線の外側（左側）を
走行中、中央側（センターラ
イン側）を走行していた後続
車が追突した

H18.1.23 札幌 23:55 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m級 11tﾀﾞﾝﾌﾟ 男性(44) 曇り 圧雪 作業中 後続車が追突した（後続車
の脇見運転の様子）

H15.2.17 網走 7:10 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級 男性(35) 乗用車 男性(22) 曇り 圧雪ｱｲｽﾊﾞｰﾝ 作業中
折り返し除雪作業を行うため
旋回し、除雪作業を開始した
際、後続車が追突した

H15.3.4 網走 11:20 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級 男性(54) 乗用車 男性(31) 吹雪 圧雪ｱｲｽﾊﾞｰﾝ 作業中
吹雪により視界を失ったた
め、路肩に停車したところに
後続車が追突した

相手側

 
 
事故原因をみると、追突に類する事故６件の内、２件

が一般車の居眠り及び脇見に起因するもの、右折時、転
回時等の除雪作業時の事故が４件発生しており、中でも

右折中に追い越して来た後続車と衝突した事故では、ウ

インカーとハザードの見間違いが起因している。 
除雪グレーダの回転灯はキャビンに２灯のみで、ウイ

ンカーやブレーキランプとの干渉は殆どないが、一般ド

ライバーの思いこみが強い事故であった。写真－４に除

雪グレーダの灯火類点灯状況を示す。 
 

 
 
 

 また、日中の事故で視界不良が発生し除雪車の発見が

遅れたと言う事故もあるため、一般車で導入されている
リアフォグ（赤い色を後方に出す事で車両が停止（存

在）していることを知らせる）が効果的では無いかと推

測する。 
 以上より、当面はソフト面での対策を優先し、除雪グ
レーダの作業特性をＰＲして行くと共に、ハード面の対

策としてリアフォグを整備する事を検討していきたい。 
 

5. まとめ 

 平成１９年度から２箇年に渡って検討した事故防止対

策の取り組みを検討してきた。 
 平成１９年度は事故類型を整理し、追突に類する事故

が約半数を占めており、追突事故の車種としては、除雪

トラックが最も事故率が高く最優先で事故対策を実施す
べき車両とした。その除雪トラックの追突に類する事故

を分析し、短期、中期、長期的対策についてアクション

プランを策定した。 
 平成２０年度は、アクションプランを基に実施した短
期的対策（ハード面）の効果検証を行った外、ソフト面

の短期的対策であるパンフレットの詳細検討、各種検討

結果を基にアクションプランのブラッシュアップを実施

した。 
  

6. あとがき 

今後の展開はアクションプランを前提に以下のとおり
進めていく。 

 
(1)   短期的対策の展開 
今年度の短期的対策（ハード面）の効果検証結果によ

り、実行段階にある対策を対象車両全車に展開する。 
 ソフト面の詳細検討結果により、即効性、経済性を重

視し、除雪車両の大きさ、作業特性を認識できるパンフ

レットを作成配布し、道路利用者に対し広く注意喚起
（ＰＲ）していく。 
 
(2)   中期・長期的対策の展開 
 現状は困難であるが、条件を満たせば可能な対策や、
時代の変化・技術の飛躍的な向上が必要な対策について

は、常に技術動向やニーズを把握し、タイミングを見計

らいながら、関係機関と協議し、展開を進めて行く予定

である。 
 除雪機械等情報管理システムについては、道の駅情報

提供システムや道路情報板との連携、ＶＩＣＳを利用し

たカーナビへの提供など、技術的には可能な状態まで来

ているものの、連携費用の面や、提供内容等の協議調整
が必要である。 
 
(3)   アクションプランの時点修正 
 アクションプランは、平成１４年から平成１９年まで
の５年間のデータで作成したものであり、時代の変化と

共に事故の類型や要因が変化していくと思われる。その

際は、都度分析し、アクションプランを時点修正してい

く必要がある。 
 
今後は、アクションプランを基に、ハード・ソフト両

面から確実に実行し、除雪車両等が起因する事故を少し

でも減少させる事を目標に事故対策に取り組んで行き、
道路管理者及び道路利用者が一体となって事故を減らす

取り組みとなることを願うものである。 

表－３ 対象事故発生件数 

写真－４ 除雪グレーダの灯火点灯状況 


