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本発表は、道央圏連絡道路の供用延伸に向けた除雪事業の計画プロセスである。
既供用区間は、ランプが複雑かつ本数が多いため、多大な除雪所要時間に問題があり、除雪
作業の効率化が必要であった。問題解決のための効率的な除雪機械再配置にあたり、除雪従事
者の意識改革と除雪方針の刷新を図るとともに、隣接工区における除雪作業の平準化を目的と
した工区再編を合わせて行った。これにより、安定的な除雪水準の確保が期待できる。
また、除雪事業の継続性確保のため、除雪従事者の現状および将来予測をグラフ化し、計画
的な人材育成について課題意識の共有を受発注者間で図った。
キーワード：除雪方針、除雪機械再配置、雪害対策、流通確保、人材育成

1. はじめに
道央圏連絡道路は、新千歳空港を起点とし小樽に至る
延長約80kmの地域高規格道路である。国際的な交流拠点
である新千歳空港、国際拠点港湾苫小牧港、重要港湾石
狩湾新港および小樽港を結び、道央圏における人流・物
流の連携を図る重要な役割を果たす（図-1）。
当該工区は、既工区9.2kmの除雪に約９時間と膨大な
時間を要しており、隣接工区と比較して多大な労力を要
している問題があった。このような状況において、令和
２年３月７日に開通した8.2kmの新規工区が加わること
になったことから、千歳道路事務所が管理する道央圏連
絡道路計17.4kmの供用に向けて、除雪作業の効率化が必
要であった。
既工区は、ランプが複雑かつ本数が多い路線特徴があ
り、供用開始から約20年にわたって構築された除雪方法
が続けられている。工区延伸に対応する問題解決には、
受発注者を含めた除雪従事者の意識改革と除雪方針の刷
新が必要であった。
また、安定的で持続可能な除雪体制には、地域の実情
に応じた除雪機械の再配置および人材育成を確立する必
要がある。北海道の建設業就労者は、全国平均と比して
高齢化が進行しており、担い手不足の課題が喫緊である
ため、受発注者間で課題の共有を目的に、除雪従事者情
報の見える化を行った。

2. 供用区間の期待される効果
新千歳空港から国道274号まで安全性の高いルートで
直結することから、企業立地の支援、石狩平野周辺地域

図-1 道央圏連絡道路の位置と概要

における農産品の流通利便性向上および観光活性化の支
援に寄与することが期待される。1)
第８期北海道総合開発計画では、「世界の北海道」を
目指し、戦略的産業の振興など社会資本整備等を北海道
開発の重点事項として推進している。そのため、北海道
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の強みである「食」や「観光」を担う生産空間が持つ潜
在能力を最大限に発揮させるには、生産空間を支える高
速交通ネットワークの充実が不可欠である。
また、北海道では、大雨や地震など頻発･激甚化する
自然災害をはじめ、積雪寒冷地特有の交通障害が課題で
あるため、平常時や災害時を問わず安全で円滑な流通の
確保が重要である（図-2）。

図-2 道央圏連絡道路全線整備後の交通ネットワーク概要

3. 除雪方針刷新の意思決定プロセス

図-3 開通時期と除雪方針の変遷イメージ

供用延伸に伴う除雪方針の刷新は、以下の過程を踏ま
えて実施した。その概要を以下に示す。
(1) 現状の把握と問題点の抽出
道央圏連絡道路は、高規格幹線道路と類似した構造を
有する地域高規格道路で一般国道337号である。
新千歳空港ランプを起点に現段階における終点の南長
沼ランプまでは、５つの中間ランプを有しているが、そ
の全てがアクセスコントロール区間である。
本道路は、北海道における高規格幹線道路と比較する
と、本線延長に対してランプ数が約2.5倍、ランプ延長
が約1.6倍となる。さらに、新千歳空港ランプは、路線
数が多く、一方通行かつ延長が長い複雑な特徴を有する
ことから、除雪の難易度が高いといえる（図-3、4）。
既工区の除雪所要時間は、約９時間と膨大であり、隣
接工区と比較して多大な労力が問題となっていた。その
工程において、一次除雪の中で拡幅除雪等の二次除雪を
同時に混在させていたことが作業長期化の一要因であっ
たため、新規工区を含めた除雪方針の刷新が必要である。
また、中間ランプのひとつである中央ランプは、北海
道横断自動車道千歳東ICとの接続点であることから、高
速交通ネットワークを構築するための一次除雪を優先す
る意識改革を合わせて行う必要がある。
(2) 除雪機械再配置の検討
千歳道路事務所が管理する区間は、一部に暫定２車線
区間があるものの全４車線が主となっているため、最大

（青線表示：一般国道337号道央圏連絡道路）

図-4 新千歳空港ランプの除雪イメージ

除雪幅員は片側10mを有する。そのため、除雪機械の梯
団は、高規格用除雪トラック２台＋除雪ドーザ１台およ
び標識車２台の基本梯団が最適であり、機械配置上の観
点から既工区と新規工区を一元的に管理することが望ま
しく、一貫した除雪が必要である。
本工区は、道央圏連絡道路の起点となるため、供用後
の起終点となる新千歳空港ランプ、南長沼ランプおよび
本線を優先的に除雪する必要がある。また、効果的な高
速交通ネットワークの構築には、北海道横断自動車道千
歳東 IC と接続する中央ランプの除雪が路線本来の機能
や整備効果を果たすうえで重要になる。
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そこで、以下の課題に対して、解決策を検討した。
① 起終点ランプを含む本線の一次除雪が第一優先とな
るため、高規格幹線道路の除雪を参考に、本線の一
次除雪を２時間程度に抑えることを前提とする。そ
のため、現在の除雪梯団を本線専属とする。
② 起点となる複数の新千歳空港ランプの除雪が後手に
なっては道路の機能が低下してしまう。しかし、本
線への乗り降りには一方通行であるが故に一般国道
等を利用した転回が生じ、回送に膨大な時間を要す
ることから、本線除雪と並行することが困難である。
そのため、起点ランプの除雪を別梯団に分担する
方針に刷新し、本線除雪と同時に施工できる除雪ト
ラック１台＋標識車１台の新規梯団を機械要求する。
③ 高速交通ネットワークを構築する中央ランプおよび
アクセスコントロールされる各中間ランプの除雪に
は、更なる機械の増強が望ましい。しかし、除雪従
事者や車庫の更なる確保ならびに人材育成が必要に
なるに加え、後述する建設機械整備事業の背景から、
現実的ではない。そのため、隣接する一般国道337
号ダブルウェイの除雪梯団から応援除雪および除雪
作業ルートの見直しを行い、効率化を図る。
④ 起終点ランプを含む本線および高速交通ネットワー
クを構築する中央ランプの除雪を一次除雪と位置づ
け、２時間程度を目標に優先的に実施する。
また、中間ランプの除雪および拡幅除雪等は二次
除雪として取り扱うものの気象条件に応じて全体的
な除雪水準が確保できるよう配慮する。
⑤ 新規工区は、千歳市と長沼町を横断しているが、市
町村界毎にランプの設置がない。そのため、事故処
理や救急活動等が生じた場合、本線の中間地点にお
いて転回等ができるよう中央帯開口部が設置されて
いる。緊急迂回機能を保持するため、開口部もでき
るだけ一次除雪と同様に処理するよう自治体協議が
生じたため、高規格用除雪トラック２台＋標識車１
台は本線除雪を、除雪ドーザ１台＋標識車１台は中
央帯開口部のある特定箇所に限り、本線除雪を分団
化する方針とした（図-5）。
以上により、本線除雪と起点および中間ランプの除雪
を別梯団で編成する方針に刷新する機械要求とし、一次
除雪と二次除雪の考え方を整理した。
(3) 除雪機械が増強できない場合の対応策
北海道開発局における建設機械整備事業では、令和２
年度時点で1,070台の除雪機械により除雪体制を確保し
ている。しかし、近年では排ガス規制による価格上昇な
どを背景に、保有する除雪機械の20%超が15年以上を経
過した老朽化の実態がある。現場では、前述の新規梯団
を機械要求するが、その背景から優先度等の査定を受け
るため、機械増強の確約がない。

図-5 本線除雪の分団化イメージ

そのため、新規梯団の除雪機械が増強できない場合の
対応策を検討する。道央圏連絡道路の周辺には、５つの
除雪梯団からなる工区編成が採用されている。そのうち、
一般国道36号は札幌-千歳間を結ぶ多車線路線であり、
市街地除雪を主体とする除雪グレーダで編成されている
ため、これを除く隣接工区を再編することで、道央圏連
絡道路の応援除雪体制の確立および除雪所要時間の平準
化を検討した。
なお、ここでは道央圏連絡道路の一次除雪を２時間程
度にすることが主目的であるため、隣接工区の除雪所要
時間も市街地等の２回廻り除雪や拡幅除雪などの二次除
雪は考慮しない条件とした。
工区再編シミュレーションは、以下の手順とした。
① 道央圏連絡道路の新規工区は、除雪機械再配置の検
討のとおり、既工区と一体管理を前提とする。前述
した起終点ランプを含む本線除雪を優先する除雪方
針とした場合、ランプ部を除く本線延長8.2kmが加
わり計17.4km/除雪所要時間140分と試算した。
② 道央圏連絡道路の延伸相当である同工区内の一般国
道337号ダブルウェイ大曲工区8.5kmを別受注者が担
当する隣接の一般国道274号長沼工区に移管し、道
央圏連絡道路の受注者の負担を軽減するとともに道
央圏連絡道路へ応援できる余力を設定した。なお、
工区再編の境界点は、高速交通ネットワークを構築
する中央ランプとし、応援へのアクセスが容易な地
点とした。
以上により、新千歳空港ランプおよび中央ランプ
を主に各ランプへの応援体制を確立する。中間ラン
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プの除雪は、二次除雪として設定したため、本線除
雪の所要時間に含まない。その結果、ランプ部を除
く延長は6.8km/除雪所要時間170分と試算した。
③ 一般国道274号長沼工区に一般国道337号区間8.5km
が加わる負担軽減方策として、同工区内の一般国道
337号（長沼方向）の区間を再編成することで平準
化を図った。その結果、長沼工区は、長沼①の延長
27.5km/除雪所要時間140分と長沼②の延長19.8km/除
雪所要時間140分と試算した。なお、延長に対する
除雪所要時間の差違は、転回などによる工区特徴を
考慮したためである。
工区再編シミュレーションした結果、一次除雪におけ
る除雪所要時間は、一般国道36号を除く隣接工区全体で
安定した平準化が図られた（図-6）。
(4) 除雪方針の意思決定
前述のとおり、新規梯団の増強を踏まえた除雪機械再
配置(案)と除雪機械が増強できない場合の工区再編(案)
の２案を検討し、機械要求および関係箇所との調整を行
った。その結果、新規梯団の増強が認められたが、更な

る効率化のため、除雪の平準化を目的とした工区再編を
合わせて行うことを決定した。これにより、道路機能を
最大限に発揮できる冬期交通流の確保および隣接工区と
の除雪の平準化が期待できる。
除雪方針の意思決定は、当該工事の円滑化会議として
開催し、受発注者間で課題の共有とともに相互確認を行
った。
課題解決のための概要を以下に示す。
① 起点である新千歳空港と現段階における終点の南長
沼ランプ（一般国道 274 号交点）および中央ランプ
（千歳東 IC 接続点）の除雪は、高速交通ネットワ
ーク（重要物流道路）の構築に欠かせない要素とな
るため、優先的な除雪を行う。
② 道路本線は、高規格幹線道路における一次除雪の考
え方を参考に、２時間程度を目標とする。
③ 新千歳空港ランプの専属梯団を増強し、機械配置の
再編を行う。
④ 除雪時間の平準化を図るため、隣接する除雪工区の
再編を行うとともに、各中間ランプの応援体制を確
立する。

図-6 隣接工区の再編(案)と除雪所要時間の想定
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4. 除雪体制 withコロナ

5. 将来を見据えた人材育成の課題を見える化

除雪事業は、積雪寒冷地の社会経済を支える上で重
要な役割を果たしている。新型コロナウィルスの感染
が拡大している背景から、予防対策を講じているもの
の除雪体制においてもリスクがある。
そのため、異常時の対応が生じた場合の応援/受援除
雪に備え、二次除雪を含めた標準的な除雪所要時間の
想定、除雪梯団の機械編成、雇用人数、懸案事項等を
受発注者間で相互共有を図った（図-7、8）。
隣接工区における工区再編のシミュレーション検討
やリスクおよび課題を共有することで、異常時におい
ても円滑な維持管理に努めていきたい。

北海道の建設業就労者は、全国より約10年高齢化およ
び減少が先行傾向にあるため、担い手の安定的な確保
と確実な育成が喫緊の課題である。そのため、安定的
な除雪体制の確立には、除雪機械のワンマンオペレー
タ化や高度化等の推進とそれに対応する計画的な人材
育成が必要である。
その背景から、受発注者間で課題の共有を目的に、
除雪従事者情報のグラフを自動生成する機能を作成し
たので、その一例を紹介する。
(1) 除雪従事者の背景
除雪体制は、道路維持除雪工事の受注者から編制さ
れているが、交代要員を含めた体制確立には、農業従
事者など季節雇用の委託を含めないと成立しない場合
がある。今後の除雪従事者不足は、生産年齢人口の予
測から、より加速化する推計である。
北海道開発局では、除雪機械の運転要件に除雪機械
技術講習会の受講を求めている。有効期限を５年間と
定めているため、直近５年の受講者について受講時点
の年齢2) を2020年度末時点に更新した年齢推計を整理し
た結果、51歳以上の割合は約50%を占める（図-9）。
このことから、除雪従事者の約半数に相当する労働
力の確保もしくは代替手法を、約10年後に向けて確立す
る必要がある。

図-7 隣接工区の除雪概要
図-9 除雪機械技術講習会の受講年齢構成
（2016-2020年度の受講者集計：官公庁所属を除く）

図-8 隣接工区の除雪時間と管理延長

(2) 除雪体制構築に向けた課題共有
除雪従事者の独り立ちには一般的に５年程度要する
とされていることから、できるだけ早い段階で人材育
成のあり方を検討する必要がある。
除雪従事者の申請様式である「運転員等承認申請
書」にTABLEを設定することで、申請様式のほか、除雪
従事者の年齢/経験構成および委託構成などの現状グラ
フと任意の将来予測グラフを自動生成するβ版機能を
作成した（図-10、11）。
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各地域ならびに各企業において、現職者や担い手の
状況が異なることから、この見える化機能が受発注者
間の課題共有の一助になれば幸いである。なお、一例
で示した図には、参考に解説を付与したグラフとなっ
ている。

6. おわりに
道央圏連絡道路のうち、新規工区は令和２年３月７
日に開通した（写真-1、2）。コロナ禍であったため、
式典等は中止となり、新規供用の貴重な体験ができな
かったのは残念であった。本道路が無事開通できたこ
とで、北海道経済に大きく寄与することを期待したい。
除雪方針の刷新によるフォローアップとして、機械
要求した新規梯団の増強が認められたため、主目的と
した高速交通ネットワークの一次除雪時間はシミュレ
ーション検討で想定したとおり２時間程度と経過は良
好である。
また、令和２年 12 月 11 日に「防災・減災、国土強靭
化のための５か年加速化対策」について閣議決定され
た。その中で、交通ネットワーク・ライフラインを維
持し、国民経済・生活を支えるための対策として、災
害に強い国土幹線道路ネットワークの機能を確保する
ため、高規格道路と代替機能を発揮する直轄国道との
ダブルネットワークの強化等を推進とある。施策を踏
まえた上で、今後も本道路における事業評価の効果を
受発注者双方が意識した維持管理に努めていきたい。

図-10 除雪従事者の年齢/経験構成のグラフ化

写真-1 泉郷道路開通直後の状況
図-11 除雪従事者の年齢および委託構成のグラフ化

(3) 安定的な除雪体制の確立
道央圏連絡道路の除雪方針の見直しにより、新千歳
空港ランプ専属の新規梯団を設定した。このことによ
り、大曲工区の受注者は、除雪トラック１台と標識車
１台を合わせ計３名の雇用を新たに確保する必要があ
る。大曲工区で計６台保有する除雪グレーダのうち、
老朽化した２台をワンマンタイプに規格変更する機械
要求をすることで、差し引き１名の追加雇用に抑える
受注者の負担軽減対策を行った。安定的な除雪体制の
確立には、地域における担い手の実情を踏まえた機械
配置と人材育成がより重要となる。
なお、大曲工区の若手世代向け人材育成には、ツー
マンタイプの除雪グレーダが２台現有することから、
向こう10年程度はツーマンタイプを活用した技術継承が
可能である。

写真-2 道央圏連絡道路の除雪状況
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