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除雪工事は主に建設会社が受注し、発注者と受注者が用意した機械で施工している。しかし、
受注者である地域の建設会社は、近年の公共事業の減少や入札競争の激化により疲弊しており、
経営の安定化を目的に、除雪工事の受注や機械の保有に対して慎重になり、除雪工事の入札不
調・不落が発生するなど、今後の除雪体制の確保が危ぶまれている。
このことから、継続的な除雪体制の確保を目的として、除雪工事に供した機械の保有形態、
年式及び稼働状況を調査したほか、コストメリットが生じる機械の稼働時間の算出、保有形態
を変更した場合のケーススタディーを行うなど除雪に供する機械の保有形態について検討した。
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1. はじめに
日本は積雪・寒冷地域が国土の約60％を占める。その
地域に住む人々の生活にとって冬期の円滑な道路交通の
確保は必要不可欠であり、冬期の維持管理に対しては非
常に高いニーズがある。その冬期維持管理の主体である
除雪は、主に除雪専用機械や建設機械（以下、「機械」
という）によって行われており、これらの機械は除雪工
事の発注者である道路管理者（国・地方公共団体）と、
受注者である各地域の建設会社等が用意している。特に
地方公共団体では機械の保有台数が少なく、その多くを
受注者に依存している1)。
しかし、受注者である各地域の建設会社は、近年の公
共事業の減少や入札競争の激化により疲弊しており、経
営の安定化を目的に、少雪などの気象（降雪）状況によ
り採算性が大きく左右される除雪工事の受注に対して非
常に慎重になっている。特に、除雪に必要な機械は降雪
状況により稼働率が大きく異なることから、経費節減の
ために売却・処分がされている。
これらが背景となり、各地域で除雪工事の入札不調・
不落が発生するなど今後の除雪体制の確保が危ぶまれて
いる2)。具体的には、平成21年の青森県弘前市の除雪工
事（13工区）に入札企業が現れなかった。また、平成22
年に北海道建設新聞社が北海道の国道の除雪工事受注者
を対象に実施したアンケートでは、「除雪工事に対する
現状と今後の認識」について、4割以上が「非常に厳し
く今後の継続が困難」と回答している3)。
そこで著者らは、継続的な除雪体制の確保を目的とし
て、除雪に必要な機械に着目し、除雪工事に供した機械
の状況を調査したほか、保有によりコストメリットが生
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じる機械の稼働時間を算出するなど、機械の保有形態に
ついて検討した。本稿では、これらについて報告する。

2. 現状の課題と対策
継続的な除雪体制を確保するうえでの現状の課題と、
発注者が既に取り組んでいる対策を以下に示す。
(1) 受注者が負う機械保有リスク
機械を購入維持するためには、機械の購入（減価償
却）費のほかに、整備費、税金及び保険料などの維持的
経費が必要となるが、それらの費用は、保有している当
該機械が工事等で稼働することにより生じる利益で充当
している。これまで除雪工事の受注者が保有していた機
械は、冬期の除雪工事のほかに、夏期の建設工事などに
も使用することで稼働時間を確保してきた。
しかし、近年の国や地方公共団体の財政状況から公共
事業が減少し、これに伴い、除雪工事以外での機械の使
用頻度（稼働時間）も減ったことから、機械の減価償却
が難しくなっている。さらに、機械の維持には、稼働の
多少にかかわらず維持的経費が必要となるため、機械の
保有が受注者の経営を圧迫する一因になるなど、除雪工
事における受注者保有機械への依存体制について解消が
求められている4)。
(2) 受注者が負う少雪リスク
国土交通省は標準的な除雪工事の積算基準を定めてお
り、多くの地方公共団体もこの基準を準用している。こ

の基準での各工種の除雪施工単価（労務費、燃料費及び
機械損料の合計）は作業量（延長、稼働時間等）に対し
て一定であり、工事費は概ね作業量に比例して増減する。
このことから、労務費、燃料費及び機械損料は変動的な
経費として積算されているといえる。
しかし、除雪工事受注者の実態としては、作業量の増
減に関係なく、固定的な経費の支出をしなければならな
い。具体的には、除雪施工単価の労務費に含まれる人件
費（超過勤務を除く職員給与）のほか、機械損料に含ま
れる受注者保有機械の償却費、整備費、税金及び保険料
などといった機械経費である。除雪工事費と除雪作業量
の関係のイメージを図-1に示す。
以上のことから、受注当初に工事量がわかっている他
の工事に比べ、降雪状況によって工事量が大きく変化す
る除雪工事は、少雪によるリスクを負っており、そのリ
スクは受注者が用意する機械台数に比例して増すことに
なる。
また、中前ら5)は、除雪単価逓減則を考慮して降雪リ
スクを評価すると発注者が負う多雪リスクと受注者が負
う少雪リスクは等価ではなく、発生確率が一定と仮定す
ると少雪リスクの方が大きいことを明らかにした。

除雪工事費（円）

除雪工事費（国土交通省の積算基準）

進んでおり、喫緊の課題となっている1),4)。
また、その他の発注者が負う受注者の機械保有リス
クとしては、入札において機械を保有する特定の建設会
社等のみが受注し、適正な競争が行われない可能性も想
定される。
(4) 発注者が実施している現状の対策
国土交通省北海道開発局（以下「開発局」という）で
は、平成22年度から一部の道路維持除雪工事で複数年契
約を実施しており、現在までその取り組みを拡大してい
る。複数年契約の場合、契約期間中の各年の降雪量を平
均することが可能となり、少雪リスクを抑制することが
できる。また、資材の発注ロットの大型化や受注者が保
有する機械の減価償却の計画策定が容易になるなど、経
営の安定化が期待できる。しかし、現状の複数年契約は
契約期間が18ヶ月～30ヶ月と短く、各々のリスクの対策
として十分な効果を発揮するには期間が不足していると
考える。
一方、一部の自治体では除雪工事に最低保障制度を導
入している。保証される金額が十分であれば固定的経費
のカバーが可能であり、少雪リスクを抑制することがで
きる。しかし、統一したガイドラインなどは示されてお
らず、導入の有無のほか、各自治体によって最低保障額
の算出方法（金額）も異なっている。

少雪リスク（受注者）

3. 検討方針
受注者が支出する固定的経費
（人件費、機械経費）

前述した現状の課題と対策を踏まえた結果、各々のリ
スクを回避もしくは軽減し、継続的な除雪体制を確保す
除雪作業量（降雪深：cm） るためには、既に発注者が実施している対策（複数年契
図-1 除雪工事費と除雪作業量
約、最低保障制度）を整理し継続することのほかに、発
注者が可能な限り除雪に必要な機械を用意（購入・リー
(3) 発注者が負う受注者の機械保有リスク
ス）すること、また、受注者が機械を用意する場合であ
っても、機械経費もしくはリース料の支出が賄える年間
道路管理者である発注者は、冬期の維持管理にあた
稼働時間を想定できることが必要である。
って除雪体制の確保を最も優先する。除雪体制の確保に
しかし、発注者が除雪に必要な機械を用意するために
は必要な機械台数の配置が必須であるが、配置が可能で
は、購入もしくはリースによる機械の増強が必要である
ある限り、その保有形態（発注者、受注者）は限定され
が、それらを行うためには高額な予算が必要となり、公
ない。また、受注者は自社で保有する機械を除雪工事で
共事業費全体のコスト縮減が求められている現状では非
使用することにより、機械の償却費及び維持的経費（以
常に困難である。また、受注者が機械を用意するために
下、「機械経費」という）の支出を賄う稼働時間の確保
は、想定される十分な稼働時間が必要であるが、それら
（もしくは、それに近づけること）が可能となる。
についても除雪の対象延長や機種など現状の条件を変更
但し、機械の配置に際し、受注者が保有する機械に
しない限り非常に困難である。
過度に依存する場合には、発注者は受注者の機械保有リ
以上のことから、継続的な除雪体制の確保を目的とし
スクを負う。具体的には、入札による受注者の変更や、
て、実際に除雪工事に供した機械の状況調査や機械の保
受注者の都合（経営状況、機械の経年劣化等）による機
有によりコストメリットが生じる稼働時間の算出を行い、
械の売却・処分により、除雪体制の確保に支障をきたす
それらの結果をもとに除雪に必要な機械の確保とコスト
恐れがある。特に機械の経年劣化については、近年の経
縮減を図る機械の保有形態について検討することとした。
済状況から受注者が保有する機械が更新されず老朽化が
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4. 実施内容

発注者が保有し除雪工事に使用した機械（以下「発注
者機械」という）の台数は1,029台6)であり、受注者が用
除雪工事に供した機械の状況を把握するため、開発局
意し当該除雪工事に使用した機械（以下「受注者機械」
の協力を得て、開発局が発注した除雪工事における、機
という）の台数は363台であった。なお、受注者機械の
械の保有形態、年式及び稼働状況等を調査した。
うち、自社で保有している（リース等を含まない）機械
また、機械の保有形態がコストに与える影響を確認す
の台数は242台であり、受注者機械の67％を占める。ま
るため、発注者が機械を保有することによりコストメリ
た、受注者機械台数の約80％は、付帯除雪や歩道除雪な
ットが生じ始める年間平均稼働時間を算出した。さらに、 どに使用される除雪ドーザ、小形除雪車及びハンドガイ
算出した稼働時間を基に、保有形態の変更によるケース
ド除雪機が占めており、特に除雪ドーザについては、発
スタディーを行うなど、除雪体制の確保について考察し
注者機械より受注者機械の台数の方が多いことが判った。
た。
このことから、開発局では、付帯除雪や歩道除雪など特
なお、発注者が機械を用意する方法は2つ考えられ、
定の工種において、受注者の保有機械に依存していると
機械を購入することと、機械をリースすることである。
いえるが、新雪除雪（除雪トラック、除雪グレーダ）や、
リースを選択する場合は、機械購入予算の平準化（一時
排雪及び豪雪などの緊急対応（ロータリ除雪車）につい
的に高額な購入費用の手当が不要）や、各種租税公課、
ては、発注者機械による安定した除雪体制を確保してい
保険付保及び整備など機械の維持管理に関する事務の効
るといえる。
率化が図られる。しかし、一般的にリースは法定耐用年
平均使用年数は、発注者機械が9.4年であり、受注者
数が基となる複数年契約であり、その期間内に、購入相
機械は11.1年であった。また、受注者機械のうち、リー
当額から想定される残存価格を引いた金額に、諸経費を
スなどを除いた自社で保有している機械の平均使用年数
加えた額をリース料として支払うことから、機械を購入
は12.4年であった。近年の公共事業費の予算状況から発
した場合に比べてトータルでは割高となる。また、購入
注者機械の平均使用年数は伸びている。しかし、受注者
を選択する場合には、リースのメリットを甘受できない
機械はそれ以上に老朽化（平均使用年数が長い）してお
が、長期的な機械の購入計画を立案することで、リース
り、特に受注者が自社で保有している機械はその傾向が
に比べて少ないコストで機械の用意ができる。ここでは、 顕著である。
コスト的なメリットを鑑み、購入により機械を用意する
但し、受注者機械の平均使用年数は機種毎に大きく異
こととして、除雪体制の確保について考察した。
なる。新雪除雪（除雪トラック、除雪グレーダ）や排雪
（ロータリ除雪車）など、特定の工種にのみ使用する機
(1) 除雪に供した機械の調査
種では、受注者機械の平均使用年数は発注者機械の2倍
開発局が平成22年度に発注した、北海道内の国道を対
程度であるのに対し、汎用機械（除雪工事以外でも稼働
象とした除雪工事における、発注者及び受注者が用意し、 が見込める機械）である除雪ドーザ（ホイールショベ
除雪工事に使用した各機械の保有形態及び年式（平均使
ル）では、受注者機械の平均使用年数が発注者機械のそ
用年数）を調査した。また、受注者が用意した機械につ
れより短く、他の機種に比べて逆転している。また、除
いては、保有形態を変更した場合のケーススタディーの
雪ドーザは他の受注者機械の各機種に比べて自社の保有
参考とするため、稼働状況も併せて調査した。
割合が低いことも確認した。
調査結果を表-1に示す。
表-1 除雪に供した機械の状況調査

機械名
除雪トラック
除雪グレーダ
ロータリ除雪車
除雪ドーザ
除雪ドーザ
除雪ドーザ
除雪ドーザ
除雪ドーザ
小形除雪車
ハンドガイド除雪機
凍結防止剤散布車
凍結防止剤散布装置 *
計

規格

15t以上
11～13t
8～9t
5～7t
4t以下

発注者機械
平均使
台数
用年数
500
99
145
－
85
－
－
－
119
－
81
－
1,029

9.4
9.5
8.4
11.9
9.2
9.4
9.4

台数
計

（うち自社）

12
8
5
13
21
66
29
68
53
38
13
37
363

＊凍結防止剤散布装置には、散布作業に供する作業車及びﾄﾗｯｸを含む
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(12)
(7)
(5)
(6)
(14)
(40)
(16)
(32)
(46)
(24)
(10)
(30)
(242)

受注者機械
平均使用年数
稼働時間
平均 （うち自社） 最大
平均
23.5
161
42
(23.5)
21.0
(21.0)
125
58
19.2
(19.2)
150
45
8.5
(11.8)
778
170
9.8
(10.9)
455
169
8.3
(10.8)
859
151
8.1
(10.4)
449
145
8.4
(10.8)
500
103
14.4
(14.3)
494
134
7.7
(8.0)
378
94
19.0
(19.5)
1,000
245
13.8
(14.3)
456
128
11.1
(12.4)
1,000
129

備考

年式等不明の1台含む
年式不明の1台含む
年式等不明の1台含む
年式不明の1台含む
年式等不明の7台含む
年式等不明の1台含む
年式不明の3台含む
年式等不明の3台含む

(2) 中立稼働時間
除雪の施工単価は、作業量に対して一定であり、その
単価には機械の償却費等の固定的経費も含まれている。
このため、機械を保有している場合、機械が一定時間以
上稼働することによりコストメリットが生じる。例えば、
受注者が機械を保有している場合、受注者が実際に支払
う固定的経費より多くの金額を発注者は工事費として支
払うことになる。但し、このコストメリットは、機械の
保有形態や稼働時間により異なる。
機械の保有形態や稼働時間が公共事業費（除雪工事費
と、機械購入及び維持費の合計）に与える影響を定量的
に検証するため、発注者が機械を保有することによりコ
ストメリットが生じ始める年間平均稼働時間（以下、
「中立稼働時間」という）を算出した。
具体的には、標準的な除雪工事の積算基準である土木
工事標準積算基準書7)と、平均的な施工条件のもとで使
用した場合の標準値である建設機械等損料算定表8)等を
用いて、機械単独作業の工種を対象に、機械の機種及び
規格別に中立稼働時間を算出した。
a) 除雪施工単価の算出
保有形態別の除雪の施工単価を算出した。
除雪の施工単価は、労務費、燃料費及び機械損料の合
計である。但し、保有形態の違いにより、機械損料に含
まれる償却費や定期整備費などの内訳が異なることから、
それぞれの機械損料の単価は異なる。
また、同じく機械損料に含まれる管理費についても、
発注者が機械を保有する場合、一部の保険料や税金など
は除雪工事に含まれていないことから、管理費率を補正
（減額）している。しかし、実際には発注者が別途支出
していることから、コスト比較の条件の整合を図るため、
本稿での施工単価の算出にあたっては、発注者が機械を
保有する場合であっても受注者の保有機械と同じ管理費
率として計算した。
機械損料と管理費の内訳を表-2に、施工単価の算出例
を表-3に示す。なお、機械本体と装置の年間標準運転時
間が異なる場合は、本体の数値をベースとして加重平均
により施工単価を算出している。

表-3 施工単価の算出例（除雪トラック10tIG）
保有
形態

労務費 燃料費
*1（円） *1（円）
A

B

標準運転時間（Ｈ/年）*2 施工単価
機械損料（円）*2
本体 Ｉ装置 G装置 本体 Ｉ装置 G装置 A+B+C+(D*
G+E*H)/F
C
D
E
F
G
H

受注者
保有

4,735 2,120 9,280 2,293 3,960

260

200

190

20,793

発注者
保有

4,735 2,120 2,190

260

200

190

10,705

945 1,277

＊１ ： 土木工事標準積算基準書による
＊２ ： 建設機械等損料算定表による。但し、機械損料には切刃損耗費を含む。また、管理費率は
発注者保有機械であっても受注者保有と同率とした

b) 除雪施工単価に含まれない機械経費の算出
コスト比較の条件の整合を図るため、受注者が機械を
保有している場合の施工単価に比べて、発注者保有機械
の施工単価に含まれていない、償却費（購入費）及び定
期整備費の年間必要額を算出した。
償却費の算出にあたっては、基礎価格に償却費率を乗
算し標準使用年数で除算した。償却費率を計算に含める
ことにより、標準使用年数終了後の機械の売却益を予め
減算することとなる。また、定期整備費の算出にあたっ
ては、建設機械等損料算定表の維持修理費率から時間当
たりの定期整備費を求め、それに年間標準運転時間を乗
算した。なお、償却費及び定期整備費の算出にあたり、
機械本体と除雪装置が別に示されている場合には、それ
ぞれを算出した後に合算した。
各用語の意義を表-4に、償却費の算出例を表-5に、定
期整備費の算出例を表-6に示す。
表-4 用語の意義
基礎価格

国内における標準仕様による機械の実勢取引価格

標準使用年数

機械本来の用法のもとで、通常予定される機械の
効率を十分発揮して使用できる年数

償却費率

償却費率＝１－残存率
残存率は、機械が耐用年数を終え、廃棄処分され
る際に残る経済価値の基礎価格に対する割合

年間標準運転時間

機械の使用実績を調査し、それをもとに設定された
１年間の標準的な値

表-5 償却費の算出例（除雪トラック10tIG）
本体

表-2 機械損料と管理費の内訳
機械損料
（受注者保有）
機械損料
（発注者保有）
管理費*1

償却費、定期整備費、現場修理費、管理費
現場修理費、管理費（一部）

基礎価格
償却費率
標準使用年数
各償却費
各償却費の計

Ｉ装置*1

（千円）
A
11,000
（％）
B
95
（年）
C
15
（千円/年） A*B/C
697
（千円/年） 本体＋Ｉ装置＋Ｇ装置

2,120
97
15.5
133

G装置*2

3,430
97
15.5
215
1,044

*1 : I装置は一方向ｽﾉｰﾌﾟﾗｳの略称
*2 : G装置は路面整正装置の略称

保険料、税金、格納保管等経費

*1 ： 管理費は率計上であり、保有形態（発注者・受注者）によりその率が異なる

表-6 定期整備費の算出例（除雪トラック10tIG）
定期整備費（円/Ｈ）
本体
Ｉ装置 G装置
Ａ

1,160
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年間標準運転時間（Ｈ）
本体
Ｉ装置 G装置

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

184

676

260

200

190

定期整備費
（千円/年）
A*D+B*E+C*F

467

c) 中立稼働時間の算出
先に算出した保有形態別の施工単価、償却費及び定期
整備費から、中立稼働時間を算出した。
具体的には、発注者が機械を保有する場合の施工単価
に含まれていない償却費と定期整備費を合計し、保有形
態別の施工単価の差額で除算することにより、発注者が
機械の保有によりコストメリットが生じ始める稼働時間
を算出している。
中立稼働時間の算出例を表-7に、除雪に供する機械の
機種、規格毎の中立稼働時間を表-8に示す。
表-7 中立稼働時間の算出例（除雪トラック10tIG）
償却費

定期整備費

（千円/年）
A

（千円/年）
B

1,044

467

施工単価
中立稼働時間
受注者保有
発注者保有
（円/Ｈ）
（円/Ｈ）
（Ｈ）
C
D
（A+B）/（C-D）

20,793

10,705

150

証した。
なお、受注者機械の凍結防止剤散布車の駆動方式は4
×2であったが、開発局での購入実績がなかったため、
発注者機械は、同じ散布方式の駆動方式4×4として試算
した。
b) ケーススタディーの結果
ケーススタディーの結果を表-9に示す。
この結果、当該1台の凍結防止剤散布車の保有形態を
受注者機械から発注者機械に変更することにより、年間
約7百万円のコストメリットが生じることを検証できた。
なお、この金額は、一般管理費等の諸経費が含まれてい
ない直接工事費での試算であることから、実際には、こ
れ以上のコストメリットが期待できる。
以上のとおり、算出した中立稼働時間を用いて、受
注者機械の解消と公共事業費の縮減の両立が図れるケー
ススタディーを実施することができたことから、中立稼
働時間の有用性を確認することができた。
表-9 ケーススタディー（凍結防止剤散布車）

表-8 機種・規格毎の中立稼働時間
機械名

除雪トラック

除雪グレーダ

規格
10ｔ級､4×4､IG
10ｔ級､6×6､IGS *1
10ｔ級､6×6､IGSM *2
10 ｔ級､6×6､ＩＧ､4.5m級
4.0m級
4.0m級、S *1
4.3m級、高速型
4.3m級、高速型、S *1
2.2m級
2.6m級、294kW級
一車線積込型
11t級、ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ
ﾛｰﾀﾘ式
湿式、2.5m3級、4×4
湿式、4.0m3級、6×6
湿式、6.0m3級、6×6

中立稼働
時間(H/年)
150
148
148
154
257
254
258
255
114
114
114
260
115
176
177
176

保有
区分

機械名

規格

稼働
時間
（Ｈ）
A

施工
直接
単価*1 工事費
（円/H） （千円）
B
C=A*B

（千円）
D

定期
整備費
（千円）
E
－

償却費

受注者

凍結防止剤 湿式､2.5m3
散布車
4×2

1,000

21,290

21,290

－

発注者

凍結防止剤 湿式､2.5m3
散布車
4×4

1,000

11,510

11,510

1,781

コストメリット（千円／年）

計
（千円）
C+D+E
21,290

736

14,027

＝

7,263

受注者の施工単価（機械損料）には、償却費及び定期整備費を含む。また、発注者の施工単価（機
＊１ ：
械損料）には、受注者の施工単価と同率の管理費を計上している

(4) 除雪体制確保に関する考察
調査及びケーススタディーの結果を踏まえ、実際の機
除雪ドーザ
械の保有形態や配置の変更について、以下のとおり考察
小形除雪車
した。
凍結防止剤散布車
a) 保有形態の変更の優先度
実施したケーススタディーの結果のとおり、稼働時間
*1 : Sはｻｲﾄﾞｳｲﾝｸﾞの略称
*2 : SMはｻｲﾄﾞｳｲﾝｸﾞﾏｯｸﾚｰの略称
が多い受注者機械を発注者機械に変更することで、発注
者は大きなコストメリットを得ることができる。
(3) ケーススタディー
しかし、最も優先すべきは除雪体制の確保であること
a) ケーススタディーの条件
から、コストメリットのほかに、先の調査により判明し
受注者機械の稼働調査結果と算出した中立稼働時間を
た古い年式の老朽化した受注者機械を優先的に発注者保
用いて、保有形態の変更によるケーススタディーを実施
有に変更し、発注者が負う受注者の機械保有リスクを低
した。対象は、平成22年度に開発局が発注した除雪工事
減するなど、コストメリット以外の優先度についても検
のうち、受注者が用意した機械のなかで、最も多い時間
討する必要がある。
b) 工区延長の延伸
の稼働があった凍結防止剤散布車とした。
具体的には、最初に受注者機械が実際に稼働した時間
機械が一定時間以上稼働することによりコストメリッ
を用いて年間の工事費を算出する。次に、その当該機械
トが生じることから、付帯除雪などの作業時間帯を限定
が発注者保有であった場合の年間工事費と、その工事費
しない工種を対象に、機械１台あたりの工区（除雪作業
に含まれていない償却費及び定期整備費の年間必要額を
の最小単位）延長を延伸し、稼働時間の増が期待できる
求める。最後に、受注者機械、発注者機械それぞれの場
機械配置への変更を検討する。
合の計を比較することにより公共事業費（除雪工事費と、
具体的には、隣接する複数の工区がそれぞれに低稼働
機械購入及び維持費の合計）に与える影響を定量的に検
の機械により施工している場合には、現状の複数工区を
ロータリ除雪車
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1台の機械で施工することを検討する。例えば、複数の
工区を大きな1つの工区に再編し、複数の建設会社等が
JVとして工事を受注する。もしくは、工種毎の工区延長
の変更や、機械の併用などが考えられる。
このことにより、保有形態の別にかかわらず、低稼働
機械の処分と、機械の高稼働化を同時に図ることが可能
となり、受注者が負う機械保有リスクや、受注者が負う
少雪リスクの低減につながる。
c) 受注者機械の活用
発注者が保有する機械が低稼働であり、当該受注者や
地域のリース業者が代用できる機械を保有している場合
には、保有形態を発注者機械から受注者機械に変更する
ことにより、発注者はコストメリットを得ることができ
る。
しかし、保有形態の変更により、発注者は受注者の都
合による機械の処分など受注者の機械保有リスクを負う
ことになる。特にロータリ除雪車などの除雪専用車は夏
場の使用が見込まれず、高価でもあることから、受注者
が保有し維持することは困難だと想定される。このため、
保有形態を受注者機械に変更する場合には、代用機械の
年式を確認するなど最大限の注意が必要である。
また、保有形態を変更する機械が汎用機械である場合
には、除雪工事にのみ機械を使用する発注者に比べ、受
注者は当該除雪工事以外の稼働も期待できるため、より
多くの稼働時間を確保できる可能性がある。受注者がそ
の稼働時間により生じる利益で償却費など機械経費の支
出を賄える場合には、受注者はコストメリットを得るこ
とができる。先に行った調査の結果、受注者は汎用機械
（除雪ドーザ）を比較的新しい年式で多く保有している
実態が明らかになっている。これは、上記事例のように、
発注者ではコストメリットが生じない状況であっても、
受注者ではコストメリットが生じるケースが多分にある
ためだと想定される。
なお、緊急時の体制確保に必要な特定の機械について
は、稼働の多少にかかわらず、発注者が保有すべきと考
える。
d) 保有形態などの継続調査の必要性
本稿では単年度のデータを対象に、保有形態年式及び
受注者機械の稼働状況を調査した。しかし、各々のデー
タは降雪状況や機械の故障など様々な要因で変化するた
め、単年度のデータでは当該工区を正確に判断すること
はできない。
また、継続的に調査することにより、機械の平均使用
年数の推移など、機械の保有に関する様々な傾向を確認
することが可能であるため、同様の調査を継続する必要
がある。
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5. まとめ
本稿は、継続的な除雪体制の確保を目的に、除雪工事
に供した機械を調査したほか、発注者が機械を保有する
ことによりコストメリットが生じ始める中立稼働時間を
算出し、その稼働時間を用いて保有形態を変更した場合
のケーススタディーを行うなど除雪に供する機械の保有
形態について検討した。
その結果、受注者保有機械の解消と、公共事業費の縮
減の両立が図れるケーススタディーを実施できたことか
ら、中立稼働時間の有用性を確認することができた。ま
た、調査及びケーススタディーの結果を踏まえ、機械の
保有形態や配置の変更について考察した。
今後は、除雪工事に供した機械について調査を継続し、
複数年のデータを用いて機械の保有形態について考察す
るなど、除雪体制の確保に関する研究に継続して取り組
む所存である。
謝辞：除雪期間のご多忙中にもかかわらず調査にご協力
頂いた､除雪工事受注会社各位に深く感謝致します。
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