
平成２７年度第１回 群馬県道路除雪会議

日 時：平成２７年７月１６日（木）
１４:００～１５:００

場 所：群馬建設会館Ａホール
（群馬県前橋市元総社町2-5-3）

議 事 次 第

１．開 会

２．あいさつ

国土交通省高崎河川国道事務所長
群馬県県土整備部道路管理課長

３．議 事

（１）平成２６年度の取り組み

（２）平成２７年度の予定

（３）その他

４．閉 会

【配布資料】

資料－１ 平成２６年度の取り組み（国土交通省高崎河川国道事務所）

資料－２ 平成２６年度の取り組み（群馬県県土整備部道路管理課）

資料－３ 平成２６年度の取り組み（東日本高速道路（株）高崎管理事務所）

リーフレット 平成２６年度の取り組み（群馬県建設業協会）

資料－４ 平成２７年度の予定

参考資料－１ 設立趣意書

参考資料－２ 規約

参考資料－３ 群馬県道路除雪行動計画
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出典：国土交通省HPより

資料－１

１－１ 平成２６年度の降雪状況（全国） 高崎河川国道事務所



１－２ 平成２６年度の降雪状況（群馬県および周囲県の傾向）

■群馬県内では、平成２６年度は平地部では降雪が観測されなかったものの、山間地においては平成２５年度及び
５ヶ年平均値よりも降雪量が多かった。
■平成２６年度は山間部・草津では降雪日数が増加、藤原では最大降雪深が増加

図.群馬県内観測所位置図
（出典：気象庁HP）

①H25年度と26年度の累加降雪深 比較

※赤ハッチ箇所は５年平均以上の降雪があった年度

③群馬県内外の（H25-26年度）降雪日数および最大降雪深

H25年度（前橋）

H25年度（草津）

H26年度（草津）

H26年度（前橋）

県 観測地点 標高 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 ５年平均

藤原 700m 1023cm 1029cm 1023cm 968cm 1379cm 1084cm
みなかみ 531m 816cm 974cm 889cm 889cm 1087cm 931cm
草津 1223m 617cm 620cm 565cm 569cm 713cm 617cm
前橋 112m 7cm 23cm 6cm 106cm 0cm 28cm
那須高原 749m 316cm 358cm 358cm 428cm 431cm 378cm
奥日光 1292m 428cm 248cm 209cm 229cm 269cm 277cm
河口湖 860m 82cm 100cm 73cm 240cm 63cm 112cm
甲府 273m 13cm 8cm 20cm 160cm 15cm 43cm
軽井沢 999m 131cm 135cm 128cm 175cm 160cm 146cm
野沢温泉 576m 1059cm 1387cm 1127cm 971cm 1212cm 1151cm

群馬県

栃木県

山梨県

長野県

②群馬県内外の５ヵ年（H22-26年度）累加降雪深

H25年度 H26年度 増減 H25年度 H26年度 増減

藤原 700m 104日 103日 → 59cm 74cm
みなかみ 531m 96日 96日 → 56cm 53cm →
草津 1223m 101日 110日 65cm 31cm
前橋 112m 4日 0日 44cm 0cm
那須高原 749m 89日 87日 → 58cm 36cm
奥日光 1292m 45日 55日 33cm 22cm
河口湖 860m 19日 10日 75cm 21cm
甲府 273m 5日 4日 → 83cm 6cm
軽井沢 999m 23日 39日 52cm 18cm
野沢温泉 576m 90日 80日 55cm 79cm

群馬県

栃木県

山梨県

長野県

県 観測地点 標高
降雪日数 最大降雪深

出典：気象庁HPより



１－３ 改正災害対策基本法に基づく車両の移動措置（全国）

■平成２６年１１月に「災害対策基本法」が改正
・大雪時等の災害時において、緊急車両の通行を確保する必要がある場合、区間を指定し、車両等の運転者等に対し、車両を道路
外へ移動する等の措置を命じることができることとし、さらに運転者が移動の命令に応じない場合や不在の場合などには、道路管理
者自らが車両等を移動することができることとした。

■国道１９２号で初の適用（昨年１２月５日～６日には北日本から西日本にかけて広範囲で降雪）
・普段雪の少ない愛媛と徳島を結ぶ国道１９２号では立ち往生１３０台が発生し、改正災対法を初めて適用し、車両の移動措置を実施
■平成２６年度は高速道路や国道の４８区間で指定

3

出典：国土交通省
四国地方整
備局HPより
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２－１ 高崎河川国道事務所での除雪機械等の配置見直し、増強

■平成２６年度は除雪機械の配置換えやリース、維持業者所有機械により増強

【配置換え】
・除雪グレーダ（１台） ： 沼田（出）猿ヶ京除雪ＳＴ 碓氷（出）軽井沢除雪ＳＴに配置換
・プラウ付き凍結防止剤散布車（１台） ： 沼田（出）猿ヶ京除雪ＳＴ 前橋（出）に配置換
【増強】
・維持業者所有の除雪グレーダを配備（３台） ： 前橋（出）、桐生（出）
・リースの除雪グレーダを配備（２台） ： 沼田（出）、桐生（出）

軽井沢除雪STに配置換えした除雪グレーダ 前橋（出）に配置換えしたプラウ付き凍結防止剤散布車



◆訓練項目
１．通行規制訓練

除雪作業のための通行止を想定し、実際に現道を通行規制し交通誘導訓練を実施

２．除雪車両の広域移動訓練

行動計画に基づき北部の豪雪地域からの除雪車の移動訓練を実施

３．管理者の垣根を越えた除雪訓練（指示・命令）

行動計画に基づき、優先除雪区間の除雪等に係る指揮命令系統の連携確認

４．立ち往生車両移動訓練

改正災害対策基本法に基づく路線指定等の手続きの確認、除雪車の牽引による立
ち往生車両の移動訓練を実施

５．情報提供訓練

道路情報板やツイッターを活用した情報提供訓練を実施

※訓練と合わせて県内全域で除雪作業に係る啓豪活動を実施

◆訓練概要
１．訓練日時：平成２６年１２月１６日（火）１３：３０～１５：００
２．訓練場所：群馬県安中市松井田町横川（碓氷峠鉄道文化むら駐車場及び国道１８号碓氷ＢＰ）
３．主 催 ：群馬県道路除雪会議（県内道路管理者、警察、建設業協会等）
４．参加機関

国土交通省高崎河川国道事務所、群馬県、群馬県警察、ＮＥＸＣＯ東日本、安中市、群馬県建設業協会、道路維
持業者

本訓練は、群馬県内の各道路管理者、警察、除雪業者等
で組織する「群馬県道路除雪会議」において策定した「大雪
時における道路除雪行動計画」の項目について、実際の行
動イメージの共有・確実な実行を目的として実施したもので
す

訓練参加者が整列し、高崎河川国道支部長による訓練開始宣言
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２－２ 群馬県道路除雪行動計画に基づく訓練 高崎河川国道事務所



◆通行規制訓練 ◆除雪車両の広域移動訓練

道路種別 箇所 延長（km）
直轄国道 4 51.6

補助国道 15 113.7

県 道 42 243.1

市町村道 37 100.6

合 計 98 509.0

◆垣根を越えた除雪の訓練 ◆立ち往生車両の移動訓練

プラウ付き散水車により立ち往生車両を牽引しての
移動訓練

除雪作業のために通行止を行う区間の概要

安中市横川鉄道文化村南交差点における通行止
め規制の状況

沼田（出）、群馬県から応援のため集結した除雪機械

広域移動のイメージ

◆除雪作業に係る啓豪活動

訓練では指示・命令系統を確認

道の駅での啓豪活動

通行止め停車車両へのチラシ配布

垣根を越えた除雪のイメージ
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２－２ 訓練の実施状況



２－３ 情報提供（１） チラシの作成・配布

■群馬県道路除雪会議として５０，０００部のチラシを作成し、ドライバー及び住民への啓蒙活動を実施
■主な配布先
【群馬県各土木事務所、群馬県建設業協会各支部、NEXCO東日本各管理事務所、道の駅、各市町村等】
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２－３ 情報提供（２） ＨＰ・ツイッターによる情報発信
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【ＨＰの掲載内容】
・道路施設情報（チェーン着脱所等）
・ライブカメラ画像（リアルタイム路面状況等）
・道路気象情報（気温、路面状態、積雪深）
【ツイッターによる情報発信】
・平成２６年度より、大雪注意報発表時の注意喚起、降雪状況、除雪作業状況等を発信。（２２回の情報発信）
・冬用タイヤの装着、チェーンの装着等をお願い。

Twitterによる情報発信例

施設情報（チェーン着脱所）

ライブカメラ画像

HPの掲載内容



平成26年度
除雪機械運転実技講習会実施結果

• 開催日：平成２７年３月６日（金）

• 場所：(一)沼田赤城線冬季閉鎖区間（沼田市利根町砂川地内）

• 講習内容：ロータリー除雪車・除雪ドーザ等を用いた実技講習

（講師利根沼田地域の建設会社熟練オペレータ）

①ロータリ除雪車（２．２ｍ級）【萬屋建設(株)】

②ロータリ除雪車（１．５ｍ級）【角田建設工業(株)】

③歩道用除雪機【角田建設工業(株)】

④除雪ドーザ（１１ｔ級）【萬屋建設(株)】

• 主催者：群馬県道路除雪会議事務局

平成２６年２月の大雪時の対応では、オペレータの不足が
課題となりました。また、積雪量の少ない地域でも、大雪時に
は県北部の除雪機械を県南部へ応援派遣するなど、大型
除雪機械の運転する機会が想定されます。このため、今後の
大雪に備え、除雪機械の運転技術の習得・向上を図るため、
除雪機械運転講習会を開催しました。

○開催目的 ○実施結果

• アンケート結果

30

4

20
20

0 1

：実技 ：実際の道路で機械を操作できたこと
：見学

：県北部熟練オペレータと意見交換・操作
説明があったこと

：その他
：特になし

①講習会の参加状況 ②講習会に参加して良かった点（複数回答可）

20代 30代 40代 50代 60代 70代 計
人数 5 12 10 6 2 1 36

• 参加人数

除雪機械の運転技術の習得・向上を図るため、平成２７年度も
引き続き沼田土木事務所管内で実技講習会を予定しています講師の皆様

(建設業協会沼田支部から6名) 受講者の皆様

除雪ドーザ運転講習 ロータリー除雪車運転講習

2015/07/16
群馬県県土整備部 道路管理課

資料－２



平成26年度
群馬県除雪機械購入状況

①ロータリ除雪車・・・４台

②除雪ドーザ・・・１台

③凍結防止剤散布車・・・１台

④除雪トラック・・・２台

⑤小型除雪車・・・２台

⑥車載式散布機・・・８台

⑦スノープラウ・・・１台

積雪寒冷地である、中之条土木事務所・沼田土木事
務所管内に大型除雪機械を１０台購入しました。

また、群馬県南部の除雪体制強化のため、積雪寒冷
地から８台の大型除雪機械の配置替えを実施。さら
に、簡易除雪機械を９台購入しました。

平成２７年度は大型除雪機械２台、簡易除雪機械複
数台の購入を予定しています。

○購入状況 ○購入機種

大型除雪機械１０台

簡易除雪機械９台

ロータリー除雪車

除雪トラック

除雪ドーザ

凍結防止剤散布車

2015/07/16
群馬県県土整備部 道路管理課

小型除雪車



ロータリー除雪車の増車

高崎管理事務所にロータリー除雪車を１台増やしました。

新型ロータリー除雪車の特徴
除雪車の後方に排雪できる ⇒ 狭い幅員での作業が可能

同型車両の長野管理事務所でのデモンストレーション

資料－３



小型除雪車・凍結防止剤散布車の導入

料金所広場や一般道側のランプなど、大型除雪車では小回り
が利かずに除雪しづらかった場所を効率的に除雪するために、
４ｔダンプをベースとした小型除雪車を導入しました。



高速道路通行止め時の通行止め規制の見直し

高速道路が通行止め（両方向）した場合の通行止め方法について
平成２５年度まで ： 料金所ブースの手前で通行止め規制
問題点・・・平成２５年２月の豪雪からの反省
一般道接続部～料金所ブースの間に通行止め解除待ちの車両が多数滞留
⇒  この区間の機械除雪が出来ない
⇒ 本線の除雪が完了しても通行止めが解除できない

平成２６年度から ： 一般道との接続部で通行止め規制
≪道路管理者、交通管理者との協議≫

（※ 平成２６年度は実績無し）



災対法に基づく車両の移動訓練

災害対策基本法の改正及び「災害対策基本法に基づく車両
の移動等に関する運用の手引き」に基づく車両移動について、
道路区間の指定の申請から指定区間の解除までの現地オペ
レーションの一連の実地訓練を、関東支社はじめ関東支社管
内の管理事務所職員参加のもと、平成２７年１月２０日に高崎
管理事務所で実施しました。











■第１回会議 ： ７月１６日（木）

■地区部会 ： ８月～９月

■第２回会議 ： １０月

■行動計画に基づく訓練 ： １１月

■除雪機械運転実技講習会等 ： ３月
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平成27年度の予定

資料－４

■道路除雪行動計画のフォローアップ
・保有除雪機械等の情報に関する更新
・雪捨て場等の調整や更新
・関係機関相互の連絡調整、連絡先の確認

■訓練・講習会等実施及び啓発活動



参考資料－１

群 馬 県 道 路 除 雪 会 議

設 立 趣 意 書

平成２６年２月１４日～１５日にかけて発生した記録的な大雪においては、

関東地方の各地で観測史上最高の降雪量を記録し、群馬県においても前橋市で

過去最大となる７３ｃｍの降雪を記録、道路交通網が混乱するなど、国民、県

民生活に対して多大な影響を与えた。

また、県内の除雪機械や作業人員が不足した地域では除雪作業準備の遅れや

道路管理者間の連携不足などから、効率的な道路除雪が行えず、山間部での孤

立集落や立ち往生車両による道路の通行止めが発生、市街地においても除雪作

業の遅れによる交通渋滞や通行障害箇所が多数発生した。

本会議は、今回の道路除雪の対応にあたって明らかとなった課題等について、

各道路管理者及び関係各機関が共通の認識に立ち、その対応方法について協議

を行い、対応策を事前に取り決め共有することにより、今後同様の降雪があっ

た場合にも道路交通の混乱を最小限に抑えることを目的として設置する。

平成２６年７月１６日



参考資料－２

群馬県道路除雪会議 規約

（名 称）

第１条 本会は、「群馬県道路除雪会議」（以下、「会議」という。）と称する。

（目 的）

第２条 会議は、群馬県内において現状の除雪体制の能力を超える大雪が発生した際に、

効率的かつ迅速な道路除雪作業が行えるよう、県内の各道路管理者及び関係各機関が

連携した道路除雪の方法等について事前に協議、確認するとともに、互いの情報を共

有することにより、大雪発生時の迅速かつ確実な対応を図ることを目的として設置す

る。

（協議事項）

第３条 本会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

（１）各道路管理者の連携強化による効率的な除雪体制の検討

（２）優先して除雪作業を行うべき区間の検討・設定

（３）効率的な除雪作業を行うための通行規制区間、迂回路等の検討

（４）道路管理者間の道路通行規制情報の共有

（５）道路利用者等に対する情報提供の考え方の検討。

（６）その他必要な事項。

（組 織）

第４条 会議は、第２条の目的を達成するため、群馬県内における各道路管理者及び警察、

その他関係機関により組織するものとし、構成は「別紙－１」のとおりとする。

２．会議には、会長１名、副会長１名を置くものとし、会長には国土交通省高崎河川国

道事務所長、副会長には群馬県県土整備部道路管理課長を充てる。

３．会議には、地域の特性を踏まえた計画を検討するための組織として「地区部会」を

置くものとし、構成は「別紙－２」のとおりとする。

（地区部会）

第５条 地区部会は、部会長の招集により開催する。

２．地区部会では、「会議」において調整、確認、決定された基本的な考え方、方針に

基づき、各地区毎の実態を踏まえた計画の検討、調整を行い、「地区計画」として取

りまとめるものとする。

（事務局）

第６条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。

２．事務局は、国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所道路管理第二課及び、群

馬県県土整備部道路管理課に置く。

（規約の改正）

第７条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行うものとする。

（その他）

第８条 本規約に定めるもののほか必要な事項はその都度協議して定めるものとする。

（附則）

本規約は、平成２６年７月１６日から施行する。

本規約は、平成２６年８月２８日から施行する。（地区部会名簿の一部修正）



別紙－１

所　　属 役　　職

会長 国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所 所長

副会長 群馬県県土整備部道路管理課 課長

前橋土木事務所 所長

高崎土木事務所 所長

渋川土木事務所 所長

藤岡土木事務所 所長

富岡土木事務所 所長

安中土木事務所 所長

中之条土木事務所 所長

沼田土木事務所 所長

伊勢崎土木事務所 所長

太田土木事務所 所長

桐生土木事務所 所長

館林土木事務所 所長

東日本高速道路株式会社関東支社高崎管理事務所 所長

東日本高速道路株式会社関東支社佐久管理事務所 所長

東日本高速道路株式会社関東支社湯沢管理事務所 所長

群馬県警察本部 交通部交通規制課長

前橋市 建設部長

高崎市 建設部長

桐生市 都市整備部長

伊勢崎市 建設部長

太田市 都市政策部長

沼田市 都市建設部長

館林市 都市建設部長

渋川市 建設部長

藤岡市 都市建設部長

富岡市 都市建設部長

安中市 建設部長

群馬県道路除雪会議　名簿
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所　　属 役　　職

群馬県道路除雪会議　名簿

みどり市 都市建設部長

榛東村 建設課長

吉岡町 産業建設課長

上野村 振興課長

神流町 産業建設課長

下仁田町 産業振興課長

南牧村 振興整備課長

甘楽町 振興課長

中之条町 建設課長

長野原町 建設課長

嬬恋村 建設課長

草津町 愛町部土木課長

高山村 農政課長

東吾妻町 建設課長

片品村 農林建設課長

川場村 田園整備課長

昭和村 建設課長

みなかみ町 地域整備課除雪センター長

玉村町 都市建設課長

板倉町 都市建設課長

明和町 経済建設課長

千代田町 建設水道課長

大泉町 都市建設部長

邑楽町 都市建設課長

群馬県建設業協会 会長

東京電力株式会社 配電サポートグループ制御担当課長

ＮＴＴ東日本株式会社 設備部災害対策室長

事務局
国土交通省関東地方整備局　高崎河川国道事務所　道路管理第二課

群馬県県土整備部　道路管理課
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別紙－２

地区名 所　　属 役　　職

部会長 群馬県前橋土木事務所 副所長

群馬県警察前橋警察署 交通課長

群馬県警察前橋東警察署 交通課長

国土交通省高崎河川国道事務所 前橋出張所長

国土交通省高崎河川国道事務所 桐生国道維持出張所長

前橋市
建設部道路管理課
課長補佐（兼）工務第一係長

群馬県建設業協会前橋支部 支部長

部会長 群馬県高崎土木事務所 副所長

群馬県警察高崎警察署 交通第一課長

国土交通省高崎河川国道事務所 前橋出張所長

国土交通省高崎河川国道事務所 碓氷出張所長

高崎市 建設部管理課長

群馬県建設業協会高崎支部 支部長

部会長 群馬県桐生土木事務所 技術次長

群馬県警察桐生警察署 交通課長

国土交通省高崎河川国道事務所 桐生国道維持出張所長

桐生市 都市整備部土木課維持係長

みどり市 建設課長補佐

群馬県建設業協会桐生支部 支部長

部会長 群馬県伊勢崎土木事務所 技術次長

群馬県警察伊勢崎警察署 交通課長

国土交通省高崎河川国道事務所 桐生国道維持出張所長

伊勢崎市 建設部道路維持課維持係長

玉村町 都市建設課工務係長

群馬県建設業協会伊勢崎支部 支部長

部会長 群馬県太田土木事務所 副所長

群馬県警察太田警察署 交通課長

国土交通省高崎河川国道事務所 桐生国道維持出張所長

太田市 道路整備課長

太田市 地域整備課長

群馬県建設業協会太田支部 支部長

太田

桐生

高崎

前橋

群馬県道路除雪会議　地区部会　名簿

伊勢崎
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地区名 所　　属 役　　職

群馬県道路除雪会議　地区部会　名簿

部会長 群馬県沼田土木事務所 技術次長

群馬県警察沼田警察署 交通課長

国土交通省高崎河川国道事務所 沼田維持修繕出張所長

沼田市 都市建設部建設課長

片品村 農林建設課長補佐

川場村 補佐兼建設係長

昭和村 建設課　課長補佐

みなかみ町 地域整備課　除雪センターＧＬ

群馬県建設業協会沼田支部 支部長

部会長 群馬県館林土木事務所 技術次長

群馬県警察館林警察署 交通課長

群馬県警察大泉警察署 交通課長

館林市 都市建設部道路河川課維持係長

板倉町 都市建設課計画管理係長

明和町 経済建設課建設係長

千代田町 土木管理係長

大泉町 土木課土木係長

邑楽町 都市建設課管理係長

群馬県建設業協会館林支部 支部長

部会長 群馬県渋川土木事務所 技術次長

群馬県警察渋川警察署 交通課長

国土交通省高崎河川国道事務所 前橋出張所長

国土交通省高崎河川国道事務所 沼田維持修繕出張所長

渋川市 建設部土木管理課維持係長

榛東村 建設課主任

吉岡町 産業建設課用地管理室係長

群馬県建設業協会渋川支部 支部長

部会長 群馬県藤岡土木事務所 技術次長

国土交通省高崎河川国道事務所 碓氷出張所長

群馬県警察藤岡警察署 交通課長

藤岡市 都市建設部土木課道路管理係長

上野村 振興課係長

神流町 産業建設課　課長補佐

群馬県建設業協会藤岡支部 支部長

藤岡

渋川

館林

沼田

2／3



地区名 所　　属 役　　職

群馬県道路除雪会議　地区部会　名簿

部会長 群馬県富岡土木事務所 技術次長

群馬県警察富岡警察署 交通課長

富岡市 都市建設部道路建設課長

下仁田町 産業振興課　係長

南牧村 振興整備課主幹

甘楽町 振興課 補佐兼都市計画係長

群馬県建設業協会富岡支部 支部長

部会長 群馬県安中土木事務所 技術次長

群馬県警察安中警察署 交通課長

国土交通省高崎河川国道事務所 碓氷出張所長

安中市 土木課長

群馬県建設業協会安中支部 支部長

部会長 群馬県中之条土木事務所 技術次長

群馬県警察吾妻警察署 交通課長

群馬県警察長野原警察署 交通課長

中之条町 建設課　管理係長

長野原町 建設課　管理国土調査係長

嬬恋村 建設課　土木係長

草津町 愛町部土木課　課長補佐

高山村 農政課　建設係長

東吾妻町 建設課　補佐

群馬県建設業協会吾妻支部 支部長

中之条

安中

富岡
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