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農業除雪を考える

――北海道における調査結果から――
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我が国は国土面積の半分強が豪雪地帯、そしてその９割以上を農業地域が占めるが、農業
雪害にくらべ農業除雪（農作業の一環としての除雪作業）の実態はあまり知られていない。
そこで筆者らは北海道における農業除雪について、道内ＪＡの地域の農家事情に詳しい営
農担当者へのアンケート調査、および留萌エリアに位置する苫前町における農家などへの
聞き取り調査を実施した。これらを踏まえて本稿では、北海道農業と雪の関係、農業除雪
などに関わる負担の実態、農業の現場における雪との対峙の実態を報告する。
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１．農業雪害と農業除雪
「意外と知らない !? 農家の冬作業『雪踏み』をご紹介します」注１）。2021 年 1 月、
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地域経済論。博士（文学）。主著
に『田園回帰がひらく新しい都
市農山村関係―現場から理論ま
で―』
（編著、ナカニシヤ出版、
2021年）
『
、若者を地域の仲間に！
―秘訣をつかむハンドブック―』
（共編著、筑波書房、2021 年）、
『みんなでつくるまちづくりワー
クショップ―ファシリテーション
の「かきくけこ」―』
（監修、今
井出版、2021 年）、
『若者と地域
をつくる―地域づくりインターン
に学ぶ学生と農山村の協働 ―』
（共編著、原書房、2010 年）など。

北海道オホーツクエリア注２）に位置する「ＪＡきたみらい」の Web サイトに興味深
い記事が掲載された。雪踏みとは、踏圧（圧雪）することで外気（寒気）を土壌中に
伝わりやすくし土壌に凍結が入り易くする「冬からできる土づくり」であり、数年前
から徐々に普及しているという。
日本は世界有数の雪国であり、札幌市などに代表される、降雪量が多くかつ人口規
模が大きい都市があるという特徴の一方、国土面積の半分強である豪雪地帯（豪雪地
帯対策特別措置法の指定地域）に占める農業地域（農業地域類型の平地農業地域、中
間農業地域、山間農業地域）の面積割合は 94.2% にも達し、雪は農業とも密接に関わっ
ている。にもかかわらず、あまり知られていないこともあり、冒頭のような「雪×農
業」の紹介がなされたのであろう。
1963 年のいわゆる「38 豪雪」は中国山地において過疎化を加速させたが、農業
被害もまた甚大であった。表１は農林水産省の「農作物災害種類別被害統計（被害応
急調査結果）」から、主な降雪による農作物被害をまとめたものであるが、「38 豪雪」
は、特に被害面積で群を抜いていることから、農業雪害の報告もある。その後は、豪
雪地帯における農業形態が水稲単作になってきたため、越冬裏作物類の作付けも激減
し、農業統計上での雪害の比重はそれほど多くはなかったとされる。
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しかし減反政策により、積雪地帯においても農業の多様化が始まり、冬季でも生産
環境の維持管理を必要とする施設園芸、畜産などが増加している。特に施設園芸は
1975 年ころから急激に増加し、これが昭和 50 年代から 60 年代の雪害発生の遠因
になっているとされる（岩切、1982）。豪雪を原因とする農作物被害はいったん落ち
着いたが、21 世紀に入るあたりから増え始め、平成 18 年豪雪、平成 24 年豪雪、平
成 26 年豪雪など面積的にも金額的にも大きな被害を受けた農業雪害が近年では目に
つくようになってきている。このような農業雪害についてはいくつかの報告（例えば、
米山・神谷・若原・神谷 2012、両角 2015）がなされており、また雪害を防ぐ取り
組みについては技術的な研究（例えば、大沼 1983a、大沼 1983b、神川・峯・安川・
森岡、2014）がある一方で、農作業の一環としての除雪作業（以下本稿では「農業
除雪」とする）についての実態は十分にフォーカスされてこなかった。岩切（1982）
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は昭和 50 年代の北陸地方では兼業化によって除雪作業への地域的な対応能力が低下
してきたことを指摘するが、その後も進んだ農業人口の高齢化を鑑みると、農業除雪
への負担はさらに大きくなっているのではないかと考えられる。
北海道におけるその実態を明らかにするため筆者らは２つの調査を実施した。１つ
は道内の 103 のＪＡへのアンケート調査であり、主として地域の農家事情に詳しい
営農担当者に農業除雪の実態やその負担を尋ねることで、概略的な状況を明らかにし
る もい

た。そのうえで農家の方々の農業除雪への現場認識の一端を知るため、留萌エリア中
とままえちょう

部に位置する苫前町において聞き取り調査を実施した。本稿ではこれらの調査を踏ま
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注１）ＪＡきたみらい Web
サ イ ト https://www. Ｊ

えて、はじめに北海道農業と雪の関係を、新聞報道などをもとに概観したのちに、ア

Ａ kitamirai.or.jp/tsushin/

ンケート調査からみられる農業除雪などに関わる負担の実態、さらに農業の現場にお

kitamirai-now/22607/、

ける雪との対峙の実態を報告する。

2021 年 11 月 25 日閲覧。
注２）ＪＡが定める
「地区」
などを本稿では「エリア」

【表１】主な降雪などによる農作物被害

とする。なお北海道の総
合振興局の範囲とほぼ一
致するが、上川総合振興
局の幌加内町はＪＡのエ
リアでは空知、宗谷総合
振興局の幌延町はＪＡの
エリア で は 留 萌となる。
また日高総合振興局と胆
振総合振興局に相当する
範囲はＪＡのエリアでは
両者をまとめて日胆エリ
ア、檜山総合振興局と渡
島総合振興局に相当する
範囲はＪＡのエリアでは
道南エリアとしている。

注：主な農作物被害とは、被害見込金額 10 億円以上のものをいう。
資料：農林水産省の「農作物災害種類別被害統計（被害応急調査結果）」各年度より筒井作成。
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２．北海道農業と雪
北海道農業の歴史と雪は切り離せない関係にある。積雪や寒さに耐えうる品種改良
や栽培体系、施設の構造や建設、技術改良などに取り組んできただけでなく、農作物
の貯蔵や食味の向上などに雪を利用もしている。経営の多角化や冬の農業所得向上な
どを目指し、ハウス栽培など新たな農業経営も広がっているなか、農業除雪は農家
にとって大きな問題にもなっている。労働の負担だけでなく、ハウスでの定植が始
まった２月下旬や３月に大雪となることもあり、甚大な農業被害につながることもあ
る。農業被害にならないよう、農家はハウスの除雪対策という新たな負担を強いられ
ている。ハウスなど施設での野菜や果樹、花きの栽培は、小さな面積でも安定的に
高収益が見込めるとして、昭和 30 年前後に普及し、昭和 40 年代以降全国的に急速
に広まってきた。農林水産省によると、1969 年のハウス、ガラス温室の栽培面積は
13,623ha に対して、1999 年には 72,525ha と 5 倍以上に増えたが、農家の高齢化
や生産コスト削減が困難であること、輸入野菜の増加などの理由から、近年の全国的
な栽培面積は減少傾向にある。2018 年の栽培面積は 54,791ha となっている。しかし、
自らの工夫で高付加価値化しやすいことから、新規就農者の 85% が中心作物として
施設園芸を選択する魅力ある作物であるという。
北海道野菜史研究会（2020）によると、農業用ビニールがそれまでの油紙に代わっ
て普及を始めたのは 1952 年からで、竹支柱によるトンネル栽培から北海道でも普及
が始まり、1958 年には道南に人が内部で作業できる竹幌式ハウスができている。施
設園芸の栽培実面積は 1999 年６月までの過去１年間の道内の施設園芸の栽培面積は
3,172ha に対して、2018 年 10 月 31 日までの過去１年間で 3,308ha と、過去 20
年間で全国的には減少傾向にあるなかで、北海道では栽培面積は微増ではあるが、増
加傾向にある。専業農家が多くＪＡの求心力が高い北海道ではＪＡが呼びかけをする
などで、ハウスの導入を地域ぐるみでするケースも少なくない。筆者の 1 人である
尾原がインタビューを行った北海道野菜史研究会の富田義昭氏は「北海道の施設園芸
は栽培期間を長くするためと、雪などが降っても施設内で安定的な栽培をするために
取り組んでいる、所得向上や冬期間の労働力の配分のために熱心に産地化を進めてい
る。雪国ではない都府県の産地では露地栽培でできることでも、北海道では降雪や寒
さでできなかった。しかし、技術や設備の発展に伴い、早くから施設内で苗を作り工
夫する農家が出ている。ただ、こまめな除雪が必要で、手間暇がかかる。また、ここ
数年は突然に異常な大雪が降ることが多く、骨材を耐雪性にするなどに取り組んでい
ても、雪の被害に見舞われる産地もある」と指摘する。
2018 年２月、暴風雪で北海道新ひだか町は、新規就農者らが建てたばかりのミニ
トマトや花などの 400 棟を超すハウスが倒壊した。記録的な大雪の被害により、農
業被害額は９億円を超した。もともと同町は新規就農者の育成に力を入れており、若
い移住者が多かった。雪害により初の定植を目前に建設したばかりのハウスがほぼ全
壊した若者もいて、営農再開には二重ローンを抱えるしかなく、再建への道筋は並大
ＪＣＡ／研究REPORT／No.31／2022.1
農業除雪を考える

3

抵ではなかった。被害の深刻さに「離農者が出るのはやむを得ない」と多くの農業関
係者が思っていたが、町内を管内とするＪＡしずない、ＪＡみついし、地元行政や農
家が助け合い、1,000 人近いボランティアによる除雪や片付けが再建を後押しした。
国やＪＡ、自治体の補助事業も復旧に大きな役割を果たしたという。10 棟中９棟が
倒壊したミニトマト農家の方は、新たに建てたハウスを前に「借金だけが残って一時
は頭が真っ白になったが、無我夢中でやるしかないと思った。周りが動いてくれたこ
とで離農は選択肢から消えた」と振り返る。大阪府岸和田市出身で、40 歳を過ぎて
から農業研修生となったこの方は子どもが生まれたばかりだったが、研修制度が充実
していることや、地域の人がよそ者の自分を温かく歓迎してくれたことなどから、同
町を選んだという。雪の被害があったが、あきらめることなく営農を続ける道を選ん
だ。被害後から気持ちを切り替え、研修で学んだ技術を生かして経営を進めた。今、
除雪も重要な農作業の一つと位置付ける。現在は、農作業は順調で収量は上々で、
2,000 万円の借金返済の目途めどもみえてきた。さらに、同町の農家らは被災後、ハ
ウスの耐雪強度を増し、暖房を導入する、共済加入も進めるなどで「雪害に強い産地」
注 ３） 詳 細 は 2021 年 3

づくりを進めている注３）。道外からの移住者の中には、農業除雪が冬の農作業の重要

月 18 日付日本農業新聞
「3

な部分を占めることを想像していない若者もいる。このため「夏ではなく、冬を敢え

年前の大雪でハウス 400
棟倒壊
活

離農者ゼロで復

新ひだか町」を参照。

てみてもらい、家屋も含めて除雪の大変さを知ってもらい、移住を考えてもらう」と
いうＪＡもある。
除雪作業は、平時だけでなく、降雪量が極端に多かった時は特に大きな負担となる。
北海道屈指のメロン産地であるＪＡふらの管内では 2021 年 3 月に想定外の大雪が
降り、水稲育苗やアスパラガスなども含めて 372 棟のハウスが倒壊した。記録的な
大雪のなか、農家が夜明け前から日没まで懸命に雪かきを続けた。前日から大雪の予
報が出ていたため、農家はそれぞれ支柱を立てて、雪かきできるようにスペースを確
保するなど入念な対策をしていた。しかし、1979 年の統計開始以来、最大の降雪量
となり、除雪が間に合わなかった。農家の多くは明け方から夜更けまで休みなく雪か
きを続けたが、いくら除雪しても追いつかないほどの降雪だった。ＪＡによると、メ
ロン農家のうち７割以上が被害に遭ったという。被害に遭っても、ＪＡ管内の農家は

注４）詳細は 2021 年 7 月
15 日付日本農業新聞「統
計開始以来の大雪
ス倒壊 372 棟

ハウ

家族 3 人

雪かき 16 時間」を参照。

残るハウスで栽培を続け、全国に特産のメロンを出荷した注４）。
北海道における施設園芸は定着し産地化に成功している。一方で施設園芸だけでな
く、異常気象の頻発や農業の大規模化を踏まえると、冬期間の農業除雪がますます重
要になってくる。

３．アンケート調査結果にみる農業除雪の実態
筆者らは、北海道の全 103 ＪＡを対象に農家が安全安心な冬季の暮らしや農業を
営むにあたり、どのような実態の下、どのような負担があるかを把握するため、農作
業除雪に関するアンケート調査を行った。アンケート調査は、2021 年７月 30 日か
ら９月 10 日に行った。回答者については、「各ＪＡの営農担当部長などをはじめと
した管内の農家の冬季の暮らしや農業に詳しい方」と表記で回答依頼を行い、実際の
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回答者の選定については各ＪＡに委ねた。回答はウェブアンケートを用い、全部で
69 のＪＡから回答があった（回収率 66.3%）。
ＪＡグループ北海道が設けるエリアごとの回答としては、留萌（100.0％）、根室
しりべし

（80.0％）
、十勝（79.2％）の順に回答率が高く、回答率が最も低かった釧路・後志・
にったん

道南・日胆でも 50.0％の回答率だった。なお、ＪＡ道央については、耕種と畜種で
２種の回答があったことから、以下集計結果について、同一ＪＡでありながら、回答
結果としては独立の回答とみなし、総回答数は 70 件として扱う。
注５）回答をいただいた

図１は回答を得た 69 のＪＡの所在地注５）と国土数値情報の最深積雪（積雪の年最

ＪＡの所在地は本所ない

大値）メッシュデータ（2012 年、気象庁作成）を重ね合わせたものである。北海道

しは営農担当部署が所在
する住所とした。

でも積雪には差異があり概ね日本海に面している留萌、後志や、内陸に位置する上川、
そら ち

空知などで多い一方、オホーツクや釧路、十勝などのエリアでは少ない傾向がある。
回答を得た 69 のＪＡの所在地をみると多雪エリアと少雪エリアにまんべんなく分布
をしていることがわかる。
【図１】アンケート回答ＪＡの分布と最深積雪

注：北方領土の一部は紙幅の関係で省略した。
資料：アンケート調査結果および国土数値情報より筒井作成。

回答したＪＡの基礎情報として、産出種別ごとで分類できた。冬季中に管内で産出
する耕種・畜産の主な分布としては、「乳用牛及び肉用牛」が３割強と最も多く、次
点に「複数の耕種及び畜産を全般的に生産」が２割と続き、
「生産なし」が約２割であっ
た（図２）
。
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【図２】冬季中に露地以外で生産される耕種・畜産の主な種類

資料：アンケート調査結果。

以下、冬季における農業被害について概観する。2020-21 年冬季と 20 年より前の
冬季で尋ねたところ、３割から４割が農業関連施設の破損・倒壊で、そのうち特にビ
ニールハウスへの被害が大半を占めた（図３・図４）。この傾向は昨冬とそれ以前の
冬季とのあいだで違いはみられなかった。先に述べた通り、岩切（1982）が施設園
芸農業の普及が農業雪害の遠因であると指摘したが、その傾向は現在の北海道にお
いても継続しているようである。少雪による作物への被害（凍結障害）は、2020-21
年冬季において凍結障害の回答のあった 20 件中 11 件が、十勝エリアのＪＡで発生し、
凍結障害は主に道東で発生する農業被害といえる。また「その他」では、吹雪による
集荷不能や水道管の凍結という被害もった。
【図３】2020-21 年冬季における管内農業被害

資料：アンケート調査結果。

【図４】2020 年以前の冬季における管内農業被害

資料：アンケート調査結果。
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また、図５及び図６に示すように、除排雪作業における人身被害については、
2020-21 年冬季と 20 年より前の冬季で同様の傾向で、２割から４割程度がはしご昇
降時や屋根上での作業時の転落といった屋根雪下ろし関連の死傷であった。一方、３
割から５割程度が「知らない」という回答が占めたことから、管内の農家に実情を知
る担当者であっても個々の農家の除排雪作業に関わる被害状況について把握されてお
らず、農業除雪も民地の除雪と同様、個々人の裁量の範囲で処理されるものだという
社会通念の下、農業除雪も行われているのが実態と考えられる。
【図５】2020-21 年冬季における除排雪作業被害

資料：アンケート調査結果。

【図６】2020 年以前の冬季における除排雪作業被害

資料：アンケート調査結果。

次に、農業除雪を必要とするのはどのような農家で、どのような作業内容が求めら
れるのか、そしてその負担内容について報告する。冬季に農作業が必要な耕種や畜産
の種類の分布は、
「生産なし」が２割で、それ以外は「乳用牛及び肉用牛」が約３割強、
「複数の耕種及び畜産を全般的に生産」が２割、
「野菜及び果樹」が１割を占めた（図７）。
つまり、道内の大半の農業において、農業活動として冬季間の作業が必要であること
がわかった。これらをＪＡエリアごとで分類すると、十勝・根室・釧路・宗谷・留萌
といった道東・道北エリアにおいては半数以上のＪＡが「乳用牛及び肉用牛」の生産、
道北内陸部の上川は「野菜及び果樹」の生産において農業除雪を必要としている。一方、
空知・石狩・後志においては、農業除雪を必要とする耕種・畜種は「生産なし」とい
う回答が半数を占め、水稲などの露地栽培農家が中心的な地域であることが示唆され
る。
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【図７】ＪＡエリア別にみた冬季中に露地以外で生産される耕種・畜産の主な種類

資料：アンケート調査結果。

「冬季に必要な作業」のうち除排雪作業の具体的な内容としては、図８が示す通り、
「管内の農業において冬季に必要な作業はない」と回答したＪＡを除く、ほぼどのＪ
Ａエリアにおいても「農業関連施設周辺の除排雪」・「ビニールハウス周辺の除排雪」
【図８】ＪＡエリア別でみた具体的な除排雪作業

注：斜体パーセントは、除排雪作業のうち、雪下ろし作業の割合を示す。
資料：アンケート調査結果。
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の作業が占める割合が大半を占めた。上川・空知・宗谷・留萌・後志においては、施
設周辺の除排雪作業と同数もしくはそれ以上に「農業関連施設の屋根の雪下ろし」
・
「ビ
ニールハウスに積もった雪の雪下ろし作業」を行っており、日本海側のエリアにおい
ては、農業関連施設の雪下ろし作業も上積みされるといったエリアごとの特徴が示唆
される。「その他」には、集乳が毎日来るため、雪が降った時は除雪、生乳、肉牛出
荷時の敷地内通路除雪、圃場の雪割などが記述された。
農地や農業施設の除排雪作業における具体的な経済的負担内容については、
「野菜
及び果樹」や「複数の耕種及び畜産を全般的に生産」する農家においては、「除雪機
の維持管理」と「ジェットヒーターなどの暖房器具の維持管理」が経済的負担の大半
を占め、「乳用牛及び肉用牛」を中心的に生産する農家においては「除雪作業員の手
間賃」を負担とする割合が微増し、「経済的な負担とはなっているとはいえない」と
いう回答もあった（図９）。つまり、畜産においては畜産関連施設周辺の除排雪作業
に関わる除雪機の運用や維持管理が主なコストとして認識されており、耕種において
は除雪機の維持管理コストに加え、暖房設備の維持管理コストが上積みされるといっ
た状況と推察される。「その他」としては、牧場規模が大きくなっているため、施設
周辺の除雪面積は増える傾向にあるといった回答や除排雪に係る時間が負担とする意
見もあった。
【図９】除排雪作業における経済的な負担

資料：アンケート調査結果。

図 10 にてＪＡエリアごとで管内の農家の除排雪作業の負担の分布をみると、宗谷・
上川で「とても困っている」という回答が３割以上あり、
「やや困っている」の回答
も合わせると、留萌・釧路・上川・オホーツクは半数以上が農業除雪を負担に感じて
いることから、これらの地域においては優先的な対策が求められると考える。
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【図 10】ＪＡエリアごとでみた農業除雪における農家の負担

注：ＪＡエリア右隣の数字は、ＪＡエリアごとの回答件数を示す。
資料：アンケート調査結果。

以上みてきた通り、耕種・畜種問わず道内の大半の農業において、農業除雪が必要
であることがわかった。道内で広く共通する農業除雪としては、「農業関連施設周辺
の除排雪」・「ビニールハウス周辺の除排雪」の作業が大半を占め、特に、日本海側の
エリアでは農業関連施設の雪下ろし作業も作業内容として上積みされていることがわ
かった。農業除雪の始まりについては、「30 年以上前から」の回答が７割強を占め、
施設園芸農業が急激に拡大した昭和 50 年代と同時期と考えられる（図 11）。また、
【図 11】「冬季に必要な作業」が始まった時期

そ れ を 裏 付 け る よ う に、
冬季に必要な作業が始
まった経緯としては、
「収
入増のための新規栽培の
開始」
・
「新規栽培の開始」
の回答が上位を占め、
「そ
の他」の回答においても、
育苗作業、減反転作に伴
う作物として導入といっ
た施設園芸農業への転換
を示す回答もあった（図

資料：アンケート調査結果。
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12）
。この回答結果は、施設園芸は昭和 50 年ころからかなり急激な伸びを示したと
指摘した岩切（1982）を支持するものと考えられる。
【図 12】「冬季に必要な作業」が始まった経緯

資料：アンケート調査結果。

農業除雪における人身被害については、はしご昇降時や屋根上での作業時における
転落に起因する事故がこれまで起こっているようであるが、各農家で対応すべき日常
的な農作業の一部として捉えられている。一方、農業除雪による経済的な負担は、耕
種・畜種問わず負担はあるものの、特に、耕種においては除雪機の維持管理コストに、
暖房設備の維持管理コストが上積みされているようで、耕種生産農家のほうが相対的
に農業除雪を負担に感じていることがわかった。
農業除雪は、耕種でいえば施設園芸農業の始まりをきっかけに必要となった作業と
いえそうである。これらは減反政策による転作や農業の大規模化といった国・北海道
全体に関わる農業政策とそれぞれの農家が対応してきた結果によって必要とされるこ
ととなった農作業であり、長い農業の歴史からみれば「新しい農作業」といえるかも
しれない。この「新しい農作業」は、今後農業の大規模化や出荷時期の調整が求めら
れる限り、農家の高齢化・人手不足が課題と相まって、さらに負担のウェイトを占め
ていくことは容易に想像できる。農家の人命を守るためにも、産地を存続させるため
にも、農業除雪の負担を自己責任論に帰結させない対応が求められる時期にある。

４．苫前町における農業と雪
では農業従事者が実際にどのような局面において、農業除雪を行っているかを把握
するため、2021 年 6 月および 11 月、留萌エリアの苫前郡苫前町にて探索的な聞き
取り調査を行った。苫前町は面積が 454.6㎢で 人口 3,265 人、高齢化率 39.1%（い
ずれも 2015 年国勢調査）で、東部一帯は天塩山脈の山岳地帯に含まれ、比較的内陸
に位置する古丹別地区の累計降雪量は 482cm、最大積雪深は 129cm となっており、
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豪雪地帯対策特別措置法の特別豪雪地帯に指定されている。冬季は強い北西の季節風
が吹くため北海道最大級の風力発電風車群があり、雑誌などでもたびたび取り上げら
れる。沿岸部では漁業を主要産業とする一方、古丹別地区を中心とする内陸部では稲
作を中心とする農業、酪農、林業が盛んであり、2015 年国勢調査によると 15 歳以
上就業者数 1,643 人のうち農林業が 439 人（26.7%）と四分の一以上を占める（図
13・写真１）
。
聞き取り調査に応じてくれたメロン農家 A さん（30 歳代・男性）によると、「苫
前でメロンが作られ始めたのは
義父（70 歳代）の代からで、30

【図 13】苫前町の位置

年ほど前からこの地域一帯で各
農家がメロンを作り始めた」と
のことであった。確かに、『新苫
前町史』によると、1,900ha の
水稲の作付面積をピークに 1970
年 か ら 生 産 調 整 が 実 施 さ れ、
1979 年 に は 1,000ha、2005 年
には 820ha に減反した（苫前町
史編さん委員会、2015、p.144）。
それまで水稲栽培が中心であっ
た農家は、小麦・豆類、そして、
カボチャやメロンビニールハウ
スを用いた施設園芸へと転換を

資料：筒井作成。

図った。
この施設園芸への展開は、町の「第一次農業振興計画」（1986 年策定）にも位置
付けられ、「転作強化対策として、高収益作物の導入により所得水準の向上と経営の
安定を目標として転作の定着化と振興作物による産地形成を図るもの」（苫前町史編

【写真１】苫前町古丹別地区の風景（2020 年 4 月 19 日西大志氏提供）
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さん委員会、2015、p.150）で、町は農業振興基金を設置し輪作体系や土地基盤整
備、収穫用作業機、ハウス導入資金の無利子貸付を行い、農協は集出荷施設の整備を
進めたという。この振興計画は 4 次まで続き、メロンの販売高については、初年度
の 1989 年は 1.5 千万円、1998 年度には 9.4 千万円を記録した。
メロン農家における除排雪作業は、ビニールハウス周辺の除雪作業が中心となる。
もちろん、ビニールハウスの破損や倒壊を防ぎ、ハウス内の作物を守るためである。
A さんは 100m 長の単棟ハウスを 45 棟所有し、メロンだけではなくトマトやカボチャ
などを生産する。作物の違いや出荷時期に段階を設け販売期間と供給量を調整するた
め、ハウスごとで定植の時期を意図的にずらしているため、メロン生産には 16 棟使
用する。定植が始まるまでそのビニールハウスは利用されないためビニールは外され、
骨材が雪面からさも生えているような剝き出しの状態である。この時期、ハウスの腰
高（地面からアーチ状に屈曲するまでの間、およそ 170cm）を越えるような豪雪に
見舞われない限り除雪作業は不要である。
育苗用のハウス（写真２）は２月下旬ごろに種播きをし、電熱線を這わせ育苗する。
４月上旬から栽培用のハウスで育苗した苗の定植が順次始まる。そして、施設園芸に
おける除雪作業もこの時期から始まる。ハウスの上に積もった雪はハウス内の暖気で
自ずと滑り落ち、ハウス周辺に積み上がっていく。その積み上がっていく雪を除雪す
るのである。除雪作業は大型の除雪機を用い、A さん 1 人で２時間程度かけて行うが、
除雪機が「300 万円程度する高価なもの」なので、農家によっては他の農家と除雪
機を共同所有することもある。100m 長の単棟ハウスを往復する作業が数棟続く、根
気のいる作業である。ここで重要なことは、ビニールハウスのアーチ状のパイプを常
に露出させておくことだ。アーチ部分に雪荷重がかかることで、ハウスの破損や倒壊
のリスクが増すらしい。
施設園芸における冬季の苦労について、A さんは除雪作業そのものよりも、除雪作
業に必要な燃料代の経済的負担のほうが大きいという。「除雪作業も農作業の一部な
のに、どうして免税軽油（軽油引取税の課税免除）の対象とならないのか」と首を傾

【写真２】倒壊防止用の中柱（2021 年 11 月 14 日小西撮影）
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げた。
では、そもそもなぜ真冬の雪国でメロンを作らないといけないのか？ＪＡるもい苫
前支所職員 B さん（30 歳代・男性）は、「市場をつくるため」という。それは、全
国的にも知名度のある夕張や富良野といった大規模メロン産地との市場競争におい
て、安定的な供給スケジュールと供給量をもって、メロン産地としての存在感を示し
ていくといった戦略に基づいた考えからである。
メロンは初夏の季節物として、市場が希望する玉数を絶妙なタイミングで出荷する
ことが何よりも重要で、「出荷時期が 10 日遅れただけでも、市場からの信頼はなく
なる」といったシビアな施設園芸作物なのであり、信頼を失ったメロンは安値で買い
叩かれてしまう。そのためＪＡは農家ごとに営農指導を行うことで、安定的な供給ス
ケジュールと供給量の確保を目指し、他地域との市場競争を展開し、各農家からの農
作物をできるだけ、高値で売るために「市場をつくる」ことを目指すのである。雪国
の農業は戦略的に施設園芸農業を取り込むことで、冬という気候に半ば抗いながらも
年中作物が得られる無積雪地と競い合いながら市場を開拓してきた。農作業としての
除雪作業は、雪国の農業を支えるうえで必要不可欠な作業となっている。
以上、苫前町の実態をみてきた通り、農業における除排雪作業は、施設園芸が産地
化されてから生じた比較的新しい問題といえそうだ。そして、この除排雪作業の担い
手は農家本人の場合もあれば、近隣の「お手伝いさん」の場合もあるという。農家や
漁師は家族経営がもっぱらであるが、作業内容においては時期による多寡のばらつき
があることから、縁故に基づく労働市場から繁忙期の人手を確保する。苫前町も農家
や漁師において、同様の緩やかな人的ネットワークによる労働市場が存在しているそ
うだ。
この緩やかな人的ネットワークは、ビニールハウスの除雪作業のみならず、農業用
倉庫の屋根雪下ろしや漁船甲板の雪かきなど除排雪にも活用されることもある。北海
で めん

道では出 面さんと呼ばれる「お手伝いさん」の経験のある男性（40 歳代）は「農作
業の合間に何もすることがなくなったことから、農業用倉庫の屋根雪下ろしを手伝っ
たことがある」ようだ。しかし、その際にヘルメット・安全帯・命綱などの安全対策
が施されなかったようで、作業上の不安を覚えたという。これまで緩やかなネットワー
クの中で力を貸し合ってきた間柄においても、安全な除雪作業をめぐる安全配慮につ
いて見直す時期が来ているのかもしれない。
苫前町における聞き取り調査のみでは、北海道の農業従事者の農業除雪の辛苦をす
べて代弁できているわけではないが、筆者らがこれまでみつめてきた雪処理問題への
眼差しからでは説明しきれない実態に遭遇した。減反政策による施設園芸農業の展開
と農業除雪の誕生、市場競争への対応が迫られる雪国における施設園芸農業、地場の
労働市場における除排雪作業といったように、経済活動の延長線上での農業除雪の実
態を垣間見ることができた。このような現場から見られる「地域の文脈」にそって、
安全対策など農業除雪の諸課題の議論が求められる。
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５．農業除雪は自助か？共助か？―まとめにかえて―
本稿では、北海道内のＪＡへのアンケート調査結果と苫前町における聞き取り調査
結果を足掛かりに農業除雪の実態の一端を明らかにした。北海道では施設園芸による
産地化が成功している一方で、農業除雪という、長い農業の歴史からみれば「新しい
農作業」が重要になってきている。この「新しい農作業」である農業除雪は農家の高
齢化・人手不足が課題と相まって、さらなる負担増加が懸念されるにもかかわらず、
雪国であれば“普通に”行われている日常活動の除雪の延長と認識される傾向も大き
いことから、必ずしも課題などが顕在化しているわけではない。
本稿を執筆している 2021 年晩秋、筆者の１人である筒井が住む鳥取でもテレビや
新聞で冬の訪れとともに農業における雪への備えを訴える報道がみられるが、そこで
は施設の雪対策がほとんどである（例えば、NHK NEWSWEB2021 年 12 月 9 日「大
雪に備え農業用ハウスの補強学ぶ講習会」）。また北海道日高農業改良普及センターが
提示した降雪前のチェックリスト（仲島、2019）も表２のように施設や設備に関す
るものである。これらは自己で雪へ対処することが前提となっており、事実聞き取り
調査でも「農家が自分自身で自分の農地を除雪するのはあたりまえ」という傾向が強
くうかがえた。
【表２】日高農業改良普及センターによる被害を回避する降雪前のチェックリスト

資料：仲島（2019）を参考に筒井作成。

しかし農業除雪は減反政策による転作や農業の大規模化といった農業政策への対応
の結果として必要となった農作業である。そのことを考えると、農家の人命を守るた
めにも、産地を存続させるためにも、農業除雪の負担を自己責任論に帰結させない対
応が求められる時期にある。例えば生活のうえでの地域除雪では、住民による除雪ボ
ランティアチームの設立や雪かきを介した交流を通した「雪かきで地域が育つことを
目指した」動きが多くみられるようになった（上村・筒井ほか編、2018）。その本質
は自助でも公助でもない、「共助による除雪」の復権である。その発想を少し農業除
雪に当てはめると、表２のハード面のチェックに加えて、
〇ハウスの除雪が間に合わないほど大雪が降った時にたすけてくれる人は近所に
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いるか？
〇降雪時の連絡体制はどうなっているか？
〇地域の農家で除雪作業を手伝わなければならない高齢者らはいないか？
〇除雪機やトラクターの使用時、周囲の安全を常に確認しているか？
〇特に早朝、屋内から屋外に出る際、ヒートショックにならないように防寒対策
をしているか？
といったソフト面のチェックも必要となる。さらに屋根転落、はしご転落、落氷雪と
いった除雪中の三大人身被害の事故を防ぐためにも、
〇住居や農業用施設において、不要不急の雪下ろしは回避するように心掛けてい
るか？
〇どうしても雪下ろしが必要な場合は、ヘルメット・安全帯・命綱の着用及び適
切な使用、はしご・脚立の適切な使用などの高所作業における安全対策を講じ
ているか？
〇屋根の軒下を通るとき、屋根の上の雪やつららに注意しているか？
といったチェックも大切である。これらはあくまでも一例に過ぎないが、農家の高齢
化とともに不安視される除雪の負担感、そして除雪の安全対策などの検討は農業除雪
においてはまだまだ不十分といわざるを得ない。
本稿はこれまでフォーカスがほとんどなされてこなかった、北海道における農業除
雪の議論を始めるための足掛かり的な報告である。しかし社会的な潮流として共助を
意識した地域除雪が広がりをみせており、例えば、国土交通省は 2021 年度補正予算
案で「豪雪地帯安全確保緊急対策交付金」を創設し、共助組織などを対象に「多様な
主体の参画による除排雪の体制づくり」や「安全講習会の開催等、除排雪の担い手の
育成」などソフト面において、豪雪地帯における除排雪時の死傷事故を防止するため
の体制の整備等に向け、将来を見据えた戦略的な方針の策定とそのために実施する試
行的取り組みに対して支援を始めようとしている。自助から共助へ。このような動向
が農業除雪の現場にどう波及していくのか、筆者らも今後の動向を見守っていきたい。
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