
《雪はかくもの？はねるもの？－道路除雪事情－》展示目録 

    冬の除（排）雪問題は、北国の暮らしを守る最大の課題です。 
 
展示期間：平成１９年１月～２月   
展示場所：北海道立図書館北方資料室内展示コーナー 

 
Ⅰ 雪国の暮らし全般に関わる資料  
◆雪国の視座    
『雪国の視座－ゆきつもる国から』編集委員会／編 東京 毎日新聞社 ２００１．７ 
３５５ｐ ２１ｃｍ   請求記号：H451.66/Y 

 主な内容：第１章 雪と社会．第２章 雪と経済．第３章 雪と技術．第４章 雪国の

暮らし．第５章 雪と芸術．第６章 雪と体験・交流．第７章 ２１世紀の雪国像． ほ

か 
◆雪と対策 ’９２－’９３年版   

東京 経済調査会 １９９２．９ 
２４，２０９ｐ ２６ｃｍ    請求記号：H451.66/Y 

 主な内容：行政情報と克雪・利雪のための技術と資材．特集＝雪とまちづくり   
◆ 雪と対策 ’９３‐’９４年版   

経済調査会／著 東京 経済調査会 １９９３ 
１９，２１９ｐ（図版共） ２６ｃｍ   請求記号：H451.66/Y 
主な内容：行政情報と克雪・利雪のための技術と資材．特集＝雪とまちづくり 

◆雪と対策 ’９６‐’９７年版   
経済調査会／著 東京 経済調査会 １９９６．１０ 
９７，１３２ｐ（図版共） ２６ｃｍ  請求記号：H451.66/Y  
主な内容：行政情報と克雪・利雪のための技術と資材．特集＝雪とまちづくり 

◆雪と対策 ’９７－’９８年版   
経済調査会 東京 経済調査会 １９９７．１０ 
１０５，１３１ｐ ２６ｃｍ   請求記号：H451.66/Y 
主な内容：行政情報と克雪・利雪のための技術と資材．特集＝雪とまちづくり 

◆ふゆトピア研究発表会発表論文集 第１７回   
〔２００５ふゆトピア・フェア実行委員会／編〕 〔旭川〕 ２００５ふゆトピア・フ

ェア実行委員会 〔２００５〕３５９ｐ ３０ｃｍ  請求記号：H318.7/F/17  
 主な内容：口頭発表論文；協働で築く快適な冬環境．雪氷エネルギーの利活用．自然・

未利用エネルギーを利用した雪対策．冬期バリアフリーと舗装技術．安全な冬の暮らし

を支える防災対策．冬の安心を確保する除雪技術．安全な冬の暮らしを支える路面管理．



効率的な冬期対策に向けた調査・システム開発．冬の安心を確保する雪氷技術．冬の安

心を確保する情報共有．ほか 
 
Ⅱ 除（排）雪等に関わる資料（発行年順） 
■北海道の道路除雪    

〔札幌〕 北海道道路利用者会議 １９６０ 
２０ｐ １９×２６ｃｍ    請求記号：HP514.8/HO 

■ 大雪国道・除雪事業調査資料    
北海道開発局局長官房開発計画課／編 札幌 北海道開発局局長官房開発計画課 １９

６５  ３３５ｐ 図版 地図 ２６ｃｍ (開発計画調査資料 １４)  
 請求記号：H685.1/HO 

□ 北海道事はじめ ⑫ 除雪 
 吉岡道夫：季刊われら No.13 〔1982.1〕p48~53    請求記号：HZ 
□道路除雪の始まり 
 武山広志：道路史調査会報 第１号 〔1984.3〕ｐ５～９   請求記号：HZ 
□道路除雪の始まり 追補 
 武山広志：道路史調査会報 第２号 〔1984.10〕ｐ５～９   請求記号：HZ 
□除雪具（雪かき）の変遷と雪押しの発生と発達過程 
氏家等：北海道開拓記念館研究年報 第１７号 〔1989〕 p６３～７６  請求記号：

H069/HO/17 
■除雪機械技術講習会資料 ２   

日本建設機械化協会北海道支部／〔編〕 札幌 日本建設機械化協会北海道支部 １９

８９．１１ ８３ｐ ３０ｃｍ    請求記号：H513.8/J/２ 
■冬いきいき北海道    

北海道生活福祉部生活文化課／編 札幌 北海道生活福祉部生活文化課 １９８９ 
２４ｐ ２６ｃｍ   請求記号：H318.7/F.  

■空知管内におけるトータルな除排雪（流雪溝）対策の可能性調査    
空知建設業協会／編  〔岩見沢〕 空知建設業協会 １９９１ 
３４ｐ（図版共） ２６ｃｍ    請求記号：H519.28/SO  

■除雪機械技術講習会資料 １   
機械除雪施工マニュアル編集委員会／編集 札幌 日本建設機械化協会北海道支部 １

９９１.11 １７４ｐ ３０ｃｍ    請求記号：H513.8/J/１  
■わたしたちの冬のくらし    

札幌 札幌市建設局道路維持部 １９９２ ２４ｐ ２６ｃｍ （雪と除雪 ４）   
請求記号：HJ514.8/W 

■北海道道路除雪マニュアル案    



北海道建設技術センター／編  札幌 北海道建設技術センター １９９４ 
９０ｐ（図版共） ３０ｃｍ   請求記号 H514.6/HO 

□ 除雪費は市民一人あたり約 4,700 円 
月刊経済界 ２０巻１２号 〔1997.12〕ｐ１２～１４  請求記号：HＺ 

□ 昭和初期における札幌の除雪トラクター 
小島幸治： 札幌の歴史 ３４号 〔1998.2〕ｐ２０～２６  請求記号：HZ 

□ 技術の進歩とあわせて最善の雪対策をめざす 充実情報提供サービス／除雪対策 1998 
 北海道のどぼく 月刊 ２６巻８号 〔１９９８．８〕 ｐ２６～３０ 請求記号：HZ 

□ 白鳥大橋対応除雪車の導入について 
戸川卓治 細矢順一：建機技報 Ｎｏ．７７ 〔1999.11〕ｐ１～３ 請求記号：HZ 

□ どこまで行政サービスに頼ればいいのか考えるとき‐冬道を守る除雪と住民の役割 
月刊イズム １１巻３号 〔2000.3〕p４０～４１  請求記号：HZ 

□ 現地ルポ真夜中の除雪作業同乗取材－知られざる除雪の世界 
月刊イズム １１巻３号 〔2000.3〕p４２～４３  請求記号：HZ 

□ 昭和初期における札幌の除雪トラクター（再考） 
  札幌の歴史 ４２号  〔2002.2〕 ｐ３２～４１   請求記号：HZ 
□ 国道除雪と道民の役割 
  月刊イズム １３巻２号 〔2002.2〕 ｐ４６～４９   請求記号：HZ 
□ 除雪対策の官民パートナーシップの取組み‐長沼融雪溝 
  開発こうほう ４７３号 〔2002.11〕ｐ２２～２５  請求記号：HZ 
□ ライフラインを守るため白魔と闘う人たちがいる‐国道除雪が支える道民と経済 
  月刊イズム １４巻２号  〔2003.2.1〕 ｐ６８～７１    請求記号：HZ 
□ インタビュー・高橋徹男札幌市雪対策室‐快適な冬の暮らし実現は『協働』で 

月刊イズム １４巻２号  〔2003.2.1〕 ｐ７２～７３  請求記号：HZ 
□ 住民参加の除排雪システムで冬期交通を円滑化‐冬の快適さを支援する琴似流雪溝が

完成 
月刊イズム １４巻２号  〔2003.2.1〕 ｐ７４  請求記号：HZ 

■ 除雪機械技術講習会資料 平成１５年度   
日本建設機械化協会北海道支部／編 札幌 日本建設機械化協会北海道支部 ２００

３．１１ ２３４ｐ ３０ｃｍ   請求記号：H513.8/J 
■ 冬道安心ガイド Ｐａｒｔ１４   

北海道建設部／〔編〕 〔札幌〕 北海道建設部道路整備課 ２００３．１２ 
２１ｐ ３０ｃｍ   請求記号：HP537.45/F/14 

□ 「北方生活における生活道具の研究」報告 その 1 除雪機 
林拓見 伊藤明彦 守谷孝子：北海道東海大学北方生活研究所所報 ２９号 〔2004.3〕
ｐ５２～５５   請求記号：HZ 



■ 元気な冬 平成１８年度   
〔江別市／編〕 江別 江別市 〔２００６〕 １枚（折りたたみ） ３０×４２ｃｍ  
請求記号：HP514.8/G 

□ 北海道道路除雪史‐閉ざされた地域社会から開かれた地域社会へ 
平工剛郎：北大史学 ４６号  〔2006.11〕 ｐ７１～９６  請求記号：HZ 

■ さっぽろ雪の絵本‐みんなの声でつづる、雪対策ストーリー    
〔札幌市建設局管理部／編〕 札幌 札幌市建設局管理部雪対策室計画課 〔２００

６〕 46ｐ ２１ｃｍ  請求記号：H451.66/SA 
□ 体にやさしい雪かきを 

北海道新聞 2007.1.14 切り抜き １枚   請求記号：HP780.19/KA 
□ 除雪はいま 2007 年冬 

北海道新聞 2007.1.19～3.1 切抜き綴り  請求記号：HP514.8/J  
      

 
   
   
 
  


