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今さら聞けない資機材の使い方

１　はじめに（当管内の紹介）
　湯沢雄勝地域は秋田県の最南東端に位置し、湯沢市・羽
後町・東成瀬村の３市町村によって構成され、東は岩手
県、南は山形県・宮城県の３県に隣接しています（地図）。
管内面積は約1,225k㎡で、そのうち山間部が占める割合が
約75%と非常に高くなっています。人口は67,512人（平成
27年３月31日現在）で、65歳以上の割合が約33%と３人に
１人が高齢者ということになり、依然高齢化の一途を辿っ
ています。
　東北地方に連なる奥羽山脈の麓、横手盆地に位置する当
管内は例年大雪に見舞われ、多い所では年間３mを超える
積雪を記録する、県内随一とも称される豪雪地帯です。降
り積もった雪が水利確保やホース延長の障害となり、更に
は氷点下の中での活動は心身ともに過酷を極めます。こう
いった地域の現状を踏まえ、限られた資機材を効果的に活
用し、雪国で生まれ育った知識・知恵を生かしながら災害
現場に対応しています。
　今回は雪国における災害対策の工夫と題し、当消防本部
で実践している対策や工夫、他組織との連携訓練について
ごく一部ではありますが紹介させていただきます。

２　当管内の雪害発生状況
　冬と言えば雪遊びやウィンタースポーツと雪が降るのを
楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。また、
各地では様々な冬のイベントが開催され、幻想的な景色を
創り出す雪は冬の象徴として、もはや私たちの生活の一部
となっています。　　　　　　
　しかし、一方では屋根の雪下ろし中の転落・除雪機によ
る機械事故、凍結路面での転倒や交通事故、ゲレンデにお
ける滑走中の事故などが後を絶たず発生しています。また
人的被害だけでなく、山間部での雪崩による通行止めや集
落の孤立、積雪による家屋の倒壊など軽微な事故から住民
の生活に影響を及ぼすものまで、雪の持つ自然の力は計り
知れません。
　このように、一般に雪に関連して起きる災害を雪害と言
います。当管内の調査によると、「平成26年豪雪」を記録
した平成25年12月から平成26年４月までの雪害発生件数は
82件、続く平成26年12月から平成27年４月までは48件の雪
害が発生しています。そして、例年に比べ気温が高く暖冬
となった今シーズンは27件と大幅に減少し、降雪量に比例
して件数が推移していることが見て取れます（図１）。事
故概要を見ると除排雪作業に起因したものが年間約４～５
割を占めており、次いで凍結した路面での転倒、交通事故

　図１　月別の降雪量と雪害件数
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が多く見られました（図２）。交通事故については件数の
割に比較的軽症な事案が多く、路面状況の悪化から走行速
度がおそいこと、更に車両性能の向上、市町村などの除雪
対策への取組がその要因と考えられます。

　３　雪国における災害対策Ⅰ
　　　【資機材・装備編】

⑴「スノーシュー」

　スノーシュー（写真１）は、アウトドアで雪山を訪れる
人にとっては馴染み深いものかもしれません。降り積もっ
た雪の上を、足がぬかることなく自由に歩くための雪上歩
行器具です。中央アジアを起源としたものですが、日本で
言う“かんじき "のようなものです。雪への設置面積を広
くすることで体重を分散させ、足が沈み込むのを防ぐこと
ができます。かんじきとの違いは踵がフリーの状態という

⑵「ゾンデ棒」

　雪崩や土砂への埋没者の捜索の際に使用する資機材で
す。設定すると全長３ｍほどの長さがあり、本体には目盛
が刻まれています（写真３）。
　生き埋めになったおおよその範囲を特定し、ゾンデ棒を
雪中に垂直に刺しながら人体への接触の感覚を頼りに人命
検索をしていくものです。捜索が広範囲にわたる場合は大
人数での検索が不可欠です。当消防本部ではこの他、代用
品として園芸用支柱のイボ竹を準備し不足分をカバーして
います。

写真２　スノーシューと付属のストック

写真３　ゾンデ棒と
　　　棒をつなげたところ

写真１　スノーシュー

点です。雪山での遭難、ゲレンデでの救助事案など圧雪さ
れていない現場では非常に有効なものです。付属のストッ
クと組み合わせて使用することで歩行がより安定します
（写真２）。

　図２　過去３年間の雪害事故概要
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⑷「個人装備」

　防災対策の基本に“自助"という言葉があります。前述
のとおり災害現場は気温の冷え込みが厳しく、火災現場で
水に濡れた手袋や防火衣がカチカチに凍ってしまうほどで
す。このため多くの隊員は、防火長靴にワンタッチで装着
できるスパイク、防寒ケブラー・ネックウォーマーなどを
個人装備として持っており、それぞれが自分の身を守るた
めの対策を講じています。　　　　　　　　　　

４　雪国における災害対策Ⅱ【車両編】
　秋田県では例年11月から12月にかけて初雪が観測されま
す。その時期に合わせ消防車、救急車も毎年10月中にはス
タッドレスタイヤへの交換作業を実施します。以前はタイ
ヤにチェーンを装備していましたが、除雪技術の向上、道
路維持環境の整備が進み、近年ではチェーンを装備しなく
なりました。春は山間部での降雪・残雪を考慮し５月下旬
にタイヤ交換が実施されるため、１年の約半分がスタッド
レスタイヤを履いていることになります。
　また、冬場は消火栓の回転部分が凍結することが多々あ
り、消防車にはお湯を入れた水筒やガスバーナーを積載し
ています。ポンプ使用後は真空ポンプや配管内の残水によ
る凍結を防止するために不凍液を注入し、併せて気温が一
段と低い日は車庫暖房を使用し積載水の凍結を防いでいま
す。
　救急車においても、傷病者の身体に直接触れる鼓膜体温
計や輸液セット、毛布などを待機中は電気毛布で温め、少
しでも傷病者への寒さによる侵襲を軽減するよう心掛けて
います。

５　雪国における災害対策Ⅲ【災害編】
　管内における雪害発生原因の多くは除排雪作業中に発生
しており、中でも高所で作業する雪下ろしは非常に危険な
作業です。そこで、当消防本部では町内会や各種団体から
の要望に応じ、雪下ろし講習会を開催しています。これは
雪下ろし中における事故の防止を目的に行われ、主に梯子
の取扱い、巻き結びやもやい結び等の基本結索、コイル巻
き胴もやいを使用した自己確保（命綱）の取り方などにつ
いて一般市民へ向け実演するものです。雪下ろし作業中の
事故ゼロを目指し、講習会を通した更なる安全意識の確立
と広報活動に努めているところです。
　更に冬季において最も危惧されることは、積雪による道
幅の減少です。除雪の行き届いていない道路もあり、「夏
場は通れるのに…」といったようなこともあります。この

写真４　リフト救助棒を使用しているところ

⑶「リフト救助棒」

　スキー場において、停電など何らかの影響によりリフト
の稼働が停止した際に、リフト上に残された要救助者を地
上へ降ろすための資機材です。これは実際に私たちが保有
しているわけではなく、管内の２か所のスキー場で非常時
に備えて自主的に準備しているものです。
　救助棒（写真４）は伸縮式のパイプの先端に鋼製のフッ
クと滑車が取り付けられたもので、カラビナ・スタティッ
クロープ・ベルトスリングで構成されています。伸展する
と８m～10mの長さとなり、使用時は先端のフックをリフ
トのワイヤーにかけ使用します。伸ばしたパイプに直接荷
重は加わらず、フックと滑車のみで体を支えます。滑車を
通したロープの先にベルトスリングが付いており、地上で
ロープを引いて要救助者にベルトを届けます。あとは要救
助者自身にベルトスリングを装着してもらい、地上で確保
を緩めながら降ろします。資機材の構造、操作方法は単純
ですが、高所からの救出となり要救助者への恐怖感を取り
除くことが重要になります。また、消防側とスキー場関係
者による活動となるので、連携をとりあった円滑な活動が
求められます。

写真５　リフト救助棒の拡大
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ように、要請現場直近まで救急車が近づけず搬送にマンパ
ワーを要する場合にはＰＡ連携体制を積極的に取り対応し
ています。
　また、冬場の路面状況に、一見雨で濡れただけの状態に
見えるブラックアイスバーンや除雪グレーダーの作業後に
見られるミラーバーンというものがあります。いずれも制
動距離が伸び制御困難となることから、運転操作には普段
以上の危険予知意識を十分に持った車両運行が求められま
す。
　消防の三要素の一つである水（水利）の確保も、積雪が
増えるにつれて困難を極めます。毎日のように水利除雪を
行いますが、降雪に追いつかず除雪車によって寄せ集めら
れた雪でものの見事に埋まってしまう水利も中にはありま
す。そのため防火水槽の上には簡易的な木製の箱（写真６）
を設置したり、マンホールの下にはビニールシートを挟み
込み（写真７）凍結で蓋が開かなくなるのを防いでいます。
加えてマンホール付近には色を付着させた融雪剤を散布す
ることでマーキング効果も高め、早期揚水態勢確保に努め
ています。更に写真のようにサクションパイプ（写真８）
が設置されていたり、消火栓（写真９）が二段式になって
いたりと、あらかじめ高い位置に取水口を設けることで容
易に吸水することが可能となっています。

６　お わ り に
　今回、近代消防への執筆の機会を与えて下さった旭川医
療センター　玉川進先生と近代消防編集部にはこの場を借
りて感謝申し上げます。雪国における災害対策と限定して
進めてまいりましたが、そうでない地域で活動する方々に
も参考にしていただける点があれば幸いです。
　これからも降雪による困難性・過酷さに屈することな
く、雪と上手く付き合いながら冬の現場を乗り越えていき
たいと思います。

　次回は ｢自動式マッサージ器｣ の予定です。
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写真８　サクションパイプを設置して雪が積
もっても水がとれるようにする

写真６　雪で埋まっても場所が分かるように防火水
槽のうえに簡易的な木製の箱を設置する

写真７　マンホールの下にはビニールシートを挟み
込み凍結で蓋が開かなくなるのを防ぐ

写真９　二段式の消火栓
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