④ 蟹沢簡易雪むろ （硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ PUF）
東根市蟹沢地区の旧家にある昭和初期に造られたコンクリート
製の貯蔵室を断熱性を高め、「地域の宝」として地域おこしに
活用している。
雪むろ 自然対流方式
システム概要
8 月まで雪を保存するために、コンクリート
製の地下貯蔵庫を断熱構造に改修し、地域の農
産物を貯蔵する貯蔵室と雪を貯める貯雪庫が一
体の構造の雪むろ構造である。
平均温度 1.1℃で平均湿度は 92.9％、外気温
が高くなる 5 月頃から温度は 2℃前後となる。
概

要

所在地 ：東根市蟹沢
完成年度：平成 23 年度
貯雪量 ：3.5ｔ
建設費 ：52.5 万円
(断熱工事費、出入口改善工事費)
管理者 ：地域おこしグループ
「ふきのとう」
事務局 後藤貞昭
連絡先 ：0237-42-2870

図

施設構造と給雪方法

貯雪庫の構造

・施設規模
W=2.6ｍ L=3.2ｍ H=2.1ｍ
・断熱構造
コンクリート製の断熱構造
厚さ 70mm～100m の発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑを現場で
吹付け
・貯雪方法
小型ロータリー除雪機で室内に直接投入し締め
固める。

施設の 4 割程度を貯雪

改修前後の雪むろ内の温度と湿度の変化

改修後

グラフの例
・雪氷貯蔵によるジャガイモの糖化

１年間の省エネ削減量の効果（試算）

貯雪状況

省エネ型の冷蔵庫（450L）5 台分／年で試算
①節約金額 37,719 円 ②原油節約量 415.8Ｌ
③CO2 削減量 547.8kg

貯蔵する農産物

改修前

特 徴
8 月まで雪が保存できるようになり、地域
の農産物を夏まで保存熟成させ、夏祭りに利
用するイベントが開催可能となった。
地域の宝として地域活性化の起爆剤となる
ことを期待している。

貯蔵した農産物を利用した夏の収穫祭

貯蔵物

米、野菜、漬物、りんご、観賞用の桜等

やまがたゆきみらい推進機構ホームページﾞ http://yamagatayukimirai.web.fc2.com/
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⑤ コンテナ式大江雪むろ （硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ PUF）
大江町産の酒米｢美山錦｣と湧き水にこだわった地酒｢大江錦｣の
初搾りを雪むろに貯蔵して低温熟成させ「雪むろ熟成酒」とし
て販売している。
雪むろ 自然対流方式
システム概要
7 月まで雪を保存するために、海上コンテナ
を断熱構造に改修し、「大江錦」を貯蔵する貯
蔵室と雪を貯める貯雪庫を間仕切りした構造と
した。
平均温度 1.1℃で平均湿度は 92.9％ 外気温
が高くなる 5 月頃から温度は 2℃前後となる。
概

要

図

所在地 ：大江町柳川
完成年度：平成 22 年度
貯雪量 ：約 20t
建設費 ：80 万円
(コンテナ購入費、運搬費、改修費)
管理者 ：大江町酒販会 佐藤進
連絡先 ：0237-62-2525

コンテナを改修

雪貯雪庫

貯蔵室

室内外温度
遮断室

雪

施設構造と給雪方法

貯雪庫の構造

・コンテナの規模
W=2.45ｍ L=12.2ｍ H=2.3ｍ
・コンテナを断熱構造へ改修
発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑを厚さ５０mm 程度
現場で吹きつけ
・貯雪方法
小型ロータリー除雪機で室内に直接投入し締
め固める。

・コンテナ全体のうち貯雪庫の大きさは
W=2.45ｍ L=8.0ｍ H=2.3ｍ
発泡ウレタンフォーム厚さ５０ｍｍ

1 年間の省エネ削減量の効果（試算）
省エネ型の冷蔵庫（450L）20 台分／年で試算
①節約金額 150,876 円
②原油節約量 1,663.2Ｌ
③CO2 削減量 2,191.2kg

貯雪状況

断熱構造

特 徴
・低コストで雪むろの改修ができた。
・物の出し入れが自由で使い勝手が良い
・何度も使用可能な施設である。
・地酒の付加価値を高めようと平成 21 年から町内
の酒販店でつくる町酒販会が中心になり取り組ん
でいる。本格的な販売は平成 23 年から

断熱構造

商品の貯蔵状況

貯蔵物 日本酒「大江錦」

大江町観光物産協会ホームページ http://oekanko.jp/index.php?page_id=96
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⑥ いいで型環境共生モデル住宅 （硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ PUF）
飯豊町の『木』を使い、飯豊町の職人さんが力を合わせて、飯
豊町の風土にあった「環境とひと」に優しい「いいで型環境共
生モデル住宅」を開発し地域の活性化に貢献する施設
雪むろ＆雪冷房
システム概要
飯豊町の『木』を使い、飯豊町の職人さんが
力を合わせて、飯豊町の風土にあった「環境と
ひと」 に優 しい「 い いで型 環境 共生モ デ ル住
宅」を開発し、地域活性化に貢献することを目
的とした施設。
雪むろで冷やした水と地下水を、室内４つの
ファンコイルユニットを通して冷風へ変換する。

熱交換冷水循環方式

所在地 ：飯豊町椿
完成年度：平成 17 年度
貯雪量 ：約 16t
建設費 ：200 万円
(雪室建設費のみ)
管理者 ：ＮＰＯ法人いいでいい
住まいづくり研究所
連絡先 ：0238-86-2268

施 設 写 真

雪むろの外周には遮熱素材
(リフレクテックス)を使用

冷水を冷風に変える熱交換型暖房システム
(ファンコイルユニット）

施設構造と給雪方法
・建築面積は 延べ床面積で 12 ㎡
・貯雪方法
小型ロータリー除雪機で室内に直接投入し締
固める。

１年間の省エネ削減量の効果（試算）
エアコン 1 台／年の設定温度を３℃上げる。
①節約金額 2,073 円 ②原油節約量 22.86Ｌ
③CO2 削減量 30.12kg

特 徴
飯豊町地域住宅計画（HOPE 計画）で提案さ
れた「いいで型環境共生モデル住宅」を実現させ
る先進事例となった。
※いいで型環境共生住宅の３つの柱
①地域産業、地域資源を活かした住まい
（地球環境の保全）
②景観・環境を活かした住まい
（周辺環境との親和性）
③飯豊型ライフスタイルに適した住まい
（居住環境の健康・快適性）
ＮＰＯ法人 いいでいい住まいづくり研究所 ホームページ http://www16.plala.or.jp/iideiisumai/npo.html

- 21 -

⑦ 簡易雪むろ （押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ XPS）
平成 17 年度に山形県建設協会の補助をうけ、当時はまだ技術
が確立していなかった発泡スチロールを利用した簡易雪むろを
建設した。新技術の実証試験として大きな成果。
雪むろ
システム概要
発泡プラスチック系断熱材の中で、ポリスチ
レン樹脂に炭化水素や代替フロンなどの発泡剤
を加えて押出成形される「押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ」
（通称：ＸＰＳ）製品は、板状の形状となり主
に建築資材などで使われる。ビーズ法よりも断
熱性、耐圧性、耐候性に優れ、透湿抵抗が大き
い。この建材を加工し、接着剤で重ねてコンパ
ネ、遮光材を貼り付けた外壁となっている。

自然対流方式

所在地 ：米沢市古志田
完成年度：平成 17 年度
貯雪量 ：約 3t
建設費 ：約 40 万円
(材料及び接着加工含)
管理者 ：株式会社藤島建設
連絡先 ：0238-42-3166

㈱藤島建設で建設当時の写真（平成 17 年）

組立工事完了

コンパネで覆い雪を入れた状況

施設構造と給雪方法
貯雪庫

・貯雪庫の寸法（外寸）
W=1.8ｍ L=5.4m H=1.8m
厚さ２２５ｍｍ
（ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3 種７５ｍｍ×３）
遮光材（エサノンロール）
・貯雪庫の寸法（内寸）
W＝1.35ｍ L=4.05m H=1.35ｍ
・貯雪方法
小型ロータリー除雪機で室内に直接投入し
締固める。

・保冷庫の寸法は（内寸）
W＝1.35ｍ L=0.9m H=1.35ｍ

建設当時の雪むろ(川西町)

１年間の省エネ削減量の効果（試算）
省エネ型の冷蔵庫（450L）3 台分／年で試算
①節約金額 22,631 円
②原油節約量 249.5Ｌ
③CO2 削減量 328.7kg

雪むろ内部の様子

特 徴
現在は、個人の方が利用しており夏場の貯蔵
に利用している。

藤島建設㈱

ホームページ

現在の雪むろ（米沢市）

貯蔵物 個人で使用している農産物等

http://www.fujishima.com/gaiyou.html
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