
活動 備　　考

月日 人数 (活動内容等の補足)

市内高校(１３校) 未定 - ※降積雪状況により実施

市内中学校 未定 - ※降積雪状況により実施

山口地域社会福祉協議会 12-2月 日中 - 20 要援護高齢者宅の除雪
H22年から継続（区長、民生委員、
福祉推進員）

田麦野地域社会福祉協議会 12-2月 日中 - 20 要援護高齢者宅の除雪 H21年から継続（自治会役員他）

干布地区青壮年会
干布地域社会福祉協議会

2中旬 日中 - 30 要援護高齢者宅の除雪
H23年から継続（青壮年会、民生委
員、福祉推進員）

荒谷小学校
荒谷地域社会福祉協議会

2中旬 日中 - 25 要援護高齢者宅の除雪
H22年から継続（小学５．６年生、
民生児童委員）

寒河江市 寒河江市社会福祉協議会 未定 - ※積雪状況による

河北町
河北町社会福祉協議会
スノーバスターズ隊

1/7 10:00 - 11:00 45
登録した要支援者（高齢者等）宅の玄関か
ら道路までの除雪

H19年から活動継続
小型除雪機を使った除雪

西川町 各町内会の団体（12団体） 随時 - 高齢者や低所得者等の住宅の除排雪

朝日町 朝日町ボランティアの会
1/28又は
1/29

9:00 - 15:00 20 通学路の除雪

袖崎まちづくり協議会
1上旬～
3上旬

-
ひとり暮らし、高齢者世帯の方で依頼があ
れば活動する

1日2軒～3軒程度実施している

市立楯岡中学校 2下旬 9:00 - 11:00 100
ひとり暮らし、高齢者世帯の玄関前や家の
回りの除雪作業

今年度については検討中

山形カシオ株式会社労働組合有
志

未定 - 6
高齢者及び障がい者宅の除雪
件数は未定

例年、実施団体より活動希望があ
り、社協にて調整

イオンリテール株式会社
イオン東根店従業員有志

未定 - 15
高齢者及び障がい者宅の除雪
件数は未定

例年、実施団体より活動希望があ
り、社協にて調整

神町中学校
1下旬～
2上旬

-

雪かき塾 1/25 13:30 - 15:30 95
要援護世帯(単身高齢者または高齢者世
帯及び障がい者世帯等)の除排雪。件数未
定

尾花沢中学校2年生による活動

おばね雪ほり隊
1/28～
1/29

1/28
PM

-
1/29
AM

未定
要援護世帯(単身高齢者または高齢者世
帯及び障がい者世帯等)の除排雪。件数未
定

地域住民・広域ボランティアによる
活動

災害協力協定除雪
2/4～
2/5

- 未定
要援護世帯(単身高齢者または高齢者世
帯及び障がい者世帯等)の除排雪。件数未
定

尾花沢市鶴子地区と宮城野区福
住町の雪国交流

尾花沢市・大石田町連携事業
2/8～
2/10

- 未定
要援護世帯(単身高齢者または高齢者世
帯及び障がい者世帯等)の除排雪。件数未
定

東北学院大学学生

尾花沢市・大石田町連携事業 未定 - 未定
要援護世帯(単身高齢者または高齢者世
帯及び障がい者世帯等)の除排雪。件数未
定

山形大学学生

大石田町社会福祉協議会 2/4 13:00 - 16:00 15
一人暮らし高齢者宅、障がい者宅の軒下
除排雪

宮城涌谷町中学生・
地元除雪ﾎﾞﾗ「ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ」

大石田町社会福祉協議会 1月～2月 13:00 - 14:00 25
一人暮らし高齢者宅、障がい者宅の軒下
除排雪

地元中学校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・
地元除雪ﾎﾞﾗ「ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ」

大石田町社会福祉協議会 1月～2月 13:00 - 14:00 延45
一人暮らし高齢者宅、障がい者宅の軒下
除排雪

（要請があったら随時）
地元除雪ﾎﾞﾗ「ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ」

大石田町社会福祉協議会 2月上旬 9:30
-
-
11:30 25

一人暮らし高齢者宅、障がい者宅の軒下
除排雪

東北学院大学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
地元除雪ﾎﾞﾗ「ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ」

大石田町社会福祉協議会 2月上旬 9:30 - 14:00 10
一人暮らし高齢者宅、障がい者宅の軒下
除排雪

山形大学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
地元除雪ﾎﾞﾗ「ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ」

大石田町社会福祉協議会 2月上旬 13:00 - 14:00 10
一人暮らし高齢者宅、障がい者宅の軒下
除排雪

地元高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・
地元除雪ﾎﾞﾗ「ｽﾉｰﾊﾞｽﾀｰｽﾞ」

㈱柿崎工務所
第1・第3
土曜日

9:00 - 12:00 4 高齢者宅軒先の除排雪（件数未定） 降雪の状況により日程調整

郵便局長会最上北支部
土曜日
（2回）

9:00 - 12:00 10～15 高齢者宅軒先の除排雪（件数未定） 降雪の状況により日程調整

東北電力㈱新庄営業所
平日
(2回)

9:00 - 12:00 4～6 高齢者宅軒先の除排雪（件数未定） 降雪の状況により日程調整

新庄青年会議所
平日
(1回)

9:00 - 11:00 4 高齢者宅軒先の除排雪（件数未定） 降雪の状況により日程調整

新庄コアカレッジ
平日
（1回）

13:30 - 16:00 5 高齢者宅軒先の除排雪（件数1件） 降雪の状況により日程調整

県立農林大学校
平日
（1回）

9:30 - 12:00 20 高齢者宅軒先の除排雪（件数2件） 降雪の状況により日程調整

新庄北高校 未定 10:00 - 12:00 10 高齢者宅軒先の除排雪（件数未定） 降雪の状況により日程調整

新庄南高校 未定 9:00 - 12:00 10 高齢者宅軒先の除排雪（件数未定） 降雪の状況により日程調整

新庄中学校 2/3 16:00 - 17:00 15 高齢者宅軒先の除排雪（件数1件） 降雪の状況により日程調整

明倫中学校 1/21 9:30 - 12:00 未定 高齢者宅軒先の除排雪（件数2件） 降雪の状況により日程調整

平成２８年度　除雪ボランティア活動実施予定一覧

市町村 実施主体団体名
実施（予定）日時

活動（予定）の概要
時間帯

山形市

天童市

村山市

東根市

尾花沢市

大石田町

新庄市



活動 備　　考

月日 人数 (活動内容等の補足)
市町村 実施主体団体名

実施（予定）日時
活動（予定）の概要

時間帯

金山町 新庄南高校金山校 1月中旬 AM - 約80 高齢者宅10～15件の除排雪

最上町 新庄北高校最上校 1月下旬 PM - 40 高齢者宅軒下等の除排雪

真室川町社会福祉協議会
1～3月
（随時）

9:30 - 16:00 5 高齢者世帯の間口除雪
町内高齢者住宅で希望があれば
随時対応

神室産業高校真室川分校 2月上旬 9:30 - 16:00 30 高齢者世帯の除排雪
高校生の他、町除雪ボランティア
が指導参加予定

広域除雪ボランティア事業 1/28 13:00 - 16:00 20 高齢者世帯の除排雪
東京ほか県外除雪ボランティアの
有志参加

町内15地区共助除雪ボランティ
ア団体

冬期間
（随時）

5:00 - 6:00 55
高齢者宅間口除雪
降雪時､通学路の幅出し除雪

除雪機械燃料代程度の有償ボラン
ティア

大蔵村 大蔵村社会福祉協議会 1月～2月 9:30 - 15:00 30
高齢者及び障がい者宅の除排雪
件数は未定

地区住民、大蔵福祉会職員、
大蔵中学校の除雪ボラ

戸沢村社会福祉協議会 2/4 9:00 - 11:30 10
高齢者及び障がい者宅の除排雪
件数は未定

地区住民、広域除雪ボランティア
参加予定

戸沢村社会福祉協議会 随時 9:00 - 11:30 5
高齢者及び障がい者宅の除排雪
件数は未定

地区住民有志による除雪ボラン
ティアで随時行うため日時未定

米沢市社会福祉協議会
雪かき隊

12月～3月 -
高齢者宅及び障がい者宅の除排雪
件数は未定

雪の量を見ながらマッチングしてい
く

米沢市社会福祉協議会
集中活動日

1月下旬～
2月上旬

10:00 - 12:00 50 高齢者宅の軒下等の除排雪 場所・日にちについては検討中

南陽市 南陽青年会議所 2/5 未定 - 未定
高齢者宅の除排雪
件数は未定

小其塚除雪ボランティア隊
1～3月の
週末

午前中 - 20 単身高齢者宅の除雪（4.5件） H21年から継続

高畠町社会福祉協議会 1～3月 未定 未定
周りから支援が得られない低所得の単身
高齢者、高齢者世帯、障がい者世帯等

除雪ボランティア団体へのｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾄを行う

ぬかのめ桜会 1～3月 未定 21
ボランティア会員による有償除雪サービス
の実施（単身、高齢者世帯等）

社会福祉協議会と協働

川西町 いわき明星大学 2月中旬 9:00 - 16:00 25 高齢者世帯

株式会社山市 2/11 8:00 - 15:00 20 高齢者宅3件の屋根の雪下ろし

長井環境株式会社 2/11 8:00 - 15:00 4 高齢者宅1件の屋根の雪下ろし

ユーケン工業株式会社
1/21、2/4
2/18の1日

9:00 - 17:00 20 高齢者宅の軒下等の除排雪

子ども育成会連絡協議会 2/25 調整中 20 高齢者宅の軒下等の除排雪

長井市建設業除雪ボランティア
協議会

- 高齢者宅の屋根の雪下ろし

ウインターボランティアスクール 1/28 - 高齢者宅の軒下等の除排雪

除雪ボランティア個人登録者
（5名）

- 高齢者宅の軒下等の除排雪

長井市社会福祉協議会 - 高齢者宅の軒下等の除排雪

小国町 小国町社会福祉協議会 未定 - 高齢者及び障害者宅の除雪

白鷹町社会福祉協議会 -
高齢者及び障がい者宅の除排雪、雪下ろ
し　軒数は未定

企業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ１社

白鷹町社会福祉協議会 -
高齢者宅の軒下の除排雪
軒数は未定

企業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ１社

白鷹町社会福祉協議会
1/29、2/4
2/11or12

-
高齢者及びや障がい者宅の軒下の除排雪
軒数は未定

荒砥高生徒と役場職員

飯豊町 中津川むらづくり協議会 2/23 9:30 - 13:00 15
高齢者宅の除排雪
件数は未定

H26年度から継続
地区住民自治組織が事業実施

鶴岡市 随時相談に対応予定 -

日向地域支え合い活動実行委
員会

1/28 7:50 - 15:00 100 高齢者世帯など16軒の除排雪
日向地区ｺﾐ振興会で実行委員会組
織。市・社協も協力。H24から継続

NPO法人中越防災ﾌﾛﾝﾃｨｱ、日向地
域支え合い活動実行委員会

2/5 11:50 - 18:30 35
〈初級〉ｽｺｯﾌﾟやｽﾉｰﾀﾞﾝﾌﾟの扱い方の基礎
を学び、効率的な除雪方法をマスターす
る。

NPO法人中越防災ﾌﾛﾝﾃｨｱ、日向地
域支え合い活動実行委員会

2/5 7:30 - 12:00 15
〈中級〉命綱やﾛｰﾌﾟの安全な使い方を学
び、屋根からの雪下ろし（3～4世帯）を実践

日向地域支え合い活動実行委
員会

2/11 7:50 - 15:00 100 高齢者世帯など16軒の除排雪
日向地区ｺﾐ振興会で実行委員会組
織。市・社協も協力。H24から継続

真室川町

戸沢村

米沢市

高畠町

長井市

白鷹町

酒田市


