
雪害アンケートまとめ 

2014 年 4月 30日 

長野県保険医協会 

１、目的 

2 月の大雪は飯田や軽井沢などで観測史上最高の積雪を記録し、県内全域に被害をもたらした。今回

の大雪が医療機関や患者さんに与えた影響を把握し、その教訓を共有し、今後の対策にいかすことを目 

的とした。

２、調査方法 

実施期間：２／２６～３／２

対 象：会員医療機関 900 にファックス

回答数：242 医療機関（回答率 26.9％）

３、結果概要 

 臨時休診とした医療機関は東信が最も多く５割を超え、中信、南信でも約１／４あった。診療に支障

ありとの回答もあわせると東信、中信、南信地域では９割の医療機関の診療に影響があったことになる。

一方、北信地域では診療に支障ありが５割を超えたものの臨時休診に至った例は少なく、支障なしとの

回答も４割あった。

 臨時休診及び支障の理由では「除雪問題」が８割を超える。つづいて「近隣道路の通行止め」及び「ス

タッフ体制が整わない」といった理由がともに６割弱みられた。その他の理由として公共交通機関の運

休でスタッフ又は患者さんが来院できない状況も挙げられている。

 来院予定で受診しなかった患者数及び通常の何％の患者が来院されなかったかの回答については、予

約制でない医療機関も多く、統計的な数字としては把握できなかったが、患者さんの通院にかなりの影

響を与えたことが伺えた。

 患者さんへの影響については、今回の回答では命に関わる重大な影響については報告されていないが、

疼痛のある患者が来院できなかった、治療中断のために病状が増悪したといった回答が複数みられた。

とりわけ投薬できない患者があったと回答した医療機関は１／４を占める。また、透析患者、インスリ

ン投与患者などには、自宅まで訪問して対応した事例もあった。

 大雪で苦労した体験や行政等への要望を聞いたが、医療機関敷地内及び道路等の除雪に関するものが

７割強を占めている。医療機関の敷地内の除雪の関係では雪の捨て場所がないなど駐車場の確保が大変

であり、除雪業者の紹介や除雪機の共同利用などを求める意見もあった。また、行政に対しては患者の

来院やスタッフの通勤などに影響があるため幹線道路の早期除雪を求める声が多く、医療機関へのアク

セス道路の除雪の優先順位を上げて欲しいとの要望、せめて当番医の医療機関については確実な配慮を

求める意見、除雪情報のアナウンスなども出されている。その他要望としては、薬や医療材料、入院患

者の食材の確保といった流通関係、投薬の関係ではファックス処方などの是非を巡る通知の徹底を求め

るものがあった。

４、今後の課題 

医療機関では除雪手段、非常時のスタッフ体制、医療材料の確保、休診する場合の患者への連絡体制

などが課題となる。行政としては県と市町村が連携による除雪体制など雪害への危機管理体制の見直し

14



が必要である。なお、救急指定病院や当番医などの医療機関へのアクセス道路や敷地内除雪などは優先

的に行われるべきである。非常時の地域医療確保のための医薬品、医療材料等の確保にも行政が関与す

る必要がある。また、今回のように医療機関に受診できずに投薬が行えなかった例が多数報告されたが、

ファックス処方などの取り扱いはその都度国が通知を出すのではなく、医療機関が判断しやすいよう一

定のルール化が必要である。

５、調査結果の詳細

（１）臨時休診又は開院したが支障がかなりあった医療機関 

２／１４（金）～２／２０（木）のうち通常の休診日を除く

東信では５割以上が臨時休診と回答、中信は臨時休診は 27.7%だが診療に支障があった医療機関は６

割を超える。南信でも休診が 24％、支障ありが 62％と高い割合。一方北信では臨時休診は少なく、支

障なしと回答した医療機関も４割あった。

臨時休診 支障あり 支障なし 無回答 回答 

件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 件数 (%) 

北信 63 2 3.2 35 55.6 26 41.3 0 0.0 

東信 53 28 52.8 23 43.4 1 1.9 1 1.9 

中信 94 26 27.7 56 59.6 12 12.8 0 0.0 

南信 29 7 24.1 18 62.1 3 10.3 1 3.4 

不明 2 1 50.0 1 50.0 0 0.0 0 0.0 

計 241 64 26.6 133 55.2 42 17.4 2 0.83

（２）臨時休診及び支障の理由 

理由のトップは除雪の問題が８割を超える。近隣道路の通行止め及びスタッフ体制が整わないといった

理由がともに６割弱みられる。

除雪 通行止 スタッフ体制 器材不足 燃料不足 停電 回答 

件 (%) 件 (%) 件 (%) 件 (%) 件 (%) 件 (%)

北信 37 29 78.4 7 18.9 8 21.6 1 2.7 0 0.0 0 0.0 

東信 51 44 86.3 41 80.4 35 68.6 1 2.0 1 2.0 0 0.0 

中信 82 68 82.9 44 53.7 50 61.0 4 4.9 1 1.2 0 0.0 

南信 25 18 72.0 17 68.0 18 72.0 0 0.0 0 0.0 1 4.0 

不明 2 2 100 2 100 2 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

計 197 161 81.7 111 56.3 113 57.4 6 3.0 2 1.0 1 0.5 

その他と回答があった記述

スタッフが全員出勤できなかった

検査会社が検体を取りに来られない

公共交通機関の遅れ

当クリニックへ入る市道が除雪されず車が使えなかった

通行止めはなかったがアクセス不能

患者さんのキャンセルが相次ぐ

バス電車の交通障害で患者さんが一人も来られない（2/15 のみ）
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院外薬局の臨時休業

鉄道の運行ストップ

道路事情の悪化

技工物を県外へ発注しているため届かない

入院患者用の食材不足、院内売店の弁当（付き添い）が不足

道路の渋滞

患者さんの通院不能

大渋滞でスタッフが通勤できない

国道のブルとーざーの除雪で駐車場が進入不可となった

交通渋滞、雪道のため患者さんが医院にたどり着けず。雪かきで腰を痛めた、車のスリップで怪我

など、来院できない方が多くいました。

患者さんが来院できる状態ではないし、通院そのものが不可能。

道路通行困難のため技工物が届かず

ＪＲ不通、バス運休、間引き運転のため

患者さんが来院できない

バス運休

医師も自宅から出られないくらいの大雪だった

駐車場の確保

歯科医師、整形外科医師が出勤できず担当科を休診（病院）

患者さんの通院不能

当日納品予定の補綴物未納

給食材料の大幅遅延（2 日以上）

ＪＲ、道路通行困難なため来院できず

公共交通機関のストップ

患者さんが通院できず

通勤に苦慮した

徒歩で来れずにキャンセルが多かった

駐車場の確保

近隣の道路が雪で車が通りづらくスタッフの出勤がとにかく大変だった。

（３）来院予定で受診しなかった患者数 ２／１４（金）～２０（木） 

回答数 1～10 11～20 21～30 31～40 41～50 51～100 100～ 

北信 38 17 10 5 3 2 0 1

東信 33 6 7 2 7 3 8 6

中信 59 9 12 9 8 5 12 4

南信 21 6 7 2 1 2 2 1

不明 1 0 0 0 0 1 0 0

＊予約制でない医療機関では回答欄未記入が多いため上記は参考値。

（４）通常の何％の患者が来院されなかったか ２／１４（金）～２０（木） 

 回答数 ～10% ～30% ～50% ～70% ～90% 90%超 

北信 43 9 16 9 4 5 0 

東信 43 3 12 10 9 6 3 

中信 70 6 13 16 18 12 5 

南信 24 3 9 2 4 4 2 

不明 1 0 0 0 0 1 0 

＊記入が特定の日の％を記入している医療機関もあるため上記は参考値
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（５）来院されなかった患者さんで治療上で影響のある状態 

113 回答中 特になし 19（16%）、投薬切れ 29（25.7%）

市町村 患者影響 

未記入 患者影響は2/15 

未記入 宅配便でのデンチャーが届かなかった。 

安曇野市 透析患者が雪で自宅から出られないとの電話があり、自家用車で迎えに行き無事に透析

ができた。 

安曇野市 幸い大きな影響はありませんでした。 

安曇野市 影響は２・１４のみ 

安曇野市 内服薬の不足で不安を訴える患者があった。 

安曇野市 幸い大きな問題はありませんでしたが、内服薬が終了してしまった方が数名いた。 

安曇野市 病状的には余り支障はなかった 

安曇野市 技工物セットが遅れた。 

塩尻市 17～20日は通常の約20人減 

塩尻市 特にない。収入は減少した。 

塩尻市 治療の緊急性や重要性の上で影響のある方は幸いいなかったが、臨時休診の電話連絡が

つかず、それ以来来院されなくなってしまった方が数名いる。 

塩尻市 患者さんの高齢化のため、雪道を来院するのは難儀です。 

塩尻市 動的矯正治療中、経過観察中、保定中などすべての処置 

塩尻市 歯周外科後の外来通院、4歳児の未来院、根治途中での未来院 

茅野市 インフルエンザ流行中だが、通行止めのためによそにいった 

茅野市 透析患者の救急搬送 

茅野市 治療上投薬がなくなってしまった方には、電話にて状態を確認し処方して対応した。 

茅野市 予定していた白内障手術はすべて延期 

治療を開始したばかりのぶどう膜炎患者には増悪がみられた。 

茅野市 15日（土）は通常の1割弱しか来院しなかった。他の日はやや少なめ程度 

茅野市 生命に関わるものはなし 

松本市 他の要因もあるだろうが血圧の上昇を認めた。 

定期内服薬が終わってしまい、受診できないため内服できなかったケースが多かった。

松本市 内服薬の中断 

松本市 特に問題はなかった 

松本市 がんの患者さんが来院できないこと 

松本市 高齢者で遠方 要送迎 

松本市 手持ちの薬が終わってしまったが予約を取り直して来院するまで数日かかった。 

松本市 内服薬が切れても、バスなどの交通手段がなく来院できない患者さんが多かった。 

松本市 内服薬がなくなった患者さんにはファックスで処方箋を送るなどの対応をした。 

松本市 不要不急の患者さんはこない 

松本市 定期処方のある患者さんの薬の受け取りが困難になった 

松本市 急を要する患者さんがいなくて助かった。 

松本市 特に影響なし 

松本市 老人自家用車不可、遠い地域からの通院不可 

松本市 外用、内服薬が切れていて悪化した患者さんが多く見られました。 

松本市 定期的に血圧の薬を服用している患者さんが来院できず、3～4日間服用できなかった。

松本市 服薬を中断せざるを得なかった。（終わったのに受診できなかった） 

訪問看護は70-80％実施不能（2/14-15)農家までの道が雪で通れない、患家に駐車できる

状況にない。排便管理が乱れる、介護者の負担が増えるなどの影響があった。 

松本市 薬が終わってしまい、電話にて容態を確認し、職員が自宅へ届けた（高齢者でひとり暮

らしのため） 

松本市 特記なし 
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松本市 肺炎と診断し内服療法の患者の評価ができなかった 

インスリンが終わってしまった患者の処方が出せなかった 

松本市 普段も車で通院する間が多いため、車が動かないと来院できない 

週一、土曜日のみの患者さんの進行状態が延びて不都合が生じた。 

下諏訪町 重大な影響は特になし 

諏訪市 ＪＲ不通、バス運休 

自宅付近の道路上の除雪が進まない 

諏訪市 特になし 

諏訪市 ＪＲ高速バスともに不通のため、医師不在の日あり。積雪と厳寒による凍結のため急な

坂の多い土地柄往診不能のところがあった。凍結がすごく高齢者は通院できず。 

大町市 降圧剤投与が遅延した。インフルエンザ様症状であっても来院不可であった。 

往診（緊急時）が不可であった。 

大町市 幸いどうしても診療が必要な方は自力で来院されました。 

麻績村 大雪のため処方箋を出しても薬局が開いていない。 

雪のため薬局まで行けずに薬が手に入らない。 

雪で駐車場に車が置けない。家から出られず来院できない。 

松川村 薬がなくなった患者さんがたくさんいた 

松川村 鎮痛剤が必要な患者さん、診断書を必要とする患者さん、定期的に内服薬を必要とする

患者さん 

佐久市 前歯部ダツリの審美、咀嚼障害、急性pulの疼痛持続、装着物が届かない 

佐久市 特別な支障はなし 

佐久市 電話連絡をして患者数を減らした ＦＡＸ処方で対処した 

佐久市 痛いが家から診療所までの交通手段がすべてない 

佐久市 健康な人は1時間でも歩いて来られましたが、今回一番孤立したのは高齢者や乳幼児で

す。痛くても来られなかったり、腫れて入れも来られなかったことで、結果的に予後が

悪化したり、治療が長引いてくる可能性があります。 

佐久市 内服薬がない、血圧が高い 

佐久市 薬が足りなくなってしまった方 

佐久市 来院できなかった患者さんは多かったが眼科なので治療上取り返しのつかない人はいな

かった。ただ、ひとり来院できないが点眼薬が終わってしまったとの電話があった。フ

ァックス処方も考えたが断った。後でファックス処方も可との通達が来た。 

長和町 17日は女性スタッフが来られないので自宅待機をしました。国道の除雪が間に合わず、

患者さんも来院できなかった。技工士さんと先生で敷地内の除雪を1日した。 

小諸市 感染根管処置中で痛みのある方が来院できずアドバイスのみとなりました。 

小諸市 降圧剤がなくなった、糖尿病の薬がなくなったなどの問い合わせがあったが、長くても

数日だったためあまり大きな影響はなかった。 

上田市 老人の方が歩行困難、転倒防止のため車道が狭くなり通行困難 

上田市 全員の患者さんをこちらから通院を止めてもらった。 

上田市 土曜日は一人も受診なし。手術予定２名が来院できずに日曜日に施行 

上田市 交通の状態が悪く来院できない患者さんがいたが、体の状態が悪くて救急車を要請する

話は聞いていない。 

上田市 不妊治療中でその周期でフォローできなかった方もいます 

上田市 電話再診で処方箋を発行。処方箋は後で取りに来て薬局から先に薬をもらう対応をした

方あり。 

上田市 2/15はほとんど患者さんが来院されなかった。透析もやっているが透析患者さんも1/3

くらいしか来られなかった。残りの人はなんとか2/16（日）に来院してもらい緊急透析

を行った。 

上田市 車での来院は全て不可。徒歩の患者のみ通院可能。 

南牧村 オペ後の抜糸ができなかった 

南牧村 点滴の必要な患者さんが雪で来院できなかった。 

郡軽井沢町 6件の訪問診療にいけなかった 
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軽井沢町 インスリン治療中の患者2/14インスリンがなくなり自宅まで歩いて薬を届けに行った。

立科町 大きな問題はないが補綴物の装着予定が遅延した。 

伊那市 ２・１９に再び大雪かもしれないという予報で２・１８、２・１９の両日はいつもより

２０～３０人多くの患者が来院。 

伊那市 不明 

伊那市 内服薬、処方箋を取りにこれない患者があったと思われる。 

透析の人は予定日にいけなかった。 

阿南町 特になし 

豊丘村 受付業務を担当する職員の体制が組めず、会計処理ができなく未納とした患者さんがあ

った。豊岡村は比較的雪の少ない場所で他と比較すると被害は少なめでした。 

松川町 車での来院が不可能 

辰野町 電話で日時を変更してもらった（１０人程度） 

飯田市 定期的に行っている化学療法（点滴） 

飯田市 道路の除雪がなかったので車での通院ができなかった。家から出られなかった。 

飯田市 特になし 

飯田市 手術後処置が必要な方が来院できず 

飯田市 特になし。往診の要望が多少増えた 

飯田市 緊急治療が必要な患者さんはなし 

飯田市 予約をキャンセルしたまま来院が途絶えてしまった方がいらっしゃる。この時点でも足

が悪い方や通院に障害（道に雪があるなど）、高齢の方は来院できない 

飯田市 疼痛 

木曽町 金曜午後来院なし、土曜日は全休とした。 

電話連絡で患者３人に指示した 

小布施町 なし 

小布施町 降圧剤内服中断による血圧上昇、その他内服中断による対応疾患のコントロール悪化 

小布施町 病態の悪化 

須坂市 技工物（クラウン、インレ）装着予定の患者さんにはこちらから連絡して予約をキャン

セルした（5～6名） 

須坂市 特になし 

千曲市 予約制でないので分からないが、胃カメラ、予防接種で予約が入っていた方は全員来院

した。50％減となったのは2/15のみそれ以外は通常通り。 

千曲市 2/15（土）については来院7/40 

検査予約についてはキャンセルの電話を入れる等の対応をした 

外注についても業者より回収不能の連絡が入る 

千曲市 土曜日は予約30のうち来院は４人 

中野市 治療上の問題はありませんでした 

長野市 老人や身障の方は、タクシー×、歩行× 

長野市 なし 

長野市 ２・１５のみ雪のため外来患者が来院できず、訪問予定の家にも行けなかった。17日か

ら徐々に元に戻る 

長野市 治療が必要な患者は来院したと思われる 

長野市 矯正治療中の患者さんが大雪のため予約変更で適正な期間での治療ができなくなってし

まった。 

長野市 特になし 

長野市 採血などをしたくても回収に来ることができない状況でした。 

長野市 特になし 

長野市 なし 

長野市 薬が切れると症状が出現する患者にとってはゆゆしき問題である。 

長野市 薬の手持ちがなくなってしまい服用できなくなり状態が悪くなってしまうこと 

長野市 他の日に振り替えた。遠方で送薬を（公共交通機関が効かない）といわれても宅配、郵

便局も受付中止のため薬が間に合わなかった。 
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６、大雪で苦労した経験、行政等への要望 

131 回答中 自院の除雪に関して 51、道路等の除雪に関して 51 と除雪に関する苦労や要望が大多数

市町村 経験要望等 

カーポートが2週連続の大雪で倒壊。早めに雪を降ろしておけばよかった。 

安曇野市 国道のブルドーザーによる道路わきへの除雪放置に困っている。 

安曇野市 除雪機等がないため、すべてスタッフが人力のため、1日半雪かきをすることになった。

安曇野市 道路の除雪が間に合わない。家から道路に出られない（除雪のため） 

安曇野市 幹線道路だけでも早急に除雪してほしい。道路状況の把握とその公表を早くしてほしい。

安曇野市 とにかく除雪にめちゃくちゃ苦労しました 

安曇野市 幹線道路の除雪へ早期対応が必要。 

（国道、県道、市町村道）（市街接続道路） 

集団的自衛権より災害対策をしない国会に大問題あり。 

安部首相の頭は自分の周囲も見えていない。 

塩尻市 市の除雪が遅くて困った。自院の道は各戸が高齢で除雪できない。 

塩尻市 国道、県道、市道いずれに関わらず最善最速の除雪を行うことは当然のことで、国道な

ので市は手を出せないなどと馬鹿なことを言っていると最悪の事態になりますので良く

考えていただきたいです。 

塩尻市 駐車場（患者、スタッフ含む）の確保が最も大変 

屋根の雪が固まり氷となって落下する危険（道路、駐車場） 

塩尻市 今回は思ったより早く道路の除雪を行ってもらったが、住宅の密集化により雪の捨て場

に困る。どこでも同じでしょうか？ 

塩尻市 平成10年1月15日（長野オリンピックの年）塩尻市の歴史始まって以来の大雪（１１０ｃ

ｍ）。方々でアルミサッシ製のカーポートが破壊。我が家も破壊はしなかったもののか

なり湾曲した。春になり木製の支柱を作りました。今年は史上最高の大雪でしたが、木

製の支柱でカーポートの破壊はありませんでした。 

塩尻市 アクセスの確保ができないので自治体による早めの除雪 

岡谷市 注射薬剤が発注後2-3日しないと届かなかった 

入院患者様の食事提供、入荷しない食材あり 

牛乳、小松菜、もやしなど（代替品を使用した） 

茅野市 大雪により交通手段がすべてストップすることで職員も出勤できずに困った。せめて国

道などの主要道路だけでも除雪作業を早めにして欲しい。 

茅野市 2/15（土）は雪かきが間に合わなくて大変だった。 

茅野市 除雪作業の尽力確保。しかし県道沿いに位置するのでかなり助かったと思う。 

松本市 病院（クリニック）周辺の除雪を早めの優先順位のほうに入れていただければありがた

いです。 

松本市 駐車場の除雪と歩行路の凍結対策。ロードヒーティングの斡旋をして欲しい。 

松本市 屋根に大量の積雪があり、その上寒冷による屋根からの排水管が凍り、天井に排水が回

ったため、雨水漏れ、天井板の落下を招き、診療に不都合をきたしています（2/22～の

状況） 

松本市 積雪が長引き、除雪が進まず、来院される患者さんに迷惑をかけた。 

松本市 松本市は例年午前3時くらいから除雪が始まっているそうですが、今回は初動が遅れたの

がそのまま響いたと思われます。松本城の外堀の復元工事の予算確保のために除雪費を

ケチったとしたら問題 

松本市 アプローチのアーケードが破損、車庫の一部が変形、車には影響なし。損保で修理了解

とのこと 

松本市 スタッフが確保できず診療に支障をきたした。 

松本市 バスを使って通院している患者さんはバスが4日間運休により通院不能となりました。道

路の除雪ができていなかったための運休ときいています。タクシーも台数が足りず予約

も電話が足りませんでした。 

松本市 除雪、排雪が必要であったが、しばらくどけることができなかった。 

松本市 市の除雪が間に合わず、当院の近くまでいらした患者さんがたどり着けないケースがあ
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った。除雪した雪の置き場に苦慮した。 

松本市 除雪した雪の量が多く、根雪が残りその上へ加えての積雪のためもって行き場のない雪

の処置に困った。（今現在も困っている） 

松本市 大雪の時期にスタッフが出勤できない。 

駐車場の除雪が大変。業者に依頼しても市が優先のため約1週間待ちの状態・ 

塩カルを常備して、雪が降り出したら自分の駐車場の場所は早めに処理することにした。

松本市 道路の除雪をもっと早く対応して欲しい 

松本市 当番医体制に対して確実な配慮を要する 

松本市 雪の捨て場所がない。 

道路の除雪は良いが除雪された雪のために自宅の敷地内に入れなくなってしまう。 

松本市 駐車場の除雪に関してはいつも悩ましい問題。 

急な天候悪化交通の影響でしばらく来院できない方の内服薬を送付したりの受付をして

いるが、全員をリストアップできない 

松本市 除雪に苦労しました。 

今回の大雪では道路が分からず走行に苦労しました 

除雪後早急の除雪を切に希望します 

松本市 駐車場の除雪に大変苦労した。 

往診へ行く際も交通渋滞等で大変時間がかかり、通常の時間に診察ができないことが数

日続いた。 

松本市 道路の除雪をいかに迅速にするかということに尽きる。 

松本市 大雪の予想がつく場合はあらかじめ休診にすればよいと思います。 

松本市 駐車場をあけるのに骨が折れたが何とか確保しました。雪の捨て場所がなく今も苦労し

ています。 

松本市 雪の置き場所がなくて苦労した。 

車道を除雪してもらった雪が駐車場の入口で壁となり固くなり除去するのが大変だっ

た。 

下諏訪町 流通が止まることによる入院患者への食事提供のための食材確保 

非常用食材の準備の必要性 

諏訪市 特になし 

大町市 雪かきをしっかりお願いしたい 

大町市 元々豪雪地帯なので一応の備えはしています。 

やはり道路の除雪、交通の確保をしっかりして欲しい。 

大町市 幹線道路の除雪をなるべく早くして欲しい 

麻績村 雪かきの問題 

交通の問題があったときの薬局の状態をわかるようにして欲しい。 

松川村 道路の除雪 

松川村 除雪ができず患者さんに対してご迷惑をおかけしてしまったので何らかの除雪対策を考

えていただきたい。個人経営に対して市町村の協力が全くなかったので改善して欲しい。

白馬村 白馬村では除雪対策が完全であり、雪害による被害は今までない。 

長野県は雪国であることを忘れずに。今までが良かっただけのこと。 

北白馬村 毎年の雪囲いや雪片づけが大変 

佐久市 幹線道路の確保、国道・県道間の連携、優先順位の判断と決定力 

佐久市 ＦＡＸでの処方箋が可能であることを早く通知して欲しかった。非常時であると判断し

初日からＦＡＸ処方を行ったが・・・。 

佐久市 材料の融通、確保。この大雪では仕方ないですけど・・・ 

佐久市 スタッフの確保が災害時にはできないことを痛感した。 

佐久市 除雪中に通行止めにすると余計に車が雪に埋もれる。気候変動の中各自治体が除雪のた

めにロータリー式除雪機を持ち国道、県道、市道、高速など臨機応変に除雪できるよう

な危機管理が必要 

佐久市 医療機関への進入道路を優先的に除雪してほしい。今回は進入道路及び駐車場と併せて

業者にお願いした。もう一か所の進入道路の除雪は19日に行われた。 
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佐久市 15日（土）、16日（日）は徒歩で来れる職員以外はほとんど来れなかった。一人車でき

たが国道までで国道から医院までの市道が除雪できていなかったので引き返した。命に

強く関係する病院や医院への市道は優先的に除雪してもらいたい。今回ほどの大雪では

医療機関の敷地内の駐車場などの除雪を職員だけでは不可能なので病院などは優先して

市町村が主に除雪して欲しい。 

佐久市 診療所前の公道が除雪車のルートに組み込まれておらず除雪車がなかなか入ってくれな

かった。対象ルートを増やして欲しい。 

市民の唯一の足である小海線が5日間も休んだ。路線バスも同じ。健康な人は車で15分の

道を2時間かかったといっていた。しなの鉄道や新幹線がすぐ走れるのに小海線がいつま

でも走れないのでは大変困ります。車もあちこちで渋滞しているときこそ早急に再開し

ていただきたい。 

佐久市 雪かきをしても雪の置き場に困った。駐車場が狭くなる。 

長和町 行政の対応が遅く、幹線道路の除雪の遅れによって道がでこぼこ状態で雪が圧雪されて

しまいひどい状態になっているところが多くて困った。歩道の除雪もなかなかやっても

らえなかった。 

小諸市 除雪対策に限らず、すべてのことに余裕がない社会になっているので、個人で努力する

以外は仕方がないとあきらめている。 

この地に開業してからずっと雪かきができなくなったら閉院しようと決めている。 

小諸市 120年ぶりの大雪ということで行政の対応が遅れ、幹線道路（国道・県道など）の雪かき

が進まず、雪かきの人員も集めることができず大変であった。平常に戻るために1週間を

要した。 

小諸市 行政がもう少し早く除雪を行ってくれると助かりました 

上田市 早急に国道、県道などの重点道路は除雪が必要。 

縦割りの関係では遅すぎます。 

上田市 除雪機必要と考えます 

上田市 駐車場や道路（特に主要以外の生活道路）の除雪 

上田市 50台の駐車場にカルコート150Ｋｇ散布 

上田市 屋根や雨どいが壊れた 

上田市 休日当番医の当日の大雪のため休診もできず除雪もままならない状態であった。休日当

番医については行政として何らかの対応をお願いしたい。 

上田市 隣近所で雪かきをしてもらうことの大切さ。 

上田市 駐車場の確保 

雪かきはスタッフなどでしていますが、今回のような大雪ですと人の力では難しいこと

もあります。有料でもかまいませんので業者さんなどに優先的に雪かきをしていただけ

れば幸いです。 

上田市 せめて救急車が入るように行政で除雪をしてもらいたい。スタッフ体制の確保も大変だ

ったためこれからの課題である。 

上田市 道路に出られないとの声が職員からは多かった。 

滅多にあることではないが、重機の手配や、職員間への一斉メール配信など検討するこ

とは多いと感じた。 

佐久穂町 自宅からやっと脱出したが、医院の前の雪が多くてたどり着かなかった。 

緊急時にどこを優先して除雪するか町も検討が必要だと思った。 

南牧村 道路の早期の除雪を希望する 

北佐久郡軽

井沢町 

駐車場の除雪（土日ほとんど除雪作業に追われる） 

軽井沢町 積雪の影響で15（土）～18（火）まで自動車を利用できなかった。 

薬がなくなりそうな患者一人に対しては徒歩で訪問し薬を処方した。 

15日臨時休診、17（月）午後のみ臨時休診、18日（火）～通常どおり 

国道18号線の通行止めが長期になったのが一番の問題 

御代田町 除雪を速やかにしてほしい 

伊那市 駐車場の除雪をスタッフが来られない中で一人でやらねばならないこともあった。 

伊那市 医療機関だけが特別ではありません。 
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これだけの降雪があればすべての分野に影響がでます。 

伊那市 災害なので仕方ないかもしれませんが、除雪を委託しようにも業者が見つかりません。

伊那市 各施設にある給湯器由来の温水を１０～１５メートルくらいのホースで誘導して屋根や

道路やハウス（農業の場合）の上に散水するのが良いと思った。 

阿南町 診療所までの道路、駐車場の除雪が大変 

高森町 駐車場の除雪が大変でした。 

豊丘村 今のところなし 

松川町 なし 

辰野町 雪捨て場はあるが人力では大変。年に１、2回のために除雪機を購入するのも大変。患者

さんはほとんどの方が自動車で通院するので除雪しなくてはならない。15日はAM5:30～

PM3:30までかかって除雪した。 

飯田市 雪をいくらかいても捨て場がないので困りました。駐車場や道路が広いため除雪に難儀

しました。このような大雪が繰り返されるようなら本気で除雪機の購入を検討します。

飯田市 除雪の早期始動 

近隣の除雪業者との除雪連携 

飯田市 敷地内除雪、近隣道路までの除雪、その後の雪処分（今回は業者に依頼） 

すべて、個人負担で処理せざるを得なかった。今後は医療機関学校などは市で除雪を考

えて欲しい。（積雪約30センチを目処に考えて欲しい） 

飯田市 除雪費用の補助など 

飯田市 県南部は除雪体制が整っていないので絵今後は大雪対策が必要である 

飯田市 道路の通行不能が長かったため早めの除雪希望 

飯田市 少子高齢化社会を反映し個人的な除雪能力の低下 

市町村の雪害対策マニュアル作成 

飯田市 積雪80センチ以上で徒歩も含め、交通手段が失われており休診となる 

飯田市 駐車場の除雪に関し、除雪車の導入、派遣がされるとありがたい。 

飯田市 駐車場の雪かきでほぼ診療時間が確保できなかった。あと雪の持っていく場所がなく現

在も駐車場の1/3は使用できない。簡易除雪機を貸してもらえるか除雪車などの要請がで

きればありがたいです。雪かきで体中が痛くて仕事にならなかった。 

木曽町 当日はまったく除雪不能で入ることも出ることもできず、町の除雪車が来るのを待った。

小布施町 手術器材が納品されずに延期になった。 

今回の大雪では各市町村の除雪対応で住民の生活が左右させられた面があったと感じ

る。 

小布施町 道路除雪情報の町内アナウンスがあると助かります。 

小布施町 敷地内が滑りやすく車から降りたときに転倒した事例が2～3件あり 

小布施町 町で除雪してくれたのは良いが診療所の患者様用の駐車場の前に堤防上に固まった雪を

置かれ除雪に苦労した。 

須坂市 雪かきが大変だった。 

須坂市 自助努力で可能な程度なので特になし 

須坂市 玄関へのスロープと歩道に面している屋根の落雪の心配があり、費用約2万円かけて雪を

降ろした。 

須坂市 敷地内除雪。 

2/15、17はキャンセル電話なりっぱなし。来院されなかった患者さんの対応で翌週は混

雑した 

千曲市 通院、通勤のための道路、医院の前の道路の除雪がなかなか進まずいつまでも苦労した。

院内の駐車場の除雪、かいた雪の捨て場所がないこと 

千曲市 開院して2年目の冬除雪機購入も盗難にあう（翌年）。以後人力（近所の親族や友人）に

頼んで除雪（大雪）。通常はスタッフも含め（院長はもちろん）早く出勤し除雪。融雪

システムは費用がかかると聞いているが興味はある。 

千曲市 クリニックの敷地内除雪を土建業者に依頼しても手が回らないとのこと 

高速、国道だけでなく、県道、市道レベルの除雪も速やかに行うには土建業者さんの育

成、維持、発展が必須と感じた。 
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千曲市 排雪となったのは今回初めてです 

中野市 除雪が大変でした。 

長野市 情報不足で十分な対策がとれなかった 

長野市 スタッフが女性ばかりなので雪かきの人手が足りません。 

いまだに駐車スペース数台分が埋まったままです。除雪機の購入を考えています。 

長野市 除雪した雪を持っていく場所が一番苦労した。 

長野市 駐車場の除雪が大変。 

除雪機を持っている友人と重機をもつ土木会社の協力を得て行ったが頻繁にあると大

変。 

長野市 駐車スペースの確保が大変で有料でもいいのでスタッフなどを確保してほしい。 

長野市 駅への道路、交差点など重点的に除雪が必要を感じました。近隣の人の参加協力を市、

消防署から災害スピーカー、パトロールカーのスピーカなどで行うことが今後は必要だ

と思います。 

長野市 薬が切れないような特別な配慮をして欲しい。 

例えば、お薬手帳があれば処方箋なしでも同一処方を数日分調剤できるとか・・・ 

長野市 周辺道路の除雪 

長野市 道路の渋滞で予約日時に間に合わず遅れてくる患者がいたので、幹線道路も除雪を徹底

して欲しい。 

診療時間内も駐車場の除雪に時間をとられた。 

除雪した雪で駐車場が狭くなってしまったので空き地や休耕田などを利用して雪捨て場

を確保して欲しい。 

長野市 ＪＲで通勤しているスタッフが大幅に遅れた。 

長野市 除雪器械の共同購入はできるのか？ 

長野市 駐車場の雪かきが大変だった 

長野市 格安除雪業者の手配、情報があると助かります 

長野市 駐車場の除雪が間に合わない状況だった。 

自宅から出ることができない状況で来院できなかったようです。 

道路の除雪もだが、クリニック内の除雪について、大雪の際お手伝いいただける人がい

るとありがたいと思います。インフルエンザが流行している時期でもあり休診すること

も難しいと思うが通常のような診療になりません。 

長野市 通常でも駐車場などの除雪は大変だが、行政では市道は全く除雪してくれないため、今

回は自分で周囲の市道の除雪も必要で更に大変だった。 

長野市 除雪体制の充実 

長野市 除雪機のレンタル、融雪財の配布、除雪作業業者の確保・優先 

長野市 医療機関の周辺道路は優先除雪をお願いしたい。施設前は自分でやるがアクセス道路に

ついて 

長野市 駐車場の除雪が大変でした。除雪が追いつかず駐車台数が半分程度しか確保できません

でした。 

長野市 7から8年前の大雪と冷温のときはコンプレッサーが止まってしまった。 

駐車スペースが少なく患者さんが入りきれなかった。 

除雪のため道路からの入り口がふさがってしまい、それが硬い雪の塊のためどかすのに

苦労した（これは毎年のことです） 

屋根からの落雪や足元が滑りやすくなるため患者さんたちへ注意をしています。 

飯山市 元々雪は多いため対策はしてあります 
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