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Abstract: Based on documents by the Disaster Management Agency of the Ministry of Internal Affairs and Communications, the 

occurrence of human damage in snow nationwide is explained. Looking at the number of deaths due to snow damage in Japan over 

the past 10 years and the causes of its occurrence, the highest percentage of deaths each year is indicated by "snow removal and snow 

removal work", accounting for 70 ~ 90% of the total number of deaths every year, and this is the problem that should be dealt with 

the most. In recent years, due to the effects of global warming, the possibility of snowfall has increased even in the light-snow region, 

so we will take up Nagano Prefecture, where there is a difference in snowfall within the prefecture along long distance from north to 

south, and study the damage to detached houses when snow falls in areas where snow countermeasures are not taken. 

 

１． はじめに 

総務省消防庁[1]の資料に基づき，全国の雪害による

人的被害の発生状況について説明する． 

全国の過去 10 年間の雪害による死者数とその発生

要因を Figure1に示す．平成 28年を除き，各年の死亡

原因で最も高い割合を示すのが「雪下ろし・除雪作業

中」であり，以下「落雪」，「倒壊した家屋の下敷き」，

「雪崩」の順になっている．「雪下ろし・除雪作業中」

は毎年 70～90%の割合を占めており，最も対策すべき

項目である．また，近年では地球温暖化による影響か

ら，少雪地域でも全国各地で降雪の可能性が高くなっ

てきている． 

本報では，雪の対策に取り組んでいない地域で雪が

降った場合の戸建て住宅の被害について，南北に長く

県内で雪の降る地域と降らない地域が存在する長野県

を取り上げ，戸建住宅の屋根形状を把握することで，

人的リスク評価を行う． 

 

２． 長野県の雪害状況 

総務省消防庁[1]と長野県庁[2][3]の資料に基づき，長野

県内の各市町村の設計積雪深の差について説明する． 

 長野県における過去 10 年間の雪による死傷者数を

Figure2 に示す．長野県内の負傷者数は平成 25 年から

令和元年にかけて減少しているが，令和元年から令和

3 年にかけては増加していることが分かる．また，死

者数は年によって多少異なるものの，10人を超える年

はなく，負傷者が多い年に，死者数が多いとは限らな

いことが分かる． 

長野県各地の設計積雪深を Figure3，長野県内豪雪指

定図を Figure4[3]に示す．県内北部の特別豪雪地帯に指 
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Figure 1. About the Number of Deaths Due to Snow Across 

the Country 
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Figure 2.Dead and Wounded in Nagano Prefecture 

 

定されている地域は，設計積雪深が県内でも大きい値

に設定されており，200～300cmの地域が多くなってい

る．豪雪地帯に指定されている地域は，80～150cm 程

であり，その他の地域は 40～80cm となっている．豪

雪地帯とその他の地域では値が近くなっている地域が

あり，比較検討を要する地域と考えられる．北から南

に進むにつれて，設計積雪深の値が小さくなっていく

ことから，北部に近い県の中心部にあたる地域が，南

部よりも雪害を受ける可能性が高い地域と考えられる． 
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３． 戸建て住宅における屋根形状について 

既住研究[4]では，多数の住宅が密集した地域を対象

とし，航空写真から建物領域の抽出および屋根形状の

自動識別について報告されている．従来の手動切り出

しに比べ自動化の意義は大きかったが，建物領域の抽

出率は 60%未満であり，抽出率の低さ，誤抽出が課題

として挙げられる．人的被害の約 8 割が屋根雪に関す

る事故であることから，Figure4に示す長野県内の３つ

の地域から１ヶ所ずつ選定し，屋根形状を把握するこ

とを目的とする．屋根形状の違いによる落雪の危険性

の違いを調査することで，リスク評価につなげる． 

３－１．調査方法 

長野県庁[2]の資料に基づき，Figure 4より県内の特別

豪雪地帯，豪雪地帯，その他の３つの地域から一か所

ずつ選定し，それぞれの地域の住宅屋根形状について

航空写真および建物を Google Earthにより 3D表示し，

目視による簡易識別を行う． 

３－２．識別方法 

屋根形状は，１）寄棟，２）方形，３）切妻，４）

段違い，５）入母屋，６）片流れ，７）陸屋根，８）

M 型，９）その他の 9種類に識別する．屋根形状の識

別方法を以下に記す． 

（１）寄棟：傾斜面が 4面，頂点が 6つのもの． 

（２）方形：傾斜面が 4面，頂点が 5つのもの． 

（３）切妻：傾斜面が 2面，頂点が 6つのもの． 

（４）段違い：傾斜面が 2面，頂点が 8つのもの． 

（５）入母屋：傾斜面が 6面，頂点が 10のもの． 

（６）片流れ：傾斜面が 1面，頂点が 4つのもの． 

（７）陸屋根：平面が 1面，頂点が 4つのもの． 

（８）M型：屋根の中央部に樋があるもの． 

（９）その他：上記以外の屋根形状が複雑なもの． 

 

４． まとめおよび今後の検討 

本研究では，設計積雪深を用いた長野県における地

域の差と屋根形状の調査方法についてまとめた．今後

は Google Earth を用いた調査を行い，その結果をもと

に雪害対策についての検討を行っていく予定である.  
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Figure 3. Design Snow Depth in Various Parts of Nagano 

Prefecture 

 

Figure 4. Heavy Snow Designation Map in Nagano 

Prefecture 
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