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地区 番号 団体名 市町村 地区名 集落数 人口 世帯数
高齢者
のみ

世帯数
活動概要 設立日

1 旭ヶ丘二区  共助・除雪隊 大館市 旭ヶ丘二区 1 約380 125 40 
・地区内の契約高齢者世帯の除排雪を行う。
・市の助成も併用して運営に充てている。
・他町内からも依頼があれば引き受けている。

平成26年11月7日

2 沢尻壮年会 鹿角市 沢尻 1 約130 44 10 

・個人からの依頼ではなく、活動日を決め、
　全町内除雪を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　
・今年度は沢尻壮年会と自治会の共同により
　実施。

平成26年12月21日

3 粕毛地区共助隊 藤里町 粕毛 1 約400 168 70 
・地域の高齢者世帯の除排雪を行っている。　　　　　　
・自治会の協力と町の助成金で運営している。

平成27年8月11日

4 御坂町共助組織 大館市 御坂 1 約500 198 68 
・高齢者など対象世帯の他に、町内の公共施設
　（ゴミ置き場・消火栓・防火水槽・会館・
　自主防災プレハブ等）の除雪も行っている。

平成27年9月26日

5 共助組織 山神台支援会 大館市 釈迦内山神台 1 約420 132 45 

・現在はほぼ無償で地域高齢者世帯の除排雪を
　行っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・市の助成金と、廃品回収などの収益を活用して
　活動している。

平成28年2月1日

6 藤倉団地「美藤会」 小坂町 藤倉団地 1 約210 79 70 
・地域の高齢者世帯の除排雪と、依頼があれば
　雪下ろしも行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　
・町の助成金も活用

平成30年3月5日

7 大地除雪隊 小坂町 大地 1 約100 30 17 

・孤立した地域のため、小坂町と請負契約し貸与
　された小型ローダーで町内の除雪を行っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　
・特に高齢者世帯に配慮した除雪を行っている。
・草刈り等の収入も運営費に充てている。

平成30年3月5日

8 さくらんぼ共助会 小坂町 さくらんぼ団地 1 約200 81 8 
・町の助成金も活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・地域の高齢者世帯の、主に間口の除排雪を行う。　　　　　　
・自治会からの資金援助も利用。

平成31年1月12日

9 がにさわ共助会 鹿角市 尾去沢蟹沢 1 約200 77 20 
・高齢者世帯の除排雪と雪下ろしを行う。　　　　　　　　
・自治会からの資金援助も利用。

令和3年1月24日

10 胡桃館６グループ 北秋田市 胡桃館 1 約300 165 50 

・高齢者世帯の間口除雪及び排雪。
・空き家周辺の除雪による生活道路の通行不便
　解消。
・毎回、自治会館周辺も除雪。

令和3年9月 10日

11 栄町スノーバスターズ 北秋田市
住吉町　　　　

（旧栄町）
1 約200 83 20 

・高齢者世帯の間口除雪及び排雪。
・空き家、空き店舗前の除雪による通行不便解消。
・小型除雪ローダーを活用。

令和3年10月30日

秋田県内の除排雪団体（共助組織）の活動状況

県
北

1 / 6 ページ



地区 番号 団体名 市町村 地区名 集落数 人口 世帯数
高齢者
のみ

世帯数
活動概要 設立日

1 稗田南サポートシステム 秋田市 大住地区 1 330 168 15 
・高齢者世帯等の間口除雪を実施している。
・活動資金として資源ごみ売上の一部を活用。
・町内会所有の小型除雪機を活用している。

平成26年11月25日

2 牛島西四丁目共助の会 秋田市 大住地区 1 750 290 35 
・高齢者世帯等の間口除雪を実施している。
・活動資金として町内会からの援助を受けている。
・町内会所有の小型除雪機を活用している。

平成26年11月27日

3 種沢共助プロジェクト 秋田市
旧雄和町
種沢地区

7 386 100 10 
・高齢者世帯等から依頼があったときに、
　屋根の雪下ろしや間口除雪などを行っている。
・中古小型除雪機所有（※H27補助金活用）

平成27年1月4日

4 山田地区共助の会 潟上市
旧昭和町
山田地区

1 48 21 4 
・高齢者世帯と空家の除雪を実施している。
・中古小型除雪機所有（平成27補助金活用）

平成27年11月21日

5 新波共助の会 秋田市
旧雄和町
新波地区

－ 480 142 15 

・高齢者世帯のほか、町内会館、ゴミステーション
　の除雪作業を行っている。
・会長所有の大型重機を活用し、燃料代として
　秋田市の補助を活用している。

平成27年12月10日

6 中の沢共助会 秋田市
旧雄和町

中の沢地区
－ 50 20 5 

・高齢者世帯、及び町内会館等の除雪を実施。
・小型除雪機所有（平成27年度補助金活用）

平成28年2月14日

7 田中町除雪共助会 由利本荘市
旧矢島町

田中町地区
1 95 45 14 

・地域内の高齢者等の雪よせを実施。
・空地・空家等の雪よせを実施。                                                                                                                                                                                                                                       
・ゴミ出し、石油ストーブへの給油支援を実施。

平成28年11月19日

8 大鍬町２０組除雪共助会 由利本荘市 大鍬町地区 1 － 30 5 
・支援要請時に高齢者世帯等の雪よせを実施。                                                                                                                                                                                                                                  
・交差点近くの置き雪の除排雪を実施。

平成28年12月10日

9 ぽぽろっち共助の会 由利本荘市
旧大内町
岩谷地区

1 約300 103 －
・支援要請時に高齢者世帯等の雪よせを実施。
・地域のＮＰＯと連携し、障害者の社会参加促進の
　一環としても活動している。

平成29年2月27日

10 小増沢サポーターズ 由利本荘市
旧大内町

上川大内地区
3 50 17 6 

・地域内の高齢者世帯等の雪よせを実施。                                                                                                                                                                                                                                  
・交流サロンを開催。
・小型除雪機、トラクター（会員所有）活用。

平成29年11月4日

11
横森五丁目共助会
「除雪ボランティア隊」

秋田市 横森地区 1 600 250 40 
・支援対象世帯15件を11人の会員が分担して、
　各担当者の判断により間口除雪を実施している。

平成29年12月27日

12 舘町除雪共助会 由利本荘市
旧矢島町
舘町地区

1 104 40 6 
・地域内の高齢者等の雪よせを実施。                                                                                                                                                                                                                          
・空地・空き家等の雪よせを実施。

平成30年2月11日
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地区 番号 団体名 市町村 地区名 集落数 人口 世帯数
高齢者
のみ

世帯数
活動概要 設立日

13 堀切除雪互助会 由利本荘市
旧大内町

下川大内地区
1 100 30 5 

・地域内の高齢者等の雪よせを実施。                                                                                                                                                                                                                                          
・交流サロンを開催。
・トラクター、除雪機（会員所有）を活用。

平成30年8月10日

14 大琴除雪互助会 由利本荘市
旧東由利町

宿地区
1 218 79 20 

・地域内の高齢者等の雪よせを実施。                                                                                                                                                                                                                              
・ごみ収集所等の雪よせを実施。
・トラクター（会員所有）を活用している。

平成30年12月20日

15 谷地除雪ボランティア隊 由利本荘市 南内越地区 1 109 29 5 
・地域内の高齢者等の雪よせを実施。
・ホイルローダー（会員所有）を使用。

令和元年12月11日

16 水上除雪共助会 由利本荘市
旧矢島町
水上地区

1 110 38 6 
・地域内の高齢者等の雪よせを実施。
・除雪機（会員所有）を使用。

令和2年12月15日

17 伏見雪掘り隊 由利本荘市
旧鳥海町
伏見地区

3 254 87 6 
・訪問調査による支援対象世帯の選定を行った。
・高齢者世帯等の除排雪を実施（有償）。
・会員所有の除雪機械を活用。

令和2年10月16日

18 黄桜スノーバスターズ 由利本荘市
旧東由利町
東由利地区

17 1,011 364 66 

・老方、蔵、法内地区を活動範囲とする。
・訪問調査による支援対象世帯の選定を行い、
　除排雪活動を実施している（有償）。
・会員所有と社協から借りた除雪機械を活用。

令和3年11月28日

中
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地区 番号 団体名 市町村 地区名 集落数 人口 世帯数
高齢者
のみ

世帯数
活動概要 設立日

1 保呂羽地区自治会 横手市
旧大森町

保呂羽地区
17 667 221 －

・地域内の高齢者等の除排雪や雪下ろしを実施。
・大型除雪機（団体所有）を使用。
・夏場の活動について、平鹿地域振興局と県道の
　草刈り作業の業務委託契約を締結し、組織の自
　立と安定運営を目指している。
・地域の防災力向上や生活環境の充実、住民の交
　流活動を促進し、観光情報発信の活動も実施し
　ている。
・高齢者向けにサロンや買い物ツアーを実施。

平成24年9月7日

2 三又共助組合 横手市
旧山内村
三又地区

6 242 90 －

・地域内の高齢者等の除排雪や雪下ろしを実施。
・夏場の活動について、平鹿地域振興局と県道の
　草刈り作業の業務委託契約を締結し、組織の自
　立と安定運営を目指している。

平成24年9月21日

3 狙半内共助運営体 横手市
旧増田町

狙半内地区
6 549 182 －

・地域内の高齢者等の雪よせを実施。
・除雪機27馬力(団体所有）。
・設立当初より高齢者支援として通院・買物送迎
　支援に取り組んでおり、現在横手市の委託で有
　償旅客運送が行なわれている。
・夏場の活動について、平鹿地域振興局と県道の
　草刈り作業の業務委託契約を締結し、組織の自
　立と安定運営を目指している。

平成24年9月26日

4 南郷共助組合 横手市
旧山内村
南郷地区

5 352 100 26 

・地域内の高齢者等の除排雪や雪下ろしを実施。
・大型除雪機（団体所有）を使用。
・買い物支援として地域の商店で使用できる地域
　通貨を発行している。
・夏場の活動について、平鹿地域振興局と県道の
　草刈り作業の業務委託契約を締結し、組織の自
　立と安定運営を目指している。
・雪下ろし作業への女性の参加率が高い地域であ
　る。

平成24年10月27日

5
羽場・市野・皿小屋地域生活
サポートシステム

湯沢市
旧皆瀬村
皆瀬地区

3 237 67 －

・高齢者世帯の雪下ろしに特化した活動を実施。
・消防本部と連携して、活動員を対象に雪下ろし
　安全講習会を実施。
・夏場の活動について、雄勝地域振興局と県道の
　草刈り作業の業務委託契約を締結し、組織の自
　立と安定運営を目指している。

平成26年8月25日

6 岩崎：生活サポーターの会 湯沢市 岩崎地区 9 1,630 545 －

・地域内の高齢者等の除排雪や雪下ろしを実施。
・大型除雪機（団体所有）を使用。
・夏場の活動について、雄勝地域振興局と県道の
　草刈り作業の業務委託契約を締結し、組織の自
　立と安定運営を目指しているほか、高齢者世帯
　等の日常生活支援を行なっている。

平成26年10月28日

県
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地区 番号 団体名 市町村 地区名 集落数 人口 世帯数
高齢者
のみ

世帯数
活動概要 設立日

7 黒沢共助隊 美郷町
旧千畑町
黒沢地区

2 315 96 － ・高齢者世帯の雪よせ、雪下ろしを実施。 平成26年11月3日

8 仙道地区除雪グループ 羽後町 下仙道地区 1 258 95 － ・高齢者世帯の雪よせ、雪下ろし活動を実施。 平成27年9月1日

9 いかだ共助組合 横手市
旧山内村
筏地区

6 339 105 －

・地域内の高齢者等の雪下ろしを実施。
・夏場の活動について、平鹿地域振興局と県道の
　草刈り作業の業務委託契約を締結し、組織の自
　立と安定運営を目指している。

平成27年9月13日

10 八王寺三区「結いの会」 横手市 八王寺地区 1 170 61 15 
・地域内の高齢者等の雪よせを実施。
・県南唯一の住宅密集地。
・小型除雪機（会員所有）使用。

平成27年9月29日

11 金澤陣館会 横手市 金沢地区 － 2,177 730 －

・高齢者世帯の雪下ろしを実施。
・地域内の生活道路の除排雪を実施。
・夏場の活動について、平鹿地域振興局と河川の
　草刈り作業の業務委託契約を締結し、組織の自
　立と安定運営を目指している。

平成27年10月31日

12 『共助を進める会』 湯沢市 上関地区 5 637 199 － ・地域内の高齢者等の除排雪や雪下ろしを実施。 平成27年12月1日

13 湯沢市関口新山田地区共助組合 湯沢市 関口新山田地区 2 202 45 －
・地域内の高齢者世帯のほか生活道路の除排雪を
　実施。

平成27年12月20日

14 堀回地区除排雪共助会 羽後町 堀回地区 12 1,190 350 42 
・高齢者世帯の雪よせ、雪下ろし活動を実施。
・小型除雪機（会員所有）を使用。

平成28年9月10日

15 須川権現共助隊 湯沢市 須川地区 7 945 318 95 

・地域内の高齢者等の雪下ろしを実施。
・夏場の活動について、雄勝地域振興局と県道の
　草刈り作業の業務委託契約を締結し、組織の自
　立と安定運営を目指している。

平成28年10月18日

16 ふくち共助組合 横手市
旧雄物川町
福地地区

9 － 550 －

・地域内の高齢者等の除排雪や雪下ろしを実施。
・夏場の活動について、平鹿地域振興局と県道の
　草刈り作業の業務委託契約を締結し、組織の自
　立と安定運営を目指している。

平成28年12月11日
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地区 番号 団体名 市町村 地区名 集落数 人口 世帯数
高齢者
のみ

世帯数
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17 沼ノ沢互助会 湯沢市 高松地区 1 23 9 －
・地域内の高齢者等の雪よせを実施。
・地域住民の交流行事を実施。

平成29年4月1日

18 武蔵野下５町内会有志除雪共助会 仙北市
旧田沢湖町
生保内地区

1 210 87 － ・地域内の高齢者等の雪よせを実施。 平成29年10月1日

19 中川原共助活動親和会 湯沢市 中川原地区 1 150 75 － ・地域内の生活道路や高齢者等の雪よせを実施。 平成30年2月14日

20 八面地区互助会 湯沢市
旧稲川町
駒形地区

1 － 84 －
・平成３０年設立。
・高齢者世帯の雪下ろしを実施。

平成30年10月1日

21 佐野地区互助会 湯沢市
旧稲川町
駒形地区

1 － 13 －
・平成３０年設立。
・高齢者世帯の雪よせ、雪下ろしを実施。

平成30年10月1日

22 仙道扶助結いの会 羽後町
上仙道地区
中仙道地区

2 696 204 －
・令和２年設立。
・高齢者世帯の雪よせ、雪下ろし等を実施。

令和2年2月17日

23 鎌川矯風の会 仙北市
旧田沢湖町
鎌川地区

1 - 76 6 
・令和２年設立。
・高齢者世帯の雪よせ、雪下ろし等を実施。

令和2年7月14日

24 さいかい除雪協議会 大仙市
旧南外村

外小友地区
1 684 264 32 

・令和２年設立。
・高齢者世帯の雪よせ、雪下ろし等を実施。

令和2年10月25日

25 院内雪滅隊 湯沢市
旧雄勝町
院内地区

14 1,410 588 351 
・令和２年設立。
・高齢者世帯の雪よせ、雪下ろし等を実施。
・通学路の除雪を実施

令和2年11月15日

26 船戸結の会 大仙市
旧神岡町

北楢岡地区
1 50 18 2 

・令和３年設立。
・地域内の生活道路や高齢者等の雪よせを実施。

令和3年7月5日

27 うごまち除排雪ボランティアチーム 羽後町 羽後町全域 － 13千 5,245 －
・令和３年設立。
・高齢者世帯の雪よせ、雪下ろし等を実施。

令和3年8月1日

28 表前郷ささえあい 横手市 表前郷地区 1 100 42 20 
・令和３年設立。
・高齢者世帯の雪よせ、雪下ろし等を実施。

令和3年11月26日

県
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