
　除排雪の出動については、道路パトロールや降雪量、降雪予報をもとに除排雪対策本部が委託業者へ出動
の指示を出すことになっています。

五所川原地区　
●除排雪委託業者一覧

●地区別業者一覧（下表に掲載されていない幹線道路等は、直営車両（市役所）で除雪を行います）

雪置き場
　通行区間は最徐行、搬入は9：00～16：00
　12月下旬～２月下旬を予定

業者番号 業　　者　　名 電話番号
1 ㈲伊藤組 （飯　詰） 39－7030
2 ㈱梅沢工業 （中　泉） 28－3256
3 ㈱寺栄建設 （唐笠柳） 34－4756
4 ㈱金谷組 （高　野） 29－2349
5 ㈲ことぶき造園 （野　里） 29－3247
6 ㈲櫻井建材 （長　富） 36－3719
7 ㈱外崎配管設備 （烏　森） 35－9816
8 笠井建設 （松島町） 35－5757
9 ㈲白戸土建 （七ツ館） 28－2840
10 ㈱坂本光組 （飯　詰） 37－2301
11 ㈱坂本興業 （飯　詰） 37－3341
12 ㈱小田桐建設 （広　田） 35－2684
13 ㈲小野水道工業所 （一野坪） 35－7215
14 ㈲五所川原総業 （小　曲） 34－6241
15 ㈱和島組 （飯　詰） 37－2111
16 ㈱小枝設備工業 （姥　萢） 34－8230
17 ㈱丸清起業 （豊　成） 29－3777
18 ㈲三和園芸土木 （七ツ館） 28－2846
19 ㈱津軽サンロード （七ツ館） 27－3901
20 ㈲須藤工業 （広　田） 26－6224
21 ㈱青北産業 （金　木） 54－1037
22 西北土木㈱ （七ツ館） 35－0768

地　区 主　な　区　域　お　よ　び　経　由　地　等　　　 担当業
者番号

全域の
幹　線

こめ米ロード（悪戸橋付近～国道339号交差点）、第四中学校の通り（沖飯詰国道339号交差点～四中前～藤
兵衛橋～県道五所川原・金木線との交差点）、飯詰交差点、若山幹線（経営コンサルタントなるみ交差点～
飯詰十文字バス停～興隆橋～若山バス停～若山分館～松野木長尾商店交差点）、玉清水牧場（スキー場ま
で）、県立少年自然の家（少年自然の家入り口交差点から）、第四中学校

10

若　葉 若葉（バス通りを除く）、新宮岡田（五小東側の県営新宮団地そば住宅地）、五所川原小学校、長橋広野の
一部（県営新宮団地通路、市浄化センター周辺） 7

松島町
松島町１丁目～３丁目、松島会館 3
松島町４丁目～８丁目、松島町医師住宅、第一中学校、中央小学校 8

みどり町
みどり町（１・２・３・４・７・８丁目）、第三中学校 12
みどり町６丁目、やなぎぬま公園～広田神明宮向かいのバス通り、みどり町８丁目の一部（バス通りから
１本北側の道路） 9

小　曲 小曲、農村婦人の家 14

市
中
心
部
①

新宮町、新宮、芭蕉、蘇鉄（ＪＲ線路より北側）、新宮集会所 10
雛田、下平井町、旧十川団地（国道339号と津鉄の線路、プラザマリュウ・エルム通りと十川橋交差点～十
川駅そば踏切に囲まれる地域） 7

くるみ園、オルテンシア、浄化センター 22
幾世森、下平井町の一部（国道339号沿い北側で、第２さつき保育園より旧十川までの区域）、末広町の一
部（聖心幼稚園付近と県道より土手側）、雛田（さつき町）、しきしまコミュニティセンター、市中心部の
狭隘路線

7

蓮沼、不魚住、元町（野球場～第一高校交差点の通り沿いで土手側の地域、南小学校そば警察官舎向かい
側２本の道路～コーポミナミ角～富士見市営住宅～市民体育館裏～市営住宅13号棟南側）、田町（サンル
ートパティオ横から南小学校まで、小山内バッテリー社の裏通り）、栄町（トヨタ自動車横から裏の通り）、
南小学校、体育館、図書館、歴史民俗資料館、柳町、新町の一部（新町集会所横の一方通行）、岩木町

21

業者番号 業　　者　　名 電話番号
23 ㈲東北開発工業 （稲　実） 26－7577
24 ㈱平成産業 （梅　田） 27－1020
25 ㈱平川工務店 （金　木） 52－5730
26 ㈲のづい興業 （吹　畑） 35－3483
27 ㈲春建工業 （水野尾） 33－9115
28 石岡サービス （唐笠柳） 34－7443
29 ㈲高橋技建 （金　山） 35－4350
30 ㈲日繁工業 （金　木） 52－2421
31 ㈱雄飛 （浅　井） 23－5860

除排雪委託業者名と雪置き場をお知らせします
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8 広報ごしょがわら　12月号
※地区別業者一覧は次ページへ続きます

地　区 主　な　区　域　お　よ　び　経　由　地　等　　　 担当業
者番号

市
中
心
部
②

寺町、錦町、幾島町、柏原町の一部（新岡有料駐車場の通り）、中平井町の一部（五所川原高校前通り）、
上平井町の一部（五所川原高校向かい山口水道横の通り） 29

鎌谷町・一ツ谷の一部（鎌谷町・東北電力変電所前の市道北側で津鉄線路とプラザマリュウ・エルム通り
に囲まれる区域）、市民学習情報センター、鎌谷町コミュニティ防災センター 10

長橋橋元（アベニュー橋元）、職安横ＪＲ線路沿い、旭町、上平井町の一部（ＮＴＴ裏通り）、雛田の一部
（理容ナカヤ正面と裏手の一方通行）、中央コミュニティセンター 7

烏森・吹畑藤巻の一部（バースデー～神明宮～㈱青和設計そば交差点までの通り沿いで旧十川までの区域）、
中央１・４・５丁目の一部（２車線道路のエルム側） 20

中央６丁目の一部（ホンダオートテラス南側道路までの旧十川側区域） 21
鎌谷町・一ツ谷の一部（プラザマリュウ・エルム通りより東側）、一ツ谷橋 19
中央１・２・３・５・６丁目、烏森（東西がプラザマリュウ・エルム通りとＪＲ線路に挟まれる地域で、
北側は東北電力変電所前の市道から南側がホンダセンターナリコー裏通りまで） 17

栄

湊千鳥の一部（市営千鳥団地周辺、ファミリーマート周辺）、青森綜合警備保障㈱周辺 17
湊千鳥の一部（湊大橋側道北側、北五建設会館の通り） 21
姥萢桜木・湊船越の一部（森羽紙業の通り～栄橋～猫渕、三ツ谷、大巻踏切通り、姥萢高架橋（花菖蒲橋）
横） 5

稲実米崎、姥萢船橋（県道松野木姥萢線を挟んで北側、ホテル赤い靴の裏など）、栄小学校 21
姥萢船橋の一部（はるにれ住宅団地、ニュータウンエルム、栄小学校前丁字路交差点までの道路）、サンビ
レッジ五所川原、つがる克雪ドーム 9

稲実（稲実バス停周辺）、開野（稲実集会所横を入った住宅地と周辺） 23
姥萢船橋（国道101号みどり橋そば付近住宅地）、広田柳沼の一部（コインランドリー24広田店から入る住
宅地、トヨペット㈱五所川原店横～中央水産～㈲一心工業横、スーパーマエダを囲む住宅地と㈱角弘広田
ガソリンスタンド横までの通り）、雇用促進住宅

24

広田藤浦・下り松、七ツ館鶴ケ沼（梅田橋～三輪小の通りから市内方向の国道と十川間の区域）、広田橋南
側～梅田の通り（広田橋の南側～専念寺～梅田保育園） 12

七ツ館虫流・鶴ケ沼・柏枝（国道101号三輪小そばの交差点から学校前の通り、その交差点より青森方面）、
三輪小学校 9

稲実米崎・稲葉、広田榊森・七ツ館虫流（光ケ丘団地・広平ニュータウン・七ツ館虫流、光ケ丘ニュータ
ウン・ひがし光ケ丘ニュータウン・みなみ広田団地） 18

梅　沢
梅田、中泉、梅沢コミュニティセンター、集落排水処理施設 2
広田橋南側～梅田の通り（広田橋の南側～専念寺～梅田保育園） 12
梅田福浦の一部（国道101号沿い㈱ＮＣアパレルとなり南みつわ団地） 9

七　和

高野、前田野目長峰・村中・川崎・桜ケ峰、持子沢、県道～あかね荘まで 4
持子沢、羽野木沢、前田野目野脇、犬走の一部（前田野目バス停周辺） 4
俵元、豊成（東日流農産から入る道路）、俵元加工センター 17
原子、羽野木沢、持子沢笠野前の一部（第二中学校周辺、持子沢コミュニティ消防センターより南側）、コ
ミュニティセンター七和、原子集会所、第二中学校 5

長　橋

戸沢・石田坂（金山大溜池の東側～戸沢分館周辺～石田坂分館周辺）、若山の一部（若山バス停前～松野木
交差点への幹線東側） 13

平町、松野木花笠（松野木会館西側の通り、上松野木バス停向かい大山祗神社通り、地名が「字有俵」に
隣接する通り） 13

浅井の一部（民宿どんどん前の通り、浅井分館前） 9
境山、浅井～野里（農協野菜出荷施設裏通り～ローソン五所川原野里店横～野里集会所～高橋商店角～野
里不燃物埋立地） 5

野里奥野、持ノ沢溜池の西側、野里野岸、福山広富、福山広富～神山野岸への通り（旧㈱櫛引工業所第２
資材置き場前～福山コミュニティ消防センター～美秀園横）、野里牧原の一部（赤帽横から西方向の道路）、
神山野岸、神山鶉野（コミュニティセンター長橋となり神社横～育苗センター通り）、コミュニティセンタ
ー長橋、農産物加工センター、ふれあいハウスつつじが丘、神山（神社横の通りを除く）、野里の一部（長
橋溜池向かい～ことぶき造園十字路～野里集会所、国道101号沿い乳井商店横）、豊成、東峰小学校

5

飯　詰

飯詰・下岩崎の一部（県道五所川原・金木線の東側、いずみ小学校周辺）、コミュニティセンター飯詰、い
ずみ小学校、飯詰浄水場 11

飯詰・下岩崎の一部（県道五所川原・金木線の西側） 15
興隆（坂ノ上集会所～朝日沢田バス停そば交差点～おけさ沼方面） 13

9五所川原市役所　☎35－2111



地　区 主　な　区　域　お　よ　び　経　由　地　等　　　 担当業
者番号

松　島

一野坪（石畑、中村、前萢などの五農高前駅から北西方面）、漆川の一部（馬性）、学校給食センター 13
東芝前バス通り、漆川浅井（松島町５丁目市営住宅向かいの地域） 8
石岡藤巻、エルムＥＣＯタウン、米田、唐笠柳の一部（つがる克雪ドーム東側・南側通り、村崎、寺田精
米所通り、二本柳バス停付近）、烏森の一部（旧十川から東側）、イトーヨーカドー付近（国合同庁舎角か
ら東西、南北方向への道路）

26

漆川鍋懸、太刀打早蕨（国道339号より南側）、漆川工業団地（富士電機津軽セミコンダクタ周辺） 28
漆川浅井 3
吹畑藤巻（西北地域県民局地域農林水産部農村整備五所川原庁舎と東芝駐車場周辺）、漆川浅井（松島５丁
目市営住宅東側の地域）、漆川袖掛（㈱三和電工向かい側） 8

唐笠柳藤巻（藤巻温泉ニュータウン、エルムニュータウン、唐笠柳ニュータウン）、唐笠柳村崎（八晃園と
なり住宅地）、唐笠柳～水野尾（五所川原ガスそば交差点～太田酒店～末広口バス停） 23

水野尾～富枡～松野木福泉（水野尾バス停向かい～富枡橋～福岡西口バス停～福岡東口屯所通り） 25
太刀打常盤・麻ノ葉・柳川（桃崎バス停と高杉建設の周辺）、一野坪馬繋場の一部（旧一野坪小学校向かい
一野坪ニュータウン） 7

水野尾懸樋（アトリエ久光付近）、水野尾宮井（水野尾バス通り、コミュニティ消防センター～三屋口バス
停そば交差点の西側） 27

米田（八ツ橋、北側）金山、川代田、　悪戸橋～コミュニティセンター松島～ふれあいハウスかいどう～葬
斎苑～若山バス停までの幹線 16

毘沙門 毘沙門・長富、毘沙門～共栄間（大泊溜池の北側と南側の通り）、毘沙門・長富コミュニティセンター、旧
毘沙門小学校、農業センター 31

三　好

藻川（藻川地区集落排水センターそばから南東へ延びる藻川幹線）、藻川コミュニティ消防センター 30
鶴ケ岡鎌田・川袋、高瀬、中央クリーンセンター、三好小学校、コミュニティセンター三好、高瀬集会所
駐車場 6

川山、コミュニティセンター中川 4
三好中川
の一部　 種井、鶴ケ岡福田（勝川橋そば地蔵堂より北側）、新津軽大橋～浄化センター手前までの道路、種井橋通り 28

中　川
桜田鴻ノ巣（国道339号より西側）、沖飯詰帯刀と男鹿の一部（旧沖飯詰小学校の裏手を囲む道路と、稲荷
神社前と田口板金付近） 21

田川、田川集会所 6

狭隘路線 湊（湊大橋側道から西側、能率タクシーから旧平山家付近）、栄町（体育館裏）、弥生町（鈴木耳鼻科付近
～商工会館）　＊狭隘路線とは、目安として幅員が３ｍ以下の小型除雪機械による除雪を行う道路です。　 1
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●洗磯崎神社●サマー
　ハウス

●旧十三
　小学校

●
太田集会所

●亀田商店
おまつり広場

●

日 本 海

大沼公園駐車場

●市浦コミセン
市浦中学校●

市浦総合支所●

旧国道

国道339号

国道339号

←小泊

←小泊

市道

中里→

相内→←小泊

国道339号 五所川原→←小泊
←小泊

雪置き場

雪置き場

雪置き場

雪置き場

雪置き場

大沼公園駐車場 旧葛西製材所向かい

洗磯崎神社西側旧太田小学校グラウンド 旧十三小学校グラウンド

市浦地区
●除排雪は、直営車両が行います（市浦総合支所産業建設係　内線4043）。
●雪置き場

10 広報ごしょがわら　12月号

　効率的な雪対策に取り組むためには、市民の皆さん、
市、委託業者の３者が協調することが重要となります。
深夜作業の騒音等にご理解ください
　除排雪作業は、交通渋滞を引き起こさないために、
交通量の少ない夜間や早朝に行われます。
玄関先の雪寄せにご協力ください
　除雪は、通勤・通学のラッシュ前に完了するよう短
時間で一斉に行っています。限られた時間の中で玄関
や車庫前などに寄せられた雪を処理することは、現在
の機械の能力からすると大変困難です。
　家の前に残された雪については、市民の皆さんのご
協力による除雪が必要ですので道路脇に積み上げてく
ださるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
除雪した後の路面は大変滑りやすくなっています
　足元には十分ご注意ください。

道路に雪を捨てないでください
　除雪車で寄せた雪を道路に押し出したり、各家庭の
雪を道路に押し出したりしないでください。
　万が一、火災や事故が発生した場合に緊急車輌の妨
げになるなど、大きな支障をきたすことになります。
ごみ出しはルールを守りましょう
　無秩序なゴミ出しは、路上散乱など周辺の迷惑にな
ります。

▽市道に関するお問い合わせ先
　五所川原地区　除排雪対策本部　　　　　℡33－6203（毎年変更となる場合があります）
　金木地区　　　金木総合支所産業建設係　℡35－2111　内線3209（夜間・休日内線3116）
　　　　　　　　金木除雪センター　　　　℡53－3877
　市浦地区　　　市浦総合支所産業建設係　℡35－2111　内線4043（夜間内線4035）

▽国道・県道に関するお問い合わせ先　西北地域県民局地域整備部道路施設課　℡34－2111㈹

作業中の除雪車には近寄らないでください
　除雪車は、前後10m位が死角になります。また、雪
の中に混じった石・ガラスなどが飛ぶ恐れもあります
ので、30m以内には近寄らないようお願いします。
路上駐車はやめましょう
　路上の駐停車は、除雪の妨げになると同時に大変危
険です。また、たった１台の駐車車両でも除雪車が入
られなくなってしまい、迷惑となることもあります。
　故障などでやむを得ず路上に置く場合は、目印に赤
い旗などを立ててわかるようにしてください。
物損事故を防止しましょう
　雪により見えなくなる塀や生け垣等には、あらかじ
め赤い旗などの目印を立ててください。
　また、道路上に伸びた枝については、除雪の支障と
ならないよう、枝切りをお願いします。除雪車が激突
し、事故発生の原因となります。
　なお、破損しても補償はいたしません。

屋根雪の対策をしましょう
　道路に面した屋根雪の落雪は、交通の遮断や人命に
関わることがあります。落雪防止の措置をしてくださ
い。雪下ろしの際には歩行者等に十分に注意し、危険
のないようお願いします。
雪片付けの注意
　最近、雪片付けの際、近所住民間のトラブルがある
ようです。他の方の迷惑にならないように、十分注意
をお願いします。

市の除排雪作業にご協力をお願いします

ルールとマナーを守りましょう

車道や歩道の雪で困ったときは

●下記地区の除排雪は、直営車両が行います（金木総合支所産業建設係　内線3209）。
・金木地区、喜良市岩見町、野崎、坂本（更生地区）
●その他の地区の除排雪は下記の業者が行います。
・除排雪委託業者一覧 〈嘉瀬地区の区分〉

金木地区

●雪置き場は、藤枝溜池をご利用ください。

地 域 の 区 分 業 者 名 電話番号
川倉地区 泉谷建設 52－2104
藤枝地区 ㈱青北産業 54－1037
沢部・蒔田・神原地区
広域農道・一部金木含む ㈲前進工業 53－2976

喜良市地区 ㈲前田建材 52－5747
嘉瀬１号地区 ㈱須崎建設 52－4054
嘉瀬２号地区 ㈱平川工務店 27－3633
嘉瀬３号地区 ㈱荒井興業 26－6742

：地区境界

至喜良市

清 久 溜 池

至中柏木

嘉瀬郵便局 1 号 地 区

2 号 地 区2 号 地 区
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至
長
富
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11五所川原市役所　☎35－2111


