
資料５－１ 

防災関係機関・報道機関一覧 

（平成３０年４月１日現在） 

名 称 所 在 地 電話番号 ＦＡＸ番号 

青森県（防災危機管理課

直通） 
青森市長島1-1-1 

青森県防災航空センター 
青森市大字大谷字山ノ

内6-128 

五所川原警察署 栄町6-1 

西北地域県民局地域健康

福祉部保健総室（五所川

原保健所） 

末広町14 

西北地域県民局地域健康

福祉部福祉こども総室 
栄町10 

西北地域県民局地域農林

水産部 
栄町10 

西北地域県民局地域整備

部 
栄町10 

西北教育事務所 栄町10 

東北森林管理局津軽森林

管理署金木支署 
金木町芦野200-498 

国土交通省東北地方整備

局青森河川国道事務所

（河川管理課） 

青森市中央３丁目20-38 

国土交通省東北地方整備

局青森河川国道事務所五

所川原出張所 

岩木町10 

国土交通省東北地方整備

局青森河川国道事務所弘

前国道維持出張所 

弘前市大字城東中央５

丁目6-10

国土交通省東北地方整備

局青森港湾事務所 
青森市本町３丁目6-34 

国土交通省東北運輸局青

森運輸支局海事部門 

青森市大字浜田字豊田

139-13

第二管区海上保安本部青

森海上保安部（警備救難

課） 

青森市青柳1-1-2 

青森地方気象台 青森市花園１丁目17-19 
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名   称 所 在 地 電話番号 ＦＡＸ番号 

総務省東北総合通信局電

波管理部 

宮城県仙台市青葉区本

町３丁目2-23 
  

五所川原労働基準監督署 
唐笠柳字藤巻507-5 

五所川原合同庁舎3Ｆ 
  

五所川原公共職業安定所 敷島町37-6   

自衛隊青森地方協力本部 
青森市長島1-3-5  

青森第２合同庁舎2F 
  

東日本旅客鉄道㈱五所川

原駅 
大町38   

東日本電信電話（株）青

森支店災害対策室 
青森市橋本2-1-6   

エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ（株）カス

タマーサービス部危機管理

室 

東京都千代田区大手町

2-3-5 NTT大手町ビル本

館6Ｆ 

  

（株）ＮＴＴドコモ東北

青森支店 

青森市中央３丁目19-1 

ドコモ青森ビル 
  

五所川原郵便局 旭町53-1   

日本赤十字社青森県支部 青森市長島1-3-1   

東北電力㈱五所川原電力

センター 
田町113-1   

五所川原ガス㈱ 唐笠柳字藤巻611   

青森県エルピーガス協会

西北五支部 
漆川字浅井5-11   

日本通運（株）五所川原

営業所 
漆川字鍋懸151-23   

津軽鉄道㈱ 大町39   

弘南バス㈱五所川原営業

所 
中央６丁目11   

青森県トラック協会西北

五支部 
金山字竹崎171-9   

（一社）西北五医師会 新町33-1   

津軽広域水道企業団西北

事業部 

つがる市柏桑野木田福

井20-4 
  

五所川原商工会議所 東町17-5 商工会館5F   

金木商工会 金木町朝日山319-10   
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名   称 所 在 地 電話番号 ＦＡＸ番号 

市浦商工会 
相内349-1 青森あすな

ろホール1Ｆ 
  

㈱東奥日報社五所川原支

局 
本町50-4   

㈱陸奥新報社五所川原支

社 
大町501-19   

河北新報社青森総局 青森市本町1-2-15   

青森放送㈱五所川原支局 
東町17-5 五所川原商工

会館3F 
  

㈱青森テレビ弘前支社 
弘前市上鞘師町18-1 弘

前商工会議所4Ｆ 
  

青森朝日放送㈱ 青森市荒川柴田125-1   

ＮＨＫ青森放送局 青森市松原2-1-1   

㈱朝日新聞社青森総局 青森市古川2-19-14   

㈱読売新聞社弘前支局 
弘前市和徳町８５ 

木村ビル２階 
  

㈱毎日新聞社青森支局 青森市本町1-3-9   

㈱共同通信社青森支局 
青森市第二問屋町 

3-1-89東奥日報社内 
  

㈱エフエム青森 青森市堤町1-7-19   

㈱五所川原エフエム 
五所川原市東町17-5  

商工会館１F 
  

 

 

資料５－２ 

炊き出し協力団体一覧 

（平成３０年４月１日現在） 

団 体 名 代表者名         E A所  在  地              E 連絡先 

日赤奉仕団連絡協議会 小野 慶子   

日赤奉仕団（五所川原地区） 小野 慶子   

日赤奉仕団（金木地区） 外崎 れい子   

日赤奉仕団（市浦地区） 桑野 邦夫   

連合婦人会 外崎 れい子   

三好地区婦人防火クラブ 木村 久子   

鎌谷町自主防災会 野呂 哲夫   

田園町自主防災会 野村 修三   
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団 体 名 A代表者名         E A所  在  地              E 連絡先 

梅田自主防災会 福井 盛康   

虫流町内会自主防災会 秋村 文雄   

錦町自主防災会 工藤 昇   

三ツ谷町内会自主防災会 坂本 誠一   

下脇元町内会自主防災会 桑野 邦夫   

神原町内会自主防災会 前田 正廣   

尻無町内会自主防災会 新谷 良昭   

磯松町内会自主防災会 松橋 守   

中泉町内会自主防災会 佐々木 幸雄   

声がけ八丁目自主防災会 虎谷 弘三   

相内第一町内会自主防災会 三和 金春   

みどり町四丁目町内会自主防

災会 
今 博   

みどり町七丁目自主防災会 小林 清博   

みどり町三丁目町内会自主防

災会 
中野 高志   

松島町八丁目町内会自主防災

会 
山本 勝三   

敷島町自主防災会 山川 健市   

前田野目自主防災会 新谷 武一   

坂の上町内会自主防災会 鳴海 功   

下平井町内会自主防災会 神 源内   

沢部町内会自主防災会 白川 信一   

高野町内会自主防災会 福士 憲逸   

北新町内会自主防災会 野宮 建司   

飯詰南新町内会自主防災会 長峰 武一   

大正町内会自主防災会 中村 信行   

蒔田自主防災会 佐野 一   

仲町町内会自主防災会 上見 敏明   

上町・寺町・下村町内会自主

防災会 
平山 武一   

末広町町内会自主防災会 佐藤 昭夫   

上脇元町内会自主防災会 木津谷 清蔵   

原子町内会自主防災会 小林 勝則   

十三まち町内会自主防災会 工藤 伍郎   
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団 体 名 A代表者名         E A所  在  地              E 連絡先 

米田町内会自主防災会 神 由志夫   

吹畑町内会自主防災会 毛内 幸吉   

漆川町内会自主防災会 相馬 貢   

十三仲の町町内会自主防災会 青山 兼光   

水野尾町内会自主防災会 小田桐 秀壽   

七ツ館・浅井住民協議会自主

防災会 
齊藤 昭雄   

 

 

資料５－３ 

食料調達先一覧 

１．米穀の調達先一覧                                       （平成３０年４月１日現在） 

A調 達 先           E 所在地 電話番号 

ごしょつがる農業協同組合（本店） 野里字奥野100  

㈱川浪米穀 錦町1-20  

高松こめや 弥生町5  

中村米穀店 東町3-2  

㈱トーサム 相内実取287-1058  

外崎畳店 長橋字広野234-5  

 

２．弁当、パン、うどん麺類等製造所等 

A製 造 所 名             E 所  在  地 A電話番号        E 

あすか鮮魚店 布屋町4  

江良商店 湊字船越310-1  

㈱美味心房 稲実字米崎68-5  

工藤精肉店 旭町20-10  

㈱サン･コーポレーション 金山字亀ケ岡46-18  

㈱スーパーストア金木タウンセンタ

ー店 
金木町沢部460  

鮮魚飛鳥 鎌谷町139  

安田商店 下平井町54  

㈱成長ストア 敷島町34  

マルスイ㈱ 広田字柳沼65-2  

丸忠商店 漆川字袖掛101-1  

㈲ヤマホ竹鼻製麺所 金山字亀ヶ岡46-8  

成田麺類豆腐店 金木町朝日山467-1  
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A製 造 所 名             E 所  在  地 A電話番号        E 

三上石油店 金木町喜良市千刈66-1  

はまけい新岡商店 金木町芦野240-4  

㈱トーサム 相内実取287-1058  

成田商店 相内55-1  

米谷商店 相内202-1  

合同会社 農すてーしょん 広田字榊森53-1  

 

３．インスタント食品調達先 

調達先 所在地 電話番号 

㈱イトーヨーカ堂五所川原店 唐笠柳字藤巻517-1  

㈱スーパーストア金木タウンセンター

店 
金木町沢部460  

㈱ユニバース総務部総務グループ 

（五所川原東店） 

八戸市大字長苗代字前田83-1 

（唐笠柳藤巻645） 
 

スーパー佐藤長㈱新宮店 幾世森171-19  

スーパー佐藤長㈱広田店 広田字榊森10-6  

マックスバリュ東北松島店 鎌谷519-1  

 

 

資料５－４ 

建築資材調達先一覧 

                              （平成３０年４月１日現在） 

A調 達 先          E A所 在 地                 E A電話番号         E 

㈲五所川原総業 小曲字枝村11-5  

㈱小田桐建設 広田字下り松14-1  

神建築材料店 新町63  

㈱徳田産業 漆川字玉椿196-1  

堀内材木店 新町66  

㈱上田金物店 本町508-11  

㈱半田硝子建材 広田字榊森54-64  

㈲トール 唐笠柳字藤巻406  

㈱田中管財 稲実字米崎47-1  

嶋谷建具店 錦町1-19  

寺田建具 漆川字浅井128-3  

㈱坂本光組 飯詰字清野85-1  

㈱青工五所川原支店 漆川清水流55-4  

DCMホーマック㈱ 唐笠柳藤巻620-1  

上原ガス設備工業 鎌谷町122-1  

㈲長内電設工業 原子字山元64-3  
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A調 達 先          E A所 在 地                 E A電話番号         E 

㈱山口水道建設 中平井町1-2  

工藤木工所 金木町芦野200-889  

㈱青北産業 金木町川倉七夕野84-1185  

大佐賀工芸 金木町川倉七夕野84-776  

㈲前田建材 金木町嘉瀬端山崎267-708  

外崎鉄工所 金木町朝日山476-2  

㈲たむら商店 金木町朝日山204  

三浦建築 相内露草80-2  

黒川建設 脇元赤川137  

㈱角弘五所川原支店 

 

広田字柳沼91-3  

㈲アイ・コーポレーション 神山字境山26-34  

㈲工藤土木 相内204-1  

ことぶき造園 野里字牧ノ原90-2  

 北未来物産 原子字紅葉7-3  

 ㈲長内工務所 雛田117-41  

 小田桐建具店 錦町1-16  

 北津軽森林組合 鎌谷町523-13  

 ㈱坂本建材 一野坪字馬繋場219  

 石州園 金木町芦野200-863  

 ㈱ほくとう五所川原営業所 漆川字玉椿197-1  

 ㈲小野水道工業所 一野坪字麻ノ葉195-1  

 ㈱小枝設備工業 姥萢字桜木296-2  

 ㈲サンセイ住設 姥萢字桜木288-20  

 ㈲豊金工業 金木町芦野200-1041  

 ㈱ワイエス管材五所川原営業所 新宮町2-1  

 

 

資料５－５ 

遺体一時保存場所一覧 

                       （平成３０年６月１日現在）   

施 設 名          E A電話番号        E A所 在 地               E 備  考 

旧五所川原第二中学校 － 豊成字田子ノ浦70-1  

旧嘉瀬小学校 － 金木町嘉瀬端山崎250  

Ｂ＆Ｇ海洋センター市浦 62-3016 相内岩井81番地385  
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資料５－６ 

火葬場所一覧 

１．火葬場所                      （平成３０年４月１日現在） 

A名 称          E A所 在 地            E A管 理 者        E A電話番号         E A1日処理能力            E A使用燃料        E 

葬斎苑 金山字千代鶴27 市長 29-3620 ６体 灯油 

金木斎場 金木町芦野 200-101 市長 52-4142 ３体 灯油 

市浦露草斎苑  相内岩井 81-2 市長 62-2110 ２体 灯油 

 

２．埋葬場所                     （平成３０年４月１日現在） 

名称 所在地 管理者 備考 

五所川原市長者森平和公園 金山字千代鶴5-61 市長  

五所川原市芦野霊園 金木町川倉七夕野426-5 市長  

 

 

資料５－７ 

医療品等調達先一覧 

（平成３０年４月１日現在） 

名     称 所   在   地 電 話 番 号 備考 

㈱東酸五所川原営業所 金山字竹崎171-11   

㈱いわや薬局 新町74   

葛西薬局 本町8-1   

東邦薬品㈱五所川原営業所 唐笠柳村崎239-2   

㈱シバタ医理科五所川原駐在

所 
広田榊森7-1   

大橋薬店 金木町朝日山467-4   

成田商店 相内55-1   

※医療品等調達先一覧については、資料５－９「防疫用薬剤調達先一覧」と同様とする。 

 

 

資料５－８ 

市内医療機関一覧 

（平成３０年９月１日現在） 

名  称 所 在 地 電話番号 診 療 科 目 病 床 数 

つがる西北五広域連合

つがる総合病院 
岩木町12-3  

消化器・血液・膠原病内科、 

循環器・呼吸器・腎臓内科、 

内分泌・糖尿病・代謝内科、 

神経内科、一般・内視鏡・心血

管・呼吸器・乳腺外科、整形外

科、形成外科、小児科、産科婦

人科、皮膚科、泌尿器科、眼

科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、

精神科、放射線科、麻酔科、リ

ウマチ科、歯科口腔外科 

390(一般) 

44(精神) 

4(感染症) 
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名  称 所 在 地 電話番号 診 療 科 目 病 床 数 

五所川原市国民健康保

険市浦医科診療所 
相内２７３  内  外  

つがる西北五広域連合

かなぎ病院 
金木町菅原13-1  

内  小  外  整 

皮  婦  眼  放 

60(一般) 

40(療養) 

医療法人白生会 

胃腸病院 
中平井町142-1  

消内 内 外 整形  ひ   

肛 リハ  

60(一般) 

110(療養) 

布施病院 芭蕉18-4  精   120(精神) 

増田病院 新町41  
内  呼  消  循 

小 
75(療養) 

医療法人慈仁会 

尾野病院 
金木町朝日山453  内  整  皮 101(療養) 

安斎レディスクリニッ

ク 
一ツ谷536-18  産  婦  

いたい皮ふ科 中央四丁目67  皮  

いちのへ耳鼻科 中央四丁目69  耳  

駅前クリニック 大町1  内  消  小 アレ  

江渡内科医院 旭町7  内  小  

エルム女性クリニック 中央四丁目93  産  婦  小 18(一般) 

桂整形外科医院 弥生町16-1  整  リハ  リウ  

かねひらクリニック 旭町55-2  内  

川崎胃腸科内科医院 敷島町56  内  胃  小  放  

木村内科医院 松島町二丁目89-4  
内  呼  消  循 

小 
 

きむら皮ふ科 中央五丁目14  皮  

櫛引クリニック 鎌谷町516-10  
内  胃  外  肛 

リハ 
 

楠美泌尿器科クリニック 鎌谷町164-3  内  皮  ひ  

津軽保健生活協同組合

健生五所川原診療所 
一ツ谷508-7  

内  呼 

胃  循  放 
 

浩和医院 中平井町130-1  内  ひ  

こどもクリニックおとも 鎌谷町163-1  内  小  アレ  

佐藤内科小児科医院 弥生町4-2  
内  小  循   消 

呼  放 
 

清水クリニック 鎌谷町103-1  内  胃  外  整  

鈴木耳鼻咽喉科医院 弥生町21  耳    

瀨川内科クリニック 松島町一丁目79  内  胃  

田町小山クリニック 田町4-5  
内  小  外  整 

皮  美外 
 

てらだクリニック 稲実字米崎122-17  内  小  

医療法人幸生会 

とやもり内科小児科ク

リニック 

金木町沢部468-1 

金木タウンセンター

ノア内 

 
内  小   循  呼 

消  アレ 
 

冨田胃腸科内科医院 みどり町四丁目128  
内  呼  消  循 

放 
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名  称 所 在 地 電話番号 診 療 科 目 病 床 数 

中井整形外科医院 田町110-2、110-22  整  リハ 
 

 

中村内科医院 錦町1-134  内  呼  循  

医療法人守生会 

中村整形外科医院 
一ツ谷508-12  整 リハ リウ  外  

復明堂眼科医院 旭町65  眼  

まつもと整形外科 

クリニック 

中央二丁目33 

 
 整  リハ  リウ  

三上眼科医院 旭町59  眼 9(一般) 

山本耳鼻咽喉科 一ツ谷516-2  耳  

五所川原市国民健康保

険市浦歯科診療所 
相内273  歯  

すとうｍｒｉクリニッ

ク 
姥萢字船橋246-1  内  整外  リハ  

かみむらクリニック泌

尿器科・内科 
中央５丁目119-1  ひ  内  

あすなろ歯科医院 一ツ谷507-23  歯  小歯  

アップル歯科医院 稲実字米崎118-2  歯  小歯  矯  

エルム歯科小児歯科 中央１丁目68  歯  小歯  

小原歯科医院 みどり町６丁目16  歯  

工藤歯科医院 大町37-5  歯  

黒部歯科クリニック 広田字榊森54-65  歯  小歯  矯  

小嶋歯科医院 敷島町1-4  歯  小歯  歯外  

小林歯科医院 柏原町50  歯  

高満歯科医院 川端町3-6  歯  小歯  

田附歯科医院 寺町16  歯  小歯  矯  

たんぽぽ歯科 中央６丁目64  歯  小歯  歯外  

医療法人ウェルビーイ

ング津島歯科 
大町501-5  歯  小歯  矯  

飛島歯科医院 松島町三丁目5-6  歯  小歯、歯外  

中嶋歯科医院 雛田32  歯  小歯  

成田歯科診療所 旭町27  歯  矯、小歯  

ひろし歯科 幾世森24-3  歯  小歯  

福士歯科医院 金木町朝日山453-2  歯  

本町歯科医院 本町14  歯  

宮川歯科クリニック 広田字柳沼54-15  歯  小歯  

渋谷歯科診療所 金木町朝日山336-1  歯  

田中歯科クリニック 金木町朝日山358-1  歯  小歯  

津島歯科医院 金木町朝日山421-2  歯  

サトウ歯科クリニック 中央六丁目21  歯 小歯 歯外  
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資料５－９ 

防疫用薬剤調達先一覧 

※防疫用薬剤調達先一覧については資料５－７「医療品等調達先一覧」と同様とするため省略。 

 

 

資料５－１０ 

学用品調達先一覧 

                          （平成３０年４月１日現在） 

調 達 先 所  在  地 電話番号         E 

㈱鶴常書店 上平井町73  

平山文具店 布屋町26  

七商 姥萢字桜木297-4  

たけみ文具店 栄町17-4  

㈲たむら文具 稲実字米崎118-9  

㈲わによし 大町1  

㈱シバタ医理科五所川原駐在所 広田榊森7-1  

㈲ステージテック 唐笠柳字皆瀬9  

DCMホーマック㈱五所川原店 唐笠柳藤巻620-1  

㈱テクノル弘前支店五所川原営業所 一ツ谷536-26  

㈱弘前事務機器商会五所川原支店 一ツ谷550-13  

㈱青工五所川原支店 漆川清水流55-4  

文昭堂事務機販売 松野木字福泉154  

㈲高直 金木町朝日山263  

角田靴・スポーツ店 金木町朝日山429  

成田商店 相内55-1  

いなみ文具 磯松磯野211-1  

㈲アイ・コーポレーション 五所川原市大字神山字境山26-34  

㈱スーパーストア金木タウンセン

タ 店 
金木町沢部460  

 

 

資料５－１１ 

自主防災会一覧  

（平成３０年４月１日現在） 

自主防災会名 対象地区 連絡先 

三好地区婦人防火クラブ 三好地区  

鎌谷町自主防災会 鎌谷町、一ツ谷、烏森、弥生町  

田園町自主防災会 石岡字藤巻、吹畑字藤巻、烏森、

松島町２丁目の一部 
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自主防災会名 対象地区 連絡先 

梅田自主防災会 梅田地区  

虫流町内会自主防災会 虫流町内会  

錦町自主防災会 錦町地区  

小曲町内会自主防災会 小曲町内会  

三ツ谷町内会自主防災会 三ツ谷町内会  

下脇元町内会自主防災会 下脇元町内会  

神原町内会自主防災会 神原町内会  

尻無町内会自主防災会 尻無町内会  

磯松町内会自主防災会 磯松町内会  

日の出町町内会自主防災会 日の出町町内会  

中泉町内会自主防災会 中泉町内会  

声がけ八丁目自主防災会 みどり町八丁目町内会  

相内第一町内会自主防災会 相内第一町内会  

みどり町四丁目町内会自主防災会 みどり町四丁目町内会  

みどり町七丁目自主防災会 みどり町七丁目町内会  

みどり町三丁目町内会自主防災会 みどり町三丁目町内会  

新宮町々内会自主防災会 新宮町町内会  

松島町八丁目町内会自主防災会 松島町八丁目町内会  

敷島町自主防災会 敷島町町内会  

前田野目自主防災会 前田野目町内会  

坂の上町内会自主防災会 坂の上町内会  

下平井町内会自主防災会 下平井町内会  

沢部町内会自主防災会 沢部町内会  

高野町内会自主防災会 高野町内会  

北新町内会自主防災会 北新町内会  

飯詰南新町内会自主防災会 飯詰南新町内会  

大正町内会自主防災会 大正町内会  

蒔田自主防災会 蒔田町内会  

仲町町内会自主防災会 仲町町内会  

上町・寺町・下村町内会自主防災会 上町・寺町・下村町内会  

末広町町内会自主防災会 末広町町内会  

上脇元町内会自主防災会 上脇元町内会  

原子町内会自主防災会 原子町内会  

十三まち町内会自主防災会 十三まち町内会  

米田町内会自主防災会 米田町内会  

吹畑町内会自主防災会 吹畑町内会  

漆川町内会自主防災会 漆川町内会  

十三仲の町町内会自主防災会 十三仲の町町内会  

水野尾町内会自主防災会 水野尾町内会  
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自主防災会名 対象地区 連絡先 

一野坪地区自主防災会 一野坪地区  

七ツ館・浅井住民協議会自主防災会 七ツ館・浅井住民協議会  

稲実町内会自主防災会 稲実町内会  

 

 

資料５－１２ 

浸水想定区域内要配慮者利用施設一覧 

 

１ 医療機関 

（平成３０年４月１日現在） 

名  称 所 在 地 電話番号 病床数 

つがる西北五広域連合つがる総合病

院 
岩木町12-3  

390(一般) 

44(精神) 

4(感染症) 

つがる西北五広域連合かなぎ病院 金木町菅原13-1  
60(一般) 

40(療養) 

白生会胃腸病院 中平井町142-1  
60(一般) 

110(療養) 

布施病院 芭蕉18-4  120(精神) 

増田病院 新町41  75(療養) 

エルム女性クリニック 中央四丁目93  18(一般) 

三上眼科医院 旭町59  9(一般) 

＊病床を有する医療機関 

 

２ 学校・保育園・幼稚園  

                             （平成３０年４月１日現在） 

名  称 所 在 地 電話番号 

五所川原小学校 大字新宮字岡田 161  

南小学校 字蓮沼 2  

中央小学校 松島町二丁目 94  

栄小学校 大字姥萢字船橋 156-2  

三輪小学校 大字七ッ館字虫流 6-5  

三好小学校 大字鶴ヶ岡字唐橋 25-2  

松島小学校 大字米田字八ツ橋 8  

五所川原第一中学校 松島町三丁目 1  

五所川原第三中学校 大字広田字藤浦 105-1  

認定こども園五所川原こども園五

所川原保育園 
姥萢字船橋52-214  
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名  称 所 在 地 電話番号 

三好保育園 鶴ヶ岡字川袋26  

こども園さかえ 湊字船越224-3  

こども園もがわ 藻川字川袋281-58  

まつしま団地こども園 松島町二丁目23  

中川保育園 川山字千本29-2  

かまや保育園 鎌谷町510-16  

こども園津軽野 米田字八ツ橋67-2  

梅田保育園 梅田字福浦144-5  

認定こども園第一さつき 雛田162-34  

認定こども園さくら保育園 蓮沼60-2  

新宮団地保育園 若葉二丁目1-8  

認定こども園第二さつき 下平井町21  

認定こども園なおみ園 みどり町四丁目126-1  

みどりの風こども園広田 みどり町二丁目45-1  

五所川原幼稚園 唐笠柳字藤巻80  

ひまわり幼稚園 元町42  

認定こども園富士幼稚園 みどり町八丁目40  

聖心幼稚園 末広町1  

 

３－１ 介護サービス事業所 

  （平成３０年４月１日現在）

事業所・施設の名称 連絡先 住所 サービスの種類 

ＥＳＣＯＲＴケア ここあ

ん・デイ ここあす 
 

字栄町26 デイサービス 

あけぼの 
 

大字長橋字橋元

75-1 

有料老人ホーム 

あずましや  字鎌谷町520-4 有料老人ホーム 

医療法人守生会グループホ

ームひまわり 
 

字一ッ谷510-23 グループホーム、認知症

対応デイサービス 

うめたグループホーム 
 

大字梅田字福浦

475-13 

グループホーム 

うめたデイサービスセンタ

ー 
 

大字梅田字福浦

405-2 

デイサービス 

介護老人保健施設 緑風苑 
 

大字金山字竹崎

254 

通所リハビリ 

グループホームあけぼの 
 

大字稲実字開野

177-20 

グループホーム 
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事業所・施設の名称 連絡先 住所 サービスの種類 

グループホーム浅井 
 

大字浅井字色吉

164-1 

グループホーム 

グループホームエルムの里  字烏森572-2 グループホーム 

グループホームこころ 
 

大字桜田字鴻ノ

巣431-1 

グループホーム 

グループホーム祥光苑 
 

大字沖飯詰字帯

刀378 

グループホーム 

グループホームひまわり2 
 

字一ッ谷510-23 グループホーム、認知症

対応デイサービス 

グループホームふくうら 
 

大字梅田字福浦

349-2 

グループホーム 

グループホームわらび・よ

りあい拠わらび 
 

大字水野尾字懸

樋222-5 

グループホーム 

ケアハウスハルニレ 
 

大字水野尾字懸

樋222-3 

特定施設 

ケアホームのりた  松島町四丁目55 デイサービス 

高齢者グループホーム憩い

の家  

字一ッ谷554-10 グループホーム、ショー

トステイ（福祉）、認知

症対応デイサービス 

五所川原市地域福祉センタ

ー 
 

字幾世森24-38 デイサービス 

さかえデイサービスセンタ

ー  

大字水野尾字懸

樋222-3 

デイサービス、認知症対

応デイサービス、予防認

知対応デイサービス 

さかもとデイサービスセン

ター 
 

字鎌谷町519-5 デイサービス 

サコージュさかもと 
 

大字広田字榊森

51-8 

有料老人ホーム 

サンライズハウス清風荘 
 

大字姥萢字桜木

255 

有料老人ホーム 

シニアパンション五所川原

・稲実 
 

大字稲美字米崎

88-2 

有料老人ホーム 

社会福祉法人白生会グルー

プホームけやき 
 

字敷島町1-3 グループホーム、デイサ

ービス 

住宅型有料老人ホームふれ

んど 
 

大字福山字実吉

70-4 

有料老人ホーム 

住宅型有料老人ホームふれ

んど2号館 
 

大字福山字実吉

72-3 

有料老人ホーム 

シルバーピュア五所川原 
 

大字稲実字米崎

88-2 

有料老人ホーム 
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事業所・施設の名称 連絡先 住所 サービスの種類 

シルバービレッジ憩いの杜 
 

大字漆川字清水

流2-3 

有料老人ホーム 

地域密着型特別養護老人ホ

ーム さくらの里 
 

大字姥萢字桜木

424-1 

地域密着型特別養護老人

ホーム 

津軽保健生活協同組合 健

生五所川原診療所 
 

字一ッ谷508-7 デイケア、予防デイケア 

デイサービスセンターひか

り 
 

大字姥萢字桜木

255 

デイサービス 

デイサービスセンターほほ

えみ 
 

字烏森572-1 デイサービス 

デイサービスセンターまご

ころ 
 

大字唐笠柳字藤

巻478-17 

デイサービス 

特別養護老人ホーム祥光苑 
 

大字沖飯詰字帯

刀357-1 

老人福祉施設 

ひなた  字雛田159-1 有料老人ホーム 

プチ・パレ御所 
 

大字石岡字藤巻

13-42 

有料老人ホーム 

ふれあいホームいこい 
 

大字漆川字浅井

143-4 

小規模多機能型居宅介護 

松島接骨院デイサービスセ

ンター 
 

大字石岡藤巻

54-3 

デイサービス 

養護老人ホームくるみ園  字幾世森165 養護老人ホーム 

ライラック実吉 
 

大字福山字実吉

72-3 

有料老人ホーム 

ラポール五所川原 
 

大字水野尾字懸

樋219-3 

有料老人ホーム 

リハビリ堂やすらぎデイサ

ービス 
 

字中平井町144-

2 

デイサービス 

 

３－２  障害者福祉施設 

（平成３０年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所・施設の名称 連絡先 サービスの種類 住所 

ESCORTハウスここしあ 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

字栄町26 

あさひ寮 
 

共同生活介護 大字七ツ館字虫流52-

10 

ウィル 
 

就労移行支援（一般

型） 

大字藻川字川袋280-

20 

オリーブハウス 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

字一ツ谷505-3 
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事業所・施設の名称 連絡先 サービスの種類 住所 

グループホーム幸の家 
 

共同生活介護、共同生

活援助 

大字梅田字福浦475-

17 

グループホームさくら  共同生活援助 字新宮町9-8 

グループホームびーた 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

字若葉3丁目4-3 

グループホーム光ヶ丘 
 

共同生活介護、共同生

活援助 

大字広田字榊森48-5 

グループホームひとつ家 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

字一ツ谷537-15 

グループホーム松島寮 
 

共同生活介護、共同生

活援助 

松島町六丁目49 

グループホームみのりの

家 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

大字稲実字稲葉47-31 

グループホーム稲実 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

大字稲実字稲葉38-13 

グループホーム希望の家 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

みどり町8丁目30 

クローバーハウス 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

字一ツ谷505-3 

訓練はばたけ  自立訓練(生活訓練) 大字広田字柳沼115-5 

ケアサービス NOBI NOBI  自立訓練（生活訓練） 字本町6 

ケアホームうるしかわ 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

大字漆川字浅井122-1 

ケアホームサンエース・

グループホームサンエー

ス 

 

共同生活介護、共同生

活援助 

字布屋町26-1 

ケアホーム静荘２  共同生活介護 字鎌谷町146-5 

ケアホームひなた１ 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

大字湊字船越311-1 

ケアホームひなた２ 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

大字湊字船越311-1 

五所川原リハビリ倶楽部 

 

児童デイサービス、自

立訓練(機能訓練、生活

訓練)、就労継続支援

(Ｂ型) 

大字水野尾字懸樋

222-1 

こどもの家めいぷる  児童発達支援 唐笠柳字藤巻704-11 

サポートセンターステラ

・ジョブサポート八晃園 
 

自立訓練(生活訓練)、

就労移行支援(一般型) 

大字唐笠柳字村崎243 
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事業所・施設の名称 連絡先 サービスの種類 住所 

身体障害者護施設第２う

ちがた 
 

身体障害者入所療護施

設、短期入所 

大字漆川字浅井124-1 

精神障害者生活訓練施設 

ラ・プリマベラ 
 

短期入所 字芭蕉48-2 

知的障害者更生施設 栄

幸園 
 

知的障害者入所更生施

設、栄幸園短期入所事

業所、知的障害者通所

更生施設 

大字梅田字燕口257 

チョコ・ドーナツ五所川

原 
 

就労継続支援Ａ型 大字広田字柳沼1-3 

デイサービスセンターひ

かり 
 

自立訓練(生活訓練) 字一ッ谷509-21 

特定非営利活動法人ＭＥ

GO 
 

就労継続支援(Ｂ型) 大字姥萢字桜木276-1 

トライアルセンターあさ

ひ 
 

就労継続支援Ｂ型 大字湊字船越311-1 

はたらびーた  生活介護 字若葉3丁目4-10 

八晃園 
 

知的障害者通所授産施

設 

大字唐笠柳字村崎242 

びーた支援センター  児童発達支援 字若葉3丁目4-3 

ひだまり工房 
 

自立訓練(機能訓練) 大字太刀打字早蕨

115-6 

ふぅし  児童発達支援 字中平井町24-1 

ほほえみハウス  自立訓練(生活訓練) 字不魚住75-10 

みなせ寮 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

大字唐笠柳字皆瀬18-

11 

メゾネット・コパン 
 

共同生活援助（介護サ

ービス包括型） 

字布屋町9-3 

ラ・シュシュ 
 

児童発達支援 大字水野尾字懸樋

219-1 

ワークセンターのれそれ 
 

就労継続支援（Ａ型、

Ｂ型） 

大字水野尾字懸樋

219-1 

株式会社しあわせ農園 
 

就労継続支援Ａ型 大字広田字下り松71-

1 

児童デイサービス八晃園  児童発達支援 大字唐笠柳字村崎242 

就労センター ステップ１  就労継続支援Ｂ型 字一ツ谷505-3 

農すてーしょん  就労継続支援Ａ型 大字広田字榊森53-1 
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資料５－１３ 

縁故者の判明しない焼骨の一時保管場所一覧 

（平成３０年６月１日時点） 

番号 施 設 名 住 所 電話番号 備  考 

1 真宗大谷派 玄光寺 末広町 39   

2 専念寺 広田字下り松 390-1   

3 真宗大谷派 善照寺 藻川字村崎 729   

4 長円寺 飯詰字福泉 224-3   

5 日蓮宗 法永寺 末広町 14-1  
最長で 5 年まで受け

入れ可能。 

6 法林寺 飯詰字福泉 222   

7 妙龍寺 飯詰字福泉 29   

8 宗教法人 金木山雲祥寺 金木町朝日山 433   

9 
宗教法人 日蓮宗 青蓮山 妙

乗寺 
金木町朝日山 425   

10 少林寺 金木町喜良市富田 6  
保存場所が小さいた

め大量には保存でき

ない。 

11 真宗大谷派 願龍寺 十三古中道 130  

本堂に一年間保管。

以後、個別に骨つぼ

等に移して墓地に埋

葬。埋葬後の返却

は、改葬許可証を以

って住職の立ち合い

のもと執行。 

12 願昌寺 川端町 10   

13 真宗大谷派 法雲山 教圓寺 梅田字平野 15  

1.一時保管を受け入

れるにあたり焼骨の

みとする。 

2.焼骨の保管上限は

50 体とする。 

3.手続きの煩雑化を

防ぐため一時保管は

一年を上限として毎

年 6月を期限とす

る。 

4.一時保管の期限を

越えても、状況を鑑

み市と協議を行った

場合は一年間の延長

を可とする。 

14 慈眼寺 梅田字燕口 73-2   
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番号 施 設 名 住 所 電話番号 備  考 

15 日蓮正宗 光曜山 東漸寺 小曲字豊里 98-19  

一年間 50体一時保管

可能。状況によって

は受け入れ出来ない

場合もある。 

16 
やすらぎ観音堂 吉祥寺別

院 
若葉一丁目 65-1  

普段は不在のため、

長円寺へ連絡する。 
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資料６ 

過去の災害記録 

地区別（旧五所川原市） 

発生年月日 種  別 災  害  状  況 

昭和 3年 7月 16日～17日 大雨 
 豪雨により県内各河川が増水、特に岩木川堤防の決壊によ

り家屋浸水、水田冠水等の被害が発生 

昭和 7年 8月 3日～5日 大雨 

 台風により県下全般に洪水被害が発生。特に五所川原、十

川流域の梅沢、栄、松島、中川、三好等の地区で大きな被害

が発生している。 

昭和 10 年 8 月 21 日～25 日 大雨 

 8月 21日から 25日にかけて長期にわたり豪雨にみまわれ、

十川流域で農作物を中心に大きな被害が発生。降水量は、290．

6ミリに達した。 

昭和 19年 11月 29日 火災 

 上平井町の弾薬函製作工場から出火し、風速 13メートル北

西の風で延焼した。38ヘクタールが焼失し全世帯 1，949世帯、

人口 10，326人のうち 826世帯 3，810人が被災した。 

焼死者 1人   被害額 1,142万円 

昭和 20年 4月 14日 融雪 

 融雪出水により十川流域の堤防が決壊し、耕地の冠水、家

屋の浸水、道路の破損等の被害が発生し、交通が途絶した地

区もあった。 

昭和 21年 11月 23日 火災 

 錦町の農家の納屋から出火、北西 15メートルの風により延

焼した。33 ヘクタールが焼失し全世帯数約 2，000 世帯 12，

000 人のうち 749 世帯 3,751 人が被災した。被災家屋 住家

468棟  

非住家 126棟 土蔵 26棟  計 620棟 

被害額 8，142万円 

昭和 25年 9月 26日 降雹 三好、中川地区で稲、りんご等の農作物に被害を受けた。 

昭和 25年 10月 14日 降雹 飯詰、中川地区で蔬菜、りんご等の農作物に被害を受けた。 

昭和 35年 1月 9日 火災 

本町製麺業店舗から出火。 

風向 北西  風速 6ｍ  湿度 90％ 

焼死者 1人  負傷者 3人    被害額 1，721万円 

昭和 35年 3月 21日 
融雪 

降雨 

 融雪、降雨により十川が氾濫し、約 30世帯の家屋が浸水す

る等の被害があった。 

昭和 37年 2月 13日 火災 

羽野木沢小学校から出火。 

風向 北西 風速 6ｍ 湿度 90％ 

被災世帯数 3世帯  負傷者 1人 

被害額 1，880万円 

昭和 38年 1月 大雪 
 積雪深が 180 センチに達する豪雪のため交通が途絶する地

区が発生した。 

昭和 38年 7月 24日 集中豪雨 

 集中豪雨により津軽地方の中小河川が氾濫し、農林関係に

大きな被害をもたらした。 

被害額  農作物 765万円 

  農業施設 250万円 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

昭和 38年 11月 21日 火災 

新町のアパートから出火。 

風向 南西   風速 2ｍ   湿度 92％ 

被災世帯数 全焼 5世帯 半焼 2世帯 

死傷者 焼死者 3人 負傷者 19人 

被害額 1，660万円 

昭和 39年 4月 1日 
融雪 

降雨 

 融雪と降雨により松野木川、旧十川、岩木川流域で堤防の

決壊 3箇所、橋梁の流失 1箇所等、土木施設に 2，873万円の

被害があった。 

昭和 39 年 4 月 21 日～22 日 大雨 

 21 日から 22 日にかけて全県にわたって低気圧による降雨

があり、特に五所川原市とその周辺が集中的に大雨となった

ことで農林関係等に被害が発生。 

床下浸水 7世帯 水田冠水 8．47ha 

被害額（農林関係） 644万円 

昭和 40年 4月 2日 火災 

 大字長橋字橋元の住宅から出火。 

風向 西  風速 15ｍ  湿度 90％ 

被災世帯 13世帯  死者 1人  負傷者 3名 

被害額  726万円 

昭和 40年 6月 6日 落雷 
 落雷により大字稲実で火災が発生、2戸が全焼した。 

被害額  200万円 

昭和 40年 9月 10日 台風 
 台風 23号の暴風によりりんご落果等の被害があった。 

被害額 306万円 

昭和 41年 4月 1日 
融雪 

降雨 

 融雪と降雨により松野木川を中心に河川が増水氾濫し、農

林関係、土木施設等に被害があった。 

被害額  農林被害 413万円 

     土木施設 660万円 

昭和 41年 6月 29日 台風 

 台風 4号の降雨により松野木川、飯詰川、旧十川が氾濫し、

農林関係、公共土木施設等に被害を受けた。  

被害額  農作物    70万円 

     農業施設   293万円 

     土木施設  1，400万円 

昭和 42年 4月 5日 火災 

 字寺町の飲食店から出火。 

風向 西  風速 15ｍ  湿度 55％ 

被災世帯数 47世帯  負傷者 4人 

被害額  5，170万円 

昭和 42年 10月 28日 台風 

 台風 34号の暴風雨により農林関係、特に、りんごを中心に

被害を受けた。 

被害額  農作物 25，352万円 

     建築物    70万円 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

昭和 43年 5月 12日 火災 

字大町のレストランから出火。 

風向   北東    風速 4ｍ   

被災棟数 5棟    湿度 50％ 

被害額 7,000万円 

 

 

 

 

 

昭和 43年 5月 16日 

（十勝沖地震） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震 

 

 

 

 

 

 午前 9時頃、北緯 40．7度、東経 143．7度を震源地として

震度 5（M7．9）の大規模な地震が発生、県内に大きな被害を

もたらした。 

 当市における被害は次のとおりである。 

1 建物被害 

  一部破損  50棟 

2 商工労働関係 

  商品、什器、備品の破損   

被害額 364万円 

3 土木関係 

  101号線 2級国道大釈迦の路線が決壊、およそ 4箇所 240

メートルが不通若しくは片側通行となった。また、大釈迦

スノーシェルターから前田野目側路線では 3 箇所がそれぞ

れ決壊、片側通行となった。 

4 その他 

  電話では、市外通話が青森市以外全部不通となった。 

鎌谷町から松島団地一帯にかけ水道管が破裂したため、

一時断水した。 

栄町白衣神社大鳥居が一部崩れ落ちた。 

昭和 43年 9月 23日 火災 

 字寺町から出火。 

風向 南東  風速 1ｍ  湿度 90％ 

被災棟数 8棟   被害額 7，715万円 

負傷者  4人 

昭和 47年 2月 18日 火災 

字寺町から出火。 

風向 南東  風速 2ｍ  湿度 81％ 

被災世帯数  28世帯  被災人員 65人 

負傷者 1人   被害額 2，725万円 

昭和 51年 7月 13日 爆発 

 大字福山字広富の煙火工場で煙火の加工製作中（推定）火

薬が爆発し、さらに保管中の火薬が爆発、付近の建物に延焼

した。 

風向 南東  風速 2ｍ 湿度 80％ 

死傷者 死者 2人    重軽傷者 9人 

全焼 15棟（9世帯） 全壊  2棟（2世帯） 

半焼  3棟（2世帯） 半壊  34棟（38世帯） 

破損 72棟（79世帯）計 126棟（130世帯） 

被災人員 352人   被害額 12，021万円 

なお、本災害には、法外援護が適用された。 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

 

 

 

 

 

昭和 52 年 1 月初旬～2 月下旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豪雪 

 

 

 

 

 

 

1 月初旬から間断なく降り続いた雪は積雪深が 192 センチ

に達し、30 数年来の豪雪となり、交通の途絶、家屋の破損、

人身被害、りんごの枝折れ等大きな被害が発生した。 

人身被害 重傷者 1人 軽傷者 2人 

半壊 2棟（2世帯） 一部破損 7棟（7世帯） 

床上浸水 2棟（2世帯）床下浸水  4棟（4世帯） 

被災人員 51人 非住家被害 8棟 

     建物被害   2，300万円 

     農林被害   67，942万円 

被害額  合  計   70，242万円 

・りんご被害額 64，399万円（558ｈａ） 

・ぶどう被害額  3，544万円（348ｈａ） 

昭和 52年 8月 5日 集中豪雨 

 津軽地方を中心に雷を伴った豪雨により河川が増水し、水

稲の冠水、農業用施設の破損、家屋の浸水等大きな被害を受

けた。 

床上浸水 3棟    床下浸水 152棟 

建物被害       1，610万円 

農林被害       8，705万円  

農業用施設等被害   9，826万円 

被害額 20，141万円 

昭和 54年 10月 19日 台風 

 台風 20号により公共施設、農作物等に被害があった。 

学校校舎被害 156万円 

りんご 324，661箱 

昭和 54年 12月 29日 火災 

 大字小曲の家具工場から出火。 

風向 東  風速 2ｍ  湿度 68％ 

被災棟数 4棟  被害額 74，538千円 

昭和 55年 5月 18日 油流出 

 黒石市緑ヶ丘の合成樹脂製造工場からＢ重油約 26，500 リ

ットルが用水堰、十川を伝って岩木川に流出し、田植え直後

の水田に被害を与えた。 

被害水田面積  約 300ｈａ 

昭和 56年 4月 17日 火災 

 字東町の料理店から出火。 

風向 北東  風速 2ｍ  湿度 72％ 

死者 2人  被災世帯数 3世帯 

被害額 2,461万円 

昭和 56年 8月 15日 火災 

 字大町の旅館から出火。 

風向 北北東  風速 1ｍ  湿度 48％ 

被災世帯数  5世帯  被害額 16，747万円 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

昭和 56 年 8 月 21 日～23 日 
水害 

風害 

8月21日から23日にかけての日本海低気圧による集中豪雨

（総雨量 153．5ミリ）と 23日午後の台風 15号による強風に

より家屋の浸水及び破損、田畑の冠水、農業用水路の決壊、

りんごの落果等の被害があった。 

床上浸水  166世帯  床下浸水  818世帯 

田畑の冠水 371ｈａ  水路の決壊  24箇所 

りんごの落果等農林被害 88，825万円 

水路等公共土木施設被害 38，332万円 

被害額 134，686万円 

なお、本災害には、法外援護が適用された。 

昭和 58年 5月 4日～5日 山林火災 

 大字野里の山林から出火、17 時間にわたり燃え続け、山林

84．48ヘクタールを焼失した。 

風向 南東  風速 4ｍ  湿度 32％ 

被害額 9，366万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 58年 5月 26日 

（日本海中部地震） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 正午日本海中部に M7．7 の地震が発生し、日本海沿岸を中

心に大きな被害が発生。 

1 人的被害  軽傷者 2人 

2 建物被害 

  住宅半壊     15棟 

  住宅一部破損   96棟 

  非住家一部破損  45棟 

  被害額  58，320万円 

3  環境保健関係被害 

  病院、診療所  6件 

  ごみ処理施設  1件 

  し尿処理施設  1件 

  水道施設    15件 

  被害額   5，433万円 

4  商工労働関係被害 

  商品、什器、備品の破損  被害額 100万円 

5  農林関係被害 

  水稲（浮苗、苗の埋没）、水田の沈下、亀裂 

  隆起 658ｈａ 

  草地崩壊、道路崩壊  0.218ｈａ 

  土地改良施設（溜池、農道地） 11箇所 

  農業施設  7件 

  被害額   15，264万円 

6  土木関係被害 

  河川 36箇所  道路、橋梁 138箇所 

  被害額 109，396万円 

7  文教関係被害 

小中高各種 32校    教育施設 4件   

被害総額 304，697万円 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

昭和 59年 2月 18日 火災 

字寺町の店舗から出火。風向 西  風速 9ｍ  湿度 83

％ 

被災世帯数 4世帯   焼損 10棟 

被害額 7，749万円 

昭和 60年 3月 15日 火災 

 大字戸沢の一般住宅から出火し、3人が焼死した。 

風向 北西  風速 3ｍ  湿度 74％ 

被災世帯数  1世帯  焼損 1棟 

被害額 328万円 

昭和 60年 9月 1日 台風 

 台風 13号の暴風雨により農作物、建物等に被害を受けた。 

建物関係被害 

 一部破損    21箇所 

 公共建物     2箇所 

 文教施設    16箇所 

 被害額   2，078万円 

農業関係被害 

 りんご落果等農産物被害 78，039万円 

被害総額  80，117万円 

昭和 61 年 1 月下旬～2 月上旬 豪雪 

 1 月 20 日以降降雪が続き、2 月 7 日現在の積雪深が 156 セ

ンチに達し、市民生活全般にわたって大きな影響が出た。 

農林業被害（ビニールハウス倒壊、りんごの枝折れ） 

五所川原市豪雪対策本部設置  1月 28日 

青森県豪雪対策本部設置    2月 3日 

昭和 62年 8月 17日 大雨 

 16日から降り始めた雨により旧十川流域を中心に農業施設

等に被害が出た。 

床下浸水 3世帯   水田冠水  6ｈａ 

農業施設等 5箇所  被害額 1，380万円 

昭和 62 年 8 月 31 日～9 月 1 日 台風 

 台風 21号の強風によりりんごの落果等の被害が出た。 

りんごの落果、樹上損傷 

 りんごの落果 807トン 樹上損傷 524トン 

りんご樹の倒状、樹体損傷 

 完全倒状  40本   半倒状  45本 

 裂開損傷 4，760本  文教施設  5件 

被害額  10，913万円 

平成元年 4月 16 日 火災 

 大字飯詰の店舗付住宅から出火。 

風向 南   風速 2ｍ  湿度 11％ 

被災世帯数  1世帯  焼損  7棟 

被害額 4，756万円 

平成 2年 5月 23 日 火災 

 字本町の一般住宅から出火。 

風向 西北  風速 3ｍ  湿度 70％ 

被災世帯数  3世帯   焼損 6棟 

被害額  104，357万円 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 2 年 9 月 18 日～20 日 
大雨 

台風 

 18 日午前 1 時から降り始めた大雨は、午前 7 時から午前 8

時までの 1時間に 29ミリと最大の時間雨量を示し、同日中の

総雨量は、103 ミリに達した。翌 19 日は晴れたが、台風 19

号の接近により 20 日再び大雨となり、同日の総雨量は、99

ミリに達した。このため、19 日頃から市内各地で河川の増水、

低地での浸水があり、家屋の浸水、水田の冠水、道路、河川

の決壊等の被害が発生した。 

床上浸水   12世帯 

床下浸水   257世帯 

水田冠水  63．4ｈａ 

公共土木施設等被害額  38，103万円 

平成 3年 9月 28 日 台風 

 9月28日早朝台風19号による強風が吹き荒れた。このため、

りんごの落果ほか、家屋、ビニールハウスの破損等大きな被

害が発生した。 

りんご 

 被害面積  919ｈａ 

 落果、損傷 12，097トン 

 樹体被害  355万円 

 被害額   172，034万円 

ビニールハウス 46件  882万円 

住家 

 半壊      1世帯 

 一部破損    166世帯 

非住家破損      65件 

校舎、公共建物    8件 

平成 5 年 7 月 28 日～29 日 大雨 

 7月 28日午前に降り始めた雨は、29日朝までに総雨量 110

ミリに達し、このため低地が浸水した。 

床下浸水  9棟 

非住家浸水 2棟 

農地冠水、浸水 

 水田冠水   9.5ｈａ 

 水田浸水   13.5ｈａ 

 りんご園浸水 3.15ｈａ 

平成 5 年 7 月 28 日～29 日 大雨 

 畑浸水    0.33ｈａ 

公共土木施設 

 前田野目川護岸施設崩壊 

 田川・三ツ屋線排水ポンプ水没 

農地農業用施設被害 

 水路・農道等  8箇所  被害額 3，630万円 

平成 9年 5月 7日～8日 大雨 

 7日から降り出した雨は津軽地方で総雨量 140ミリに達し、

岩木川の流域一帯に大きな被害をもたらしたが、当市におい

ては一部水田、畑に浸水したのみで被害はなかった。 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 10年 8月 6日～7日 大雨 

8月 6日夜半に降り始めた雨は、同日 22時から 23時で時間

雨量 31ミリ、朝にかけて 1時間に 40から 50ミリとなり、低

地が浸水した。 

床上浸水  2棟 

床下浸水  57棟 

非住家浸水 3棟 

農地冠水、浸水 

 水田冠水   3.5ｈａ 

 畑浸水    1.99ｈａ 

被害額    1，400万円 

 

平成 10年 9月 16日 台風 

 9月 16日夕刻、大型で並の強さの台風 5号が青森県に接近

し、大雨を降らせた。総雨量 150ミリ、風速 20ｍ／s 

建物関係被害 

 住宅一部破損   9棟      被害額   67万円 

土木関係被害 

 道路       4箇所      公園      2箇所 

 街路樹等     3箇所      被害額     663千円 

農林関係被害 

 野菜施設    5棟        畑     123.5ｈａ 

 被害額  6，169万円 

被害総額  6，303万円 

平成 13 年 1 月 23 日～3 月 22 日 大雪 

 1月 23日に当市警戒積雪深 110センチを突破、2月 16日に

は最高積雪深 122 センチを記録し、市民生活に大きな被害を

もたらした。 

 また、市職員による除雪班を結成し、災害弱者世帯の家屋

除雪ボランティアを行った。 

人的被害  中等症者 2名  重傷者 4名 

農産物等被害 

 1 パイプハウス全壊  6棟 

   被害額 2，534万円 

 2 野菜被害（0.009ｈａ、1.002ｔ） 

   被害額 36万円 

水道管凍結状況（水道事業所に対する相談件数） 

 水道管凍結 1，158件 

市有公共施設被害状況 

 建物被害  2件 

 被害額 1，207万円 

除雪班出動状況 

 要請件数  43件 

 出動件数  16件 

 出動人数（延べ人数） 196名 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 14年 6月 21日 山岳遭難 

妻が入山中、夫が車で待機をしていたが、下山したところ、

車に夫がいないとの報告。3日間捜索したが、発見されず打ち

切り。（防災ヘリも出動） 

平成 14年 8月 11日 大雨洪水 

 大雨洪水警報発令。田・畑 計 21ｈａ冠水他、公立文教施

設、農林水産業施設等 

被害額 14，746万円 

平成 15年 9月 16日 台風  強風によりテニスコートのフェンス破損、被害額不明 

平成 16年 2月 23日 強風 
 軽傷者 1名 その他市所有施設被害 

被害合計 593万円 

平成 16年 8月 30日 台風  倒木 4本 被害額不明 

平成 16年 9月 15日 台風 

 台風 18号により、公立文教施設、農林水産業施設等に多々

被害あり。また、リンゴの被害もあり 

被害額 55，142万円 

平成 16年 10月 6日 台風 
 市所有の施設に多数の被害（農林水産業施設等） 

被害額 1，861万円 

平成 16年 11月 26日 強風 
 強風により住家一部損壊（10世帯） 

被害額不明 

平成 16年 12月 5日 強風 
 強風により文教施設一部損壊 

被害額 39万円 

平成 17年１月 13日～３月 25日 豪雪 

1月 23日をもって「五所川原市豪雪対策本部」を設置。 

最大積雪深 150 センチに達し、市民生活に大きな被害をもた

らした。また、市職員による除雪班を結成し、災害時要援護

世帯の家屋除雪ボランティアを行った。 

 人的被害  軽傷者 7名  重傷者 2名 死者 1名 

除雪班出動状況 

 要請件数  33件 

 出動件数   6件 

 出動人数（延べ人数） 41名 

農作物等被害  

 りんご樹木 26，737万円 

 

 

 

 

 

地区別（旧金木町） 

発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 13年 7月 30日 大雨 嘉瀬地区 降雨による床下浸水 損害額不明 

平成 14 年 8 月 11日～12 日 大雨 集中豪雨により金木川氾濫 損害額不明 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 16年 2月 23日 強風 

金木地区  

住宅敷地内倒木の恐れのため撤去、中央老人福祉センター

屋根のトタン剥離、屋根（空家）のトタン剥離、煙突の支柱

が道路上の傾き道路を塞ぐ。嘉瀬地区 

 強風により作業小屋のトタンが剥離 

喜良市地区 

 強風により小屋トタン剥離（2箇所）、支柱が倒れる。 

蒔田地区 

屋根（空家）トタン剥離  

藤枝地区 

 住家屋根トタン剥離 損害額不明 

平成 16年 9月 8日 強風 

沢部地区 

 自宅屋根のトタンが強風により約 0.14 ㎡剥離 

金木地区 

 強風により小屋のトタンが約 1.6㎡剥離 

平成 16年 9月 30日 大雨 

喜良市地区  

降雨により小田川の水位が堤防を越える恐れあったため、

土嚢を積む。 

平成 16年 11月 27日 強風 

金木地区 

強風により屋根トタンが約 2㎡剥離 

強風により剥離したトタンが道路を塞ぐ。 

道路をプレハブが塞ぐ。 

強風により車庫のトタンが剥離 

嘉瀬地区 

強風により小屋のトタンが約 60㎡剥離 

喜良市地区 

強風により屋根トタン剥離 

川倉地区 

強風により鉄製の引き戸がドラム缶に当たり廃油が漏れド

ラム缶が転倒 

蒔田地区 

車庫兼物置のトタンが剥離 

藤枝地区 

強風により屋根トタンが剥離 

中柏木地区 

風除室の戸が壊れる。 

内真部線路上 

強風により防雪柵があおられ道路上に散乱 

平成 16年 12月 3日 強風 
嘉瀬地区 

 強風により小屋の屋根トタンが剥離 損害額不明 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 17 年１月 27 日～３月 25 日 豪雪 

1月 27日をもって「金木町豪雪対策本部」を設置。 

市民生活に大きな被害をもたらした。また、社会福祉協議

会と連携し、災害時要援護世帯の家屋除雪ボランティアを行

った。 

除雪班出動状況 

 出動件数  84件 

 出動人数（延べ人数） 29名 

 

 

地区別（旧市浦村） 

発生年月日 種  別 災  害  状  況 

昭和 47年 7月 8日 水害 
水田冠水 70ｈａ、農業 5施設 家屋床下浸水 2戸 

被害額 3，148万円 

昭和 49年 3月 25日 海難事故  漁船遭難、漁夫死亡、船体被害 30万円 

昭和 50年 3月 25日 海難事故 

 兵庫県の貨物船（300トン）座礁、乗組員 3人救助、船体放

棄    

被害額 5，000万円 

昭和 50年 7月 11日 水害 
 水田冠水 56ｈａ、浸水 74ｈａ 

被害額 280万円 

昭和 50年 7月 27日 水害 
 水田冠水 14.3ｈａ、浸水 74ｈａ 

被害額 200万円 

昭和 51年 3月 1日 火災 

 相内地区 2棟 241.66㎡全焼、通信途絶（9時間）、市外全面

不通と市内一部不通 

被害額 887万円 

昭和 51年 10月 12日 水難事故  十三湖へ出漁中、漁夫転落死亡 

昭和 51年 11月 4日 水難事故  十三橋から乗用車転落 3人死亡 

昭和 52年 11月 2日 水難事故  漁夫出漁中十三湖へ転落死亡 

昭和 53年 4月 13日 水難事故  漁夫十三橋から転落死亡 

昭和 53年 6月 12日 水害  水田 12ｈａ冠水、被害額 54万円 

昭和 53年 8月 16日 水害  水田冠水 120ｈａ、被害額 98万円 

昭和 54年 6月 20日 水害  水田冠水、床下浸水 2戸  被害額 104万円  

昭和 54年 8月 27日 水害 
 水田冠水 330ｈａ、橋梁流失、床上浸水 3戸、床下浸水 2戸 

被害額 600万円 

昭和 55年 5月 18日 油流出 
 岩木川上流重油流出事故、対策本部設置。5 月 29 日水質汚

染解除 

昭和 55年 10月 暴風  脇元漁港に保留中の漁船 15隻大破 

昭和 56年 7月 6日 水害  太田地区床下浸水 1戸 

昭和 56年 7月 9日 水害  桂川地区で堤防決壊 

昭和 56年 8月 23日 水難事故 
 台風 15号による被害続出、十三湖で遭難事故（夫婦 2名死

亡） 

昭和 58年 4月 1日 暴風  相内地区倉庫 1棟 825㎡倒壊 

昭和 58年 5月 17日 暴風  相内地区倉庫屋根 283㎡剥離 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

昭和 58年 5月 26日 地震 

正午、日本海中部地震発生（Ｍ7．7）、津波による死者 6名、

建物半壊 25棟、一部破損 20棟、道路損壊 6箇所、船舶流失 5

隻 

昭和 58年 8月 21日 水難  磯松地区海岸 1名水死 

昭和 59年 7月 16日 水害  相内地区床下浸水 1戸 

昭和 60年 2月 10日 暴風  相内地区作業所屋根剥離 

昭和 60年 10月 13日 水害  水田冠水、降雨量 100ｍｍ 

昭和 61年 2月 27日 雪害  豪雪対策本部設置 積雪量 85ｃｍ 

昭和 61年 8月 1日 山岳遭難  脇元山で山菜採り老人遭難（無事） 

昭和 61年 9月 3日 水害  太田地区床下浸水 1戸、道路冠水 1箇所  降水量 77ｍｍ 

昭和 62年 1月 11日 
行方不明

者捜索 

 十三海岸で車両が残され運転者不明 10日間海岸捜索（発見

できず行方不明） 

昭和 62年 7月 22日 水害  太田地区床下浸水 1戸、相内・太田地区水田冠水 7.3ｈａ 

昭和 62年 7月 26日 水難 
 十三水戸口付近で高校生 1 名行方不明。後に脇元海岸で遺

体発見 

昭和 62年 8月 3日 水難  脇元漁港沖合で漁師が船から転落死 

昭和 62年 8月 5日 水害  床下浸水、相内 3、脇元 3、太田 1、桂川 1 

昭和 62年 9月 2日 暴風  台風 12号により脇元地区 1棟の屋根一部飛散 

昭和 62年 11月 19日 暴風  突風により脇元地区 1棟の屋根飛散 

昭和 62年 12月 17日 暴風  突風により脇元地区 3棟の屋根飛散 

昭和 62年 12月 23日 火災 
 市浦村役場（事務棟）401㎡全焼、宿直代行者 1名負傷  被

害額 2，330万円 

平成元年 9月 24 日 水難  十三沖合で 1名死亡 

平成 2年 4月 14 日 突風被害  脇元地区屋根破損 1棟 

平成 2年 6月 22 日 水難  脇元漁港で乗用車が海に転落 2名死亡 

平成 4年 11 月 5日 水難  十三湖へ出漁中 漁夫転落死亡 

平成 5年 7月 12 日 地震 
 北海道南西沖地震により太田地区水道断水 93戸、十三地区

停電 255戸 公共施設被害 4カ所 

平成 6年 8月 31 日 水害 
 相内、太田地区、水田冠水 9.6ｈａ、床下浸水 6戸、崖崩れ

1箇所（137mm） 

平成 6年 9月 29 日 台風 
 台風 26号により、建物一部破損 9棟、脇元、磯松地区停電

320戸 

平成 5年 6月 5日 山岳遭難  太田長根山（木無岳）で山菜採り 3名遭難（無事） 

平成 7年 8月 25 日 水害  相内地区床下浸水 4 

平成 7年 11 月 9日 暴風  全地区住家一部破損 11棟 公共施設被害 1箇所 

平成 9年 1月 12 日 自然災害  脇元地区積雪により住家崩壊 1棟 

平成 9年 2月 21 日 暴風  十三地区住家一部破損 5棟 

平成 10年 8月 3日 水難事故 
 磯松地区旧唐川ドライブイン西側海岸で遊泳中の高校生が

溺れ死亡 

平成 10年 9月 13日 水難事故 
 十三湖でウィンドサーフィンをしていた男性が行方不明、

翌日死体で湖底から発見 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 11年 3月 5日 暴風 

相内地区倉庫、店舗等シャッター3棟、十三地区住家 3棟、

磯松地区住家 1 棟屋根一部剥離、農協育苗ハウスビニール剥

離 

平成 11年 11月 12日 山岳遭難  太田山根山で山菜採り 1名遭難（無事） 

平成 12年 4月 30日 水難事故  十三湖水戸口で釣りをしていた男性が死亡 

平成 12年 7月 17日 水害  相内地区床下浸水 1戸 

平成 13年 8月 8日 水難事故 
 団体海水浴客 11名のうち 2名がボートで沖へ流される。現

場付近にいた漁師が漁船で無事救出 

平成 14年 3月 12日 山岳遭難  つがる沢にて遭難者遺体で発見 

平成 14年 8月 11日 水害 

 長期の大雨により太田川氾濫、床上浸水 2 戸、床下浸水 25

戸、非住家 39 棟 水田冠水 99ｈａ 大豆畑浸水 20ｈａ、ト

マトハウス 4ｈａ 

被害額 21，898万円 

平成 14年 10月 11日 山岳遭難  太田山で山菜採り 3名遭難（無事） 

平成 15年 6月 3日 山岳遭難  四ッ滝沢で山菜採り 1名遭難（無事） 

平成 15年 6月 25日 油流出 

 水田区画工事中の現場（太田山の井）の発電機の燃料ホー

スが何らかの原因で外れ、隣に設置しているホームタンクの

軽油約 200Ｌが排水路へ流出し、相内川へ流れる。 

平成 16年 2月 23日 暴風 
 暴風により住家 3 件、非住家 8 件屋根剥離、ほか太田地区

にて土砂崩れ 1箇所 

平成 16年 6月 2日 山岳遭難  与左エ門沢にて山菜採り 1名遭難（無事） 

平成 16年 9月 8日 台風 
 台風 18号上陸により屋根等剥離 9件、住家一部損壊 2件、

その他倒木 5件 

平成 16年 9月 20日 山岳遭難  太田木無岳で登山者 1名遭難（四ツ滝で無事発見） 

平成 17年 1月 28日 

～3月 25日 
豪雪 

 1月 28日をもって「市浦村豪雪対策本部」を設置。 

最大積雪深 85センチに達し、村民生活に大きな被害をもたら

した。 

 

 

五所川原市（合併後） 

発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 17年 4月 8日 融雪 
 融雪により用水路氾濫 農産物等被害 

被害額 17，261万円 

平成 17年 5月 19日 強風 

 トタン屋根剥離し小学生へ当たる。ランドセルに傷ができ

た。他 市営住宅トタン剥離 

被害額 42万円 

平成 17 年７月 27 日～28 日 強風 
 強風により沢部水防倉庫の屋根のトタン 6.0㎡が剥離 

被害額 7万円 

平成 17年 8月 10日 大雨 
 市浦地区アトム保育園雨漏りが発生 

被害額 5万円 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 17年 9月 18日 
大雨洪水

警報 

大雨洪水警報発令 市浦地区相内太田鏡線  

法面崩壊   唐川 護岸決壊    

被害額 1，400万円 

平成 17年 11月 9日 暴風 
 市浦地区にて倒木 5本（2箇所） 

防雪柵が道路に飛散し、通行車輌が損壊 

平成 17年 11月 29日 強風  市浦地区にて強風により住家 1件屋根剥離。 

平成 17年 12月 27日 

    ～平成 18年４月 
漂流木材 

 12月 19日、深浦沖でロシア船より木材漂流の情報入手、同

月 27 日、市浦地区の海岸に木材が漂着。翌日までに 93 本の

漂着木材を確認。 

 船主及び荷受け主より、雪解け後に回収作業に当たるとの

連絡を受ける。 

平成 18 年 2 月 3 日～３月 10 日 豪雪 

 2月 3日をもって「五所川原市豪雪対策本部」を設置。 

最大積雪深 119 センチに達し、市民生活に大きな被害をもた

らした。また、市職員による除雪班を結成し、災害時要援護

世帯の家屋除雪ボランティアを行った。 

人的被害 

軽傷者 3名 

中等症者 2名 

重傷者 4名 

除雪班出動状況 

 要請件数  23件 

 出動件数  11件 

 出動人数（延べ人数） 55名 

平成 18年３月 10日 強風 

 強風により、五所川原地区の非住家（空き家倉庫）の屋根

0.6 ㎡トタンが剥離、道路及び付近住家に飛散したため撤去

し、及び剥離箇所を応急措置する。 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 18年 12月 27日 
大雨  

強風 

河川の氾濫はなかったが、大雨により被害発生。 

・床上浸水 1棟。 

 ・道路下の斜面の一部で土砂崩れが発生(大字神山フラワー

センター付近)。 

平成 19年 9月 7日 台風 9号 

 台風９号による強風により被害発生。 

○農家被害（りんご落果等）484ha 、491トン 

被害額 5,891万円 

 

○公共施設被害 

    建物関係（外壁、屋根、シャッター、ガラス等含  8件 

             公共施設被害額 47万円 

 

○民家、民間施設被害 

   住家一部破損（外壁、屋根、ガラス等含）          9棟 

   非住家一部破損（    〃      ）       9棟 

   商店等被害（外壁、看板等）                  9件 

 

○人的被害 

  重症者（骨折）   1名 

平成 19年 11月 12日 大雨 

 河川の氾濫はなかったが大雨により被害発生。 

・住家床下浸水 1棟。 

・非住家の床下浸水 2棟。 

平成 20年 1月 24日 強風 

暴風警報発令。強風により被害発生。 

・五所川原地区  市立第二中学校、市立五所川原小学校 

校舎破損。大字唐笠柳でポンプ場の屋 

根が飛び自動車が大破。 

・市 浦 地 区   市浦あわび中間育成施設屋根、外壁破 

損 1棟。 

・被 害 額：  5,793 万円 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 21 年 2 月 20 日～21

日 
暴風雪 

 

暴風雪警報が発令され、20 日から 21 日にかけて 20～29 メ

ートルの範囲での暴風が吹き荒れた。気象庁の観測所で 20日

23:40 時点の最大瞬間風速が 29 メートルを観測し当市におけ

る観測史上最大となった。被害は市内全域で発生。21 日 8 時

現在で最大で約 8,800 戸が停電した。また市浦の十三地区で

は防風林が倒れ、道路を塞ぎ一時孤立した。 

 

○公共施設被害 

 建物関係（外壁、屋根、シャッター、ガラス等含） 44件 

 道路施設関係（街灯、防雪柵等含）              7件 

 簡易附属施設関係（小屋、物置等の屋根、シャッター、

ビニールハウス等含）        16件 

  その他（無線スピーカ、垣根、ポール、倒木等含） 21件 

 

公共施設被害額 1,673万円 

 

 

○民家、民間施設被害 

  住家一部破損（外壁、屋根、シャッター、ガラス等含）  43棟 

  非住家一部破損（    〃    ）      11棟 

    商店等被害（外壁、シャッター、看板等）     11件 

    団体関係被害（農協、漁協の建物・設備）      13件 

  農家被害（農家所有の施設、ビニールハウス等）  81件 

  農作物被害（農作物苗被害）           1件    

        

平成 21 年 4 月 25 日～26

日 
強風 

 

暴風警報、大雨、波浪、洪水、濃霧、なだれの各注意報が

発表。強風による被害が発生した。 

 

○公共被害 

  建物関係（屋根損壊、物置倒壊）         7棟 

  その他（防災無線スピーカー、外灯、温度計破損） 4件 

 

        公共施設関係被害額 116万円 

 

○民間被害 

  住家一部破損（ガラス破損）           1棟 

  非住家一部破損（外壁剥離）           1棟 

農業被害（農家所有の施設、ビニールハウス）     7件 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 21年 5月 6日 山林火災  市内前田野目の山林で火災が発生し、0.63haが焼失した。 

平成 21年 7月 13日 強風 

 

 強風による被害が発生した。 

 

倒木・枝折れ     5件（被害額 8万円） 

コミセンの外灯破損  1件（被害額 3万円） 

平成 21 年 7 月 18 日～19

日 
大雨 

 

 大雨・洪水警報発令。金木地区、市浦地区にて大雨による

被害が発生した。 

 

○公共被害 

 市浦地域活性化センター雨漏り   1件 

 市営実取牧野道路一部崩落     1件 

 

○民間被害 

 金木地区農地傾斜部崩落      1件 

 市浦地区 トマト（ハウス）  6.3ha 浸水 

 市浦地区 大豆畑       5.2ha 冠水 

 金木地区 大豆畑       3.5ha冠水 

 

平成 21年 10月 8日～9日 台風 

 

 10月 8日 5時 40分暴風・波浪警報発表。警戒に万全を期す

ため、10 時に「五所川原市警戒対策本部」を設置、被害に備

え業者に土のうを手配した。 

 15 時 30 分から 19 時 5 分まで毘沙門・長富コミュニティセ

ンターへ 1世帯 2人が自主避難した。 

 10 月 9 日 3 時 40 分警報が解除され、9 時 30 分「五所川原

市警戒対策本部」を廃止した。 

 

○公共被害 

 教育委員会所管施設（屋根破損、物置小屋破損）  2件 

                     被害額 4万円  

市道への倒木  1件 

 

○民間被害 

 非住家一部破損（屋根破損）  1件 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 22年 2月 28日 津波警報 

 

2月 27日 15時 34分チリ中部沿岸で発生した大地震に伴い、

2月28日9時33分青森県日本海沿岸に津波警報が発表された。 

 11時 20分市浦地区海岸線に避難勧告を発令し、5避難所を

開設した（最大 67人が避難）。 

 21時13分青森県日本海沿岸の津波警報が解除されたことか

ら、21時 30分に市浦地区海岸線への避難勧告を解除し、避難

所を閉鎖した。 

 

平成 22年 3月 3日 水上遭難 十三湖で男性 1名行方不明となるが、無事発見された。 

平成 22 年 4 月 13 日～14

日 
強風 

 

4 月 13 日暴風雪警報が発表され、強風により被害が発生し

た。 

 

○公共被害 

 建物関係（屋根破損、外壁剥離、防水シート破損、野球フ

ェンス転倒等） 8件（被害額 219万円） 

 

○民間被害 

 住家一部破損（屋根破損）     3件 

 非住家一部破損（屋根破損）    3件 

 農業被害（ビニールハウス損壊）  3件（被害額 108万円） 

 

平成 22年 8月 31日 大雨 

 

 8月 31日 5時 20分大雨・洪水警報が発表され、五所川原地

区では、観測史上最大となる 1時間あたり 37 ﾐﾘの雨量を記録

した。9時 45分には土砂災害警戒情報が発表されたが、17時

55分に解除された。 

 

 ・五所川原地区  住家床下浸水 2件、道路冠水 22件 

 

 ・金木地区    住家床下浸水 3件、道路冠水 1件 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 22年 9月 1日 大雨 

 

 4 時 15 分大雨・洪水警報が発表され、市浦地区では、記録

的な大雨を観測し、観測史上最大となる１時間あたり 68.5 ﾐﾘ

の記録的な雨量を記録した。6 時 15 分には、土砂災害警戒情

報が発表された（14 時 10分解除）。 

市浦地区では、相内川、桂川、磯松川、長根沢川、唐川な

どで破堤や溢水が起こり、床上浸水、床下浸水、道路の陥没

など多くの被害があった。 

被害対策等を迅速かつ適切に推進するため、9月 1日 9時に

五所川原市大雨警戒対策本部を設置した（10 月 12 日 13 時廃

止）。 

 

〇公共被害 

 道路の陥没、道路の損壊、道路への土砂流入、河川の破堤、

ため池の決壊など  36件（被害額 3,689 万円） 

 

○民間被害 

 住家床上浸水   1件 

 住家床下浸水   11件 

 非住家床上浸水  1件 

 非住家床下浸水  5件 

 農業被害 農地（水田）冠水  40ha 

      農地（水田）土砂流入  0.1ha 

      農地（水田）畦畔崩壊  1件 

      農地（転作）冠水  37ha 

      農地（施設トマト、キヌサヤ）浸水  4.5ha 

 

平成 22年 9月 6日～7日 大雨 

 

 20 時 32 分大雨・洪水警報が発表された。市浦地区では、9

月 1日の大雨の影響もあり、道路のり面崩落 3件、道路冠水 5

件の被害があった。 

 

平成 22年 9月 19日 大雨 

 

金木地区にて、一時的に強い雨があり、住家床下浸水 1件、

非住家床下浸水 1件の被害があった。 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 23年 3月 11日～4月

7日 
地震 

■3月 11日 

 14時 46分太平洋三陸沖を震源とする、マグニチュード 9.0

の地震が発生し、当市では、震度 4 を観測した。地震発生直

後から青森県内全域が停電し、市の窓口業務は停止した（3月

12日 18時 45分 市内全域送電復旧）。 

 

 14時 49分青森県日本海沿岸に津波注意報、15時 14分津波

警報、16 時 8 分大津波警報が発表された（3 月 12日 13 時 50

分大津波警報から津波注意報に切り換え、同日 20 時 20 分津

波注意報解除）。 

 

15時 12分市浦地区沿岸部に広報車で自主避難の呼びかけ、

15時 20分市浦地区沿岸部に避難勧告、15時 40分市浦地区沿

岸部に避難指示を発令した（3 月 12 日 14 時 30 分避難指示か

ら避難勧告へ引き下げ、同日 20時 25分避難勧告解除）。 

 

 避難所を 22か所（五所川原地区 17、金木地区 1、市浦地区

4）開設し、最大 266人が避難した（3月 13日閉鎖）。 

 

■3月 14日 

三陸沖で潮位の変化が見られるとのことで、青森県からの

指示（全県で避難勧告）により、11時 15分市浦地区沿岸部に

避難勧告を発令し、避難所を 3か所開設した（最大 66人避難）。 

青森県より避難勧告を解除してもよいことを確認し、12 時

51分避難勧告解除、12時 55分避難所を閉鎖した。 

 

■4月 7日 

 23時 32分宮城県沖を震源とするマグニチュード 7.1の地震

が発生し、五所川原市では震度 3 を観測した。これにより、

青森県全域が停電したため、4月 8日の市の業務は一部停止し

たが、同日 13 時 30 分までに、本庁及び両総合支所の電力が

復旧し、通常業務へ移行した。 

 

◇災害対策本部等の設置 

3月 11日 

  16時   五所川原市災害対策連絡本部を設置 

17時   五所川原市災害対策本部へ移行 

3月 14日 

9時 20分 五所川原市災害対策連絡本部へ移行 

4月 27日 

9時    五所川原市災害対策連絡本部を廃止 

9時    五所川原市被災者支援連絡会議を新設 

（平成 24年 3月 31日廃止） 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 23年 9月 12日 大雨 

 

7 時 51 分大雨・洪水警報が発表され、市浦地区にて大雨を

観測した。道路冠水 1件の被害があった。 

平成 23年 9月 18日 大雨 

 

6 時 51 分大雨、雷、洪水、濃霧の各注意報が発表され、飯

詰川、岩木川、十川で水位が上昇した。 

 

 毘沙門・長富地区 飯詰川のり面崩落 1件 

          非住家床下浸水   1件 

 戸沢地区     水田畦畔崩落   2件 

平成 23 年 9 月 21 日～22

日 
台風 

 

台風 15号の接近に伴い、9月 21日 9時に副市長を本部長と

する五所川原市台風警戒対策本部を設置した（9月 22日 19時

30分解散）。 

市道小田川山線（一号橋付近）で倒木 1 か所、相原放水路

沿いの水利施設管理道路で堤体になっている砂利道の法面の

沈下、五所川原第二中学校南校舎の屋根トタンの剥離及びグ

ラウンドでの倒木被害があった。 

 

平成 23年 10月 10日 山岳遭難 

 

男性が小田川ダム付近で山中にキノコ採りに出かけたまま

戻らないと五所川原警察署に通報があった。 

10 月 11 日～14 日まで各関係機関が合同捜索を行ったが、

発見できなかった。 

平成 23年 10月 12日 山岳遭難 

 

男性が川倉山にて遭難、10月 13日から合同捜索を行い、14

日に県防災ヘリコプターしらかみが遭難者を発見、吊り上げ

救出をする。その後ドクターヘリへ引き渡し、病院へ搬送さ

れた。 
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発生年月日 種  別 災  害  状  況 

平成 23年 12月 4日 強風 

 

5 時 42 分に強風警報が発表され、五所川原観測点では観測

史上 1 位となる最大瞬間風速 31.3ｍを記録した。強風により

市内各地で多数の被害が発生した。 

 

○公共被害 

 建物関係（屋根破損、外壁破損、窓ガラス破損、フェンス

破損、バックネット倒壊等） 32件 

倒木等 10件 

             公共施設関係被害額 319万円 

 

○民間被害 

住家一部破損 10件（屋根破損、ガラス破損等） 

非住家一部破損 10件（屋根破損、壁破損等） 

 

平成 24年 1月 17日～4月

16 日 
豪雪 

 

 1月 17日に市長を本部長とする「五所川原市豪雪対策本部」

を設置。五所川原観測点では最大積雪深 123ｃｍに達し、市民

生活に大きな影響を及ぼした。除雪経費については 2 度の補

正を実施し、職員による高齢者宅や空き家などの除雪を実施

した。 

 また、2 月 14 日には参議院災害対策特別委員会が豪雪状況

の視察に訪れている。 

 

○職員による空き家除雪等の実施状況 31回（延べ 100名） 

 

○建物被害 非住家 10件（一部損壊 1、半壊 3、全壊 6） 

      住家 被害なし 

      公共施設 15件（屋根損壊、ガラス破損等） 

 

○救急車搬送件数 16件（死亡 1、重症 6、中等症 4、軽症 5） 

 

○農業ハウス被害 27棟（全壊 23、半壊 4） 

 

平成 24年 4月 3日～4日 強風 

 

 急速に発達した低気圧による暴風により、市内各地で被害

が発生した。 

 

○民間被害 

 住家一部破損 14件（屋根破損等）  

農業ハウス被害 13棟（全壊 1、半壊 1、ビニール破損 11） 
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平成 24 年 7 月 16 日～17

日 
大雨 

 

 大雨・洪水警報が発表され、前田野目地区にて山林の法面

が一部崩れる被害があった。 

平成 24年 9月 9日～10日 大雨 

 

 市浦地区において大雨が降り、土砂災害警戒情報が発表さ

れた。市浦地区の林道、牧道で法面が崩れる被害があった。 

平成 24年 10月 31日 山岳遭難 

 

 男性が飯詰ダム北側の山中にて遭難。11 月 1 日から合同捜

索を開始し、11月 4日に自力下山した。 

平成 24年 11月 18日 強風 

 

 強風により解体工事現場の脚組が倒れる被害があった。 

平成 24年 11月 27日 強風 

 

 強風により非住家一部破損（シャッター破損）の被害があ

った。 

 

平成 24年 12月 6日 暴風雪 

 

 暴風雪により市内各地において被害が発生した。 

 

○公共被害 

 建物関係 1件（外壁破損） 

 

○民間被害 

 住家一部破損 2件（屋根破損） 

 非住家一部破損 8件（屋根破損、シャッター破損） 

 

平成 25年 1月 18日～4月

2日 
豪雪 

 

1月 18 日に市長を本部長とする「五所川原市豪雪対策本部」

を設置。五所川原観測点では最大積雪深 99ｃｍに達し、昨年

度に続き大雪となった。除雪経費について 3 度補正を行い、

災害時要援護者や空き家を対象に職員による除雪を実施し

た。 

○職員による空き家除雪等の実施状況 35回（延べ 114名） 

 

○建物被害 非住家 1件（一部損壊） 

      住家・公共施設 被害なし 

 

○救急搬送件数 6件（死亡 1、重症 3、中等症 1、軽症 1） 

 

○農業ハウス被害 16棟（全壊 7、大破 2、中破 2、小破 5） 
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平成 25年 8月 9日 大雨 

金木地区にて大雨が降り、土砂災害警戒情報が発表された

ほか、被害が発生した。 

○公共被害 

 水路への土砂流入、水田の法面崩落など 

10件（被害額 450万円） 

○民間被害 

 住家床下浸水 24件  非住家浸水浸水 6件 

 農業ハウス被害 34棟 

 

平成 25 年 8 月 19 日～20

日 
大雨 

金木地区にて大雨が降り、土砂災害警戒情報が発表された

ほか、水田などに大きな被害が発生した。 

○公共被害 

 水田・畑への土砂流入、水田の法面崩落など 

25件（被害額 910万円） 

道路冠水 7件 

○建物被害 

 住家床上浸水 1件  住家床下浸水 6 件  

非住家浸水被害 1件 

 

平成 25 年 9 月 16 日～17

日 
台風 

 台風 18号に伴う大雨により、大雨・洪水警報、土砂災害警

戒情報が発表された。市内各地で大きな被害が発生し、特に

中泉地区においては、多くの住家床上・床下浸水が発生した。

十川がはん濫危険水位を超えたため、梅沢コミュニティセン

ターを避難所として避難勧告が発令され、最大 97名が避難し

た。 

 

○建物被害 

 住家床上浸水 4件 住家床下浸水 16件  

非住家浸水浸水 33件 

○農作物被害（被害額 1,053万円） 

 畑浸水（りんご）18.1ha 

水田冠水（水稲、大豆、そば）148ha 

○林道被害（被害額 640万円） 

清水沢林道、神山林道、脇元・割長根林道 法面崩落など 

○公共施設被害（2,650万円） 

 北斗グラウンド（サッカー場などの土砂流出・損壊など） 

○農業施設被害（被害額 19,127 万円） 

 ため池、農道、水路、水田などの法面崩落、砂利流出、堤

体一部崩落、護岸崩落など  49件 

○市道被害、河川被害など（3,154万円） 

 市道土砂崩れ・法面崩壊・路肩崩壊・砂利流出・砂利流出、

河川護岸崩、河川河岸・橋台洗掘など 26件 
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平成 25年 11月 7日 強風 

強風により、市内各地において被害が発生した。 

○建物被害 

 住家一部損壊 2件（トタン剥離） 

非住家一部損壊 2件（トタン剥離） 

 

平成 26年 7月 10日 台風 

 台風第 8 号による大雨により、住家に床下浸水の被害があ

った。 

平成 26年 8月 5日～6日 大雨 

五所川原地区、金木町地区に大雨が降り、8 月 6 日に大雨・

洪水警報、土砂災害警戒情報が発表され、五所川原地区、金

木地区で住家床上・床下浸水、道路冠水、土砂崩れ及び市道

法面崩壊など、多くの被害が発生した。 

金木川、松野木川が氾濫危険水位を超えたため、6日 6時に

金木町大東ヶ丘地区、金木町へ、8 時 30 分に漆川地区、飯詰

地区（飯詰川流域）へ避難指示を発令し、避難所として大東

ヶ丘コミュニティ消防センター、金木公民館、中央小学校、

飯詰コミュニティセンターを開設し、最大 203 名が避難した

（北部コミュニティセンター、尻無集会所への自主避難者 16

名を含む）。 

被害対策等を迅速かつ適切に推進するため、6日 7時に五所

川原市大雨警戒本部を設置した（7日 14時廃止）。 

 

〇公共被害（被害額 10,489万円） 

 公共施設の浸水、一部損壊、道路への土砂流入、法面崩壊

など 68件 

○建物被害 

 住家床上浸水 2件  住家床下浸水 38件 

 非住家床上浸水 3件  非住家床下浸水 39件 

○農林被害 

稲作 25件  大豆 15件  ぶどう 2件 

○ハウス等被害 

 トマト 28件  ねぎ 3件  キク 12件  ヒマワリ 1件 

○農地被害（被害額 3,300万円） 

 田 48件  畑 3件 

○農業用施設被害（被害額 6,280万円） 

 ため池 9件  道路 7件  頭首工 2件  水路 27件 

○その他被害（被害額 1,190万円） 

 

平成 26年 9月 10日 大雨 

 大雨により、市内各地において被害が発生した。 

○建物被害 

住家床上浸水 1件  非住家床下浸水 3件 
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平成 26年 11月 3日～4日 強風 

 強風により、市内各地において非住家一部破損（トタン剥

離）の被害が 4件発生した。 

平成 26年 11月 13日 暴風雪 

 暴風雪により、非住家一部破損（トタン剥離）の被害が発

生した。 

平成 27年 2月 13日 暴風雪 

 暴風雪により、非住家一部破損（トタン剥離）の被害が発

生した。 

平成 27年 9月 18日 津波 

 9 月 17 日にチリ中部沿岸で発生した大地震に伴い、18 日 3

時に青森県日本海沿岸に津波注意報が発表された。 

 3 時 45 分に市浦地区沿岸部に避難指示を発令し、避難所と

して十三コミュニティセンター、磯松コミュニティセンター、

もや会館、金木高校市浦分校を開設し、最大 38名が避難した

（18日 16時 45分避難指示解除）。 

 

平成 27年 10月 1日～2日 強風 

強風により、市内各地において被害が発生した。 

○建物被害 

 住家一部破損 1件（外壁剥離） 

非住家一部破損 9件（外壁、トタン剥離） 

○農林被害（被害想定額 7,688万円） 

 被害面積（りんご落果、樹上損傷） 419.58ha 

 

平成 27年 10月 8日～9日 強風 

強風により、市内各地において被害が発生した。 

○建物被害 

住家一部破損 2件（トタン、防水シート剥離） 

非住家一部破損 5件（外壁、トタン剥離） 

 

平成 27年 11月 27日 強風 

強風により、住家一部破損（外壁、トタン剥離、水道設備

一部倒壊）の被害が発生した。 

平成 28年 1月 18日 暴風雪 

暴風雪により、住家一部破損（屋根一部損壊）の被害が発

生した。 

平成 28年 2月 29日～3月

1日 
強風 

強風により、非住家一部破損（トタン剥離）の被害が 4 件

派生した。 

平成 28年 4月 17日 暴風 

暴風により、住家一部破損（外壁、トタン剥離など）の被

害が 34件発生した。 
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平成 28 年 8 月 30 日～31

日 
台風 

台風第 10号の接近により、大雨、洪水、暴風、波浪警報が

発令され市内各地において被害が発生した。 

自主避難先として中央公民館、前田野目集会所、金木公民

館、市浦コミュニティセンター、飯詰コミュニティセンター

に避難所を開設し、最大 6名が自主避難した。 

被害対策等を迅速かつ適切に推進するため、8月 29日 11時

に五所川原市台風第 10号災害警戒対策本部を設置した（31日

9時廃止）。 

 

○公共被害 

公共施設の一部損壊、倒木、 

 

○建物被害 

住家一部損壊（トタン剥離、屋根一部破損） 6件 

非住家一部損壊（防水シート、トタン剥離） 7件 

 

平成 29年 4月 19日 暴風 

暴風により、市内各地において被害が発生した。 

○建物被害 

 住家一部損壊 1件（外壁破損） 

非住家一部損壊 2件（トタン剥離、窓ガラス破損） 

 

平成 29年 7月 22日 大雨 

大雨により、市内各地において被害が発生した。 

○建物被害 

 住家床下浸水 2件 非住家床下浸水 1件 

 

平成 29年 8月 24日 大雨 
大雨により、非住家床下浸水の被害が発生した。 

平成 29年 9月 18日 台風 

台風第 18号により、非住家一部損壊（トタン剥離）の被害

が発生した。 

平成 29年 12月 25日 暴風雪 

暴風雪により、市内各地において被害が発生した。 

○建物被害 

 住家一部損壊 1件（トタン剥離） 

非住家一部損壊 3件（トタン剥離） 

 

平成 30年 2月 17日 暴風雪 

暴風雪により、市内各地において被害が発生した。 

○建物被害 

 住家一部損壊 1件（トタン剥離） 

非住家一部損壊 3件（トタン剥離） 

 

平成 30年 3月 1日～2日 暴風雪 

暴風雪により、住家一部損壊（トタン剥離）の被害が発生

した。 
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