
通学路合同点検一覧
学校名 危険箇所の場所（住所等） 危険箇所の概要 合同点検参加者 危険箇所の状況（点検時確認） 対策の事業主体 今後の対応等

幾世森５１－１
（汽車公園付近）

・公園の周りにフェンスや柵が設置されていない
ため、不審者が児童に近づきやすい。
・街灯がなく、暗い。

・本箇所は、放課後や休日に多くの児童が遊
ぶ公園であり、周りにフェンスや柵が設置さ
れていないこと、夕暮れ時は薄暗いことから
不審者が児童に近づきやすい状況となって
いる。
・公園周辺の一部の道路は、通学路ではな
いが、通行している児童がおり、本箇所は車
の抜け道としてよく使われているとのこと。

五所川原小学校
五所川原市建設部土木課
五所川原警察署
五所川原市教育委員会教育総務課

・公園内で不審者が児童に近づきにくいようフェンスや柵等の設置を担
当部署へ要望する。【教育総務課】
・公園付近のパトロールを強化する。【警察】
・本箇所の夕暮れ時や夜間時の状況を確認し、必要があれば照明設備
の取付を検討する。【土木課】
・児童に登下校時は学校が選定した通学路を通行するよう指導する。
【学校】

乾橋 夏期（４月～１０月）の期間は、小曲地区の児童
の通学路となっており、交通量が多いことから危
険。

・乾橋及び乾橋周辺の交通量は多い。
・夏期（４月～１０月）は、小曲地区の児童約
１５名が乾橋を渡り登下校している。（冬期は
スクールバス）
・本箇所は、車道と歩道が防護柵により区分
されており（歩道は両端に設置）、防護柵に
ついても目立った損壊等は見受けられない。

五所川原小学校 本箇所を夏期に登下校する児童に対し、学校で十分注意して通行するよ
う指導する。【学校】

玄光寺南側の通り 周辺が薄暗く、周囲の目が届きにくい。 五所川原小学校
五所川原市民生部環境対策課
五所川原市建設部土木課
五所川原警察署
五所川原市教育委員会教育総務課

・本箇所は、住宅等が密集していることから
薄暗く、人通りも少なく、また道路幅も狭い。
・学校が実施した保護者へのアンケート調査
で、本箇所の街灯が少ないとの意見があっ
た。
・一部、民家の塀が高い箇所があり、見通し
が悪い。

五所川原市建設部土木課
五所川原警察署

・本箇所の夕暮れ時や夜間時の状況を確認し、必要があれば照明設備
の取付を検討する。【土木課】
・本箇所周辺のパトロールを強化する。【警察】

通学路歩道中央にある電柱 電柱が歩道の中央に設置されており、冬期の除
排雪及び通行の妨げとなっている。

五所川原市建設部土木課
五所川原市教育委員会教育総務課

・本通学路上の歩道には多くの電柱が設置
されており、一部の電柱が、歩道の中央に設
置されている。
・積雪がないときは、それほど通行の妨げと
なることはない。
・除雪機が本箇所を通ることができないた
め、本箇所は除排雪されていない。（本箇所
を外して除雪している。）

五所川原市建設部土木課 ・一部の電柱については近隣住民からの要望により、現在、東北電力に
移設等対応を依頼している。【土木課】
・その他の電柱についても、現場の状況を再度確認したうえで、東北電
力又はNTTに移設の依頼等、対応を検討していく。【土木課】

元町
（陸奥印刷付近）

人通りが少なく、周囲の目が届きにくい。 ・本箇所周辺は、カーブや塀が高い箇所があ
り、見通しが悪い箇所がいくつか見受けられ
る。
・周辺にはいくつかの空き家が見受けられ
る。
・一部照明設備がない箇所があり、夕暮れ時
や夜間時は暗いとのこと。
・道路の幅員は狭いが、車の抜け道として使
用されている。

南小学校
五所川原警察署
五所川原市教育委員会教育総務課

・登下校等の際（特に暗い場合）には、交通安全や防犯の観点から、多
少遠回りになったとしても、児童に対して「広い通り」、「歩道のある通
り」、「明るい通り」を通行することを心掛けていただくよう指導して欲し
い。【警察】
・通学路の選定を検討する。【学校】
・空き家については、倒壊の恐れや防犯の問題があることから、担当部
署へ対応を要望する。また、照明設備についても、現場確認及び対応等
を担当部署へ要望する。【教育総務課】

中央３丁目付近
（田町郵便局～モータースクール）

人通りが少なく、周囲の目が届きにくい。 ・車道と歩道は区分されており（歩道は両端
に設置）、また見通しも良いが、片方の歩道
にしか照明設備は設置されていない。
・本箇所周辺は、これまで不審者情報や交通
事故が発生したという事例はないが、十字路
や丁字路等注意が必要な道路が多く、また
車の抜け道にもなっている。
・放課後や休日には児童が遊んでいる。

南小学校
五所川原市教育委員会

・照明設備の設置について、片側のみの設置理由を担当部署へ確認し、
必要があれば設置等対応を要望する。【教育総務課】
・本箇所周辺は十字路や丁字路等、注意が必要な道路がいくつか見受
けられるが、注意喚起する標識も設置されていることから、通学時や放
課後時等には、通行する際、十分に注意するよう児童へ指導する。【学
校】

中央３丁目付近線路 フェンスが整備されておらず、危険な箇所がある。 ・線路沿いには、草木が生い茂っており、ほ
とんどの場所が容易に横断することはできな
いが、一部草木がない箇所があり（通行禁止
の看板が設置されている。）、本箇所には通
行している形跡が見受けられる。
・学区等の理由から、本箇所を登下校時に
通行している児童はいないとのこと。

南小学校 本箇所を登下校時に通行している児童はいないが、今後も引き続き、登
下校の際には通行することがないように、また放課後等においても決し
て通行することがないよう児童へ指導する。【学校】

鎌谷町空き家
（理容小野交差点付近）

倒壊の恐れがある。 本箇所は点検時既に解体撤去されている。

ミニストップ前信号機 交通量の多い交差点で、３箇所に歩行者用信号
機が設置されているが、ミニストップ側から五所
川原温泉方面へ向かう際の歩行者用信号機が
設置されておらず、危険。

・点検時も交通量は多く、歩行者用信号機が
設置されていない箇所を通行する際には、同
進行方向の自動車用信号機を確認して通行
するしかない。
・以前も本箇所への歩行者用信号機の設置
を要望していたとのこと。

五所川原警察署 通常であれば、本危険箇所のような交差点においては、全ての進行方向
に歩行者用信号機は設置されているものであるため、本箇所の設置した
経緯を明らかにしたうえで、今後、歩行者用信号機の設置を前向きに検
討する。【警察】

松島町３丁目付近歩道 冬期、雪で西側（飛嶋歯科側の通り）の歩道が隠
れて通行できず、東側の歩道しか利用できない。

歩道（西側）の除雪がされておらず、本箇所
を通学路として通行している児童には信号を
渡り、歩道が確保されている通り（東側）を通
行するよう指導しているとのこと。

五所川原市建設部土木課 車道除雪が基本的に優先となり、歩道においては、片側を歩行可能と
し、そちら側を通行してもらうようにしているが、今後、危険性を踏まえ、
必要があれば両側の歩道の確保に向け、検討する。【土木課】

五所川原小学校 五所川原小学校
五所川原市民生部環境対策課
五所川原市建設部土木課
五所川原警察署
西北地域県民局地域整備部
五所川原市教育委員会教育総務課

南小学校 南小学校
五所川原市民生部環境対策課
五所川原警察署
五所川原市教育委員会教育総務課

中央小学校 中央小学校
五所川原市建設部土木課
五所川原警察署
五所川原市教育委員会教育総務課
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稲実米崎付近交差点 ・道路、歩道とも幅が狭い。

・歩道側のカーブがきついため、信号待ちしてい
る児童と車の間隔が狭くなり危険。

・交通量が多い中、路側帯を歩かせ、交差点
の横断歩道を横断させている。
・西側の歩道の真ん中に電柱が設置されて
おり、冬期、本箇所に除雪機が入ることがで
きず、除雪されていないとのこと。
・本箇所の整備が難しいのであれば、開野の
住宅地を通って薬王堂側へ抜ける道路を整
備して欲しい。
・登下校時間だけでも、みどりのおばさんの
ような見守り活動を実施して欲しい。

栄小学校
五所川原市建設部土木課
西北地域県民局地域整備部
五所川原市教育委員会教育総務課

・本交差点については今後、歩道の設置等交差点改良を検討する。【土
木課・県民局】
・道路の整備については、地元の合意形成と協力（用地取得等）が必要
不可欠であるため、要望については、本箇所の状況等を改めて確認した
うえで検討する。【土木課・県民局】
・登下校時の見守り活動については、学校と教育委員会で連携し、保護
者や近隣住民の協力を仰ぎ、前向きに検討していく。【学校・教育総務
課】

稲荷神社付近 ・歩道と車道が区分されていないため、通行する
際には危険。
・冬期、降雪や除雪でたまった雪により通行する
ことが困難。

・はるにれ団地方面に住む児童は、歩行者
用信号機や横断歩道が設置されている箇所
を通行する（学校が指導）ため、遠回りをして
登下校している。
・横断歩道や信号機が設置されている箇所
までの歩道が整備されておらず、また冬期は
除雪の雪で路側帯は覆われてしまうため、通
行の際は道路を通行しており、危険である。

五所川原警察署
西北地域県民局地域整備部

・本箇所周辺には既に横断歩道や歩行者用信号機が設置されているこ
とや本箇所周辺の交通量等の理由から、横断歩道を設置することは難し
い。【警察】
・現時点では、児童に現状の通学路を通行してもらうとともに、学校には
通行の際は十分注意するよう児童に指導して欲しい。【警察】
・冬期間の歩行空間を確保するための道路拡幅や歩道整備について
は、地元との合意が取れていないため、難しい状況にある。【県民局】
・車道除雪は行っているものの、路肩に寄せられた雪の定期的な排雪に
ついては、資機材の手配に時間を要するため、厳しい状況である。【県民
局】

中央６丁目交差点
中央６丁目交差点（ツタヤ付近）
つがる克雪ドーム付近道路

冬期間、降雪や除雪でたまった雪が道路わきの
歩道にたまり、通行が困難。

・近年、本箇所周辺にはアパートや住宅が建
設され、登下校時に本箇所を通行する児童
が増加してきている。
・冬期、除雪や降雪により歩道に雪山が作ら
れ通行することができず、やむを得ず道路の
端を通行しており危険が伴うとのこと。
・除雪作業時間と児童の登校時間が重なっ
たことがあったため、可能であれば児童の登
校時間前には除雪作業を終わらせて欲し
い。

五所川原市建設部土木課
西北地域県民局地域整備部

・要望のあった箇所については、本来、歩道確保のための除雪は入るこ
ととなっており、除雪計画等を確認したうえで報告及び対応する。【県民
局・土木課】
・除雪作業時間が児童の登校時間と重なることがないよう、除雪計画や
作業時間について検討する。【土木課】

市営住宅方面からみどり橋に抜ける市道 ・みどり町方面から登校してくる児童がみどり橋
へと進む市道が狭く、危険。

・本箇所の奥には車止めが設置されている
ため、車の抜け道にはなっていない。（※本
箇所周辺に住む住民の車の出入りのみ）
・学校側で児童には指導しているが、本箇所
の登下校時、横に広がって通行していること
が見受けられているとのこと。
・下校時に児童とバイクが接触した事故が発
生していることから、本箇所に規制をかけた
り、カラーゾーンを設置する等安全対策を実
施して欲しい。

栄小学校
五所川原市建設部土木課
五所川原警察署

・本箇所は車が車止めにより通り抜けられないため、そのような箇所に
規制をかけることは難しい。【警察】
・本箇所を登下校する際には事故防止の観点から、児童には横に広
がって通行することのないよう指導して欲しい。【警察】
・道路幅員が狭いため、カラーゾーンの設置は難しいが、歩行のスペー
スを確保するため、片側のみの外側線の設置を検討する。【土木課】
・外側線等が整備された際には、登下校時、児童に外側線からはみ出る
ことなく一列で通行するよう指導する。【学校】

はるにれ方面から栄小学校へ抜ける道路
の見通しの確保

急カーブの角に生け垣があり、見通しが悪く危
険。

・道路の整備状況から、見通しが非常に悪
い。
・本箇所にある生け垣は高く、児童の身長で
は死角となってしまう。
・車の抜け道として使用されている。

五所川原市建設部土木課
五所川原市教育委員会教育総務課

・死角による事故を回避するため、今後、カーブミラーの設置等対策を検
討する。【土木課】
・生け垣を所有する方に本箇所の見通しがよくなるよう、生け垣の一部伐
採を依頼し、対応してもらった。【教育総務課】

横断歩道や外側線の改善 通学路上の横断歩道と外側線の白線が消えか
かって見えにくい箇所がある。

横断歩道の一部が消えかかっている。 五所川原警察署 ・消えかかっている横断歩道、外側線については塗装の必要があり、今
後、対応する。【警察】

国道１０１号線学校前交差点 国道沿いの学校前交差点の歩道にｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等
がなく、信号待ち等している際、危険。

三輪小学校
五所川原市建設部土木課
五所川原警察署
西北地域県民局地域整備部
五所川原市教育委員会教育総務課

・交通量は多く、登下校時には信号待ちをす
る児童は多い。
・周辺の歩道の一部には、幅員が狭い箇所
も見受けられる。
・交差点にある横断歩道の一部が消えかけ
ている。

三輪小学校
五所川原警察署
西北地域県民局地域整備部

・通常、歩道のある交差点は歩車道境界ブロックの設置により安全性を
確保しており、本交差点も同様の形状となっている。本交差点にガード
レールを設置しようとすると、歩行者の導線が妨げられることになってし
まう。【県民局】
・ガードレールを設置する場合には、交通量の多さや事故の発生率、ま
た冬季の除排雪作業等を勘案する必要があり、本箇所への設置は現時
点では難しいと考えられる。【県民局】
・一部幅員が狭い歩道も見受けられるが、本箇所が歩道の基準を満たし
ていることや拡幅する場合には民地の問題が生じること等の理由によ
り、現時点での歩道の拡幅等といった対応は難しく、本箇所における事
故防止策として、歩道を通行する際や信号待ちをする際はなるべく車道
から離れることを指導して欲しい。また、三輪小学校側へ進行する（カー
ブする）車のほとんどは児童の送り迎えをする保護者等であるため、保
護者等への注意喚起をお願いしたい。【警察・県民局】
・通学の際、信号待ちや横断歩道を通行するときは十分注意するよう児
童へ指導する。【学校】
・児童の送迎等のため、本箇所を車で通行する保護者に対し、十分注意
するようお願いする。【学校】
・消えかけている横断歩道は塗装する必要があり、今後、対応する。【警
察】

虫流地区用水路・側溝付近 用水路、側溝付近にはｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等の柵がなく、
万が一、滑り落ちたりする危険性がある。

本用水路にかかる道路は他に３箇所あり、う
ち２箇所については、本危険箇所と同様、柵
等が設置されておらず危険である。

五所川原市建設部土木課 危険箇所と選定された箇所、また残りの２箇所についても転落防止柵の
設置等、前向きに検討する。【土木課】

虫流地区交差点 本地区には交差点が多く、一部の交差点には標
識やカーブミラーが設置されているが、それ以外
の箇所にそれらは設置されておらず、通行する
際は危険。

・現場確認時も一時停止せずに交差点に進
入してきた車が見受けられたことから、危険
性を感じた。
・本地区には三輪小学校PTAで作成した交
通事故の注意喚起の看板が数多く見受けら
れた。

三輪小学校
五所川原警察署

・標識は、その箇所での交通量や事故の発生状況等を勘案したうえで設
置されるもので、現時点で本箇所に標識を設置することは難しいため、
学校側で本箇所を通行する児童に対し、十分注意するよう指導して欲し
い。【警察】
・登下校時、交差点等見通しが悪い箇所を通行する際には、十分に注意
するよう児童へ指導する。【学校】

栄小学校 栄小学校
五所川原市建設部土木課
五所川原警察署
西北地域県民局地域整備部
五所川原市教育委員会教育総務課

三輪小学校

三輪小学校
五所川原市建設部土木課
五所川原警察署
五所川原市教育委員会教育総務課



学校名 危険箇所の場所（住所等） 危険箇所の概要 合同点検参加者 危険箇所の状況（点検時確認） 対策の事業主体 今後の対応等
三好小学校 校舎前通学路の用水路 用水路の片側にしか柵が設置されておらず、通

学時、危険。
三好小学校
五所川原市建設部土木課
五所川原市教育委員会教育総務課

・本箇所を登下校時通行するのは３名とのこ
と。
・用水路の幅は広く、また、特に春先には本
用水路の水の流れが速く、万が一、転落した
際は大事故に繋がる恐れがある。

三好小学校
五所川原市経済部農村整備課

・柵については、用水路管理者である平川土地改良区の事業において
年内設置予定とのこと。設置区間の詳細については図面を頂き確認する
こととした。最要望区間については、設置区間に含まれているとのこと。
【農村整備課】
・本箇所を登下校時通行する児童に対し、特に風が強い日などは十分に
注意して通行するよう指導する。【学校】

松野木方面（コミュニティセンター長橋付
近）
県道の防護柵と歩道

・夏になると、県道脇の防護柵の中に蜂の巣が
作られ危険。
・雑草が伸びて、通学路をふさぐ箇所が見受けら
れる。

・本箇所を通学路として登下校する児童は４
～５名ほどとのこと。
・４月に児童から、防護柵の管の中に蜂の巣
が作られているとの報告があった。
・春先や夏場には周辺の草木が生い茂り、
通行の妨げとなることがあるとのことだが、
合同点検時には草木は刈られており、歩道
は確保されていた。

西北地域県民局地域整備部 ・防護柵へ蜂の巣を見かけたり、歩道上に草木が生い茂り通行を妨げる
箇所を見かけた際には、県民局まで連絡をいただければ対応する。【県
民局】
・本箇所等の草刈については、例年２回の実施（１回目：５月中旬、２回
目：９月頃）を予定している。【県民局】

長橋郵便局隣の廃屋 住民がいないまま荒れ果てた状況にあり、猿が
住処にしている情報もあり危険。

・本箇所を通学路として登下校する児童は５
名ほどとのこと。
・保護者や近隣住民等から猿が住処にして
いるとの情報があった。
・草木が生い茂っており、歩道の妨げとなる
箇所が見受けられた。

東峰小学校
五所川原市総務部防災管理課
西北地域県民局地域整備部

・歩道を妨げている草木については、連絡をいただければ草刈等の対応
を行う。【県民局】
・現在、空き家に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家
等対策計画の策定を進めており、当該計画を策定することにより、空き
家の利活用や空き家跡地の公共的利用などを図る各種事業を国の支援
を受けて実施することが可能となるため、今後、地域の実情に応じて、有
効な空き家対策を検討し、効果的な空き家の抑制、除去を実施する。【防
災管理課】

米田八ツ橋６０－２
（対馬電装工業所付近）

街灯が無く、夕暮れ時（特に冬期間）は危険。 ・本来、学校で通学路として選定したい市道
は、交通量が多いこと、カーブで見通しが悪
いこと、周辺の自営業の方が歩道上に自動
車を駐車してしまうこと、また冬期には降雪
や除雪の雪で歩道が隠れてしまい通行が困
難であることなどの理由により、代替策とし
て、多少遠回りになるが、本箇所を通学路と
して選定している。
・本箇所周辺の電柱の一部には照明設備が
設置されておらず、夕暮れ時や夜間時は暗
いとのこと。

松島小学校
五所川原市建設部土木課

・本箇所周辺の夕暮れ時や夜間時の状況を確認し、必要があれば街灯
の設置や照明設備の取付を検討する。【土木課】
・冬期、本箇所周辺の歩道確保のため除排雪作業を実施する。【土木
課】
・本来、学校が通学路として選定したい市道については、急なカーブがあ
ること、周辺の民家の塀が高く見通しが悪いこと、また周辺の道路改良
が難しいこと等から、可能であれば現在選定している通学路を引き続き
通学路として選定していただきたい。【土木課】
・児童が学校で選定した通学路を通行するよう、また本箇所を通行する
際も十分気を付けて通行するよう児童に対し指導する。【学校】

ファミリーマート唐笠柳店から県道福山五
所川原線へ抜ける細道

歩道と車道が区分されておらず、通行の際、危
険。

・本箇所は学校で通学路として選定している
が、現在、徒歩で登下校している児童はいな
いとのこと。
・近年、本箇所周辺には住宅地が建設され
ているが、本住宅地から本箇所へ抜ける道
路は整備されておらず、また、本住宅地から
本箇所へ向かう際の道路の一部には歩道が
設置されていない。

松島小学校
五所川原市建設部土木課
五所川原市教育委員会教育総務課

・本箇所の道路の拡幅及び歩道の確保は難しいが、片側のみに外側線
を設置する等、今後、交通事故防止のための対策を検討する。【土木課】
・学区の見直しを検討するよう担当部署へ要望する。【教育総務課】
・現在では、本箇所を通学路として通行する児童はいないとのことだが、
車通も多いため、今後、通行する児童がいる際には、十分に注意して通
行するよう指導する。【学校】

コメリ裏の住宅地に住む児童の通学路 ・近隣住民から本箇所周辺の明確な通学路の選
定要望がある。
・学校が選定した通学路に抜けるまでの道路に
一部歩道が整備されていない。

・現在、本住宅地に住み松島小学校へ通っ
ている児童が一人いるが、その児童は学校
が選定した通学路に抜けるまで保護者が同
伴して登校している。（※下校は車による送
迎とのこと）
・学校が選定した通学路に抜けるまでは、歩
道が整備されていない箇所を通行しなけれ
ばならない等、危険が伴う。

五所川原市建設部土木課
五所川原市教育委員会教育総務課

・現時点で本箇所周辺の道路を整備することは難しく、今後、本住宅地
の道路の整備状況や周辺の開発状況を踏まえ、対策を検討する。【土木
課】
・スクールバスの対応を検討する。【教育総務課】
・学区の見直しを検討するよう担当部署へ要望する。【教育総務課】

いずみ小学校 桜田字鴻ノ巣（桜田地区）の道路 本箇所周辺の一部に街灯がないため、夕暮れ
時は危険。

いずみ小学校
五所川原市建設部土木課
五所川原市教育委員会教育総務課

・場所によっては民家の塀が高い、カーブが
急などの理由から見通しが悪い箇所が見受
けられた。
・電柱が設置されている箇所には照明設備
は設置（電柱に設置）されていたが、電柱が
設置されていない箇所には照明設備がな
かった。
・カーブミラーに民家の松が入り込んでおり
視界を妨げていた。
・スクールバスバス停付近の横断歩道及び
外側線の一部消えかかっていた。

いずみ小学校
五所川原市建設部土木課
五所川原市教育委員会教育総務課

・防犯、交通安全の観点から、近隣住民や保護者等による見守りの実施
等対応を検討する。【学校・教育総務課】
・電柱が設置されていない箇所への照明設備の設置を検討する。【土木
課】
・支障となっている枝木の所有者へ、剪定対応を依頼する。【土木課】
・消えかけている横断歩道、外側線については塗装の必要があるため、
担当する関係機関へ情報提供する。【教育総務課】

東峰小学校 東峰小学校
五所川原市総務部防災管理課
西北地域県民局地域整備部

松島小学校 松島小学校
五所川原市民生部環境対策課
五所川原市建設部土木課
五所川原警察署
五所川原市教育委員会教育総務課
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保食神社付近（嘉瀬地区） ・過去に不審者情報が２件あり。

・車や人通りが少なく、周囲の目が届きにくい。
・本箇所を登下校する児童は１０名ほどとの
こと。（※自宅からスクールバスバス停まで
の通学路）
・以前、不審者の情報があったとのことだ
が、ここ２、３年はない。
・本箇所にはカーブミラーや横断歩道は設置
されているが、複雑な交差点のため見通しが
悪い。
・嘉瀬駅が近いため、人通りや交通量も一定
程度ある。

金木小学校
五所川原警察署
五所川原市教育委員会教育総務課

・現在、不審者の情報はないとのことだが、これまで同様、周辺のパト
ロールを継続する。【警察】
・交通量が多くないことや本箇所に信号機を設置した場合、円滑な交通
を確保することが難しくなる恐れがあることから、本箇所への信号機の設
置は難しい。本箇所には、横断歩道や標識が設置されていることから、
通行の際は十分に注意して通行するよう児童に対して指導して欲しい。
【警察】
・本箇所を通行する児童に十分注意するよう指導する。【学校】
・過去に不審者情報があったことから、本箇所周辺に「こども１１０番の
家」が設置されているか担当部署に確認する。【教育総務課】

立野神社付近 ・本神社には遊具があり、放課後や休日に児
童が遊んでいるとのこと。
・場所によっては草木が生い茂っており、薄
暗く、見通しが悪い箇所も見受けられる。
・周辺には交番や駐在所があるため、定期
的にパトロールは行われている。

熊野宮隣の空き家 ・放課後や休日に児童が遊んでいる。
・場所によっては、草木が生い茂っており、薄
暗い。
・周辺には駐在所があるため、定期的にパト
ロールは行われている。

旧白川商店 強風の日は、上から破片等が落ちてくる恐れが
あり、危険。

・本箇所は、建物の倒壊の恐れがあることか
ら、現在、本箇所前の道路は通学路として選
定しておらず、児童（５、６名）には別の道路
を通学路として通行させている。
・やむを得ず、本箇所前の道路を通行しなけ
ればならない場合は、建物からなるべく離
れ、速やかに通行するよう指導している。
・本箇所周辺には、いくつかの空き家が見受
けられ、以前、空き家に蜂の巣が作られてい
るとの情報があった。

市浦小学校
五所川原市総務部防災管理課
五所川原市総務部市浦総合支所

・現在、空き家に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家
等対策計画の策定を進めており、当該計画を策定することにより、空き
家の利活用や空き家跡地の公共的利用などを図る各種事業を国の支援
を受けて実施することが可能となるため、今後、地域の実情に応じて、有
効な空き家対策を検討し、効果的な空き家の抑制、除去を実施する。【防
災管理課・支所】
・本箇所の解体及び撤去が行われるまでは、これまで同様、児童に本箇
所を通行しない通学路を通行するよう指導するとともに、やむを得ず通
行しなければならない際は、十分注意して通行するよう指導する。【学
校】

山子バス停付近空き地 ※通学路対象外 ・近くに公園があり、放課後や休日に本箇所
周辺で遊ぶ児童がいる。
・以前、本箇所には空き家があり、空き家を
解体した際に発生した瓦礫等廃棄物が地面
に埋まっているとの情報が保護者からあっ
た。

市浦小学校 ・これまでも、本箇所周辺に住む児童に対しては、注意及び指導してきた
が、今後も本箇所周辺で遊ぶ際には本箇所へ立ち入らないこと、また遊
ぶ際も十分注意するよう指導する。【学校】

金木小学校 金木小学校
五所川原警察署
五所川原市教育委員会教育総務課

※通学路対象外 金木小学校 ・本箇所周辺に住んでいる児童や本箇所でよく遊ぶ児童に対し、十分注
意するよう指導する。【学校】

市浦小学校 市浦小学校
五所川原市総務部防災管理課
五所川原市総務部市浦総合支所
五所川原市教育委員会教育総務課


