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問　建設課管理係（市役所 3階☎23－3331 内線363～365・368)、大滝総合支所（☎68－6111）
　　道道についてのお問い合わせは、室蘭建設管理部洞爺出張所（☎76－2111）

　路上駐車は、除雪作業に支障をきた
すばかりでなく、吹雪や夜間などには
事故のおそれがありますので、路上駐
車はやめましょう。

1 ．路上駐車の禁止にご協力ください

　屋根の雪やつららなどが歩道上に落
下した場合には、人命に関わる場合が
ありますので、雪下ろしなどに心がけ
てください。

2 ．屋根の雪、つららの撤去にご協力ください

　通勤・通学の時間帯までに除雪を完
了させるため、深夜・早朝に作業を行
う場合がありますのでご協力ください。

3 ．深夜早朝作業にご協力ください

　道路のセンターライン付近を除雪す
るときに、センターラインを越えて作
業する場合がありますので、ご注意く
ださい。

4 ．センターラインを越えて作業する場合があります

　マンホールは雪を捨てる場所ではあ
りません。雪を投げ入れると本来の排
水機能が低下したり、歩行者の通行の
妨げになります。

5 ．マンホールに雪を捨てないでください

　車道へ雪を出してしまうと、道路が
でこぼこになったりして交通事故や道
路障害の原因になり、非常に危険です
ので、車道への雪出しはやめましょう。

6 ．車道へ雪を出さないでください

　除雪作業中は大変危険ですので、除
雪車などには近寄らないでください。

11．除雪車などには近寄らないでください

　自宅前の路上や車庫出入口の障害物
（車庫入口の台、看板用ブロックな
ど）は除雪の支障になりますので撤去
をお願いします。

9 ．道路の適正な使用にご協力ください

　そり遊びやミニスキーなどの楽しい
遊びも、道路へ飛び出しては事故を引
き起こしてしまいます。道路付近の雪
山などでは遊ばせないでください。

10．子どものそり遊びなどによる飛び出しは危険です

　車道の除雪後には、除雪後の間口に
段差ができてしまう場合がありますの
で、ご注意ください。

7 ．除雪後の間口に段差ができますので注意してください

　皆さんの家の玄関や車庫の前に、ど
うしても雪が残ってしまうことがあり
ます。玄関から道路までの除雪は、皆
さんのご協力が必要です。

8 ．道路から家庭までの除雪にご協力ください

道路を広く除雪できるよう
　車の放置はやめましょう！
みんなで歩道の除雪に協力し
　道路を広く使いましょう！

蛇口を全開にして
水を出します

水落としのレバーを
最後までキチッと
回します

❷ ❸レバー レバー

水は全部
落ちます

❶

レバーで水を
落とした後に、
蛇口に指先を軽くあててみます。
指先が吸いつかれるような感じ
がすれば作動しています。

水落としの手順

水道の凍結に
　　ご注意ください
水道の凍結に
　　ご注意ください

問　水道課建設係（市役所 3階☎23－3331 内線417～419）
　　大滝総合支所（☎68－6111）

市内の指定工事事業者

休日の連絡先

事業者名 所 在 地 電話番号
畑商会
早坂商会
松浦組
永井組
クボタ設備工業
鈴木設備
三品工務店

23－2876
25－2075
23－2179
23－3064
23－0604
25－0950
38－2005

松ヶ枝町
松ヶ枝町
山下町
山下町
山下町
山下町
有珠町

事業者名 所 在 地 電話番号
ギケン
新勝工業
髙橋設備
芦原設備
アベ管機工業
サガエ設備
丸福建設

23－7076
25－4141
25－6516
25－6072
23－4777
82－6334
68－6361

長和町
舟岡町
舟岡町
舟岡町
鹿島町
上館山町
大滝区

●水道管近くの床下換気口は閉じておき、冬期間使わない水道（車庫や庭など）は、早めに水を落とし防寒処置
　をしましょう。
●水抜栓の試運転をしておきましょう。
●外出・就寝のときなどは忘れずに水を落としましょう。特に、長期間家を空けるときには注意しましょう。

気温が－４℃（凍らすライン）近くになりそうな日は要注意です。
ここ数年、今まで凍結したことのない家も被害にあっています。

積雪の時季になりました。
市では除雪体制を整えていますが、効率的な除雪作業を行うため、
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

水道の凍結を防ぐには

下表の指定工事事業者へ連絡してください。凍結修理費用は自己負担になります。

●伊達地区：伊達管工事業協同組合　☎090－8705－4733（午前 8時30分～午後 5時30分）
●大滝地区：丸福建設　☎090－8709－7406

凍結したときは

冬期間の除雪に
　　ご協力ください
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