
令和４年度間口処理協力業者の紹介事業　公表する情報一覧 別紙２

№ 業者名 所在地 電話・FAX 受付時間 対応可能地区 間口 雪かき 排雪 参考単価等（間口処理) 参考単価等（雪かき） 留意事項

1 愛和建設株式会社 山形市北町三丁目９番１５号
TEL 664-0068
FAX 664-0018

8:30～17:30
（土・日・祝日を除く）

北町 ○ ○ ×
・作業員（1人）１時間　4,000円
　（作業開始から30分まで　3,000円）

間口処理と同料金 ・当日の対応はできません。翌日以降の対応となります。

2 株式会社吉田工業所 山形市陣場南１３番３６号
TEL 684-9451
FAX 684-3594

8:30～16:00
（土・日・祝日を除く）

北部 ○ ○ ○

・作業員（1人）1時間　4,000円
　（作業開始から３０分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（2t、運転手付）1時間　10,000円
　（作業開始から30分まで　7,000円）
・ﾊﾞｯｸﾎｳ（運転手付）1時間　10,000円
　（作業開始から30分まで　7,000円）
・諸経費　20％

間口処理と同料金 ・多量の降雪及び依頼状況によっては、翌日以降の対応となります。

3 株式会社深瀬工業所 山形市印役町五丁目３番８１号
TEL 622-4259
FAX 625-7060

8:30～17:00
（土・日・祝日を除く）

印役町近隣 ○ × ×
・作業員（1人）1時間　4,000円
　（作業開始から30分まで　2,000円）

・多量の降雪の場合は、翌日以降の対応となります。
・排雪の作業については不可です。

4 株式会社山形銅鉄設備工業 山形市西田一丁目３番２４号
TEL 643-4242
FAX 643-3234

8:00～17:00
（土・日・祝日を除く）

西田、下条町近隣 ○ ○ ○

・作業員（1人）1時間　4,000円
　（作業開始から30分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（運転手付）1時間  10,000円
　（作業開始から30分まで　８,000円）
・小型除雪機（運転手付）1時間　10,000円
　（作業開始から30分まで　8,000円）
・諸経費　15％

・作業員（1人）1時間　4,000円
　（作業開始から30分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（運転手付）1時間  10,000円
　（作業開始から30分まで　８,000円）
・諸経費　15％

・多量の降雪及び依頼状況によっては翌日以降の対応となります。

5 株式会社佐藤管工 山形市江南一丁目１１番３３号
TEL 681-7454
FAX 684-8061

9:00～17:00
（土・日・祝日を除く）

江南近隣 ○ × ○

・作業員（1人）１時間　5,000円
　（作業開始から30分まで　３,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（2ｔ、運転手付）1時間　11,000円
　（作業開始から30分まで　8,000円）
・諸経費　20％

・当日の対応はできません。翌日以降の対応となります。

6 大栄設備工業株式会社 山形市城西町一丁目１番９号
TEL 644-3135
FAX 644-3133

8:30～15:30
（土・日・祝日を除く）

城西町近隣 ○ ○ ○

・作業員（1人）1時間　3,000円
　（作業開始から30分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（運転手付）1時間　10,000円
　（作業開始から30分まで　10,000円）
・小型除雪機（運転手付）1時間　8,000円
　（作業開始から30分まで　８,000円）
・諸経費　１０～２０％

・作業員（1人）1時間　3,000円
　（作業開始から30分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（運転手付）1時間　10,000円
　（作業開始から30分まで　10,000円）
・小型除雪機（運転手付）1時間　8,000円
　（作業開始から30分まで　８,000円）
・諸経費　１０～２０％

・多量の降雪時、依頼状況によっては翌日以降の対応となります。

7 守成工業株式会社 山形市飯塚町５４４番地
TEL 643-0554
FAX 645-4395

9:00～15:00
（土・日・祝日を除く）

飯塚町近隣 ○ ○ ○

・作業員（1人）１時間　4,000円
　（作業開始から30分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（2ｔ、運転手付）1時間　10,000円
　（作業開始から30分まで　8,000円）
・小型除雪機（運転手付）1時間　10,000円
　（作業開始から30分まで　8,000円）

間口処理と同料金
・多量の降雪の場合は、翌日以降の対応となります。
・作業は２人１組で、作業時間は9:00～17:00までです。

8 モガミ住研株式会社 山形市桜田南１２番３３号
TEL 625-0241
FAX 625-0213

8:30～17:00
但し、社員遠方現場就業
時当日対応不可
（土・日・祝日、年末年
始を除く）

南部のみ
（会社住所近隣のみ）

○ ○ ○

・作業員（1人）1時間　4,000円
・排雪用ﾄﾗｯｸ（2t、運転手付）1回出動　12,000円
・小型除雪機（運転手付）1時間　8,000円
・諸経費　15％

・作業員（1人）1時間　5,000円
・排雪用ﾄﾗｯｸ（2t、運転手付）1回出動　20,000円
・小型除雪機（運転手付）1回出動　15,000円
・諸経費　15％

・年末年始１２月２９日～１月１４日不可
・会社の近隣の場合は、可能な限り早急対応します。
・社員遠方現場の時は当日対応不可。
・作業は、基本２人１組となります。

9 株式会社翠紅園
山形市大字松原字下川原３４１番
地の５

TEL 688-7718
FAX 688-4797

9:00～15:00
（土・日・祝日を除く）

南山形 ○ ○ ×
・作業員（1人）1時間　3,500円
　（作業開始から30分まで　3,000円）

間口処理と同料金
・多量の降雪の場合は、翌日以降の対応となります。
・作業時間は9:00～17:00までです。
・人力で行える作業となります。

10 有限会社アベヨシ工務店 山形市飯田五丁目２２番１０号
TEL 632-8435
FAX 632-8440

8:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

飯田 ○ ○ ○

・作業員（1人）1時間　3,000円
・排雪用ﾄﾗｯｸ（運転手付）1時間　5,000円

・バックホウ（0.12㎥）　1時間　10,000円
間口処理と同料金 ・機械を使用しての作業となります。
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11 有限会社畠山工務店 山形市大字新山２２３番地
TEL 629-2111
FAX 629-2112

8:00～17:00
（土・日・祝日を除く）

東沢、小白川町近隣
（国道13号より東側）

○ ○ ○

・作業員（1人）1時間　4,000円
・排雪用ﾄﾗｯｸ（運転手付）1時間　8,000円
・小型除雪機（運転手付）1時間　7,000円
・諸経費　10％

間口処理と同料金
・多量の降雪及び依頼状況によっては、翌日以降の対応となります。
・作業は、基本2人1組となります。

12 特定非営利活動法人　未知 山形市鳥居ヶ丘１５番３号
TEL 633-9387
FAX 615-1805

9:00～15:00
（土・日・祝日を除く）

鳥居ヶ丘近隣 ○ × ○

・作業員（1人）1時間　3,500円
　（作業開始から30分まで　1,800円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（運転手付）1時間　4,000円
　（作業開始から30分まで　2,000円）

・当法人の状況により、お引き受けできない場合もあります。

13 株式会社山形企業 山形市小白川町三丁目５番６号
TEL　641-6959
FAX　641-6960

9:00～12:00
（土・日・祝日を除く）

市内東部
（国道13号より東側）

○ ○ ○

・作業員（1人）1時間　5,000円
（作業開始から30分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（２ｔ、運転手付）1時間　10,000円
（作業開始から30分まで　6,000円）
・諸経費　30％

・作業員（1人）1時間　5,000円
（作業開始から30分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（運転手付）1時間　10,000円
（作業開始から30分まで　6,000円）
・諸経費　30％

・翌日以降の対応になります。また、天候、現場状況によって対応できない場
合があります。
・２人一組の作業(9：00～17：00)になります。

14 有限会社高橋造園 山形市大字平清水２７番地１
TEL 623-8555
e-mail d.meccanica.b@nifty.com

9:00～17:00
（土・日・祝日を除く）

市内全域 ○ ○ ○

・作業員（1人）1時間　3,500円
（作業開始から30分まで　2,500円）
・排雪用トラック（２ｔ、運転手付）1時間　12,000円
（作業開始から30分まで　8,000円）
・諸経費　10％

間口処理と同料金
・状況によっては、翌日以降の対応になる場合があります。
・作業現場が遠方の場合、移動費用をお願いすることがあります。

15 東洋設備工業株式会社 山形市砂塚６番地１
TEL 643-1650
FAX 643-1651

9:00～16:00
（土・日・祝日を除く）

市内全域 ○ ○ ○

・作業員（1人）1時間　5,000円
（作業開始から30分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（運転手付）1時間　10,000円
（作業開始から30分まで　5,000円）
・諸経費　３0％

間口処理と同料金

16 マルイチ澁谷工業
山形市高堂一丁目１番３２号
アスピラシオンＡ１０２号

TEL 645-3325
携帯　080-4510-4460
FAX 645-3325
お問い合わせは全て携帯にお願いしま
す。

7:30～17:00
（土・日・祝日を除く）

市内全域 ○ ○ ○

・作業員（1人）1時間　2,500円
　（作業開始から30分まで　2,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（軽ﾄﾗ、運転手付）1時間　8,000円
　（作業開始から30分まで　8,000円）
・諸経費　10～20％

・作業員（1人）1時間　3,000円
　（作業開始から30分まで　2,500円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（軽ﾄﾗ、運転手付）1時間　8,000円
　（作業開始から30分まで　8,000円）
・諸経費　10～20％

・多量の降雪の場合は、翌日以降の対応となります。
・作業は、２人１組で行います。
　（場合によっては１人対応となります。）
・排雪が必要な場合は、事前に申し出ください。
・場所によっては、移動費が加算になる場合があります。（応相談）

17 山形市建設同友会 山形市旅篭町三丁目５番２７号
TEL 641-0023
FAX 641-0068

10:00～16:00
（土・日・祝日を除く）

市内全域 ○ ○ ×
・作業員（1人）1時間　3,000円
・諸経費　20％

間口処理と同料金

・会員（道路除雪業者以外）である業者との個別交渉になります。
・排雪用機材等については、現場状況によって異なるため、現場見積りとなり
ます。
・除雪当日の対応はできません。翌日以降の対応となります。

18 有限会社フジ緑化 山形市西原一丁目２番地２
TEL 643-5890
FAX 643-1936

8:30～16:00
（日・祝日を除く）

市内全域
（山間部を除く）

○ ○ ○

・作業員（1人）1時間　3,000円
　　（作業開始から30分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（1ｔ、運転手付）1時間　7,000円
　　（作業開始から30分まで　7,000円）
・小型除雪機（運転手付）１時間  10,000円
　　（作業開始から30分まで　7,000円）

間口処理と同料金 ・天候、現場状況によっては対応できない場合があります。

19 佐藤設備工業株式会社 山形市元木一丁目５番１９号
TEL 642-6092
FAX 642-6090

8:00～17:00
（土・日・祝日を除く）

市内全域 ○ × ○

・作業員（1人）１時間　5,000円
　（作業開始から30分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（運転手付）1時間　10,000円
　（作業開始から30分まで　7,000円）
・ﾊﾞｯｸﾎｳ（運転手付）1時間　10,000円
・機械運搬費　5,000円
・諸経費　20％

・当日の対応はできません。翌日以降の対応となります。
・作業は、2人1組で行います。

20 有限会社南山形住設 山形市富の中一丁目１２番１３号
TEL 644-9040
FAX 644-9041

7:30～16:00
（土・日・祝日を除く）

市内全域 ○ ○ ○

・作業員（1人）１時間　4,000円
　（作業開始から30分まで　3,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ（2t、運転手付）1時間　10,000円
・小型除雪機（運転手付）1時間　10,000円
・諸経費　山間部のみ15％

間口処理と同料金
・多量の降雪の場合は、翌日以降の対応となります。
・排雪等は別途お見積をさせて頂く場合がございます。
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21 山住設備株式会社 山形市中桜田三丁目９番１８号
TEL 622-1188
FAX 633-4118

8:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
（年末年始対応可）

市内全域 ○ ○ ○
・作業員（1人）１時間　4,000円
　（作業開始から30分まで　2,000円）
・排雪用ﾄﾗｯｸ、小型除雪機を使用する場合　　別途見積り

別途見積り
・市道除雪出動時、即対応が難しい場合があります。
・予約はおことわりさせていただきます。

22 株式会社西村工場 山形市銅町一丁目６番３２号
TEL　622-2325
FAX　623-0218

8:00～17:00
（土・日・祝日を除く）

山形市内 ○ × ×
・作業員（1人）1時間　4,000円
（作業開始から30分まで　2,000円）

23 PRIDE 山形市江俣４－４－４３ TEL　090-6458-5280
8:00～17:30
（日曜日を除く）

市内全域
○ ○ ○

・作業員（1人）　1時間　4,000円
（作業開始から30分まで　3,500円）
・排雪用トラック（2～4t、運転手付）
     1回　10,000円
・小型除雪機（運転手付）1時間あたり　6,000円

間口処理と同料金
・作業は2人1組で行います。
・場所によっては、移動費が加算になる場合があります。
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