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月 日 Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Ｄブロック Ｅブロック Ｆブロック

12
月

16
㈰

丸水工業 北山水道 上の島 オヤマダエンジニア 都南建設 エコシステム
692－5456 661-1511 658-1100 652-4197 637-1455 663-8663

22
㈯

北東北設備 新世水機 山　與 岩手向陽設備 東北ターボ工業 伸栄設備
645-3855 661-5200 653-1221 661-6040 673-8211 645-1320

23
㈰

丸水工業 よつばテクノ 杜陵工業 田中組 都南西部 丸片機水
692－5456 646-5110 656-2500 624-4509 638-9154 699-1191

24
㈪

小林水道 浜名設備 照井ポンプ 幸和住設 菱和設備 エコシステム
647-0419 641-0251 622-0808 681-6127 654-2602 663-8663

29
㈯

盛福水道 熊谷工業 上の島 岩手向陽設備 旭管工 高橋設備
647-3286 688-2059 658-1100 661-6040 636-0711 682-0077

30
㈰

佐々木住設 姫神設備 中野設備 山崎組 ソークテクノ 三水水道
645-0698 661-8356 605-7660 652-3088 614-2511 662-9059

31
㈪

アクア工業 よつばテクノ 北斗水道 三和水道 盛岡ガス工業 J・ウォーター
647-2775 646-5110 647-1168 624-6266 638-6144 646-9511

Ｄブロック
浅岸 志家町 つつじが丘 東中野
加賀野 清水町 天神町 東中野町
門 下ノ橋町 中野 東山
上ノ橋町 新庄 中ノ橋通 松尾町
川目 新庄町 鉈屋町 神子田町
川目町 神明町 八幡町 南大通
小杉山 住吉町 馬場町 若園町
紺屋町 大慈寺町 東安庭
肴町 高崩 東桜山
山王町 茶畑 東新庄

Ｃブロック
猪去 下鹿妻 中太田 向中野
上太田 仙北 西仙北 本宮
上鹿妻 仙北町 東仙北 下太田
繫 南仙北

Ｂブロック
愛宕下 上米内 館向町 東緑が丘
愛宕町 北松園 中央通 本町通
岩清水 北山 長田町 松園
岩脇町 黒石野 梨木町 三ツ割
上田 小鳥沢 名須川町 緑が丘
上田堤 菜園 西下台町 紅葉が丘
内丸 材木町 西松園 山岸
大沢川原 桜台 箱清水
大通 下米内 東黒石野
開運橋通 高松 東松園

１
月

1
㈫

富士水工業 双葉設備 高　設 北陵設備 都南建設 伸栄設備
641-2241 641-2281 645-4286 645-1170 637-1455 645-1320

2
㈬

北東北設備 北山水道 杜陵工業 幸和住設 都南西部 水道屋
645-3855 661-1511 656-2500 681-6127 638-9154 688-2592

3
㈭

小林水道 新世水機 山　與 田中組 菱和設備 三水水道
647-0419 661-5200 653-1221 624-4509 654-2602 662-9059

4
㈮

盛福水道 浜名設備 照井ポンプ オヤマダエンジニア 旭管工 高橋設備
647-3286 641-0251 622-0808 652-4197 636-0711 682-0077

5
㈯

佐々木住設 よつばテクノ 北斗水道 山崎組 ソークテクノ 丸片機水
645-0698 646-5110 647-1168 652-3088 614-2511 699-1191

6
㈰

丸水工業 姫神設備 中野設備 岩手向陽設備 東北ターボ工業 J・ウォーター
692－5456 661-8356 605-7660 661-6040 673-8211 646-9511

12
㈯

佐々木住設 熊谷工業 上の島 三和水道 盛岡ガス工業 水道屋
645-0698 688-2059 658-1100 624-6266 638-6144 688-2592

年末年始と土・日曜、祝日の凍結対応当番表
　

Ｆブロック
芋田 好摩 寺林 巻堀
上田 渋民 玉山永井 松内
川崎 下田 玉山馬場 門前寺
川又 玉山 日戸

Ｅブロック
飯岡新田 三本柳 津志田南 湯沢
大ケ生 下飯岡 手代森 湯沢西
乙部 津志田 永井 湯沢東
上飯岡 津志田中央 西見前 湯沢南
北飯岡 津志田町 羽場 流通センター北
黒川 津志田西 東見前

市指定給水装置工事事業者の該当ブロック

水
抜
栓 水

抜
栓

水
抜
栓

①蛇口をいっぱいに開
け水を出す
②水抜栓のハンドルを
時計回りに止まるま
で回す

蛇口は開けたままに
しておく

水抜栓のハンドルを反
時計回りに止まるまで
回す

抜くとき 抜いた後 使うとき２ ３

水道管の凍結に注意
～おやすみ前や外出時は小まめに水抜きを～

　気温がおおむね氷点下４度以下に
なると、水道管が凍ったり、破裂し
たりする恐れがあります。冬期間は、
小まめに水道の水抜きをすることが
大切です。水抜きの方法は右図の手
順で行い、湯沸かし器や給湯器も忘
れずに水抜きをしましょう。
　凍ってしまって解凍できないとき
は、住んでいるブロックに該当する
市指定給水装置工事事業者（裏面）
へご相談ください。

水抜栓の半開きや中途
半端な操作は、凍結や
漏水の原因。水を抜く
ときも使うときも、水
抜栓の開閉をしっかり
することが大切です

30
年
度
版

Ａブロック
青山 厨川 土淵 前潟
安倍館町 境田町 天昌寺町 みたけ
稲荷町 下厨川 中川町 南青山町
大館町 城西町 中堤町 盛岡駅西通
上厨川 新田町 長橋町 盛岡駅前北通
上堂 前九年 中屋敷町 盛岡駅前通
北天昌寺町 大新町 西青山 夕顔瀬町
北夕顔瀬町 月が丘 平賀新田

※凍結の恐れが少ないと思われる日は当番対応を行いません

裏
面
へ

２
月

3
㈰

佐々木住設 姫神設備 高　設 オヤマダエンジニア 都南西部 水道屋
645-0698 661-8356 645-4286 652-4197 638-9154 688-2592

9
㈯

アクア工業 双葉設備 北斗水道 幸和住設 旭管工 エコシステム
647-2775 641-2281 647-1168 681-6127 636-0711 663-8663

10
㈰

富士水工業 熊谷工業 照井ポンプ 岩手向陽設備 ソークテクノ 伸栄設備
641-2241 688-2059 622-0808 661-6040 614-2511 645-1320

11
㈪

丸水工業 北山水道 上の島 三和水道 盛岡ガス工業 高橋設備
692－5456 661-1511 658-1100 624-6266 638-6144 682-0077

17
㈰

北東北設備 姫神設備 山　與 田中組 旭管工 丸片機水
645-3855 661-8356 653-1221 624-4509 636-0711 699-1191

23
㈯

小林水道 よつばテクノ 杜陵工業 北陵設備 ソークテクノ J・ウォーター
647-0419 646-5110 656-2500 645-1170 614-2511 646-9511

24
㈰

盛福水道 新世水機 中野設備 オヤマダエンジニア 東北ターボ工業 水道屋
647-3286 661-5200 605-7660 652-4197 673-8211 688-2592

３
月

3
㈰

佐々木住設 熊谷工業 照井ポンプ 山崎組 菱和設備 エコシステム
645-0698 688-2059 622-0808 652-3088 654-2602 663-8663

月 日 Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Ｄブロック Ｅブロック Ｆブロック

１
月

13
㈰

アクア工業 双葉設備 高　設 北陵設備 都南建設 高橋設備
647-2775 641-2281 645-4286 645-1170 637-1455 682-0077

14
㈪

富士水工業 北山水道 北斗水道 幸和住設 都南西部 伸栄設備
641-2241 661-1511 647-1168 681-6127 638-9154 645-1320

20
㈰

北東北設備 新世水機 山　與 田中組 菱和設備 三水水道
645-3855 661-5200 653-1221 624-4509 654-2602 662-9059

26
㈯

小林水道 双葉設備 杜陵工業 北陵設備 都南建設 丸片機水
647-0419 641-2281 656-2500 645-1170 637-1455 699-1191

27
㈰

盛福水道 浜名設備 中野設備 山崎組 盛岡ガス工業 J・ウォーター
647-3286 641-0251 605-7660 652-3088 638-6144 646-9511

カチーン

　市上下水道局は、市上下水道工事業協同組合などの協力で、年末年始
と土・日曜、祝日の水道の凍結解凍に、表のとおり当番で対応します。

住んでいるブロックに該当する指定給水装置工事事業者（裏面）へ
解凍を依頼してください。



工事事業者名 電話番号 所在地
㈱山崎組 652-3088 加賀野三
㈱田中組 624-4509 住吉町
㈲長沢燃料店 652-1717 茶畑二

工事事業者名 電話番号 所在地
㈲設備技研 618-8542 つつじが丘
㈱シリウス 604-1080 東安庭二

工事事業者名 電話番号 所在地
菱和設備㈱ 654-2602 東安庭二
㈲設備ポート 654-3208 東桜山

Ｄブロック

工事事業者名 電話番号 所在地
㈱アクード 656-3515 猪去的場
㈱滝沢工業 659-1122 上太田碇
㈱杜陵工業 656-2500 上太田三枚橋
㈱上の島 658-1100 下太田下川原

工事事業者名 電話番号 所在地
樋下建設㈱ 659-2277 下太田下川原
㈱東北ターボ工業 658-1113 下太田田中
藤沢　智（藤沢設備） 636-3191 東仙北二
旭管工㈱ 636-0711 南仙北一

工事事業者名 電話番号 所在地
中亀建設㈱ 636-0223 向中野五
浅沼地下水 636-4812 向中野字道明
㈱永伸（盛南営業所） 634-0291 本宮三
齊藤　茂夫（斉藤設備） 635-7208 本宮六

Ｃブロック

工事事業者名 電話番号 所在地
㈱姫神設備工業 661-8356 上田字岩脇

㈲外山工務店 662-1633 上田字宇登坂
長根

トコヨ産業㈱ 622-1142 大通三
㈱岩電 653-2211 開運橋通
㈱テクノジャパンサービス 656-7621 黒石野一
藤原　真（ホーミーサービス） 663-0162 小鳥沢二

工事事業者名 電話番号 所在地

佐々木　義則（東部住設） 090-1493-
9086 下米内二

㈱クレス 661-7221 西松園一
㈱小澤設備 601-9720 東松園一
㈲新世水機工業 661-5200 東松園三
㈲三和水道工業所 624-6266 本町通一
オヤマダエンジニアリング㈱ 652-4197 本町通三

工事事業者名 電話番号 所在地
三水水道工業㈱ 662-9059 松園一
㈲北山水道工業所 661-1511 三ツ割三
㈲エコシステム 663-8663 緑が丘四
㈱ＫＲ住建 601-2850 山岸二
㈲幸和住設 681-6127 山岸四
㈲岩手向陽設備 661-6040 山岸四
㈲オザワ工業 661-4850 山岸字外山岸

Ｂブロック

工事事業者名 電話番号 所在地
ＡＣサカモト㈱ 683-2957 川崎字川崎
㈲大誠工業 682-2648 好摩字上山

工事事業者名 電話番号 所在地
㈲高橋設備工業 682-0077 好摩字新田
㈲好摩水道工業 682-0173 好摩字野中

工事事業者名 電話番号 所在地
㈲光明園 683-2606 渋民字大前田

Ｆブロック

工事事業者名 電話番号 所在地
㈲ユザワ工建 637-7755 飯岡新田6
㈱下河原組 696-2255 乙部4

小舘　正樹（こだて設備） 090-1491-
4203 乙部30

山村　泰隆（助ＴＡＳＵＫＥ） 681-2192 北飯岡三
佐々木　大介（ダイマル） 613-5980 黒川８
岩手日化サービス㈱ 696-5611 黒川22
㈲三星住設 639-6670 三本柳4
北田　睦之（ムー・システム）　 638-1007 三本柳10

工事事業者名 電話番号 所在地
髙橋　孝（イーハトーヴ住設） 614-2866 三本柳13
都南西部水道㈲ 638-9154 三本柳22
熊谷　仁志（熊谷設備） 638-1080 三本柳23
㈱都南建設 637-1455 三本柳23
ソークテクノ㈱ 614-2511 下飯岡14
東杜技研㈱ 637-9601 津志田15
積和建設東北㈱北東北支店 638-1222 津志田中央二
㈲サン住設 637-2861 津志田中央三
㈲三協ボイラー商会 638-8111 津志田南三

工事事業者名 電話番号 所在地

㈱イークス 601-9750 永井17

浅沼　敬三（あさぬま水道サービス） 090-2799-
9235 永井18

田村　誠（田村設備）　 638-4520 西見前14
盛岡ガス工業㈱ 638-6144 東見前7
山口　洋一（見前設備） 639-1225 東見前7
㈲中野設備工業所 605-7660 湯沢5

Ｅブロック

Ａブロック
工事事業者名 電話番号 所在地

㈲佐々木住設 645-0698 青山一
㈲金田一商店 647-4594 青山三
㈲一設 645-8080 青山三
㈱内澤建設 646-4283 上厨川字野子
㈱高設 645-4286 上厨川字横長根
㈱メイクホーム 646-4952 上堂一
J・ウォーター㈱ 646-9511 上堂三
㈱よつばテクノ 646-5110 上堂三
㈲浜名設備 641-0251 上堂三
山口　悦郎（ヤマグチ） 643-6565 上堂三
㈱畑村設備 681-4857 上堂三
㈱小林水道土木工業所 647-0419 北天昌寺町
㈱仙台水道センター（盛岡水道センター） 643-1353 北天昌寺町
㈲伸栄設備 645-1320 厨川二

工事事業者名 電話番号 所在地
㈲清水畑建設 641-8372 厨川五
パナソニックコンシュマ－マ－ケ
ティング㈱（岩手支店） 645-6130 厨川五

㈲照井ポンプ 622-0808 城西町
㈱山與 653-1221 城西町
アイアイ･トータルメンテナンス㈲
（岩手水道サービス） 643-3302 前九年一

㈱クラシアン（盛岡営業所） 645-8711 前九年二
㈱ホーム建設 648-3862 前九年三
シーエル工業㈱ 641-2684 月が丘三
㈲北斗水道工業所 647-1168 天昌寺町
㈱盛福水道工業 647-3286 中堤町
㈲北陵設備工業 645-1170 中堤町
アクア工業㈱ 647-2775 西青山二

工事事業者名 電話番号 所在地
北東北設備㈲ 645-3855 西青山三
㈲瀬田燃料店 641-2364 みたけ三
㈱双葉設備アンドサービス 641-2281 みたけ三
ウチノ建設㈱ 641-8852 みたけ四

㈱岩手プランバー（盛岡営業所） 090-8788-
7977 みたけ四

三陸土建㈱ 646-5861 みたけ五
富士水工業㈱ 641-2241 みたけ五
山王水道工事㈲ 643-6102 みたけ六
㈲燦ケミカル 648-1675 みたけ六

廣瀬　尊（ＨＡＩサービス） 090-4550-
9343 みたけ六

㈱トライス 604-7511 盛岡駅西通二
㈲佐々常商店 653-3945 夕顔瀬町

　水道の解凍作業は一覧表の工事事業者へ直接依頼してください。※居住地に該当するブロックの工事事業者以外への依頼もできます。

工事事業者名 電話番号 所在地
㈲友栄設備 684-5434 滝沢市
アイテック㈱ 688-7276 滝沢市
㈲熊谷工業 688-2059 滝沢市
水道屋㈱ 688-2592 滝沢市
中村　康成（中水設備） 090-1060-4395 滝沢市
物産石油ホームライフ岩手㈱ 688-4466 滝沢市
㈲横沢機設工業 688-5094 滝沢市
ロック工業㈱ 688-3374 滝沢市
㈱ア－トプランバ－ 681-7398 滝沢市
㈲アメニティーサービス 687-1030 滝沢市
㈲アクアメンテナンス 699-1770 滝沢市
丸片機水工業㈱盛岡営業所 699-1191 滝沢市
日下　真寿（栄伸産業） 681-6181 滝沢市
エムテック㈱ 688-0050 滝沢市
㈲ヒラタ設備 688-3262 滝沢市
㈲湯田機械 0197-84-2944 西和賀町
小林　敏男（小林水道） 0195-73-2825 八幡平市
㈱工藤設備 0195-76-2483 八幡平市
小細澤　龍也（西根水道工業所） 0195-76-2741 八幡平市
㈱高建工業 0195-76-2730 八幡平市
㈲山田政一商店（岩手営業所） 0186-42-4751 八幡平市
㈱工藤工務店 0195-74-4338 八幡平市
㈲工藤管工 0195-76-2249 八幡平市

工事事業者名 電話番号 所在地
㈲田村水道 0195-62-3107 岩手町
㈲中居建設 0195-62-3814 岩手町
㈱セントラル設備機器 0197-24-4026 奥州市
㈲東北クリエ－ト 0197-22-4442 奥州市
鈴木　隆介（電熱機器） 0197-23-8019 奥州市
㈱オイラー 0197-25-7315 奥州市
㈲石健設備 0197-23-3652 奥州市
㈲広新電設工業 0197-23-8711 奥州市
㈲アクアライフ 0197-81-6900 北上市
北桜設備㈱ 0197-62-5222 北上市
小田嶋　利光（小田嶋設備）　 090-7520-1390 北上市
㈱ライフ花北 0197-71-7610 北上市
梁瀬  法人（ヤナセ設備サービス） 681-8140 雫石町
㈱ケーエヌ工業 692-5051 雫石町
㈲ワガワ水道工業 692-5521 雫石町
米澤　達也（アクアテック） 681-3231 雫石町
㈱ビルド遠藤 692-4649 雫石町
㈲丸水工業 692-5456 雫石町
㈲加藤水道工業所 672-3226 紫波町
㈱富岡鉄工所 672-2303 紫波町
㈲大幸エンジニアリング（滝沢営業所） 684-3109 滝沢市
㈱近藤設備（盛岡営業所） 656-7660 滝沢市
㈱長内水源工業 684-2661 滝沢市

工事事業者名 電話番号 所在地
㈲佐々長水道 0195-76-2258 八幡平市
伊藤　与志視（イトー工業） 0195-78-3620 八幡平市
藤田工業㈲ 0198-23-7698 花巻市
㈲小田嶋設備工業 0198-45-5583 花巻市
㈱佐藤組 0198-48-3311 花巻市
㈲大迫工業 0198-48-3437 花巻市
㈱菊地建設 0193-63-3871 宮古市
くみあい鉄建工業㈱ 697-2845 矢巾町
タカヨ建設㈱ 697-2245 矢巾町
㈲昆組 697-6058 矢巾町
㈱水清建設 697-2318 矢巾町
㈲佐々国工業 637-4732 矢巾町
信幸プロテック㈱ 697-7200 矢巾町
㈱矢幅エンジニア 697-8155 矢巾町
㈲高松工業 698-1770 矢巾町
㈱水本 697-3141 矢巾町
泉金物産㈱（水道事業部） 656-9095 矢巾町
㈱リフォームサービス岩手 637-2003 矢巾町
アクア設備㈱ 0178-72-1500 八戸市
㈲アイシステムホーム 018-857-0727 秋田市
㈱ＯＳＧコーポレーション 06-6357-0101 大阪市
㈱アクアライン 082-502-6644 広島市

市外事業者

※記載のない市外局番は「019」
市指定給水装置工事事業者一覧表

【問】市上下水道局給排水課 盛岡市愛宕町６番８号 ☎623-1411


