
地　区 業　者　名 住　所 電話番号

笠松町

西垣ポンプ設備株式会社 美笠通3丁目12番地の1 058-388-3771
株式会社サンセキ 門間997番地 058-388-1462
株式会社清水 円城寺1341番地 058-387-3765
有限会社マル岐加藤工業 門間343番地の1 058-387-7569
近藤設備株式会社 田代874番地 058-387-0777
株式会社加藤商店 東陽町12番地の4 058-387-2740

岐南町

有限会社ハヤカワ 平島3丁目64番地 058-247-6807
株式会社中部空調サービス 平島4丁目36番地 058-247-3711
有限会社一原設備 若宮地2丁目94番地 058-247-5340
三起建設有限会社 八剣北6丁目30番地 058-248-0773
名岐水道株式会社 伏屋9丁目70番地 058-240-3800
株式会社西武管商 平成2丁目102番地 058-248-2550

岐阜市

協栄設備工業株式会社 茜部中島1丁目62-2番地 058-271-2579
有限会社萩野設備 柳津町下佐波3丁目126番地 058-279-0395
株式会社松波水道ポンプ工業所 長良188番地の2 058-232-3171
松南株式会社 六条南3丁目6番9号 058-274-3224
岡田産業株式会社 宇佐南4丁目17番地の10 058-272-3000
マルエイガスサービス株式会社 須賀1丁目5番13号 058-273-7321
野々村ポンプ工業株式会社 則武中1丁目2番地の9 058-231-4352
丸石株式会社 須賀1丁目10番1号 058-271-1918
金華設備工業株式会社 早田本町3丁目80番地 058-231-8001
松村工業株式会社 薮田東1丁目6番5号 058-271-3912
株式会社渡辺工業 北野東519番地 058-229-1619
株式会社高橋建材 則武中2丁目3番2号 058-231-4804
株式会社岐東設備 北一色5丁目13番地の14号 058-245-3521
堀政設備工業 東鶉4丁目30番地 058-273-1426
ユニオンテック株式会社 中鶉1丁目30番地の1 058-274-5361
有限会社和光工業 河渡1453番地2 058-252-4850
株式会社クラシアン 六条北3-20-17パピルス202 058-277-6273
株式会社岐北冷機 岩崎999番地 058-237-7788
タイホウ産業 河渡2丁目18番地 058-255-0561
ウスイ住宅設備 六条大溝4丁目8の11 058-271-5888
株式会社桐山 岩崎3丁目2番地6 058-236-1030
真野工業株式会社　岐阜支店 東明見町19番地 058-272-8156
S･A･Nライフ株式会社 高田3丁目9番地の6 058-240-3024
株式会社浅乃設備 東改田字再勝62番地1 058-214-4201
有限会社アイテック 領下7丁目47番地2 058-215-9914
木地光設備有限会社 日野西1丁目5番1号 058-249-3630
株式会社オネステック 安食志良古26-140 058-235-7933
三徳株式会社 則武189-1 058-233-4733
株式会社トオヤマ 笹土居町27番地 058-265-2729
有限会社テクニカル水野 北一色4丁目14番31号 058-247-3728

羽島市

イワタニ東海株式会社羽島支店 新生町1丁目15番地 058-392-8998
井戸順工業株式会社 足近町直道673番地 058-391-2592
マルヒコ株式会社 足近町市場12番地 058-391-3319
大金建設株式会社 足近町5丁目446番地 058-392-4471
株式会社浅川設備 小熊町外粟野2丁目53番地 058-391-0517
株式会社天王設備工業 小熊町天王1丁目55番地 058-392-6372
株式会社野村住設 竹鼻町狐穴1068番地 058-392-4655
有限会社荘川設備 正木町曲利909番地の3 058-391-6297
平井工業株式会社 足近町直道578番地 058-392-3588

各務原市

石田水道株式会社 鵜沼羽場町1丁目172番地の1 058-384-0312
株式会社尾関水道工業所 川島河田町486番地 058-689-3538
丸共管工株式会社 那加前洞新町4丁目89番地 058-383-4336
小木曽設備工業株式会社 那加南栄町86番地の4 058-383-6221
株式会社神田工業 各務山の前町4丁目48番地 058-384-4146
長谷川設備 大野町4丁目72番地 058-383-8735
有限会社東海エアコン設備センター 蘇原新栄町1丁目79番地の3 058-382-8433
奥村設備 那加雄飛ケ丘町6番地の23 058-382-5564
株式会社藤吉設備 那加西野町208番地 058-389-3815

大垣市

株式会社丹羽住設 犬ヶ渕町22番地 0584-74-5038
豊和設備株式会社 長松町1087番地の1 0584-91-1173
城西設備 墨俣町墨俣525番地 0584-62-5549
美濃工研株式会社 本今4丁目136番地1 0584-89-5720
株式会社倉望工業 昼飯町373番地の7 0584-71-3112
有限会社サンエコール 牧野町4丁目103番地の11 0584-91-8618

関市
兼松工業 本郷町65番地の2 0575-22-7065
有限会社丸長設備工業 上白金1159番地の1 0575-28-3243
株式会社長沼水道工業所 本町4丁目7番地 0575-22-0205
有限会社早川水道工業 明生町5丁目1番6号 0575-22-2895

本巣市 有限会社新生設備 政田1378番地 058-323-7511
輪之内町 有限会社小塚工業 四郷2258番地 0584-69-3601
美濃市 株式会社長沼工務店 大矢田662番地の1 058-245-7091

美濃加茂市 株式会社和泉 加茂野町加茂野191番地の1 0574-28-5411
垂井町 近藤工業有限会社 地蔵2丁目59番地 0584-22-5653
神戸町 中屋 神戸451 0584-27-2333
北方町 株式会社アルテック 曲路3丁目1番地 058-324-0084
大野町 箕浦設備工業株式会社 黒野808番地の2 0585-34-1215

愛知県稲沢市 有限会社滝川水道 矢合町2590番地の3 0587-36-2816
大阪府大阪市 株式会社イースマイル 浪速区敷津東3丁目7番10号イースマイルビル 0120-123-456

笠松町指定給水装置工事事業者一覧水道管の漏
ろ う

水
す い

・凍結に注意しましょう！

◆定期的に漏水チェックをしましょう！

◆水道管凍結にご注意！

漏水の修理が終わったら…
パイロット

　水漏れは、床下や地中の目に見えないところで発生することがあります。漏れた水は、宅地内
の地面の陥没や家屋などに悪影響を及ぼすだけでなく、水道料金などの増額にもつながります。
日ごろから検針の『水道料金・下水道使用料のお知らせ』で使用水量を把握し、定期的に水回
りやメーターで漏水チェックをし、早めの発見と修理をお願いします。

　寒い日が続くと、水道管が凍ったり破裂することがあります。とくに気温がマイナス4度以下にな
ると凍結による破損事故が多くなり、修理に高い費用がかかってしまいます。水道管を寒さから
守りましょう。
Q1 	凍結しやすいところは？
　屋外にある蛇口や露出になっている水道管のほか、北側の陽の当たらない風当たりの強いと
ころにある水道メーターも凍結することがあります。
Q2 	凍結しないためには？
　露出している水道管や蛇口に、保温材や毛布、布切れなどを巻きつけ保温します。また、蛇
口を少しあけて水を出しておくと凍結しにくくなります。たまった水は洗濯などにご使用ください。
Q3 	凍結してしまったら？
　蛇口が凍ったときは、自然に溶けるのを待つか凍ってしまった部分にタオルなどをかぶせ、そ
の上からぬるま湯をゆっくりかけてください。急に熱いお湯をかけると水道管が破裂したり、蛇口
を傷めることがありますので注意してください。
Q4 	水道管が破裂してしまったら？
　応急措置として、メーターボックスの中にある元栓を閉めて、笠松町指定の給水装置工事事
業者へ修理の申込みをしてください。

　水道料金が減額できる場合（一定の基準
を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検
針時の水量から一部を減量し、水道料金な
どの減額を受けられる減免制度）があります。
※減免の申請は、笠松町指定の給水装置
工事事業者が代行します。

①ご家庭の蛇口を全部閉めます。
②水道メーターのふたを開けると銀色のパイロット（こまのような形のもの）があります。パイ
ロットが完全に止まっているかを確認してください。少しでも回っていれば宅地内のどこ
かで水が漏れています。　　　　
③パイロットが回っているときは、すみやかに笠松町指定の給水装置工事事業者（右ペー
ジ）へ修理を依頼してください。費用はお客様の負担となります。

漏水チェックの仕方

水を使用して
いるときや漏水
しているときは
回転します。

【問  合  先】水道課　☎388-1118
平成29年10月31日現在の指定件数　80件
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