
各家庭等の漏水等の修繕については、富士宮市水道事業指定給水装置工事事業者（市ホームページ掲載）
令和4年6月1日～
令和5年5月31日

ｻｰﾋﾞｽ担当区
電　　話　　　　　　

(ｶｯｺ内は夜間) ｻｰﾋﾞｽ担当区 事 業 者 名
電　　話　　　　　　

(ｶｯｺ内は夜間)

青木
27-2911　　　　　　

(26-3666)
ち 中央町 ㈱ショウトクワーク 22-6206

青木平 58-0264 外神 ㈲矢崎設備
24-7889　　　　

(26-8845)

阿幸地
27-4266　　　　　　

(23-2258) 外神東町 華水道 58-1589

阿幸地町 27-0155 鳥並

安居山 24-3602 中里東町 諏訪部管工㈲
27-2372　　　　　

(27-2447)

朝日町 58-1915 中島町 諏訪部管工㈲
27-2372　　　　　　　

(27-2447)

浅間町 22-6206 中原町 ㈱ITEC 28-1501

粟倉 58-1589 長貫

粟倉南町
23-7375　　　　　　

(26-5771) 錦町 ㈱ショウトクワーク 22-6206

泉町 58-0641 西小泉町 ㈱ひかり設備 27-8913

猪之頭 52-0627 西町 スミヤ㈱ 24-3811

内野 54-0176 西山

内房 貫戸 上杉設備
090-9181-6314

(27-9656)

馬見塚 58-0264 沼久保 ㈲小林総合設備 24-3602

大岩
27-7129　　　　　　　　

(22-0808) 野中 ㈲小林総合設備 24-3602

大久保 野中町 ㈲小林総合設備 24-3602

大鹿窪 野中東町 ㈲小林総合設備 24-3602

大中里1～800
27-2911　　　　　　

(26-3666) 羽鮒

大中里801以上
23-6291　　　　　

(23-1557) 原 ㈲高野水道工務店 54-0176

大宮町 24-3811 半野 ㈲高野水道工務店 54-0176

上井出 58-8688 光町 ㈲堀内設備 58-1915

上稲子 東阿幸地 ㈲石川住設
27-7129　　　　　　　　

(22-0808)

上条 58-0288 東町 ㈲保坂水道
24-2555　　　　　　　

(24-1602)

上柚野 ひばりが丘 ㈱ITEC 28-1501

狩宿 54-0176 富士見ｹ丘 ㈱山桂 27-0155

神田川町
23-6291　　　　　

(23-1557) 舟久保町 フジ産業㈱
23-7375　　　　　　　

(26-5771)

北町
27-2372　　　　　　　

(27-2447) 星山 秀徳設備工業 21-9239

北山1～3区
090-3568-5411    

(58-3281) 穂波町 諏訪部管工㈲
27-2372　　　　　　　

(27-2447)

北山4区 58-1589 舞々木町 ㈱浅間設備
27-4266　　　　　　　

(23-2258)

貴船町 25-3655 前田町 ㈱柏木水道工務店
26-4651　　　　　　　　

(23-3700)

く 黒田 21-9239 万野原新田1～2900 ㈲遠藤設備 24-6869

け 源道寺町
24-2555　　　　　　

(24-1602) 万野原新田2901以上 ㈲富士見商会
26-0077　　　　　　　　

(24-8456)

小泉1～800
26-4651　　　　　

(23-3700) 三園平 ㈱浅間設備
27-4266　　　　　　　

(23-2258)

小泉801～2500 27-8913 宮北町 諏訪部管工㈲
27-2372　　　　　　　

(27-2447)

小泉2501以上 ㈱エーワン設備
23-6291　　　　　

(23-1557) 宮町 ㈱渡辺水道工業 25-3655

さ 佐折 54-0176 宮原 ㈲矢崎設備
24-7889　　　　　　　　

(26-8845)

芝水屋㈱ 大久保 65-2826 む 村山 佐野住設㈱ 26-3339

㈱由井商会 長貫 65-0188 も 元城町 ㈲遠藤設備 24-6869

篠原設備機器㈱ 猫沢
0545-85-3861
(66-0124) 矢立町 ㈲保坂水道

24-2555　　　　　　　
(24-1602)

㈱村野 羽鮒 65-0041 山宮 ㈱藤伸設備ｻｰﾋﾞｽ
58-3529　　　　　　　　

(27-4544)

下稲子 山本 上杉設備
090-9181-6314

(27-9656)

下条 58-0264 ゆ 豊町 スミヤ㈱ 24-3811

下柚野 弓沢町 ㈲保坂水道
24-2555　　　　　　　

(24-1602)

精進川 58-0288 淀川町 ㈱渡辺水道工業 25-3655

城北町 24-6869 淀師 ㈲富士秀工業 28-5370

す 杉田 ㈱小野田総合設備
27-1174　　　　　　

(27-3852) 淀平町 ㈲富士秀工業 28-5370

宝町 58-1915 わ 若の宮町 ㈲石川住設
27-7129　　　　　　　　

(22-0808)

田中町 58-0641

へご連絡ください。（各地区担当業者を参考に掲載します。）

事 業 者 名

㈱大成管工

㈲山下水道工務店

㈱浅間設備

㈱山桂 →し「芝川区域」参照

㈲小林総合設備

㈲堀内設備

㈱ショウトクワーク

華水道 →し「芝川区域」参照

フジ産業㈱

㈲鈴木設備

㈲大宝

㈲高野水道工務店 →し「芝川区域」参照

→し「芝川区域」参照

㈲山下水道工務店

㈲石川住設

→し「芝川区域」参照

→し「芝川区域」参照

㈱大成管工 →し「芝川区域」参照

㈱エーワン設備

スミヤ㈱

㈱石川管設

→し「芝川区域」参照

サノミツ管工

→し「芝川区域」参照

㈲高野水道工務店

㈱エーワン設備

諏訪部管工㈲

総合設備北雄

華水道

㈱渡辺水道工業

秀徳設備工業

㈲保坂水道

㈱柏木水道工務店

㈱ひかり設備

㈲高野水道工務店

→し「芝川区域」参照

㈲山下水道工務店

→し「芝川区域」参照

サノミツ管工

㈲遠藤設備

㈲堀内設備

㈲鈴木設備
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