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岩野田配水池・加圧施設の稼働を開始しました！
　岐阜市では、岩野田水源地を廃止し、長良川沿いの雄総
水源地からの配水に切り替えるため、新たに配水池・加圧
施設を建設する工事を平成27年8月から進めてきました。
　このたび工事が完了し、平成30年3月に両施設の稼働を
開始しましたので、皆様にご紹介します。

施設の概要
○配水池
　【形　式】プレストレストコンクリート造
　【構　造】同一円心２槽構造
　【貯水量】4,000㎥
○加圧施設
　【建　物】鉄筋コンクリート造
　　　　　　（地上１階・地下１階）
　【ポンプ】配水ポンプ　全５台
　　　　　 （常磐地区２台、
　　　　　　岩野田・岩野田北地区３台）

☞4ページでは、岐阜市の水道施設について紹介します。

岩野田配水池に貯めておくことができる4,000㎥の水道水
は、常磐、岩野田及び岩野田北地区にお住まいの皆様が使
用する水量の約12時間分に相当します。このような配水池
を備えることにより、時間により変動する給水需要に対応す
るとともに、非常時にも一定時間水道水をお届けすること
ができます。

雄総水源地から送られてきた水道水を配水池へ貯めるため
の水道管（直径350mm）です。

加圧施設

高
さ
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ル

常磐、岩野田及び岩野田北地区にお住まいの皆様に
水道水をお届けするための施設です。

配水池
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水道料金・下水料金のお支払は、必ず納期限までに！

転居のお届けはお早めに！

助成制度のご案内

下水道へ接続しましょう。

問合せ先　下水道本管の布設に関すること　下水道事業課　拡張係　　　☎259-7514
　　　　　受益者負担金に関すること　　　営業課　負担金・普及係　　☎259-7520

納期限を過ぎると・・・
□給水を停止する場合があります。
　→給水を再開するには「滞納額の全額納付」又は「滞納額の1/2以上の納付かつ残額の納付誓約」が必要です。
□下水料金は、延滞金がかかる場合があります。
　→下水料金の額及び延滞期間に応じ、所定の額が加算されます。また、特別な事情がない限り延滞金を
　　減免することはできません。

口座振替をご利用ください
・金融機関又は郵便局の窓口で受け付けています（届出印が必要です。）。
・お手続後、口座振替の開始までは1〜2か月かかります。それまでは引続き納付書で

お支払ください。

　住所移転等により、水道・下水道の使用開始や中止等、使用状況に変更があるときは、お早めのご連絡を
お願いします。

　より多くの皆様に水道・下水道をご利用いただくため、工事の施工に際し各種の助成制度を設けております。
お気軽にお問い合わせください。
　なお、下水道が使えるようになった区域にお住まいの方は、法律で下水道への接続義務が課せられていますので、
早期に接続工事を実施していただきますようお願いします。

〈平成３０年３月３０日から〉　
山県岩明光、福富町田、加野２丁目、加野５丁目、太郎丸北浦、春近古市場南、琴塚２丁目、切通７丁目、東中島１丁目、岩田東２丁目、
茶屋新田１丁目、日置江４丁目、柳津町下佐波１丁目、水主町１丁目、茜部本郷３丁目、茜部辰新２丁目、六条江東２丁目、東鶉６丁目、
一日市場、正木西町、粟野、岩崎、岩崎３丁目、古市場、下西郷１丁目、中西郷５丁目、寺田７丁目、黒野南４丁目のそれぞれ一部
〈平成３０年６月末日予定箇所〉　
水主町１丁目、岩田西１丁目、芋島１丁目、加野７丁目のそれぞれ一部
※接続工事は、6、7ページ掲載の排水設備指定工事店へご依頼ください。
※下水道が整備された区域に土地をお持ちの方には、下水道への接続の有無にかかわらず、下水道受益者負担金として、

整備費の一部を土地面積に応じて一度限り負担していただくことになります。
※上記の区域の土地所有者の方には、平成30年7月上旬に受益者負担金の納入通知書をお送りしますので、期限内に納めてください。

※①は、既に井戸水と水道水を併用している場合は交付できません。
※②及び③は、下水道が使えるようになった日から、くみ取便所は3年以内、それ以外は1年以内の切替工事であることが条件です。
　融資あっ旋及び利子補給制度もございますので、詳しくは問合せ先までご連絡ください。

問合せ先　営業課　料金・徴収係　☎259-7516

問合せ先　上下水道料金センター　☎266-8835

問合せ先　営業課　負担金・普及係　☎259-7520

名　称 概　要 助 成 額

①水道水切替工事助成金 井戸水から全て水道水へ切り替
えていただく際に交付します。

下水道使用者の方　　4万円
それ以外の方　　　　2万円

②水洗便所改造等工事助成金 下水道への接続工事を行う際に
交付します。

市民税が均等割のみ又は非課税の方　3万円
それ以外の方　　　　　　　　　　2万円

③共用管布設工事助成金
公道に面しない2戸以上の住宅
が共同で使用する排水管を布設
する際に交付します。

1戸につき　5,000円

④水路越工事助成金 水路を超えて排水管を布設する
場合に交付します。

伏越し（水路の地下に排水管を布設）
　　幅員に応じ83,000〜　95,000円
上越し（水路上部を横断して排水管を布設）
　　幅員に応じ80,000〜116,000円

水
道

下
水
道

＜インターネットでのお手続はこちら＞　https://www.jenets.jp/cs/index.cgi?area=04
・使用の開始又は中止のお手続に限ります。開始日又は中止日をご指定いただけます（申込日の3営業日後〜1か月後）。
・3営業日以内に確認のお電話をいたします。　※お急ぎの場合は、お電話での手続をお願いします。

◆新たに下記の地域で下水道の使用が可能になりました◆

生活環境の改善や自然環
境の保全のため、一日も
早い下水道への接続をお
願いします。
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水のこえ

市内の配水管の約1％
に当たる約26kmの布
設替えを実施する予定
です。

中 部プラントの 改 築
は、 平 成19年 度から
取り組んできた大規模
な事業ですが、 平成
30年度に工事が完了
する予定です。

■水道事業会計

■下水道事業会計

収　入

収　入

支　出

支　出

※水をお届けするための収入と支出の差額7億1,600万円は、純利益及び消費税計算上の差額です。

※下水を処理するための収入と支出の差額6億400万円は、純利益及び消費税計算上の差額です。

施設整備のための
借入金利息
6億6,400万円

水
を
お
届
け
す
る
た
め
の
収
支

下
水
を
処
理
す
る
た
め
の
収
支

施
設
を
整
備
す
る
た
め
の
収
支

施
設
を
整
備
す
る
た
め
の
収
支

59億
9,600
万円

16億
6,600
万円

88億
1,000
万円

45億
4,700
万円

52億
8,000
万円

48億
6,400
万円

82億
600
万円

73億
9,100
万円

問合せ先　上下水道事業政策課　財政係　☎259-7878

（消費税込）

（消費税込）

平成30年度　水道事業会計・下水道事業会計予算のあらまし

平成30年度の主な事業
■配水管の布設替え
☞耐震化をはじめとした災害対
策及び老朽化対策として、配
水管の布設替えを推進します。

■水源地の設備更新
☞安定した給水を維持するため、
老朽化した水源地設備の更新
を行います。

平成30年度の主な事業
■下水管渠の耐震化
☞重要な管渠の耐震化を図るた
め、中部処理区の幹線（バイ
パス管）の整備に取り組みます。

■プラント（下水処理場）の改築
☞将来にわたって安定的に下水
処理を行うため、老朽化した
中部プラントの全面改築に取
り組みます。

Dr.すいどー

水源地・配水管など
施設の維持管理費
13億4,300万円

その他
10億2,500万円

水道料金
56億4,500万円

その他
3億5,100万円

水源地・配水管など
施設の減価償却費
22億4,800万円

施設整備のための
借入金
13億8,500万円

減価償却による
内部留保資金など
31億9,800万円

水源地・配水管など
施設の整備費
26億6,800万円

施設整備のための
借入金元金の返済
21億9,600万円

給水申込者からの
工事負担金など
2億8,100万円

下水料金
57億9,500万円

他会計からの
負担金・補助金など
30億1,500万円

下水管渠・処理場など
施設の維持管理費
26億1,900万円

下水管渠・処理場など
施設の減価償却費
35億9,100万円

施設整備のための
借入金利息
11億3,600万円
その他
8億6,000万円

下水管渠・処理場など
施設の整備費
32億8,400万円

施設整備のための
借入金元金の返済
41億700万円

施設整備のための
借入金
30億5,500万円

国や他会計からの
補助金など
14億9,200万円

減価償却による
内部留保資金など
28億4,400万円
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1　岐阜市水道区域図

〜岐阜市の水道施設について〜

問合せ先　水道施設の建設・改築に関すること　施設課　　　　　　　☎259-7515
水道施設の維持管理に関すること　　施設課　水源管理室　☎259-7525

　岐阜市では、広大な市域に水道水を安定的に供給するため、1ページに記載した岩野田配水池・
加圧施設のほかにも、市内各所に様々な水道施設を設置しています。ここでは、岐阜市の給水区
域や各水道施設の役割などをご紹介します。

　岐阜市の水道の歴史などを紹介する資料館です。昭和40年代までエン
ジン室として使用された建物で、平成13年には国の登録有形文化財に指
定されています。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
※入館無料・ご自由に見学いただけます。
・所在地　岐阜市鏡岩408-2　　・開館時間　9時30分〜16時00分
・休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）・12月29日〜1月3日

「水の資料館」のご案内

【給水区域と水源地】 【各施設の役割】
〜ご家庭に水が届くまで〜

〈鏡岩水源地〉 〈雄総水源地〉

水源地

水道管

配水池

各家庭

加圧施設

平成29年度末で、水源地17箇所、配水池38
箇所、加圧施設21箇所が稼働しています。

岐阜市では効率的な施設管理を図るため、
水源地の統廃合を進めています。岩野田水
源地に続き、今後も小規模な水源地を対象
に、順次、統廃合を実施していく予定です。

地下水を汲み上
げるとともに、
塩素消毒を行う
施設です。

水源地から送ら
れてくる水を一
時的に貯めてお
く施設です。

水源地から離れた地
域や標高の高い地域
に水を送るためのポ
ンプ施設です。

Dr.すいどー

長良川沿いに位置する鏡岩水源地と雄総水源地
は特に規模が大きく、この2つの水源地で市内
の総配水量のおよそ6割を占めます。

岐阜市の水道水源は、非常に良質な地下水であるため、
河川の水を利用する場合のような「浄水場」が必要あ
りません。
※水道管は複雑に繋がっているため、各給水ブロック内においては、
特定の水源地の水のみがご家庭に届くわけではありません。
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水のこえ

道路 宅地

水道本管

第1止水栓 給水管 第2止水栓 メーター

給水装置

上下水道事業部で修理 お客様で修理

 お客様（設置者又は施設管理者）
の責任範囲

安全な水道水をお届けするために

問合せ先　給水装置（第1止水栓より家屋側）に関すること　　　　　営業課　審査係・指導係　☎259-7519
　　　　　水道本管・給水装置（道路内〜第1止水栓）に関すること　維持管理課　　　　　　　☎259-7788
　　　　　貯水槽水道・水質検査に関すること　　　　　　　　　　  水質管理課　水道検査係　☎259-7521

Q.浴槽や洗面台が青くなるのはなぜ？
→「銅石鹸」が原因です。給湯設備には銅管が使用されていることが多く、溶け出
した微量の銅と、石鹸や湯垢に含まれる脂肪酸が反応して銅石鹸が発生します。

Q.水道水が白く見えるときは？
→コップなどに水を汲み、数分置いて透明になる場合は問題ありません。
水中の空気が細かな泡（気泡）となって見えていたことが原因です。

【戸建て住宅の場合】 【ビル・集合住宅などの場合】

◆水道の管理区分について
　給水装置は、利用者の皆様の財産です。公道部分を除き、原則としてお客様自身で適切に管理してい
ただく必要があります。

受水槽や高置水槽を
経由して水道水を供
給 す る水 道 施 設 を
「貯水槽水道」とい
います。

白く濁った水 透明になった水

よくある質問

予防のため、日頃のこまめな清掃が大切です。もし、銅石鹸が付着してしまった
場合は、中性洗剤（落ちにくいときはアルカリ洗剤）を少量付けたスポンジでこ
すり、よく洗い流してください。

※透明にならない場合や沈殿物がある場合は、水質管理課までお問い合
わせください。

※上下水道事業部で修理するのは、水道本管から最初の止水栓まで
です。なお、止水栓は1つの場合もあります。
※メーターと給水管の接続部から漏水している時は、パッキンの交
換を行いますので上下水道料金センター（266-8835）までご連絡
ください。

※受水槽や高置水槽は全て
のビルに設置されているわ
けではありません。

◆水道の水質検査について
　上下水道事業部では、水質検査計画を
策定して様々な検査を行っています。検
査計画や検査方法、検査結果についてお
知りになりたい場合は、ホームページを
ご覧いただくか、水質管理課までお問い
合わせください。
　また、ご家庭の水質が気になる場合も、
お気軽にお問い合わせください。

◆貯水槽水道の適切な管理をお願いします
　貯水槽水道は市の水道施設ではなく、建物所有者の
私有財産です。お客様（設置者又は施設管理者）の責
任において、適切に管理していただく必要があります。
☞次のことに気を付けてください。
・1年に1回定期的に清掃し、水質検査を行ってくだ
さい。

・貯水槽の状態や周囲の状況を定期的に点検してく
ださい。

・異常がある場合は、直ちに給水を停止し、利用者に
周知してください。

・貯水槽水道の管理についての詳細は、岐阜市保健所
生活衛生課（☎252-7195）へお問い合わせください。

Dr.すいどー
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水のこえ 第43号6

　　　  給水装置・排水設備の工事は指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店にご依頼ください。（平成30年4月1日現在）

■給水装置（配水管から自己の土地へ水道水を引き込む設備）又は排水設備（自己の土地から下水道へ下水を排除する設備）の
工事の取扱いは、法令等の要件を満たし、市が指定した下記の工事事業者・工事店に限られます。

■指定を受けていない工事事業者・工事店による工事は認められませんのでご注意ください。
地区（校区） 業　　者　　名 住　　　　　　所 電話番号 指定内容

岐 阜

小畑ポンプ工業（株） 矢島町2丁目62番地 058-265-7951 給水・排水
岐阜管工事（株） 上太田町2丁目17番地 058-262-9415 給水・排水
さとなか工業 忠節町3丁目南町12番地2 058-264-8653 給水・排水
三岐設備 忠節町4丁目3番地 058-265-3355 給水・排水

（株）トオヤマ 笹土居町27番地 058-265-2727 給水・排水

明 郷

川崎設備工業（株）岐阜支店 若宮町8丁目12番地 058-262-8181 給水
近藤設備工業 吾妻町2丁目7番地 058-251-9110 給水・排水
戸島工業（株） 本郷町5丁目16番地 058-251-1141 給水・排水
野々村ポンプ水道工事店 真砂町5丁目1番地 058-262-6472 給水・排水

（有）マルシン森建設 浪花町1丁目10番地 058-251-2495 給水・排水
梅 林（有）長谷川住建設備 岩栄町1丁目34番地の3 058-247-0958 給水・排水

白 山
尾関設備 竜田町5丁目36番地 058-263-3495 給水・排水

（有）つづき設備 元住町7番地 058-265-1819 給水・排水
安田（株）本店 鶴田町3丁目24番地 058-246-2131 給水・排水

木 之 元
（株）大山工業所 千手堂南町3丁目2 058-251-1245 給水・排水
（株）戸島設備 千手堂中町2丁目18番地1 058-251-1266 給水・排水

本 荘 巴産業（株） 大池町3番地の1 058-252-1275 給水・排水

日 野
（有）旭計器 日野東3丁目10番5号 058-263-3606 給水
木地光設備（有） 日野西1丁目5番1号 058-249-3630 給水・排水
シブヤパイピング工業（株）岐阜支店 日野北1丁目3番32号 058-248-6757 給水・排水

長 良
（有）電化のキョーエー 長良宮路町2丁目16番地 058-233-3433 給水
（株）松波水道ポンプ工業所 長良188番地の2 058-232-3171 給水・排水

長 良 西

川島工業（株） 八代3丁目3番2号 058-232-7558 給水・排水
（株）岐阜県浄化槽管理センター 福光南町20番20号 058-232-5628 給水・排水
（株）コマキ工業 万代町1丁目11番地の1 058-231-4443 給水・排水
中部漏水調査 八代1丁目16－3－103 058-213-9620 給水

長 良 東（株）早川設備工業 雄総桜町2丁目3番地 058-295-5606 給水・排水

島

（株）環境アセスメント 北島4丁目3番7号 058-295-0041 給水・排水
北川工業（株） 池ノ上町3丁目23番地 058-231-9074 給水・排水

（株）キタガワマルカネ 島栄町3丁目7番地 058-232-5415 給水・排水
振興設備工業（株） 池ノ上町1丁目50番地 058-231-9151 給水・排水

（有）堀 近島1丁目13番1号 058-271-2688 給水
山田ポンプ水道店 菅生1丁目5番13号 058-231-7653 給水・排水
株式会社　豊設備 西中島1丁目4番13号 058-295-6885 給水・排水

早 田

朝日設備工業（株） 早田栄町4丁目28番地 058-231-5411 給水・排水
加藤設備工業（株） 早田東町4丁目20番地 058-232-4848 給水・排水
田代工業(株) 早田本町4丁目11番地 058-232-0134 給水・排水

（有）丸重 美島町5丁目14番地 058-232-7198 排水
山本建設（株） 早田東町6丁目55番地 058-231-0611 排水

城 西
大隅工業 萱場北町1丁目54番地 058-233-2276 給水
小野設備工業 萱場南3丁目1番17号 058-295-2924 給水・排水

（株）山真設備 宮浦町15番地の2 058-233-3330 給水・排水

三 里

ウスイ住宅設備 六条大溝4丁目8－11　コーポ88　101号室 058-271-5888 給水・排水
岡田産業（株） 宇佐南4丁目17番地10号 058-272-3000 給水・排水

（有）加納設備 清本町7丁目13番地 058-272-0260 給水・排水
（株）クラシアン　岐阜支社 六条北3丁目20番地17 058-277-6273 給水・排水
（株）産建 清本町4丁目39番地 058-272-1675 給水
松南（株） 六条南3丁目6番9号 058-274-3224 給水・排水

（株）西武管商 宇佐南3丁目5番18号 058-268-6440 給水・排水
大東（株） 六条南3丁目14番1号 058-276-6116 給水・排水
中衛工業（株）岐阜支店 六条南3丁目6番9 058-274-8881 給水・排水

（有）辻設備工業所 宇佐2丁目6番5号 058-272-0248 給水・排水
原設備工業 清本町5丁目8番地の6 058-273-5244 給水

（株）ホンクメ 松原町17番地 058-272-1239 給水・排水
（有）日比清工業 六条大溝4丁目6番6号 058-275-3887 給水・排水
馬渕工務店 六条大溝1丁目15番12号 058-271-3445 給水・排水
三菱電機システムサービス(株)岐阜サービスステーション 宇佐3丁目14－18 058-275-0909 給水

鷺 山
（株）佐藤ポンプ 正木中3丁目4番地5号 058-296-5799 給水・排水
（株）沢田工業 正木中4丁目1番22号 058-233-6046 給水・排水
(有)ワールド電化 鷺山東1丁目12番24号 058-294-4578 給水

加 納
（有）松尾工業 加納舟田町49番地の1 058-271-9140 給水・排水
安田設備 加納東広江町20番地 058-272-1554 給水

加 納 西
水道センター（株） 加納永井町1丁目22番地の1 058-271-4868 給水

（株）山田商会岐阜支店 加納愛宕町38番地 058-271-6352 給水・排水

則 武

敦生管工業 則武中1丁目21番17号 058-294-4315 給水・排水
コジマ設備工業（株） 則武西1丁目6番3号 058-231-8875 給水・排水
三徳　株式会社 則武189番地1 058-233-4733 給水・排水

（株）ダイワテクノ 則武東2丁目18番38号 058-232-8543 給水・排水
高橋管工（株） 則武中3丁目1番6号 058-231-0983 給水・排水

（株）高橋建材 則武中2丁目3番2号 058-231-4804 給水・排水
野々村ポンプ工業（株） 則武中1丁目2番地の9 058-231-4352 給水・排水

常 磐

岐阜環境設備(株) 打越784－218 058-233-4757 排水
(株)　ＳＥＩＷＡ 上土居3丁目3番2号 058-233-5695 給水・排水
チーム・オオノ 打越432－5 058-216-0471 給水・排水
(有)パイピング河野 椿洞657番地の16 058-294-7447 給水・排水

長 森 南

小木曽設備工業（株）岐阜支店 高田6丁目3番7号 058-248-5721 給水・排水
Ｓ・Ａ・Ｎライフ（株） 高田3丁目9番6号 058-240-3024 給水・排水

（株）高木商会 切通8丁目1番33号 058-245-7370 給水・排水
にった設備 芋島4丁目14番1号 058-247-9727 給水
山本設備 細畑3丁目18番12 058-240-2013 給水・排水

長 森 北
（有）澤田重機 野一色6丁目8番14号 058-247-1700 排水
（株）水企画アイケン岐阜支店 野一色6丁目10番24号 058-248-7177 給水・排水

長 森 西

小川商会 北一色7丁目14－16 058-245-8457 給水・排水
（株）岐東設備 北一色5丁目13番14号 058-245-3521 給水・排水
（有）テクニカル水野 北一色4丁目14番31号 058-247-3728 給水・排水
日新設備工業（株） 北一色9丁目6番6号 058-245-6436 給水・排水

長 森 東
（株）エネックヨシダ 琴塚4丁目9番18号 058-248-4005 給水・排水
ゴトウ設備工業 水海道4丁目24番8号 058-248-2726 給水・排水
サンワ設備 天池2丁目5番11号 058-245-6627 給水・排水

地区（校区） 業　　者　　名 住　　　　　　所 電話番号 指定内容

長 森 東
高木工業(株) 天池1丁目7番9号 058-247-2856 給水・排水
まつしん 水海道1丁目13番12号 058-247-6964 給水・排水

木 田（株）フジタ管工 木田2丁目4番地の3 058-234-3785 給水・排水

岩 野 田

（株）桐山 岩崎3丁目2番地6 058-236-1030 給水・排水
（株）岐阜住器 三田洞東5丁目3番62号 058-237-6234 給水
（株）岐北冷機 岩崎999番地 058-237-7788 給水・排水
（有）河野水道工業 三田洞853番地の9 058-237-3130 給水・排水
丸万建設（株） 三田洞897番地 058-237-1106 排水

岩 野 田 北
（株）片桐住設機器 粟野東4丁目78番地 058-237-3102 給水・排水
高田設備工業（株） 粟野東1丁目19番地の2 058-237-3484 給水・排水
山和設工 粟野西5丁目653番地 058-237-4077 給水・排水

黒 野

川島設備 下鵜飼1596番地7 058-239-5013 給水・排水
建友設備 御望458番43 058-234-7222 給水・排水

（有）サクセス 御望2丁目60番地 058-234-1273 排水
（有）マルエ江崎住設 黒野南3丁目134番地 058-239-8061 給水・排水

方 県

オイダ工業所 安食字志良古26番地24 058-235-7852 給水・排水
（株）オネステック 安食字志良古26番地140 058-235-7933 給水・排水
（有）カワダ建設 村山1756番地 058-235-7225 給水・排水
（株）シンワ 石谷614番地の57 058-235-7411 給水・排水
（有）西口ポンプ水道工業所 石谷池田1351番地の1 058-238-8909 給水
牧野機工（株） 石谷963番地 058-235-7357 給水・排水
丸和 石谷502 058-238-8393 給水

茜 部

オーカワ工業 茜部辰新1丁目137番地 058-215-5767 給水・排水
河越設備 茜部辰新1丁目164番地 058-272-2983 給水・排水
協栄設備工業（株） 茜部中島1丁目62番地の2 058-271-2579 給水・排水
住宅プラス(株) 茜部本郷1丁目18番地2　シエル1A 058-214-7802 給水
中部日化サービス（株）岐阜支店 茜部大川1丁目94番地 058-273-8744 排水

鶉

（株）大石 東鶉5丁目33番地 058-274-6641 給水・排水
（有）かね由東邦住設 東鶉5丁目31番地 058-273-9686 給水・排水
（株）神田工業　岐阜支店 中鶉3丁目64番地1 058-277-5512 給水・排水
日野吉工業（株） 北鶉3丁目21番地 058-272-0721 給水・排水
堀政設備工業 東鶉4丁目30番地 058-273-1426 給水・排水
ユニオンテック（株） 中鶉1丁目30番1号 058-274-5361 給水・排水

西 郷（有）マテック 上西郷3丁目47番地 058-239-8366 給水

七 郷

（株）浅乃設備 東改田字再勝62番地1 058-214-4201 給水・排水
（有）江崎設備工業 西改田上の町120番地の13 058-239-6826 給水・排水
(有)岐阜西住宅設備 小西郷3丁目76番地 058-234-8567 給水・排水
佐藤設備 西改田字米野79番地3 058-239-5778 給水

（株）システムショップもり 川部6丁目57番地2 058-239-2815 給水・排水
（株）ナインズ 東改田字再勝58番地12 058-234-3280 給水・排水
（株）長屋設備工業所 川部5丁目3番地3 058-239-6959 給水・排水
林設備工業所 東改田字再勝313番地8 058-234-1771 給水
丸重設備工業（株） 西改田上の町35番地の3 058-239-5240 給水・排水
ムラナカ設備 上尻毛八幡70番地5 058-234-0682 給水・排水
(株)レゴリス 又丸702－1 058-214-3514 給水

市 橋

青井設備 下奈良1丁目21番8号 058-277-0305 給水・排水
木原設備工業所 市橋4丁目6番5号 058-274-3890 給水・排水

（株）茂喜工業所 西荘4丁目10番1号 058-253-8678 給水・排水
中日本産業(株） 薮田南5丁目13番4号 058-274-7789 給水
(株)ビルカン 下奈良3丁目6番6号 058-273-2782 給水
松村工業（株） 薮田東1丁目6番5号 058-271-3912 給水・排水
丸石（株） 須賀1丁目10番1号 058-271-1918 給水・排水
マルエイテクノサービス（株） 須賀1丁目5番地13 058-273-7321 給水・排水

（株）丸平工業 下奈良3丁目1番6号 058-252-1122 排水
村瀬ポンプ 薮田南4丁目5番22号 058-271-3782 給水

岩
丹羽水道（株） 岩田東3丁目147番地 058-243-1321 給水・排水
磐工業（株） 岩田坂3丁目2番3号 058-241-3850 給水

鏡 島 小野設備 鏡島1671番地1 058-253-9558 給水・排水

厚 見

愛岐産業（株） 東川手5丁目11番地 058-277-5171 排水
（有）アイテック 領下7丁目47番地2 058-215-9914 給水・排水
三共設備工業（株） 西川手8丁目30番地 058-271-0841 給水・排水
真野工業（株）岐阜支店 東明見町19番地 058-272-8156 給水・排水

芥 見
髙橋設備 芥見7丁目153番地 058-241-2673 給水・排水

（株）ダイシン 上芥見371番地 058-243-2170 給水・排水

藍 川

アイカワ電器産業社 向加野3丁目3番55号 058-243-2544 給水・排水
大田工業(株) 岩井3丁目16番16号 058-242-3025 給水・排水
(有）住建総合管理センター 岩井4丁目9番43号 058-243-5422 給水・排水
日進産業（有） 向加野3丁目6番11号 058-241-0247 給水
水野設備 加野1丁目50番5号 058-241-1355 給水・排水

芥 見 東
浅見組建材（株） 芥見東山2番18号 058-243-5454 給水・排水

（有）ガスショップナガイ 芥見南山3丁目6番17号 058-243-5475 給水

合 渡
タイホウ産業 河渡2丁目18番地 058-255-0561 給水・排水
トバナ産業（株）岐阜支店 西河渡2丁目67番地 058-251-8682 給水・排水
（有）和光工業 河渡1453番地2 058-252-4850 給水・排水

三 輪 南

岐阜地中線（有） 太郎丸中島72番地1 058-229-6840 排水
三戸工業 福富天神前224番地3 058-229-5565 給水・排水

（株）田中水道工事所 福富出口20番地 058-229-1221 給水
中部浄化サービス 石原1丁目119番地の2 058-229-3957 給水・排水
㈱ 北友水道設備 春近古市場南55番地10 058-229-6054 給水・排水

（有）水専 太郎丸中島183－3 058-229-3725 給水・排水
Noa住設 太郎丸中島305番地 058-229-3613 給水・排水
岐阜北建設(株） 茂地214番地 058-229-1300 排水

三 輪 北（株）渡辺工業 北野東519番地 058-229-1619 給水
網 代（株）野村水道 西秋沢2丁目288番地の1 058-239-9250 給水・排水

柳 津

伊藤水道工業 柳津町北塚5丁目54番地 058-387-3952 給水
家電フレンド　ツチヤ 柳津町東塚4丁目8番地1 058-388-3858 給水

（有）坂井田水道工業所 柳津町高桑4丁目118 058-279-2005 給水・排水
スイコウ 柳津町東塚2丁目35番地 058-322-8390 給水・排水

（有）萩野設備 柳津町下佐波3丁目126番地 058-279-0395 給水・排水



水のこえ 第43号 7

水のこえ

　　　  給水装置・排水設備の工事は指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店にご依頼ください。（平成30年4月1日現在）

■お客様がお住まいの地区にかかわらず、地区の内外の指定工事事業者・指定工事店を自由に選ぶことが可能です。
■この一覧表の内容については、随時変更が生じます。最新の内容は、岐阜市上下水道事業部ホームページにてご覧いただけま

す。
地区（校区） 業　　者　　名 住　　　　　　所 電話番号 指定内容

柳 津（有）廣瀬工務店 柳津町北塚1丁目23番地 058-388-3440 給水

大 垣 市

（有）アテックホーム 高屋町2丁目32番地2 0584-71-4655 給水・排水
大垣設備（株） 荒尾町1810番地の74 0584-91-1587 給水・排水
加納水道設備（株） 三津屋町2丁目56番地 0584-74-3912 給水・排水

（株）児玉建設 中野町2丁目66番地 0584-78-8777 給水・排水
（有）サンエコール 牧野町4丁目103番地11 0584-91-8618 給水・排水
城西設備 墨俣町墨俣525番地 0584-62-5549 給水・排水
新幸ホーム（株） 墨俣町墨俣1052番地の1 0584-62-6296 給水・排水

（株）大広商事 東前2丁目18番地の3 0584-74-8811 給水・排水
林工業（株） 馬場町2番地 0584-81-5316 給水・排水
豊和設備（株） 長松町1087番地の1 0584-91-1173 給水・排水
美濃工研（株） 本今4丁目136番地1 0584-89-5720 給水・排水
森川設備 外渕2丁目148番地9 0584-89-6704 給水・排水

（株）安田電機管工 新田町4丁目36番地 0584-89-6077 給水

関 市

石原設備 春里町3丁目1番5号 0575-23-0229 給水
（有）井上管工 武芸川町平311番地 0575-46-3163 給水・排水
（有）大野管工事 倉知138番地 0575-23-9202 給水・排水
（有）小澤設備工業 上白金943番地の6 0575-28-2080 給水・排水
三和住宅設備（株） 倉知3027番地の1 0575-24-0885 給水・排水

（有）荘加工業 美和町3番地 0575-25-0341 給水
（有）シンエイ設備 倉知4418番地の1 0575-22-4817 給水・排水
杉岡設備 市平賀580－1 0575-23-6135 給水・排水
セイショウ（株） 武芸川町高野上江尻145番地の3 0575-46-2798 給水

（株）長沼水道工業所 本町4丁目7番地 0575-22-0205 給水・排水
(有)西部設備 中之保3668番地1 0575-49-3036 給水・排水

（有）波多野設備 東町1丁目5番2号 0575-22-6765 給水・排水
（有）早川水道工業 明生町5丁目1番6号 0575-22-2895 給水・排水
（株）堀内工業 下白金364番地1 0575-28-2880 給水・排水
（有）マスヤ設備工業 中之保4468番地の2 0575-49-3026 給水・排水
（有）丸長設備工業 上白金1159番地の1 0575-28-3243 給水・排水
（株）山朋 小瀬380番地1 0575-23-8139 給水・排水

美 濃 市

(有)角マン 殿町54番地 0575-35-1208 給水・排水
（株）光秀 2714番地9 0575-46-9350 給水・排水
（有）光秀工業　美濃支店 常盤町1789番地1 0575-35-3434 給水・排水
後藤水道（株） 蕨生3173番地の6 0575-34-0586 給水・排水

（株）長沼工務店 大矢田662番地1 0575-35-1288 給水
(株)美装 さくらヶ丘1丁目1番11号 0575-35-1191 給水・排水
MUTOH 乙狩880－2 0575-37-2833 給水・排水

羽 島 市

（株）浅川設備 小熊町外粟野2丁目53 058-391-0517 給水・排水
イワタニ東海（株）羽島支店 新生町1－15 058-392-1231 給水・排水

（株）奥田工業 江吉良町1028番地 058-392-7215 給水・排水
（株）川瀬組 小熊町4丁目595番地 058-392-1212 排水
（株）北川工務店 正木町須賀小松459番地 058-392-5035 給水・排水
ギフテック（株） 小熊町島1丁目2番地の1 058-391-4193 給水

（有）荘川設備 正木町曲利909番地の3 058-391-6297 給水・排水
昭和建設（株） 竹鼻町狐穴1374番地 058-392-7778 排水
大金建設（株） 足近町5丁目446番 058-392-4471 給水

（株）天王設備工業 小熊町天王1丁目55番地 058-392-6372 給水・排水
（株）野村住設 竹鼻町狐穴1068番地 058-392-4655 給水・排水
マルヒコ（株） 足近町市場12番地 058-391-3319 給水・排水
丸和住設 福寿町平方172番地の1 058-398-4722 給水・排水

美 濃 加 茂 市

（株）和泉 加茂野町加茂野191番地の1 0574-28-5411 給水・排水
（株）マルタ管工 加茂野町加茂野711番地8 0574-25-0128 給水
マルワ（株） 牧野2875番地 0574-24-1650 給水・排水

（有）米田住宅設備 下米田町西脇546番地 0574-25-5146 給水・排水
土 岐 市（有）葵設備工業 土岐津町土岐口1372番地の43 0572-54-6161 給水・排水

各 務 原 市

アイクリーン 蘇原寺島町2丁目100番地 058-371-6674 給水・排水
浅野水道 鵜沼羽場町1丁目248番地 058-384-4573 給水・排水
IMAO設備 那加日吉町2丁目18番地 058-371-6858 給水・排水
岩井設備工業 那加雄飛ヶ丘町17－12 058-382-2930 給水・排水
ウツダ設備 蘇原熊田町2丁目71番地 058-389-3645 給水・排水
大野設備工業 小佐野町7丁目290番地 058-382-6698 給水・排水
奥村設備 那加雄飛ヶ丘町6番地23 058-382-5564 給水・排水
改真工業　(株) 大野町7丁目128－1 058-372-6500 給水・排水
加藤管工 大佐野町3丁目167番地 058-383-7940 給水・排水
木野村（株） 那加信長町1丁目95番地 058-383-3711 給水
岐阜県JAビジネスサポート（株） 各務山の前町2丁目352番地 058-370-6000 給水
鈴健設備 蘇原申子町2丁目57－1 058-383-2117 給水・排水

（有）中央設備商会 蘇原瑞穂町4丁目8番地の2 058-382-6201 給水・排水
（有）東海エアコン設備センター 蘇原新栄町1丁目79の3 058-382-8433 給水・排水
（株）永田設備 川島笠田町261番地の5 0586-89-3600 給水・排水
（株）長谷川設備 大野町4丁目72番地 058-383-8735 給水・排水
（株）フルタ 下中屋町2丁目55番1 058-371-1088 給水・排水
丸共管工（株） 那加前洞新町4丁目89番地 058-383-4336 給水・排水
マルヒロ工業（有） 蘇原野口町5丁目30番地 058-389-4671 給水・排水
山喜工業 那加不動丘2丁目76 058-382-7347 給水・排水

可 児 市
岡本設備 広見1619番地6 0574-63-3443 給水・排水

（株）東濃設備 今2280番地の2 0574-65-4673 給水・排水

山 県 市

（株）カワダ工業 西深瀬2329番地 0581-22-2376 給水・排水
（株）三建エンジニアリング 梅原2902番地5 0581-22-6331 給水・排水
住設　やまだ 伊佐美1081番地 0581-27-3625 給水・排水

（有）杉山産業 東深瀬2442番地の9 0581-22-2022 排水
（有）清門 岩佐622番地の4 0581-52-1719 給水・排水
玉井土木（株） 伊佐美324番地の1 0581-27-2504 給水・排水

（有）土井水道 梅原1840番地の5 0581-22-3864 給水・排水
名知管工 高木580番地7 0581-27-3480 給水
服部工業（有） 赤尾754－3 0581-27-3663 給水
松波ポンプ工事店 高富1167番地の2 0581-22-3724 給水・排水
美山水道工業 谷合1176番地 0581-55-2109 給水・排水

地区（校区） 業　　者　　名 住　　　　　　所 電話番号 指定内容

山 県 市
モリタ（株） 高木92－1 0581-32-9900 給水・排水

（株）吉田住設 中洞446番地の2 0581-52-2038 給水・排水

瑞 穂 市

浅野設備工業 本田1552－19 058-326-5172 給水
（株）今北　岐阜営業所 別府2261－5 058-326-3484 給水
（株）三愛 本田1552－101 058-327-5823 給水
積和建設中部（株）　岐阜支店 野白新田85番地3 058-326-6996 給水

（株）高田無線住設 呂久1061番地 0584-81-6951 給水
高松設備工業（株） 十八条140番地3 058-322-3935 給水・排水
服部設備 稲里434－6 058-326-6631 給水・排水

（株）不二産業 本田735 058-326-3427 給水・排水
（有）松野住設 穂積2270－2 058-326-3658 給水
光来組 田之上829番地1 058-328-2799 給水

（有）ヤトウ設備 牛牧458番地1 058-327-8536 給水

本 巣 市

愛河設備（株） 北野267番地 058-324-0904 給水・排水
（株）岐西建設 浅木3番地31 058-323-0015 給水・排水
（有）新生設備 政田字溝口1378番地 058-323-7511 給水・排水
瀬古水道（株） 上保1141－2 058-323-5227 給水・排水

（有）髙橋設備 早野195番地2 058-324-2448 給水・排水
（株）日創 温井97－1 058-324-8071 給水
（株）堀部工務店 仏生寺640番地1 058-324-4166 排水
（有）マルイチ設備工業 数屋209番地の5 058-324-9533 給水
（有）ムトウ建工 数屋496番地1 058-323-8161 給水・排水
(有）吉田商店 十四条588番地 058-324-4826 給水・排水

郡 上 市
（株）白滝工業 八幡町旭304番地 0575-67-0289 給水・排水
（有）タナカ設備 白鳥町中津屋447番地6 0575-82-2099 給水・排水
（有）藤岡水道 八幡町相生714番地の2 0575-63-2869 給水・排水

下 呂 市
（有）早川水道 乗政885番地 0576-26-2688 給水・排水
（有）馬瀬水道 馬瀬中切1402番地 0576-47-2607 給水・排水

羽 島 郡

岐 南 町

（有）一原設備 若宮地2丁目94番地 058-247-5340 給水・排水
三起建設（有） 八剣北6丁目30番地 058-248-0773 給水・排水
水道メンテナンス・ぎふ 徳田西1丁目172番地 058-277-4399 給水
タカハシ住設 八剣北7丁目139番地 058-247-8335 給水・排水

（有）ハヤカワ 平島3丁目64番地 058-247-6807 給水・排水
名岐水道（株） 伏屋9丁目70番地 058-240-3800 給水・排水

笠 松 町

（株）加藤商店 東陽町12番地の4 058-387-2740 給水
近藤設備（株） 田代874番地 058-387-0777 給水・排水

（株）サンセキ 門間997番地 058-388-1462 給水・排水
（株）清水 円城寺1341番地 058-387-3765 給水・排水
西垣ポンプ設備（株） 美笠通3丁目12番地の1 058-388-3771 給水・排水

（有）マル岐　加藤工業 門間343番地の1 058-387-7569 給水・排水

養 老 郡 養 老 町
（有）中川設備工業 宇田335番地 0584-34-1296 給水・排水
（株）養老 養老434番地 0584-34-0766 排水

不 破 郡 垂 井 町 近藤工業（有） 地蔵2丁目59番地 0584-22-5653 給水・排水

安 八 郡

神 戸 町
中屋 大字神戸451番地 0584-27-2333 給水

（株）安田管工事 大字西座倉347番地の2 0585-35-2600 給水・排水

輪之内町
（有）小塚工業 四郷2258番地 0584-69-3601 給水・排水
輪之山設備 楡俣新田427 0584-69-2857 給水

（株）加納水道設備 楡俣新田665番地 0584-69-2171 給水

安 八 町
（有）結水道 西結1054番地 0584-62-5186 給水・排水
安八工業所 中1498番地 0584-64-2263 給水・排水

揖 斐 郡
大 野 町

(有)ウイング 桜大門610番地12 0585-32-1140 給水・排水
（株）遠藤設備工業 大字黒野1093番地の3 0585-32-0214 給水・排水
（株）サンアール 大字公郷2549番地1 0585-36-0625 給水・排水
サンエス住宅設備 大野936－15 0585-34-2938 給水・排水
箕浦設備工業（株） 黒野808番地の2 0585-34-1215 給水・排水

池 田 町（株）マツオカ 池野446番地の7 0585-45-2164 給水・排水

本 巣 郡 北 方 町

（株）アルテック 曲路3丁目1番地 058-324-0084 給水・排水
MTテック 高屋伊勢田2丁目61番地の1 058-372-6593 給水・排水
北方ポンプ工業（株） 北方153番地の1 058-324-1014 給水・排水

（有）篠原住設 高屋104番地の14 058-324-3545 給水・排水
髙井建設（株） 加茂472番地の1 058-324-0073 給水・排水

（有）豊田商店 高屋太子2丁目50 058-324-1019 給水・排水
成田設備 高屋条里2丁目41番地の10 058-323-3475 給水・排水

（有）中村ポンプ工業 北方1702番地の9 058-324-0535 給水・排水
（有）西垣設備 高屋白木2丁目41 058-324-2455 給水・排水
ユパック設備システム（株） 高屋1133番地5 058-324-2522 給水

加 茂 郡
富 加 町（株）梅田 高畑599番地の5 0574-54-2367 給水・排水
白 川 町（株）フジイ設備 黒川2330番地の6 0574-77-1694 給水・排水
川 辺 町（有）藤井浴槽設備 福島205番地5 0574-53-6829 給水・排水

愛 知 県

名古屋市
（株）オーケテック 北区清水3丁目15番18号 052-325-3307 給水
ジャパンベストレスキューシステム（株） 中区錦1丁目10番20号　アーバンネット伏見ビル5F 052-212-9900 給水

（株）レクト　名古屋支店 名古屋市熱田区八番1丁目4－11 052-684-9325 給水

一 宮 市
(株)　Genuine－Plus． 奥町字宮東65番地7 0586-61-6550 給水
中部設備 木曽川町大字玉ノ井字四ッ辻東1番地 0586-84-1333 給水

春日井市 丸水設備（株） 鳥居松町7丁目53番地 0568-81-2428 給水
愛 西 市（株）タツダ 戸倉町中屋敷39番地の2 0567-28-3332 給水
あ ま 市（株）アクアテクノス 篠田虱掛2番地8 052-503-1131 給水
犬 山 市 (株)イトウ 羽黒栄4丁目3番地1 0568-65-7208 給水
みよし市（株）増岡水道設備 打越町上屋敷40番地36 0561-34-3143 給水

大 阪 府 大 阪 市
（株）イースマイル 浪速区敷津東3－7－10 06-6631-7449 給水
（株）シンエイ 中央区谷町2丁目4－3　アイエスビル9F 06-6944-7797 給水
(株)西日本設備 北区東天満1丁目6－8　ラシーヌ東天満902号 06-4801-9971 給水

京 都 府 京 都 市
安全管理（株） 山科区大宅細田町110番地の2 075-582-1520 給水
(株）アクセス 南区上鳥羽岩ノ本町82番地2 075-682-2607 給水

埼 玉 県 上 尾 市 (株）ナカヤマ 泉台3丁目4番4号 048-789-3033 給水
東 京 都 港 区 ヴェオリア・ジェネッツ（株） 海岸3丁目20番20号　ヨコソーレインボータワー 03-6858-3300 給水
広 島 県 広 島 市 (株)アクアライン 中区上八丁堀8番8号　第1ウエノビル6F 082-502-6644 給水
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開庁時間

営業時間

使用水量・使用料金について
転出入時における上下水道の手続 � ☎266-8835　FAX269-3909

平日　　　　　午前8時30分〜午後7時30分
日曜日、祝日　午前9時00分〜午後5時00分

窓 口 の ご 案 内

「ＪＡぎふ」の資材販売店舗（15店舗）にて取扱い中
※詳細はホームページをご覧ください

平日　午前8時45分〜午後5時30分
※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までは閉庁日です。ただし、道路で漏水を発見された場合や
下水の詰まり処理など緊急を要する場合は、維持管理課（☎259-7788）へご連絡ください。

道路で漏水を発見したとき� ☎259-7788 維持管理課
水道・下水料金について� ☎259-7516 営業課�料金・徴収係
助成金・融資あっ旋について� ☎259-7520 営業課�負担金・普及係
下水道事業受益者負担金について� ☎259-7520 営業課�負担金・普及係
家庭の水道、下水道の施工について� ☎259-7519 営業課�審査係、指導係
井戸水メーターについて� ☎259-7518 営業課�計測係
水道の本管工事について� ☎259-7513 上水道事業課
下水道の本管工事について� ☎259-7514 下水道事業課
水源地・配水池・下水処理場の工事について� ☎259-7515 施設課
水道水の水質相談� ☎259-7521 水質管理課�水道検査係

 岐阜市上下水道料金センター　　岐阜市明徳町10番地 杉山ビル1階

 岐阜市上下水道事業部 岐阜市祈年町4丁目1番地　☎259-7878（代表）　FAX259-7522

　ホームページURL　　http://www.city.gifu.lg.jp/water/

下水処理の過程で回収した希少資源である「りん」
を、肥料「岐阜の大地」として販売しています。
水稲・野菜・果樹に使用でき、好評です。家庭菜
園などでの作物育成に、ぜひご利用ください。

　岐阜市の水道水のおいしさや観光のＰＲを目的に、長良川に育まれた水道原水を
500mlのペットボトルに詰めた「清流　長良川の雫（しずく）」を製造しています。下記
の施設で販売していますので、お土産や災害時の備蓄用にぜひご利用ください。

・岐阜市では、より適正な下水料金算定を行うため、井戸水メーターの取付けを進めています。
・下水道へ井戸水を放流されている利用者の方で、井戸水メーターを設置されていない方に、

郵送、訪問等でご案内させていただく場合があります。
・設置の際は、標準的な工事の範囲で、岐阜市が費用を負担します。
・マンション、アパートなどの集合住宅にも各部屋に井戸水メーターを設置することができま

す（建物所有者（大家）の方からの申請に限ります。）。

・井戸水メーターを設置されていないお客様は、井戸水放流量認定基準に基づき下水料金の算定を行っていますので、世帯
人数や利用用途に変更があった場合は、上下水道料金センターへご連絡ください。

・また、井戸水ポンプを撤去されたり、散水のみにされるなど、井戸水を下水道へ放流されなくなった場合も、上下水道料
金センターへご連絡ください。

問合せ先　施設課　☎259-7515

問合せ先　上下水道事業政策課　庶務係　☎259-7878

問合せ先　上下水道料金センター　☎266-8835

問合せ先　営業課　計測係　☎259-7518

「岐阜の大地」の特徴
◆主要成分はリン酸カルシウム
◆無臭　　　
◆作物にゆっくりと持続的に吸収
◆発芽から収穫まで効果が持続
◆雨で流出しにくいため、川や海の環境に優しい
◆アルカリ性の肥料で酸性土壌の改良に効果
※使用には、チッソ・カリの施肥が別途必要です。

引用：水道ＰＲパッケージ（水道事業に関する記事の図・イラストの一部）

土曜日  午前9時00分〜午後5時30分
※12月29日から1月3日までは休業日です。

ペットボトル水「清流 長良川の雫」を販売中です。

井戸水メーターを設置しましょう。

環境にやさしい「りん酸肥料『岐阜の大地』」を使用してみませんか？

〈
販
売
施
設
〉

岐阜市役所地下売店 ☎265-4141
柳ケ瀬あい愛ステーション ☎216-0371
長良川うかいミュージアム ☎210-1555
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