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工事事業者名 電話番号 所在地
㈱長内水源工業 684-2661 滝沢市鵜飼笹森
㈲スイケン工業 687-5059 滝沢市鵜飼鬼越
岩崎工業 684-2836 滝沢市鵜飼上山
㈱近藤設備 656-7660 滝沢市鵜飼石留
㈲大幸エンジニアリング 684-3109 滝沢市鵜飼石留
アストモスリテイリング㈱盛岡営業所 681-7572 滝沢市鵜飼石留
㈱さくらエンタープライズ 601-5576 滝沢市下鵜飼
岩手パイプ設備 647-6135 滝沢市穴口
㈱畠山設備工業 684-1090 滝沢市室小路
丸片機水工業㈱ 699-1191 滝沢市土沢
㈲アクアメンテナンス 699-1770 滝沢市土沢
㈲菅原建設 684-3443 滝沢市牧野林
栄伸産業 681-6181 滝沢市根堀坂
アイテック㈱ 688-7276 滝沢市後

工事事業者名 電話番号 所在地
シーエル工業㈱ 641-2684 盛岡市みたけ三丁目
㈲瀬田燃料店 641-2364 盛岡市みたけ三丁目
㈱双葉設備アンドサービス 641-2281 盛岡市みたけ三丁目
ウチノ建設㈱ 641-8852 盛岡市みたけ四丁目
富士水工業㈱ 641-2241 盛岡市みたけ五丁目
㈲燦ケミカル 648-1675 盛岡市みたけ六丁目
山王水道工事㈲ 643-6102 盛岡市みたけ六丁目
㈲伸栄設備 645-1320 盛岡市厨川二丁目
㈲清水畑建設 641-8372 盛岡市厨川五丁目
㈱メイクホーム 646-4952 盛岡市上堂一丁目
㈲浜名設備 641-0251 盛岡市上堂三丁目
Ｊ・ウォーター㈱ 646-9511 盛岡市上堂三丁目
㈱よつばテクノ 646-5110 盛岡市上堂三丁目
㈱畑村設備 681-4857 盛岡市上堂三丁目
㈱盛福水道工業 647-3286 盛岡市中堤町
㈲北陵設備工業 645-1170 盛岡市中堤町
㈱テクノジャパンサービス 656-7621 盛岡市黒石野一丁目
㈱東北ターボ工業 673-8211 盛岡市下太田田中
㈱上の島 658-1100 盛岡市下太田下川原
樋下建設㈱ 659-2277 盛岡市下太田下川原
㈱杜陵工業 656-2500 盛岡市上太田三枚橋
㈱滝沢工業 659-1122 盛岡市上太田田中留
㈱ＫＲ住建 601-2850 盛岡市山岸二丁目
㈲幸和住設 681-6127 盛岡市山岸四丁目
㈲岩手向陽設備 661-6040 盛岡市山岸四丁目
㈲オザワ工業 661-4850 盛岡市山岸字外山岸
㈲北山水道工業所 661-1511 盛岡市三ツ割三丁目
㈲三和水道工業所 624-6266 盛岡市本町通一丁目

工事事業者名 電話番号 所在地
熊谷設備 638-1080 盛岡市三本柳２３地割
㈱都南建設 637-1455 盛岡市三本柳２３地割
㈲三星住設 639-6670 盛岡市三本柳４地割
盛岡ガス工業㈱ 638-6144 盛岡市東見前７地割
見前設備 639-1225 盛岡市東見前７地割
㈱イークス 601-9750 盛岡市永井１７地割
東杜技研㈱ 637-9601 盛岡市津志田１５地割
積和建設東北㈱ 638-1222 盛岡市津志田中央二丁目
㈲サン住設 637-2861 盛岡市津志田中央三丁目
㈲高橋設備工業 682-0077 盛岡市好摩
㈲好摩水道工業 682-0173 盛岡市好摩
アクアテック 681-3231 雫石町黒沢川
㈲ワガワ水道工業 692-5521 雫石町上町東
㈲中孫商店 692-2369 雫石町上町東
㈱工藤設備 0195-76-2483 八幡平市大更
㈱高建工業 0195-76-2730 八幡平市大更
西根水道工業所 0195-76-2741 八幡平市大更
㈲工藤管工 0195-76-2249 八幡平市田頭
㈲佐々長水道 0195-76-2258 八幡平市田頭
泉金物産㈱ 656-9095 矢巾町流通センター南
㈱リフォームサービス岩手 637-2003 矢巾町流通センター南
㈲昆組 697-6058 矢巾町高田
㈱水清建設 697-2318 矢巾町西徳田
㈲高松工業 698-1770 矢巾町又兵エ新田
㈱富岡鉄工所 672-2303 紫波町桜町字下川原
㈲中居建設 0195-62-3814 岩手町沼宮内
㈱ライフ花北 0197-71-7610 北上市和賀町藤根
内田工事㈱ 0197-64-7213 北上市孫屋敷
㈱岩手プランバー 0194-72-3350 久慈市山形町日野沢
㈱アクアライン 082-502-6644 広島市中区上八丁掘

災害発生時の避難所開設時に、臨時の給水所となる場所です。
ただし、災害の規模によっては、給水所が集約または増設されることもあります。
ホームページや広報無線の情報にご注意ください。

地区名
一本木
柳沢
川前
巣子
元村
姥屋敷
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大釜
小岩井

名称／略称

工事事業者名 電話番号 所在地
㈲アメニティーサービス 687-1030 滝沢市高屋敷
㈱アートプランバー 681-7398 滝沢市高屋敷
ロック工業㈱ 688-3374 滝沢市巣子
㈲熊谷工業 688-2059 滝沢市巣子
中水設備 688-2578 滝沢市巣子
㈲横沢機設工業 688-5094 滝沢市巣子
㈲カマタ・トッキ 641-3767 滝沢市巣子
水道屋㈱ 688-2592 滝沢市巣子
エムテック㈱ 688-0050 滝沢市葉の木沢山
㈲ヒラタ設備 688-3262 滝沢市葉の木沢山
パイプラインフジサワ 688-0121 滝沢市葉の木沢山
㈲早坂設備工業 688-4462 滝沢市大崎
佐々木設備 688-3469 滝沢市柳沢
藤テクニック 080-1677-2218 滝沢市大沢上鶴子

工事事業者名 電話番号 所在地
アイアイ・トータルメンテナンス㈲ 654-1229 盛岡市前九年一丁目
㈱クラシアン 645-8711 盛岡市前九年二丁目
㈱ホーム建設 648-3862 盛岡市前九年三丁目
アクア工業㈱ 647-2775 盛岡市西青山二丁目
北東北設備㈲ 645-3855 盛岡市西青山三丁目
㈲佐々木住設 645-0698 盛岡市青山一丁目
㈱小林水道土木工業所 647-0419 盛岡市北天昌寺町
㈲北斗水道工業所 647-1168 盛岡市天昌寺町
㈱高設 645-4286 盛岡市上厨川横長根
㈱内澤建設 646-4283 盛岡市上厨川野子
㈲外山工務店 662-1633 盛岡市上田宇登坂長根
㈱姫神設備工業 661-8356 盛岡市上田岩脇
ホーミーサービス 663-0162 盛岡市小鳥沢二丁目
㈱クレス 661-7221 盛岡市西松園一丁目
㈱小澤設備 601-9720 盛岡市東松園一丁目
㈲新世水機工業 661-5200 盛岡市東松園三丁目
三水水道工業㈱ 662-9059 盛岡市松園一丁目
㈲エコシステム 663-8663 盛岡市緑ヶ丘四丁目
㈱アクード 656-3515 盛岡市猪去的場
㈲照井ポンプ 622-0808 盛岡市城西町
㈱山與 653-1221 盛岡市城西町
㈱トライス 604-7511 盛岡市盛岡駅西通二丁目
㈲設備ポート 654-3208 盛岡市東桜山
㈱山崎組 652-3088 盛岡市加賀野三丁目
㈱シリウス 604-1080 盛岡市東安庭ニ丁目
菱和設備㈱ 654-2602 盛岡市東安庭二丁目
㈱田中組 624-4509 盛岡市住吉町
㈲長沢燃料店 652-1717 盛岡市茶畑

工事事業者名 電話番号 所在地
㈲中野設備工業所 605-7660 盛岡市湯沢５地割
浅沼地下水 636-4812 盛岡市向中野字道明
㈱ソークテクノ 614-2511 盛岡市下飯岡１４地割
中亀建設㈱ 636-0223 盛岡市向中野五丁目
藤沢設備 636-3191 盛岡市東仙北二丁目
旭管工㈱ 636-0711 盛岡市南仙北一丁目
斉藤設備 635-7208 盛岡市本宮六丁目
岩手日化サービス㈱ 696-5611 盛岡市黒川２２地割
佐々兼工業㈲ 614-9360 盛岡市羽場１０地割
ＡＣサカモト㈱ 683-2957 盛岡市川崎

㈱ケーエヌ工業 692-5051 雫石町柿木
㈱中村建設 691-1100 雫石町下曽根田
㈲丸水工業 692-5456 雫石町名子
ヒロ工業 0195-75-0630 八幡平市田頭
㈱工藤工務店 0195-74-4338 八幡平市平舘
㈲小山田燃料 0195-72-2350 八幡平市荒屋新町
㈲竹畑水道土木 0195-72-5687 八幡平市細野

㈱水本 697-3141 矢巾町南矢幅
信幸プロテック㈱ 697-7200 矢巾町広宮沢
㈲佐々国工業 637-4732 矢巾町広宮沢
タカヨ建設㈱ 697-2245 矢巾町下矢次
くみあい鉄建工業㈱ 697-2845 矢巾町下矢次

㈲田村水道 0195-62-3107 岩手町一方井
㈲斎藤設備 0193-86-3373 山田町豊間根
アクア設備㈱ 0178-72-1500 八戸市沼館
ミナミ水道㈱ 018-847-4525 秋田市飯島緑丘町
㈱サンライフ 0197-51-2290 奥州市水沢字田小路

応急給水箇所一覧表

一本木地区コミュニティセンター、一本木小学校      
北部コミュニティセンター、柳沢地区コミュニティセンター      
東部体育館、滝沢東小学校、滝沢第二小学校      
葉の木沢山活動センター      
ふるさと交流館、滝沢小学校、北陵中学校、月が丘小学校      
姥屋敷小中学校      
総合公園体育館、滝沢南中学校、鵜飼小学校      
篠木小学校      
勤労者体育センター、大釜地区コミュニティセンター      
小岩井地区コミュニティセンター      




