
　水道管等の凍結にご注意ください

　日頃は、小浜市の上下水道をご利用いただき、誠にありがとうございます。

　さて、毎年、１２月以降、最低気温が氷点下になると予想される時期は、寒さの影響で水道管の水が凍って出なくなったり、水道管が破裂する事故が

　起こることがあります。

凍結を防ぐには？
　凍結の防止には、保温が一番です。（外気にさらさない！！）

　敷地内に設置されている水道メーターボックス内および屋外に露出している水道管の保温には、発泡スチロール・新聞紙を敷き詰めたり市販の

　保温チューブ・タオルを巻くことが効果的です。（ホームセンターなどで販売しています。）

◎水道メーターボックス ◎露出管 ◎止水栓

　　　※元栓＝止水栓です。 ※露出している管（蛇口部分含）は全部巻いてください。

凍結や破損の応急処置は？
　　凍結により水が出なくなっても、日中気温が上昇してくれば水は元どおり出るようになりますが、早急に水が必要な場合はドライヤーで温め

　たり、水道管にタオルをかけ、その上からぬるま湯をゆっくりかけて溶かす方法もあります。決して熱湯をかけないでください。水道管が破裂

　します。十分注意してください。水道管が破裂したときは、水道メーターボックス内の止水栓を閉め、上下水道課へご連絡ください。（裏面詳細）

　　水道管が破裂し、止水栓を閉めた後、破裂した箇所が特定できた場合、破裂した部分をタオルで巻き付ける処置をお願いいたします。

　※メーターボックスと止水栓が離れている場合があります。止水栓の場所が分からない場合は上下水道課までご連絡ください。

　　

問合せ先：小浜市上下水道課　０７７０－６４－６０２９
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　漏水は、はじめのうちはわずかでも、日ごとに多くなり、貴重な水が無駄になるばかりでなく

料金も高額になります。

（お客様修繕区分）（市修繕区分）

給水装置の修繕区分

漏水の修繕はお早めに！

水道メーターで宅内側の漏水を発見する方法

　水道メーターから宅内側の蛇口を全部閉めて、水道メーターのパイロット部分を確認して
みてください。

水道を使っていない状態で
パイロットが…

回転している 回転していない

漏水の疑いなし

定期的に点検をお願いします。

漏水の疑いあり

水道メーターから宅内側の蛇口までの間で漏水し

ている可能性があります。

小浜市給水装置指定工事店（裏面）へご連絡くだ

さい。

水道メーターのパイロットの確認方法および
漏水していた場合の対応は右面をご覧ください

水道メーターから宅内側の蛇口まで

の間での漏水はお客様のご負担で修繕

を行っていただきます。

修繕の依頼は、小浜市給水装置指定

工事店（裏面）へご連絡ください。

配水管から水道メーターまでの間で

の漏水については、小浜市の負担で修

繕を行います。

修繕の依頼は、小浜市役所上下水道

課へご連絡ください。



図1

図2（止水栓キー不用タイプ）

図2（止水栓キー使用タイプ）

※上記以外のタイプの給水装置の場合は下記までご連絡ください。

水道メーターパイロット確認方法

※メーターボックスと止水栓が離れている場合もあります。

　止水栓は右回りで閉まります。開けるときは、左回りです。

p

漏水確認手順

１．敷地内すべての蛇口を閉める

２．メーターボックスを開ける

３．パイロットが回っているか確認（下記図１）

４．パイロットが回っていたら、（下記図２）参考に、止水栓を止めて小浜市給水装

置指定工事店（裏面）へ連絡する。
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小浜市給水装置指定工事店一覧表

地　区 名　称 所　在　地 電話番号 地　区 名　称 所　在　地 電話番号

共栄工業㈱ 小浜市駅前町15-3 52-1075 東設備 おおい町名田庄小倉畑7-23 67-2791

さかえ工業 小浜市駅前町15-10 52-2250 ㈲堂脇鉄建 おおい町名田庄久坂1-10 67-2275

㈱ヒライ 小浜市小浜清滝78-2 52-0038 ㈱時岡組 おおい町本郷117-21-1 77-0008

㈲松井兄弟社 小浜市川崎2丁目3-2 52-0349 早川住設 おおい町名田庄三重37-1-3 67-2544

㈲三国設備 小浜市小浜神田10-2 53-1164 富士良建設㈱ おおい町名田庄小倉20-10 67-2825

あさみ設備 小浜市山手1丁目4-26 52-4608 ㈱ハナマル設備 おおい町万願寺4-10 77-2287

㈲住宅設備佐々木 小浜市一番町4-23 53-2032 ㈲若洲産業 おおい町野尻25-5-3 77-2550

㈱藤本建設 小浜市南川町17-1-2 52-1388 赤嶋設備 高浜町南団地1丁目3-5 72-3883

村松設備 小浜市雲浜一丁目5-37 52-3750 ㈲池上商店 高浜町宮崎44-39 72-1333

森下建材㈲ 小浜市千種一丁目3-26 53-2643 OYプランニング 高浜町小和田67-4-3 72-4865

㈲野村電気商会 小浜市湊9-6 52-0587 時岡設備 高浜町宮崎88-14-6 72-2433

MOCOプランズ 小浜市下竹原2-13 53-2339 ㈱冨洋 高浜町岩神15-19-1 72-3300

薮本設備 小浜市下竹原1-14 52-3808 ㈲村田住宅設備 高浜町関屋72-14-1 72-1033

イワタニ北陸㈱若狭営業所 小浜市甲ヶ崎1-5-1 52-0860 村松住設 高浜町上車持18-14 72-3454

浜伊商店 小浜市田烏36-25 54-3143 山惣ホーム㈱ 高浜町中山50-22-5 72-5677

ライフスタイル宮川 小浜市阿納尻47-11 52-6237 ㈱和田電気設備 高浜町和田125-9 72-0559

大谷設備 小浜市高塚7-7-6 56-1462 ㈱金吾設備 美浜町河原市21-20 0770-32-0100

小矢設備 小浜市高塚18-34 56-2574 ㈲宮川住設 美浜町佐田57-37 0770-38-1512

西村設備 小浜市高塚1-65-23 56-5052 江口設備㈲ 敦賀市井川16-6-6 0770-23-0961

宮川 ㈱直組 小浜市加茂15-39 57-1321 ㈱サンワ設備 敦賀市和久野27-2 0770-23-3255

赤﨑設備 小浜市竜前26-48 56-1610 ㈱サン設備 敦賀市元町16-19 0770-22-0012

小倉金物鉄工所 小浜市遠敷63-3 56-1124 ㈲中央設備 敦賀市山泉5-3-2 0770-23-5502

三島設備 小浜市遠敷10丁目501 56-3423 ㈱桶武製作所 敦賀市昭和町1丁目9-17 0770-22-1597

㈲橋本設備商会 小浜市遠敷3丁目205-10 56-1706 港工業㈱ 敦賀市野神43-10 0770-23-6610

やまだ住設 小浜市神宮寺28 56-0778 ミノルエンジニアリング㈱ 敦賀市昭和町1丁目17-10 0770-23-8988

㈲河嶋電気工業所 小浜市遠敷6丁目1004 56-1614 ㈲ミュートス 敦賀市市野々19-7-1 0770-23-4857

井田設備工業㈱ 小浜市和久里17-12 56-1515 ㈱中村住設 敦賀市津内町1丁目7-6 0770-25-0135

㈱岡組 小浜市湯岡18-10-8 52-4880 ㈱増田空調 敦賀市曙町3-5 0770-22-5110

小浜上田建材㈱ 小浜市和久里9-1-8 56-1010 前田設備工業㈱ 敦賀市昭和町1丁目7-27 0770-23-2174

高鳥設備 小浜市多田13-2-27 56-0742 ㈱北陸サーマル 敦賀市松原町21-15 0770-22-2122

ENEOSグローブエナジー㈱ 小浜市和久里31 56-3631 ㈲新洋興業 敦賀市若葉町3-1261 0770-21-3088

口名田 ㈲中野建設 小浜市谷田部37-21-1 52-7135 協和住機㈱ 福井市御幸3-3-38 0776-23-3848

加斗 大井冷暖房 小浜市飯盛32-16 53-1426 勧和工業㈱ 福井市問屋町3-609 0776-22-4643

青池設備 若狭町藤井51-22 45-2055 三谷設備㈱ 福井市豊島1丁目3-1 0776-20-3440

㈲イシド設備 若狭町下吉田25-2-3 62-0123 貴水管工㈱ 福井市西学園3丁目413 0776-35-8005

宇野設備 若狭町脇袋15-3 62-1086 酒井設備㈱ 福井市成和2丁目1009-2 0776-30-0255

㈲ウノ電気 若狭町山内33-16-1 64-1637 第一設備工業㈱ 福井市角折町15-20-1 0776-34-0338

上中ガス㈱ 若狭町三宅92-2-12 62-0092 ㈱竹澤設備 福井市二の宮5丁目1番14号 0776-27-1212

北浦設備 若狭町天徳寺29-5-2 62-1429 三菱電機システムサービス㈱
福井サービスステーション 福井市問屋町1-19 0776-22-6340

㈱武田設備 若狭町井ノ口3-4-1 62-1451 ㈱創永ホーム設備 福井市問屋町４丁目1101番地0776-23-7571

㈱西野工務店 若狭町三宅80-32 62-1234 大野市 山ニ工業㈱ 大野市春日161-12-1 0779-65-5231

㈲藤川設備 若狭町大鳥羽16-57 64-1278 越前町 ㈱ウッドフィール 越前町織田153-1-36 0778-36-0081

山中金物店 若狭町三方31-50 45-0056 ㈱マイベイ 舞鶴市字森220-40 0773-62-4636

イズミテック㈱ 舞鶴市福来問屋町785-39 0773-76-3451

南北熱機工業㈱ 舞鶴市字北吸963 0773-62-3504

㈱ミシマ 綾部市並松町上番取23 0773-42-1145

上仲建築㈲ 京丹波町下山野丸77-162 0771-83-0098

㈱阪神計器製作所 尼崎市神田中通4丁目163 0798-67-5347

㈱イースマイル 大阪市中央瓦屋町3-7-3 06-7739-2525
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