宮津市下水道排水設備指定工事業者一覧
令和4年5月16日現在

【宮津地区】
名称

【府中地区】
所在地

電話番号

宮津市字住吉1756番地の１

0772-22-5320

島﨑組

宋徳建設株式会社 宮津市字鶴賀2166番地

0772-22-4348

牧野建設株式会社 宮津市字大垣294番地

株式会社ガスネット 宮津市字鶴賀2078番地

0772-22-6228

西口設備

宮津市字溝尻５番地の１ 0772-47-1002

入柿工業株式会社 宮津市字宮村1586番地

0772-22-2236

いのうえ電器

宮津市字溝尻463番地

池田電気株式会社 宮津市字滝馬705番地

0772-22-1312

【日置地区】

株式会社入柿水道 宮津市字宮村1045番地の１

0772-22-3809

松浦水道工業所

宮津市字宮村1118番地

0772-22-1610

吉岡電気商会

上前設備工業

宮津市字宮村1141番地の１

0772-22-4502

有限会社三冨建設 宮津市字日置2701番地

小松電気商会

宮津市字惣379番地の10

0772-22-7578

田中電気設備

提中浴槽有限会社 宮津市字獅子崎144番地の13

0772-22-2513

株式会社沢田電気 宮津市字日置3560番地の58 0772-27-1560

三幸ガス株式会社 宮津市字獅子崎114番地15

0772-22-7321

【養老・日ケ谷地区】

矢野設備

宮津市字万年1122番地

0772-22-7095

シブヤデンキ

宮津市字波路町127番地の1

0772-22-7948

森内工作所

【上宮津地区】
名称
株式会社関野組

所在地
宮津市字喜多1128番地

電話番号
0772-22-2643

【栗田地区】
名称
小倉設備工業

所在地
宮津市字小田宿野84番地

電話番号
0772-25-0719
0772-25-0308

【吉津地区】

所在地

名称

名称

電話番号

0772-27-1271

0772-27-0777

所在地

電話番号

宮津市字日置2622番地の１

0772-27-1019
0772-27-1483

宮津市字日置2056番地の1 0772-27-0625

所在地

電話番号

株式会社和田組

宮津市字外垣24番地

0772-28-0341

松田タイル

宮津市字日ケ谷317番地

0772-28-0630

【伊根町】
名称

所在地
伊根町字平田156番地11

電話番号
0772-32-1008

【与謝野町】
名称

所在地

電話番号

株式会社小川設備 与謝野町字弓木1915番地 0772-46-3934
足立石油株式会社 与謝野町字男山60番地

所在地

電話番号

宮津市字江尻337番地の6 0772-27-1126

ちきりでんき

北都建設株式会社 宮津市字小寺772番地

名称

名称

0772-46-3355

高岡水道設備

与謝野町字男山1614番地 0772-46-3912
与謝野町字石川5044番地の3 0772-42-0472

金下建設株式会社 宮津市字須津471番地の１

0772-46-3151

久保設備

小谷商事株式会社 宮津市字須津749番地

0772-46-3515

株式会社三野工務店 与謝野町字三河内1076番地の24

0772-42-4615

石倉住設

宮津市字須津1771番地の５

0772-21-1067

株式会社山田電気商会 与謝野町字三河内22番地の8

0772-43-0351

吉田電気商会

宮津市字文珠179番地の１

0772-22-5710

藤本設備

与謝野町字下山田1798番地の３

0772-43-1545

協栄電気商会

与謝野町字加悦982番地

0772-42-2321

小田電気工事店

与謝野町字金屋66番地の１ 0772-42-5810

有限会社柳水道

与謝野町字加悦奥140番地の３

※与謝野町業者は次頁にも記載しています。

0772-42-2983

宮津市下水道排水設備指定工事業者一覧
令和4年5月16日現在

【与謝野町】続き
名称

【京丹後市】
所在地

電話番号

名称

所在地

電話番号

上田電気設備

与謝野町字岩滝840番地1

0772-46-3490

橋本設備

京丹後市大宮町口大野43番地 0772-64-2317

三冨設備

与謝野町字弓木294番地の3

0772-46-6477

株式会社大建

京丹後市大宮町周枳1792番地の1

0772-68-0587

株式会社よざ電工 与謝野町字岩滝2118番地

0772-46-3246

丹後水道株式会社

京丹後市峰山町安144番地

0772-62-2131

山崎電気株式会社 与謝野町字四辻858番地

0772-43-0039

峰山建材工業株式会社 京丹後市峰山町杉谷656番地

0772-62-0102

株式会社杉建

与謝野町字石川537番地の3

0772-42-6955

株式会社井上工業

京丹後市峰山町荒山751番地の１

0772-62-2707

タニグチ電工

与謝野町字幾地1693番地の3

0772-43-0439

松本燃料株式会社

京丹後市網野町下岡851番地の１

0772-72-1512

株式会社山添電気 与謝野町字弓木138番地1

0772-46-2582

大西衛生株式会社

京丹後市丹後町大山1381番地 0772-75-0189

有限会社野口建設 与謝野町字明石2180番地の10

0772-42-6268

株式会社新治田中組 京丹後市峰山町新治1306番地 0772-62-0818

小田電機商会

与謝野町字岩滝1810番地

0772-46-2149

下野住工

京丹後市大宮町口大野1743番地の5

0772-68-1482

野口電気設備

与謝野町字算所386番地4

0772-43-0464

長島住設

京丹後市峰山町長岡580番地の11

0772-62-6035

奥野電気

与謝野町字男山45番地の4

0772-46-5105

エンジニアリング畑中 京丹後市丹後町筆石111番地

0772-75-0790

河原工業

与謝野町字三河内95番地の4

090-5130-7774

牧野工務店

京丹後市峰山町杉谷856番地の３

0772-62-0177

所在地

電話番号

【福知山市】
名称

【舞鶴市】
所在地

電話番号

福知山市字堀1714番地の1

0773-23-3474

株式会社マイベイ 舞鶴市字森220番地の40

有限会社藤本工業 福知山市字京19番地

0773-22-8883

株式会社舞設

舞鶴市字森小字勘尻215番地 0773-62-0253

有限会社塩見住宅 福知山市字新庄225番地3

0773-24-1247

岡安設備工業有限会社

舞鶴市字寺内16番地の4

未來住設株式会社 福知山市字堀271番地の4

0773-24-1306

株式会社滝口工務店 舞鶴市字伊佐津339番地１ 0773-75-1302

さくら設備

福知山市長田小字大谷208-62ベル
ロードＡ105

0773-45-3623

西口工業株式会社 舞鶴市字福来996番地の１ 0773-76-3738

奥村設備

福知山市字篠尾1118番地の5

0773-45-3510

山下管工開発株式会社

舞鶴市字円満寺143番地

株式会社アクアテック

福知山市字猪崎3412番地

0773-22-3416

足立設備

舞鶴市字今田732番地の2 0773-75-7037

有限会社ヒカワ

【綾部市】
名称

名称

0773-62-4636

0773-77-0155

0773-75-0048

株式会社石川設備 舞鶴市清美が丘4番地の4 0773-60-1286
所在地

電話番号

三好設備

舞鶴市字行永2003番地の6 0773-64-2990

源和住工株式会社

綾部市里町鹿ノ子８番地の１

0773-42-4421

株式会社アート

舞鶴市字小倉67番地の1

株式会社ミシマ

綾部市並松町上番取23番地

0773-42-1145

浦川設備工業株式会社

舞鶴市字万願寺382番地7 0773-77-5505

ムラカミサービス

綾部市栗町野佃10番地

0773-47-0792

株式会社ＦＵＪＩＹＯ

舞鶴市愛宕下町５番地４ 0773-77-5311

【その他市外】
名称

所在地

電話番号

株式会社北浦工業所 長岡京市勝竜寺巡り原13番地

075-951-7351

有限会社三洋工業

075-711-3449

京都市左京区岩倉花園町247番地1

0773-62-1579

