
　○水道法の一部改正により、給水装置工事事業者の指定有効期限が新たに定められ、５年ごとの更新制が導入され 「対応工事種別」 ※1 ・ 「更新年」 ※2を追加しました。

（※1　指定更新申請時に確認 ：非公表 ：指定更新申請前で未確認 ※2　次回更新年）

（市内） 五十音順

(有)アクアテック 山根　克彦 羽曳野市桃山台四丁目３０番２８号 072-938-9522 改造・修繕 令和7年
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(株)魚住設備 魚住 巨樹 羽曳野市西浦１－７－３ 072-957-6340 ／ 令和4年

アス・ライン(株) 髙本　大介 羽曳野市郡戸２５２－７ 072-937-3447 ／ 令和6年

(株)カナン 高沼 明宏 羽曳野市蔵之内１９－４ 072-958-5461 ／ 令和5年

太田土木工業 太田 守人 羽曳野市古市２－６－１２ 072-957-1888 ／ 令和4年

(有)久門水道工業所 久門　浩幸 羽曳野市大黒１７５番地の１７ 072-958-4649 新設・改造・修繕 令和7年

(株)Ｋａｌｍａｘ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ﾏｯｸｽｳｪﾙ･ｱﾈｽﾄ 羽曳野市南古市二丁目１５番２０号 072-921-4161 新設・改造・修繕 令和7年

(有)黄金崎設備 黄金崎　宏之 羽曳野市西浦五丁目７００番地 072-958-0043 － 令和7年

(株)黒川建設 黒川　義秋 羽曳野市羽曳が丘五丁目７番１０号 072-958-2012 新設・改造・修繕 令和7年

(株)小谷組 小谷　勝彦 羽曳野市郡戸１３番地の１ 072-955-4384 新設 令和7年

(株)児島建設工業 三宅　稔 羽曳野市駒ヶ谷３２７番地の８ 072-956-8118 新設・改造 令和4年

澤田建設(株) 西畑 睦美 羽曳野市向野３－４－６ 072-952-2223 ／ 令和4年

(有)小森設備工業所 原田　竜二 羽曳野市はびきの一丁目５番５号 072-954-1260 新設・改造・修繕 令和7年

三和設備 越田 浩史 羽曳野市駒ヶ谷 ６９６－１ 072-950-5560 ／ 令和5年

三都建設(株) 文野 欽司 羽曳野市川向２３８ 072-958-8488 ／ 令和5年

芝田設備 芝田 宏行 羽曳野市野々上３丁目６番１０号 072-953-8288 新設・改造・修繕 令和4年

(株)シゲタ工業所 裏垣　祐次 羽曳野市野々上五丁目４０１番地の１ 072-953-9456 新設・改造・修繕 令和7年

嶋田設備 嶋田 心一 羽曳野市東阪田 １１５－６ 072-957-5012 ／ 令和5年

(株)芝松組 芝池 秀樹 羽曳野市南恵我之荘 ５丁目３－５ 072-939-1543 ／ 令和5年

(有)白樫設備工業所 白樫　隆司 羽曳野市野３３３番地の１５ 072-954-8675 新設・改造・修繕 令和7年

(株)ショーダイ 小川 士朗 羽曳野市西浦 １５８３－２９ 072-958-0378 ／ 令和5年

(有)シンタニ 新谷 真己 羽曳野市野２０５番地の２６３ 072-953-4326 － 令和8年

進光設備 堀内 静子 羽曳野市壺井１５７番地の１ 072-958-6736 新設・改造・修繕 令和8年

(株)総建 田中　誠一 羽曳野市広瀬３６８ 072-944-1000 ／ 令和6年

(株)成輝建設 田中　幸子 羽曳野市西浦六丁目３番１４号 072-958-2254 ／ 令和6年

(株)大黒興業 堀内 実 羽曳野市野々上２－１１－３ 072-937-1000 ／ 令和4年

(株)相互技研 中谷　裕文 羽曳野市野５５７番地の１ 072-938-3123 新設・改造・修繕 令和7年

大和建設工業(株) 堺 悠子 羽曳野市島泉８－１６－１３ 072-931-3610 ／ 令和4年

(有)大黒設備 堀内　幸三 羽曳野市大黒３７５番地の４ 072-958-1607 新設・改造・修繕 令和7年

(株)タルウシ 新熊　利啓 羽曳野市伊賀二丁目３番１２号 072-937-7227 － 令和7年

(株)タル井 樽井 義憲 羽曳野市古市２－３－９ 072-957-0288 ／ 令和4年

(株)ツクダ 森田　安浩 羽曳野市高鷲八丁目６０番地の１９ 072-939-2429 － 令和8年

(株)タル光水道工業 樽井　光男 羽曳野市西浦五丁目６２７番地の３ 072-956-5600 新設・改造・修繕 令和7年

辻住機店 辻　健二 羽曳野市蔵之内７６０番地 072-958-2760 － 令和7年

(株)辻組 辻  康之 羽曳野市はびきの四丁目４番１８号 072-955-6661 新設・改造・修繕 令和9年

(有)鶴田工務店 鶴田 重則 羽曳野市伊賀 ３－１０－５ 072-939-4325 ／ 令和5年

(有)津村水道工業所 津村　憲志 羽曳野市恵我之荘三丁目４番８号 072-955-1638 新設・改造・修繕 令和7年

(株)堂領工建社 堂領 明彦 羽曳野市野２５１ 072-938-6869 ／ 令和4年

東洋物産(株) 井上　智男 羽曳野市野々上三丁目４７４番地 072-953-4126 新設・改造・修繕 令和7年

徳永設備 徳永 雄士 羽曳野市恵我之荘６－１３－１ 072-938-4372 ／ 令和4年

トーゲン･テック 佐藤 晴久 羽曳野市誉田１－２－１９ 072-956-0860 ／ 令和4年

豊田設備工業 豊田 康博 羽曳野市羽曳が丘５－８－５ 072-957-1354 ／ 令和4年

(株)敏建設工業 松本　敏男 羽曳野市河原城８４０番地の４ 072-959-9500 ／ 令和6年

ナルト住設(有) 井上　成人 羽曳野市南恵我之荘５丁目２番２号 072-936-0357 新設・改造・修繕 令和7年

中村設備 中村　勤 羽曳野市伊賀３丁目６番１０号 072-953-5566 － 令和7年

(株)ハーツ 國生　秀治郎 羽曳野市はびきの４－１４－１１ 072-251-1001 ／ 令和5年

(有)日照建設 田中 照代 羽曳野市羽曳が丘２－５－４ 072-957-5056 ／ 令和4年

橋本設備(株) 橋本　由弘 羽曳野市南恵我之荘三丁目１５番６号 072-955-9558 新設・改造・修繕 令和7年
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羽曳野市管工事業(協) 中谷　裕文 羽曳野市白鳥３丁目１４７番地 072-956-8886 新設・改造・修繕 令和7年

(株)阪南企業髙安清掃土木 髙安　紗智子 羽曳野市島泉七丁目１２番７号 072-953-3417 新設・改造・修繕 令和7年

羽曳野水道修理センター 植田　正治 羽曳野市大黒１９４番地の２ 072-957-3900 － 令和7年

ＢＩＳＥＩ設備工業 原田　佳崇弥 羽曳野市蔵之内２５０番地の６ 072-979-7970 － 令和9年

阪南土木設備 芝池　公博 羽曳野市古市１５４９－１ 072-958-9400 ／ 令和6年

(株)広総合企画 廣野 猛 羽曳野市古市１６１９ 072-956-0535 ／ 令和4年

(有)洋設備 渡部 雅稔 羽曳野市恵我之荘２－１０－３２ 072-955-8712 ／ 令和4年

(株)星山工業 星山　旭 羽曳野市郡戸３５番地６ 072-931-5105 新設・改造・修繕 令和8年

伏原水道工業所 伏原　浩二 羽曳野市高鷲８丁目２５番地の１０ 072-955-8808 － 令和7年

ＭＡＣＲＯＳＳ 上村　正之 羽曳野市古市１６０２－２ 072-978-8275 ／ 令和7年

(有)ホリタ 堀田　一資 羽曳野市誉田五丁目６番２号 072-953-5558 新設・改造 令和9年

宮前設備工業所 宮前　雅幸 羽曳野市野１４３－２ 072-938-0703 ／ 令和6年

(株)美国 山田　邦雄 羽曳野市羽曳が丘西５丁目３－１０２ 072-958-2162 ／ 令和6年

(株)ヤマト設備 山本 亮二 羽曳野市桃山台３－１－２０ 072-953-2171 ／ 令和6年

(株)森口建設工業 森口 一美 羽曳野市南恵我之荘六丁目８番１０号 072-939-9590 新設・改造・修繕 令和8年

(株)豊工業 北川　豊 羽曳野市野々上三丁目７番２０号 072-915-1901 新設・改造・修繕 令和9年

(株)ユーアイ技研 二越　公嗣 羽曳野市埴生野５７７番地の４ 072-936-0039 ／ 令和7年

ライズ 青木　浩二 羽曳野市河原城１－１１ 072-946-1230 ／ 令和5年

(株)陽光建設 黒川　陽平 羽曳野市羽曳が丘五丁目９番１７号 072-949-8007 新設・改造・修繕 令和8年

(株)路次建設工業 路次　泰清 羽曳野市はびきの三丁目１０番４号 072-958-5524 新設・改造・修繕 令和7年

ライフ営繕(株) 池　大輔 羽曳野市伊賀三丁目１６番９号 072-939-0645 新設・改造・修繕 令和7年

(株)渡部工業所 渡部　臣雄 羽曳野市恵我之荘二丁目１０番３２号 072-954-4531 － 令和7年

和田設備工業 和田 幸成 羽曳野市野々上４丁目４－５ 072-952-5733 ／ 令和4年
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