
区　分 使用開始時期 消費税率10％の適用

水道料金
下水道使用料

9月30日以前から
使用している方 12月1日以降の検針分から※

10月1日以降に
使用を開始する方 10月1日以降の検針分から※

加入者分担金 10月1日以降の申込分から

※一部例外となる場合があります。詳しくは下記にお問い合わせください。

項　　　目 件　数
情報公開請求 0件
保有個人情報の開示・訂正請求 0件
保有個人情報の目的外利用等の届出 3件
個人情報取扱事務の開始・変更・廃止 1件
審査請求 0件

1 伊　藤　　　治 2 浅　古　高　志 3 松　岡　高　志 
4 川　上　　　力 5 大　野　保　司 6 小　林　豊代子 
7 竹　内　栄　治 8 工　藤　秀　次 9 山　田　裕　子
10 鈴　木　　　勉 11 島　田　玲　子 12 金　井　直　樹 
13 岡　野　英　美 14 畑　谷　　　茂 15 後　藤　孝　江



●耐震型緊急用貯水槽
（100㎥23基＝合計2,300㎥）

設置場所名 所在地
❶蒲生南小学校 越谷市南町1-8-1
❷大袋東小学校 　〃　袋山1750
❸越谷総合公園 　〃　増林3-1
❹大杉公園 　〃　大杉518
❺大間野小学校 　〃　大間野町2-115
❻北越谷小学校 　〃　北越谷3-10-38
❼平方小学校 　〃　平方2784
❽千間台小学校 　〃　千間台西5-4
❾栄進中学校 　〃　大沢659-1
10越谷市中央市民会館 　〃　越ヶ谷4-1-1
11大相模中学校 　〃　相模町3-165
12宮本小学校 　〃　宮本町5-85
13松伏会館 松伏町田中3-19-3
14川柳公園 越谷市川柳町4-15-1
15東越谷第二公園 　〃　東越谷3-14
16出羽公園 　〃　七左町4-222
17南越谷第一公園 　〃　南越谷5-21
18埼玉県立大学 　〃　三野宮820
19しらこばと運動公園 　〃　砂原39
20鷺高第二公園 　〃　東大沢3-3
21千間台第一公園 　〃　千間台東1-14
22レイクタウンスポーツ公園 　〃　レイクタウン5-10
23レイクタウン第八公園 　〃　レイクタウン7-6

●浄・配水場
浄・配水場名 所在地

❶築比地浄水場 松伏町築比地8O2
❷北部配水場 越谷市下間久里633
❸南部浄水場 　〃　南越谷3-23-22
❹東部配水場 　〃　レイクタウン5-24
❺西部配水場 　〃　北後谷201
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地区 事業所名 所在地 電話番号

桜井 飯山建鉄株式会社 越谷市平方1821 978-6000

新方
株式会社伸和設備 越谷市船渡495-1 978-8711

有限会社渡辺工業所 越谷市船渡1735 971-8355

増林

有限会社ヤマト工業所 越谷市増森2-164-5 962-5555

共同工業株式会社 越谷市増森2830-15 964-3561

有限会社須賀設備 越谷市東越谷4-8-15 965-2441

株式会社吉川水道冷熱 越谷市東越谷10-110-13 969-3611

有限会社早山設備 越谷市花田4-7-16 965-2214

大袋
株式会社協和設備 越谷市大道478 973-6000

有限会社日栄設備 越谷市恩間29-6 975-6311

荻島 株式会社桶新設備 越谷市西新井898 974-4716

出羽

有限会社鈴木水道設備 越谷市神明町2-38 964-7048

有限会社田中水道工業所 越谷市新越谷1-64-17 986-6021

共栄設備株式会社 越谷市七左町4-472-5 986-3299

地区 事業所名 所在地 電話番号

蒲生

蒲生水道設備工業株式会社 越谷市蒲生1-3-39 988-3067

株式会社水導屋 越谷市蒲生3833-2 987-5359

第一エネルギー設備株式会社 越谷市蒲生茜町13-2 985-7221

川柳 有限会社東部興業 越谷市川柳町4-374 987-2538

大相模 株式会社水野工業所 越谷市西方2-25-4 965-0351

大沢
株式会社ナカノヤ 越谷市大沢3-28-11 974-8711

株式会社新興設備 越谷市東大沢4-6-29 966-7781

越ヶ谷

有限会社井戸由管工社 越谷市御殿町3-46 962-3978

株式会社豊田設備 越谷市中町11-4 962-0171

有限会社会田設備 越谷市赤山町5-10-12 962-0318

松伏

今城電気商会 松伏町松伏4818 991-2403

山崎工業所 松伏町上赤岩859-2 991-2723

明成工業株式会社 松伏町田中1-4-4 991-2459

モリタヤ工業株式会社 松伏町金杉477-2 991-2428
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区　分 使用開始時期 消費税率10％の適用

水道料金
下水道使用料

9月30日以前から
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項　　　目 件　数
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7 竹　内　栄　治 8 工　藤　秀　次 9 山　田　裕　子
10 鈴　木　　　勉 11 島　田　玲　子 12 金　井　直　樹 
13 岡　野　英　美 14 畑　谷　　　茂 15 後　藤　孝　江


