
（別記様式（第5条関係））

上下水道局　配架設計書等一覧（令和５年２月27日時点）

№ 件名 契約日 設計担当課

2105-28 配水管移設工事等（単価契約）第１工区 令和3年4月1日 設計第一課

2105-29 配水管移設工事等（単価契約）第２工区 令和3年4月1日 設計第一課

2105-30 配水管移設工事等（単価契約）第３工区 令和3年4月1日 設計第一課

2105-31 配水管移設工事等（単価契約）第４工区 令和3年4月1日 設計第一課

2105-32 配水管移設工事等（単価契約）第５工区 令和3年4月1日 設計第一課

2105-33 配水管移設工事等（単価契約）第６工区 令和3年4月1日 設計第一課

2105-34 配水管移設工事等（単価契約）第７工区 令和3年4月1日 設計第一課

2105-35 配水管移設工事等（単価契約）第８工区 令和3年4月1日 設計第一課

2105-36 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-37 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第２工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-38 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第３工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-39 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第４工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-40 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第５工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-41 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第６工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-42 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第７工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-43 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第８工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-44 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第９工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-45 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１０工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-46 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１１工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-47 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１２工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-48 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１３工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-49 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１４工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-50 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１５工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-51 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１６工区 令和3年4月1日 管路工事統括室

2105-52 上下水道取付管工事（単価契約）　第１工区 令和3年4月1日 給排水設備課

2105-53 上下水道取付管工事（単価契約）　第２工区 令和3年4月1日 給排水設備課

2105-54 上下水道取付管工事（単価契約）　第３工区 令和3年4月1日 給排水設備課

2105-55 上下水道取付管工事（単価契約）　第４工区 令和3年4月1日 給排水設備課
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上下水道局　配架設計書等一覧（令和５年２月27日時点）

№ 件名 契約日 設計担当課

2105-56 千種区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-57 東区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-58 北区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-59 西区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-60 中村区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-61 中区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-62 昭和区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-63 瑞穂区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-64 熱田区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-65 中川区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-66 港区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-67 南区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-68 守山区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-69 緑区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-70 名東区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-71 天白区内下水道整備工事（単価契約） 令和3年4月1日 保全課

2105-72
東部管路センター管内（千種、守山、名東区）下水本
管部分補修工事（単価契約）

令和3年4月1日 保全課

2105-73
東部管路センター管内（東、中区）下水本管部分補
修工事（単価契約）

令和3年4月1日 保全課

2105-74
北部管路センター管内下水本管部分補修工事（単価
契約）

令和3年4月1日 保全課

2105-75
西部管路センター管内下水本管部分補修工事（単価
契約）

令和3年4月1日 保全課

2105-76
南部管路センター管内下水本管部分補修工事（単価
契約）

令和3年4月1日 保全課

2105-77 植田水処理センター地元利用施設除草委託 令和3年4月1日 東部柴田水処理事務所

2105-78
守山水処理センター地元利用施設樹木剪定除草清
掃委託

令和3年4月1日 北部名城水処理事務所

2105-79
打出水処理センター構内グランド除草・樹木剪定・清
掃委託

令和3年4月1日 西部打出水処理事務所

2105-80 名城水処理センター始め２箇所殺虫剤散布委託 令和3年4月1日 北部名城水処理事務所

2105-81 堀留水処理センター緑化施設管理委託 令和3年4月1日 西部打出水処理事務所

2105-82
東部管路センター管内下水道築造工事等（単価契
約）

令和3年4月1日 設計第二課

2105-83
北部管路センター管内下水道築造工事等（単価契
約）

令和3年4月1日 設計第二課
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2105-84
西部管路センター管内下水道築造工事等（単価契
約）

令和3年4月1日 設計第二課

2105-85
南部管路センター管内下水道築造工事等（単価契
約）

令和3年4月1日 設計第二課

2105-86
下水道築造工事等に関する調査業務委託（単価契
約）

令和3年4月1日 設計第二課

2107-9 宝神リサイクルセンター管理業務委託 令和3年4月1日 施設管理課

2107-10 西部幹線等漏水調査業務委託 令和3年4月1日 配水課

2107-11 上下水道取付管同時施工等工事（単価契約） 令和3年4月1日 給排水設備課

2107-12 山崎汚泥処理場管理業務委託 令和3年4月1日 施設管理課

2107-13 富田ポンプ所始め１０箇所運転管理等業務委託 令和3年4月1日 施設管理課

2107-14 三階橋ポンプ所始め１０箇所運転管理等業務委託 令和3年4月1日 施設管理課

2107-15 柴田汚泥処理場始め９箇所運転管理等業務委託 令和3年4月1日 施設管理課

2107-16 鳴海改良土センター管理調整業務委託 令和3年4月1日 施設管理課

2107-17 八剣ポンプ所始め１７箇所運転管理等業務委託 令和3年4月1日 施設管理課

2107-18 露橋水処理センター始め２箇所運転管理業務委託 令和3年4月1日 施設管理課

2107-19 メータ点検業務委託（市外給水区域）（単価契約） 令和3年4月1日 料金課

2107-20
市外給水区域の上下水道料金の督促及び徴収業務
委託

令和3年4月1日 料金課

2107-21 道路掘削跡復旧工事監督補助業務委託 令和3年4月1日 管路工事統括室

2107-22 測量標等保全業務における監督補助等業務委託 令和3年4月1日 管路工事統括室

2107-23 排水設備現場確認業務委託（単価契約） 令和3年4月1日 給排水設備課

2107-24 ビルピット臭気改善促進業務委託 令和3年4月1日 給排水設備課

2107-25 グリース阻集器維持管理適正化業務委託 令和3年4月1日 給排水設備課

2107-26 小規模貯水槽水道点検業務委託 令和3年4月1日 給排水設備課

2107-27 公共下水道接続勧奨業務委託 令和3年4月1日 料金課

2107-28 技術教育センター研修業務委託 令和3年4月1日 人材育成推進室

2109-3
鳴海改良土センター運転管理業務委託（令和３年
度）

令和3年4月1日 施設管理課

2201-13
春日井浄水場アクセレーター集水装置等清掃委託
（単価契約）

令和3年4月1日 春日井浄水場

2201-14 犬山取水場取水口除塵清掃委託（単価契約） 令和3年4月1日 春日井浄水場

2201-15
大治浄水場沈澱池・急速ろ過池付着物清掃委託（単
価契約）

令和3年4月1日 大治浄水場

2201-16 朝日取水場除塵排砂委託（単価契約） 令和3年4月1日 大治浄水場
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2201-17
東部管路センター管内下水管路施設清掃・調査業務
委託（単価契約）

令和3年4月1日 保全課

2201-18 犬山系導水路空気弁清掃委託（単価契約） 令和3年4月1日 春日井浄水場

2201-19
朝日系導水路始め３か所空気弁清掃委託（単価契
約）

令和3年4月1日 大治浄水場

2105-87 西区堀越一丁目付近下水道基本設計業務委託 令和3年4月7日 工務課

2105-88 北区大曽根二丁目付近下水道改築工事 令和3年4月7日 設計第二課

2105-89 名東区豊が丘地内１００粍配水管布設工事 令和3年4月12日 設計第一課

2105-90 港区小碓一丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年4月12日 設計第一課

2105-91
中村区黄金通３丁目地内２００粍配水管布設工事
（第２次工事）

令和3年4月12日 設計第一課

2105-92 中村区太閤一丁目地内下水道築造工事 令和3年4月12日 設計第二課

2105-93 中村区太閤二丁目地内下水道築造工事 令和3年4月12日 設計第二課

2105-94 昭和区円上町地内始め２箇所下水道築造工事 令和3年4月12日 設計第二課

2105-95
瑞穂区竹田町４丁目地内始め４箇所下水道築造工
事

令和3年4月12日 設計第二課

2105-96 西区栄生二丁目付近下水道築造工事 令和3年4月12日 設計第二課

2105-97 名港ポンプ所電気設備設計業務委託 令和3年4月13日 施設課

2105-98
技術教育センター始め２か所構内除草・樹木剪定委
託

令和3年4月14日 人材育成推進室

2105-99 昭和区白金一丁目地内下水道改築工事 令和3年4月19日 設計第二課

2105-100
千音寺土地区画整理に伴う第１２次中川区富田町千
音寺地内下水道築造及び取付管工事

令和3年4月19日 設計第二課

2105-101
電線共同溝整備に伴う第５次中川区太平通２丁目付
近始め４箇所下水道築造工事

令和3年4月26日 設計第二課

2105-102 熱田区神戸町地内始め３箇所下水道築造工事 令和3年4月26日 設計第二課

2105-103 中村区太閤三丁目地内始め３箇所下水道築造工事 令和3年4月26日 設計第二課

2107-29
緑区太子一丁目地内ほか１か所１００粍配水管布設
工事

令和3年4月26日 設計第一課

2107-30 守山区川宮町地内１００粍配水管布設工事 令和3年4月26日 設計第一課

2107-31
中川区富田町大字千音寺字中狭間地内１００粍配水
管布設工事（第７次工事）

令和3年4月26日 設計第一課

2107-32 中川区好本町一丁目地内下水道補修工事 令和3年4月26日 保全課

2105-104 春日井浄水場始め１３箇所除草委託 令和3年4月28日 春日井浄水場

2105-105 鍋屋上野浄水場始め３箇所樹木剪定委託 令和3年4月28日 鍋屋上野浄水場

2105-106 大治浄水場始め３箇所除草委託 令和3年4月28日 大治浄水場

2105-107 大治浄水場始め３箇所樹木剪定委託 令和3年4月28日 大治浄水場
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2105-108 猪高配水場始め１２箇所除草委託 令和3年4月28日 鍋屋上野浄水場

2105-109 猪高配水場始め１１箇所樹木剪定委託 令和3年4月28日 鍋屋上野浄水場

2105-110 鍋屋上野浄水場始め１２箇所除草委託 令和3年4月28日 鍋屋上野浄水場

2106-2 打出水処理センター始め５箇所除草・樹木剪定委託 令和3年5月7日 西部打出水処理事務所

2106-3 柴田水処理センター始め６箇所除草・樹木剪定委託 令和3年5月7日 東部柴田水処理事務所

2106-4 岩塚水処理センター始め６箇所除草・樹木剪定委託 令和3年5月7日 西部打出水処理事務所

2106-5
露橋水処理センター始め２箇所除草・樹木剪定業務
委託

令和3年5月7日 西部打出水処理事務所

2106-6 緑区大高町坊主山付近下水道設計業務委託 令和3年5月11日 設計第二課

2106-7
名東区文教台二丁目地内一社幹線改良工事に伴う
設計業務委託

令和3年5月11日 設計第一課

2106-8 犬山圧送ポンプ所始め１６箇所除草委託 令和3年5月11日 春日井浄水場

2106-9 春日井浄水場始め７箇所樹木剪定委託 令和3年5月11日 春日井浄水場

2106-10
工業用水道辰巳浄水場始め３箇所除草・樹木剪定
委託

令和3年5月11日 大治浄水場

2107-33 配水管内水圧・水質測定調査業務委託 令和3年5月13日 配水課

2107-34 春日井浄水場３号配水池流出弁整備工事 令和3年5月17日 工務課

2110-1 中区大須一丁目地内堀川幹線改良工事 令和3年5月17日 設計第一課

2106-11 中川区広川町２丁目付近下水道設計業務委託 令和3年5月18日 工務課

2106-12
東部営業センター始め１３箇所樹木剪定及び除草委
託

令和3年5月18日 給排水設備課

2201-20 春日井浄水場構内高速凝集沈澱池等清掃委託 令和3年5月18日 春日井浄水場

2106-13
守山区守山三丁目地内宮前幹線改良工事に伴う設
計業務委託

令和3年5月20日 設計第一課

2106-14
中川区西日置町地内ほか１か所御器所幹線改良工
事に伴う設計業務委託

令和3年5月20日 設計第一課

2106-15
港区川西通４丁目地内荒子幹線改良工事に伴う設
計業務委託

令和3年5月20日 設計第一課

2106-16
名古屋市昭和区石仏町地内はじめ１０箇所除草等
業務委託

令和3年5月20日 資産活用課

2201-21 南区岩戸町地内始め７３か所幹線空気弁清掃委託 令和3年5月20日 配水課

2201-22
西区上堀越町１丁目地内始め８８か所幹線空気弁清
掃委託

令和3年5月20日 配水課

2201-23
工業用水道児玉浄水場始め４箇所沈澱池等清掃委
託

令和3年5月20日 大治浄水場

2201-24 南部管路センター管内雨水ます清掃業務委託 令和3年5月21日 保全課

2106-17 中区千代田五丁目地内下水道改築工事 令和3年5月24日 設計第二課

2106-18
広小路線電線共同溝整備に伴う中村区太閤通６丁
目付近下水道築造工事

令和3年5月24日 設計第二課
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2106-19 西区坂井戸町地内下水道築造工事 令和3年5月24日 設計第二課

2107-35
瑞穂区下坂町３丁目地内ほか６か所１００粍配水管
内クリーニング工事

令和3年5月24日 配水課

2107-36 緑区鳴海町字片坂地内１５０粍配水管布設工事 令和3年5月24日 設計第一課

2107-37 名東区山の手一丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年5月24日 設計第一課

2107-38 千種区城山町１丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年5月24日 設計第一課

2107-39
中区三の丸四丁目地内ほか１か所１００粍配水管布
設工事（最終工事）

令和3年5月24日 設計第一課

2210-1
守山区幸心三丁目地内１００粍配水管布設工事　令
和３年度

令和3年5月24日 設計第一課

2210-2
名東区姫若町地内１００粍配水管布設工事　令和３
年度

令和3年5月24日 設計第一課

2106-20
中川区水里五丁目地内ほか２１か所局用地除草委
託

令和3年5月26日 配水課

2106-21 東部管路センターほか３か所樹木剪定委託 令和3年5月26日 配水課

2106-22 宝神水処理センター始め６箇所除草・樹木剪定委託 令和3年5月26日 南部宝神水処理事務所

2201-25 鳥居松沈澱池新４号池清掃委託 令和3年5月26日 春日井浄水場

2106-23 東区山口町地内始め２箇所下水道築造工事 令和3年5月31日 設計第二課

2210-3
天白区塩釜口二丁目地内１００粍配水管布設工事
令和３年度

令和3年5月31日 設計第一課

2107-40 東区新出来二丁目付近下水道築造工事 令和3年6月2日 設計第二課

2107-41 千種区内山一丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年6月7日 設計第一課

2107-42 港区錦町地内１００粍配水管布設工事 令和3年6月7日 設計第一課

2107-43 名東区新宿二丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年6月7日 設計第一課

2107-44 北区苗田町地内１００粍配水管布設工事 令和3年6月7日 設計第一課

2107-45 港区宝神四丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年6月7日 設計第一課

2107-46 名東区貴船二丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年6月7日 設計第一課

2107-47 守山区新守山地内１５０粍配水管布設工事 令和3年6月7日 設計第一課

2107-48 南区三条二丁目地内３００粍配水管布設工事 令和3年6月7日 設計第一課

2210-4
昭和区川名本町１丁目地内１００粍配水管布設工事
令和３年度

令和3年6月7日 設計第一課

2107-49 雨水貯留管における排気施設設計業務委託 令和3年6月8日 工務課

2205-1 下水道布設路線道路下空洞調査業務委託 令和3年6月10日 保全課

2107-50 守山水処理センター始め１０箇所構内除草委託 令和3年6月11日 北部名城水処理事務所

2107-51
伝馬町水処理センター始め３箇所除草・樹木剪定委
託

令和3年6月11日 施設整備課
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2107-52
梅ノ木線電線共同溝整備に伴う熱田区一番二丁目
付近下水道築造工事

令和3年6月14日 設計第二課

2107-53 港区金川町地内下水道設計業務委託 令和3年6月14日 設計第二課

2107-54
北区名城二丁目地内始め４箇所下水道設計業務委
託

令和3年6月14日 工務課

2108-13
北部管路センター始め２箇所配水事務所棟等新築
設計業務委託

令和3年6月14日 施設課

2107-55
山崎水処理センター始め８箇所除草・樹木剪定業務
委託

令和3年6月15日 南部宝神水処理事務所

2107-56 鳴海水処理センター始め５箇所除草・樹木剪定委託 令和3年6月16日 東部柴田水処理事務所

2107-57 堀留自然排水区等雨水整備計画策定業務委託 令和3年6月16日 下水道計画課

2107-58 千年ポンプ排水区等雨水整備計画策定業務委託 令和3年6月16日 下水道計画課

2107-59 中村区名駅三丁目地内下水道築造工事 令和3年6月21日 設計第二課

2107-60 昭和区山脇町１丁目地内下水道築造工事 令和3年6月21日 設計第二課

2107-61 北区田幡一丁目地内下水道築造工事 令和3年6月21日 設計第二課

2107-62 名東区猪子石二丁目地内下水道築造工事 令和3年6月21日 設計第二課

2108-14 中村区十王町地内１００粍配水管布設工事 令和3年6月21日 設計第一課

2107-63
宝神ポンプ排水区ほか水位観測を用いた堰高調整
等計画策定業務委託

令和3年6月28日 下水道計画課

2210-5
南区千竈通１丁目地内１００粍配水管布設工事　令
和３年度

令和3年6月28日 設計第一課

2210-6
海部郡大治町大字三本木字堅田地内ほか１か所１０
０粍配水管布設工事　令和３年度

令和3年6月28日 設計第一課

2107-64 堀川流域きょう雑物除去施設設計業務委託 令和3年6月29日 設計第二課

2107-65
名古屋環状線電線共同溝整備に伴う第２次中村区
黄金通２丁目付近下水道築造工事

令和3年6月30日 設計第二課

2107-66 昭和区八雲町地内下水道築造工事 令和3年6月30日 設計第二課

2108-15
中川区露橋二丁目地内始め３箇所地質調査業務委
託

令和3年7月2日 工務課

2205-2 下水道布設路線道路下空洞調査業務委託（その２） 令和3年7月2日 保全課

2108-16 中村区名駅五丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年7月5日 設計第一課

2108-17 熱田区三番町地内１００粍配水管布設工事 令和3年7月5日 設計第一課

2108-18
清須市西枇杷島町古城２丁目地内１００粍配水管布
設工事

令和3年7月5日 設計第一課

2108-19 中区金山五丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年7月5日 設計第一課

2108-20 北区敷島町地内１００粍配水管布設工事 令和3年7月5日 設計第一課

2108-21 港区大手町１丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年7月5日 設計第一課

2108-22 空見スラッジリサイクルセンター除草・樹木剪定委託 令和3年7月5日 南部宝神水処理事務所
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2205-3 内浜ポンプ所電気設備工事（その２） 令和3年7月5日 施設課

2205-4 鳴海水処理センター電気設備工事 令和3年7月5日 施設課

2210-7
守山区川上町地内１００粍配水管布設工事　令和３
年度

令和3年7月5日 設計第一課

2210-8
中川区大当郎二丁目地内１００粍配水管布設工事
令和３年度

令和3年7月5日 設計第一課

2108-23 中村区名駅四丁目地内始め２箇所下水道築造工事 令和3年7月6日 設計第二課

2206-1 三階橋ポンプ所耐震診断調査業務委託 令和3年7月6日 工務課

2108-24 第５次千種西部幹線改築工事 令和3年7月12日 設計第二課

2108-25
第４８次港区茶屋新田地内下水道築造工事及び取
付管工事

令和3年7月12日 設計第二課

2210-9
中村区八社一丁目地内１００粍配水管布設工事　令
和３年度

令和3年7月12日 設計第一課

2210-10
熱田区二番二丁目地内ほか１か所１５０粍配水管布
設工事　令和３年度

令和3年7月12日 設計第一課

2108-26 南区浜田町４丁目地内始め２箇所下水道築造工事 令和3年7月13日 設計第二課

2108-27
瑞穂区船原町１丁目付近始め３箇所下水道設計業
務委託

令和3年7月16日 設計第二課

2108-28 川園第２汚水中継ポンプ設備整備工事 令和3年7月16日 施設整備課

2108-29 中川区打出一丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年7月19日 設計第一課

2108-30 瑞穂区佃町１丁目地内２００粍配水管布設工事 令和3年7月19日 設計第一課

2108-31 中江幹線改築工事 令和3年7月19日 設計第二課

2111-4 守山水処理センター構内整備工事 令和3年7月19日 施設整備課

2111-5 東名送水幹線整備工事設計業務委託 令和3年7月20日 工務課

2108-32
中村区稲葉地町８丁目付近始め６箇所下水道設計
業務委託

令和3年7月21日 設計第二課

2108-33 港区稲永五丁目地内下水道築造工事 令和3年7月21日 設計第二課

2108-34 中川区吉津三丁目地内下水道築造工事 令和3年7月21日 設計第二課

2210-11
港区宝神二丁目地内１００粍配水管布設工事　令和
３年度

令和3年7月26日 設計第一課

2204-1 メータ点検業務等徴収関係業務委託（西部ブロック） 令和3年7月30日 料金課

2204-2 メータ点検業務等徴収関係業務委託（南部ブロック） 令和3年7月30日 料金課

2109-4 北区若葉通５丁目付近下水道築造工事 令和3年8月2日 設計第二課

2201-26 鳴海配水場中区流出管整備工事 令和3年8月2日 工務課

2207-1 岩塚水処理センター水処理設備工事　令和３年度 令和3年8月2日 工務課

2210-12
南区豊一丁目地内１００粍配水管布設工事　令和３
年度

令和3年8月2日 設計第一課
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2109-5
中川運河流域始め２流域きょう雑物除去施設設計業
務委託

令和3年8月3日 設計第二課

2109-6 大森雨水幹線放流ゲート室ほか設計業務委託 令和3年8月3日 設計第二課

2111-6 東谷高区増圧ポンプ所始め２箇所構内整備工事 令和3年8月3日 施設整備課

2209-1
名東区よもぎ台一丁目地内ほか４か所１００粍配水
管布設工事に伴う簡略設計業務委託　令和３年度

令和3年8月4日 設計第一課

2205-5 下水道布設路線道路下空洞調査業務委託（その３） 令和3年8月5日 保全課

2109-7
守山区下志段味吉田地内下水道築造工事及び取付
管工事

令和3年8月10日 設計第二課

2109-8 第６３次守山区上志段味地内下水道築造工事 令和3年8月10日 設計第二課

2201-27
港区いろは町５丁目地内始め３か所耐震性貯水槽
清掃業務委託

令和3年8月19日 配水課

2109-9 南区呼続四丁目付近始め３箇所下水道改築工事 令和3年8月23日 設計第二課

2109-10
緑区ほら貝二丁目地内野並幹線改良工事（第１工
区）

令和3年8月23日 設計第一課

2109-11 中村区名駅四丁目地内下水道改築工事 令和3年8月23日 設計第二課

2205-6 宝神水処理センター電気設備工事 令和3年8月23日 施設課

2205-7 菅田ポンプ所始め２箇所電気設備工事 令和3年8月23日 施設課

2210-13
天白区平針三丁目地内１００粍配水管布設工事　令
和３年度

令和3年8月23日 設計第一課

2210-14
南区寺崎町地内ほか１か所１００粍配水管布設工事
令和３年度

令和3年8月23日 設計第一課

2210-15
天白区菅田一丁目地内１５０粍配水管布設工事　令
和３年度

令和3年8月23日 設計第一課

2210-16
港区築三町３丁目地内工業用水道３００粍配水管布
設工事　令和３年度

令和3年8月23日 設計第一課

2210-17
海部郡大治町大字北間島字屋敷地内富田幹線撤去
工事　令和３年度

令和3年8月23日 設計第一課

2109-12 松軒町幹線ほか下水道設計業務委託 令和3年8月24日 設計第二課

2109-13 瑞穂区新開町地内始め２箇所地質調査業務委託 令和3年8月24日 工務課

2109-14 既設マンホール浮上対策設計業務委託 令和3年8月27日 保全課

2109-15
植田水処理センター流入施設設計業務委託（その
２）

令和3年8月27日 工務課

2110-2
伝馬町水処理センター水処理施設建設に伴う影響
解析業務委託

令和3年8月27日 工務課

2110-3
中区正木一丁目付近始め３箇所下水道設計業務委
託

令和3年8月27日 設計第二課

2109-16
大曽根北土地区画整理事業に伴う第１７次北区上飯
田東町付近下水道築造工事

令和3年8月30日 設計第二課

2110-4
天白区野並二丁目付近始め２箇所汚泥輸送管布設
工事

令和3年8月30日 施設整備課

2210-18
瑞穂区妙音通４丁目地内１００粍配水管布設工事
令和３年度

令和3年8月30日 設計第一課

2110-5 昭和区鶴舞三丁目地内下水道築造工事 令和3年9月1日 設計第二課
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2111-7
北区芦辺町２丁目地内庄内幹線リフレッシュ工事に
伴う設計業務委託

令和3年9月6日 設計第一課

2205-8 鍋屋上野浄水場受変電設備工事 令和3年9月6日 施設課

2110-6 中村区則武一丁目地内下水道築造工事 令和3年9月7日 設計第二課

2110-7 中区三の丸一丁目地内下水道改築工事 令和3年9月7日 設計第二課

2110-8 千種区自由ヶ丘二丁目地内下水道改築工事 令和3年9月7日 設計第二課

2110-9 熱田区波寄町地内始め２箇所下水道築造工事 令和3年9月8日 設計第二課

2110-10 熱田区三本松町付近始め４箇所下水道築造工事 令和3年9月8日 設計第二課

2110-11 南区城下町２丁目付近始め２箇所下水道改築工事 令和3年9月8日 設計第二課

2110-12 北区鳩岡二丁目付近下水道築造工事 令和3年9月8日 設計第二課

2110-13
北区上飯田西町１丁目付近始め７箇所下水道設計
業務委託

令和3年9月8日 設計第二課

2110-14 北区中丸町３丁目付近始め４箇所下水道改築工事 令和3年9月13日 設計第二課

2206-2 春日井浄水場排水処理設備補修工事 令和3年9月13日 春日井浄水場

2210-19
昭和区御器所三丁目地内１００粍配水管布設工事
令和３年度

令和3年9月13日 設計第一課

2111-8
北区八代町２丁目地内工業用水道３００粍配水管リ
フレッシュ工事

令和3年9月14日 設計第一課

2110-15
西区新道一丁目付近始め２箇所下水道設計業務委
託

令和3年9月15日 工務課

2110-16
緑区鳴海町向田地内下水道築造工事及び取付管工
事

令和3年9月15日 設計第二課

2201-28 大治浄水場沈澱池・汚水溜等清掃作業委託 令和3年9月16日 大治浄水場

2201-29 犬山系導水路始め４箇所空気弁等清掃委託 令和3年9月16日 鍋屋上野浄水場

2209-2
西区則武新町三丁目地内ほか３か所１５０粍配水管
布設工事に伴う簡略設計業務委託　令和３年度

令和3年9月16日 設計第一課

2110-17 植田水処理センター始め２箇所除草樹木剪定委託 令和3年9月17日 東部柴田水処理事務所

2110-18
南区薬師通１丁目地内始め３箇所下水道設計業務
委託

令和3年9月17日 工務課

2110-19 西区丸野二丁目地内除草委託 令和3年9月17日 工務課

2110-20
名古屋環状線電線共同溝整備に伴う南区弥次ヱ町
２丁目付近下水道築造工事

令和3年9月21日 設計第二課

2210-20
清須市阿原星の宮地内１００粍配水管布設工事　令
和３年度

令和3年9月21日 設計第一課

2210-21
あま市森三丁目地内４０粍仮設配水管布設工事（第
１次工事）令和３年度

令和3年9月27日 設計第一課

2110-21 大曽根雨水調整池電気設備工事（その２） 令和3年9月29日 施設課

2111-9 千種区宮の腰町地内始め２箇所下水道改築工事 令和3年10月4日 設計第二課

2201-30 犬山共同取水口沈砂池堆積土砂搬出清掃委託 令和3年10月4日 春日井浄水場
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2111-10 北区上飯田南町４丁目地内３００粍配水管布設工事 令和3年10月5日 設計第一課

2111-11
千音寺土地区画整理に伴う第１３次中川区富田町千
音寺地内下水道築造及び取付管工事

令和3年10月5日 設計第二課

2111-12 千種区北千種一丁目地内下水道築造工事 令和3年10月6日 設計第二課

2111-13
天白区元八事三丁目地内本山幹線改良工事に伴う
設計業務委託

令和3年10月7日 設計第一課

2111-14 北区大杉二丁目付近下水道築造工事 令和3年10月11日 設計第二課

2111-15 古径町支線ほか改築工事 令和3年10月11日 設計第二課

2111-16 名東区高社一丁目地内下水道築造工事 令和3年10月11日 設計第二課

2112-1 清須市寺野郷前地内ほか１か所新川幹線改良工事 令和3年10月11日 設計第一課

2112-2 中川区法華西町４丁目付近汚泥輸送管布設工事 令和3年10月11日 設計第二課

2206-3
守山区大字中志段味字可良素地内５０粍配水管布
設工事（最終工事）

令和3年10月11日 設計第一課

2207-2 道徳ポンプ所沈砂池設備補修工事　令和３年度 令和3年10月11日 春日井浄水場

2209-3 福田ポンプ所沈砂池設備工事　令和３年度 令和3年10月11日 施設課

2201-31 富田ポンプ所構内整備工事 令和3年10月13日 施設整備課

2111-17 守山水処理センター始め６箇所樹木剪定委託 令和3年10月18日 北部名城水処理事務所

2111-18 東区代官町付近下水道改築工事 令和3年10月18日 設計第二課

2111-19 大曽根雨水調整池電気設備工事 令和3年10月18日 施設課

2111-20
中村区名駅南一丁目地内中部幹線改良工事に伴う
設計業務委託

令和3年10月20日 設計第一課

2111-21
守山区永森町地内宮前幹線改良工事に伴う設計業
務委託

令和3年10月20日 設計第一課

2111-22 昭和区円上町地内始め３箇所下水道改築工事 令和3年10月20日 設計第二課

2111-23 天道町幹線ほか下水道設計業務委託 令和3年10月20日 設計第二課

2111-24 中区栄四丁目地内下水道築造工事 令和3年10月20日 設計第二課

2111-25 堀越幹線ほか下水道設計業務委託 令和3年10月22日 設計第二課

2111-26 中村区太閤二丁目付近始め３箇所下水道築造工事 令和3年10月25日 設計第二課

2111-27 堀川右岸雨水滞水池機械設備整備工事（その２） 令和3年10月25日 施設整備課

2112-3
清須市一場地内１００粍配水管布設工事（第４次工
事）

令和3年10月25日 設計第一課

2208-1 大治浄水場第３急速ろ過池補修工事　令和３年度 令和3年10月25日 大治浄水場

2208-2 春日井浄水場ろ過池補修工事　令和３年度 令和3年10月27日 春日井浄水場

2201-32 岩塚水処理センター構内整備工事 令和3年10月28日 施設整備課
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2112-4 西区香呑町２丁目付近下水道築造工事 令和3年11月1日 設計第二課

2112-5 第６４次守山区上志段味地内下水道築造工事 令和3年11月1日 設計第二課

2112-6 守山区川西一丁目地内２００粍仮設配水管布設工事 令和3年11月1日 設計第一課

2112-7 あま市西今宿平割二地内２００粍配水管布設工事 令和3年11月1日 給排水設備課

2112-8
瑞穂区妙音通三丁目付近始め３箇所下水道改築工
事

令和3年11月1日 設計第二課

2207-3
堀留水処理センター水処理設備補修工事　令和３年
度

令和3年11月1日 設計第一課

2112-9 西区那古野二丁目付近下水道設計業務委託 令和3年11月4日 工務課

2112-10 津賀田幹線ほか下水道設計業務委託 令和3年11月4日 設計第二課

2201-33 名東区猪子石二丁目地内猪高低区流出管整備工事 令和3年11月8日 工務課

2112-11
瑞穂区松月町４丁目地内始め７箇所下水道改築工
事

令和3年11月10日 設計第二課

2112-12 第１８次笈瀬川幹線改築工事 令和3年11月10日 設計第二課

2112-13 千年北部幹線改築工事 令和3年11月10日 設計第二課

2112-14 第５次津賀田幹線改築工事 令和3年11月15日 設計第二課

2112-15
第４９次港区茶屋新田地内下水道築造工事及び取
付管工事

令和3年11月15日 設計第二課

2204-3 打出水処理センター汚水ポンプ設備工事 令和3年11月15日 施設課

2212-1 宝神水処理センター水処理設備工事（その２） 令和3年11月15日 施設課

2112-16 中区橘二丁目付近下水道改築工事 令和3年11月17日 設計第二課

2112-17 港区港陽一丁目地内始め３箇所下水道改築工事 令和3年11月17日 設計第二課

2112-18 千種区東山元町５丁目地内１００粍配水管布設工事 令和3年11月22日 設計第一課

2112-19
港区東茶屋二丁目地内１００粍配水管布設工事（第
１１２次工事）

令和3年11月22日 設計第一課

2112-20 大曽根雨水調整池始め２箇所計装設備工事 令和3年11月22日 施設課

2112-21
中根第二雨水調整池始め１３箇所電気設備整備工
事

令和3年11月22日 施設整備課

2201-34 中川西配水場ほか２か所構内整備工事 令和3年11月22日 施設整備課

2201-35 瑞穂配水場構内整備工事 令和3年11月26日 鍋屋上野浄水場

2201-36 大高ポンプ所施設整備工事 令和3年11月26日 施設整備課

2201-37 港区宝神三丁目地内２００粍配水管布設工事 令和3年11月29日 設計第二課

2112-22
中川区運河通１丁目付近始め２箇所下水道築造工
事

令和3年11月30日 設計第二課

2112-23
中村区押木田町１丁目付近始め４箇所下水道築造
工事

令和3年11月30日 設計第二課
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2201-38 東区東桜二丁目付近始め２箇所下水道改築工事 令和3年12月1日 設計第二課

2201-39 第２次中切町幹線改築工事 令和3年12月6日 設計第二課

2201-40 昭和区滝川町地内１００粍配水管布設工事 令和3年12月6日 設計第一課

2201-41
第２次広小路線電線共同溝整備に伴う中村区太閤
通５丁目地内下水道築造工事

令和3年12月6日 設計第二課

2201-42 第２次昭和区山脇町１丁目地内下水道築造工事 令和3年12月7日 設計第二課

2201-43
港区正徳町１丁目地内下水道築造工事及び取付管
工事

令和3年12月7日 設計第二課

2209-4
中川区月島町地内ほか７か所２００粍配水管布設工
事に伴う簡略設計業務委託　令和３年度

令和3年12月9日 設計第一課

2201-44 南区観音町１丁目付近始め４箇所下水道築造工事 令和3年12月13日 設計第二課

2201-45 第２次千年北部幹線改築工事 令和3年12月13日 設計第二課

2201-46 第４次堀越幹線改築工事 令和3年12月13日 設計第二課

2201-47 稚児宮通幹線改築工事 令和3年12月13日 設計第二課

2201-48 第３次中切町幹線ほか改築工事 令和3年12月13日 設計第二課

2201-49 北区長田町１丁目付近下水道築造工事 令和3年12月13日 設計第二課

2201-50 西崎町準幹線ほか改築工事 令和3年12月13日 設計第二課

2201-51
南区外山二丁目地内ほか５か所１５０粍配水管内ク
リーニング工事

令和3年12月13日 配水課

2201-52 第６次惟信雨水調整池流入管下水道築造工事 令和3年12月13日 工務課

2201-53 第７次惟信雨水調整池流入管下水道築造工事 令和3年12月13日 工務課

2202-1 白鳥橋ポンプ所沈砂池設備工事 令和3年12月13日 施設課

2203-1 犬山系導水路Ｅ管整備工事 令和3年12月13日 工務課

2203-2 朝日系導水路Ｂ管整備工事 令和3年12月13日 工務課

2204-4 打出水処理センター電気設備工事（その３） 令和3年12月13日 施設課

2205-9 伏屋ポンプ所電気設備工事 令和3年12月13日 施設課

2206-4 熱田区池内町地内道路下空洞調査業務委託 令和3年12月13日 配水課

2207-4
鳴海水処理センター水処理設備工事（その３）　令和
３年度

令和3年12月13日 配水課

2212-2 守山水処理センター汚泥ポンプ設備工事 令和3年12月13日 施設課

2201-54 港区港明一丁目付近下水道設計業務委託 令和3年12月16日 工務課

2201-55 西区那古野二丁目地内地質調査業務委託 令和3年12月16日 工務課

2201-56
港区当知四丁目地内始め６箇所下水道設計業務委
託

令和3年12月16日 工務課
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2206-5
中区千代田五丁目地内地質調査業務委託　令和３
年度

令和3年12月16日 設計第一課

2209-5
守山区茶臼前地内ほか６か所４００粍配水管布設工
事に伴う簡略設計業務委託　令和３年度

令和3年12月16日 設計第一課

2201-57 北区志賀町２丁目付近始め２箇所下水道改築工事 令和3年12月20日 設計第二課

2201-58 北区柳原一丁目地内下水道築造工事 令和3年12月20日 設計第二課

2201-59 北区上飯田南町４丁目付近下水道築造工事 令和3年12月20日 設計第二課

2201-60
第３１次中川区富田町千音寺付近下水道築造工事
及び取付管工事

令和3年12月20日 設計第二課

2203-3 港区春田野三丁目地内３００粍配水管布設工事 令和3年12月20日 設計第一課

2201-61 中区千代田三丁目地内下水道築造工事 令和3年12月22日 設計第二課

2201-62 千種区日岡町３丁目付近下水道改築工事 令和3年12月22日 設計第二課

2201-63 守山区小幡南三丁目地内下水道築造工事 令和3年12月27日 設計第二課

2202-2 清須市廻間三丁目地内５０粍配水管布設工事 令和4年1月11日 設計第一課

2202-3 緑区上旭二丁目地内５０粍配水管布設工事 令和4年1月11日 設計第一課

2202-4 円上町支線改築工事 令和4年1月11日 設計第二課

2202-5 西区菊井二丁目付近下水道改築工事 令和4年1月11日 設計第二課

2205-10 千年水処理センター電気設備工事（その２） 令和4年1月11日 施設課

2205-11 岩塚水処理センター電気設備工事（その３） 令和4年1月11日 施設課

2206-6
熱田区池内町地内道路下空洞調査業務委託（その
２）

令和4年1月11日 配水課

2205-12 助光ポンプ所耐震補強等設計業務委託 令和4年1月12日 工務課

2202-6 中区錦一丁目付近下水道改築工事 令和4年1月17日 設計第二課

2202-7 南区豊三丁目地内始め６箇所下水道築造工事 令和4年1月17日 設計第二課

2202-8 熱田区二番一丁目付近始め４箇所下水道改築工事 令和4年1月17日 設計第二課

2202-9 山崎川左岸雨水滞水池整備工事 令和4年1月17日 工務課

2208-3 中村区草薙町２丁目地内中央幹線改良工事 令和4年1月17日 設計第一課

2202-10 あま市甚目寺郷前地内３００粍配水管布設工事 令和4年1月18日 設計第一課

2202-11
西区押切二丁目付近下水道築造工事に伴う道路維
持工事

令和4年1月18日 設計第二課

2202-12 千年西部幹線ほか下水道設計業務委託 令和4年1月20日 設計第二課

2202-13 中村区向島町１丁目地内中央幹線改良工事 令和4年1月24日 設計第一課

2202-14 昭和区川名本町２丁目付近下水道築造工事 令和4年1月24日 設計第二課
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2202-15 昭和区白金二丁目付近下水道築造工事 令和4年1月24日 設計第二課

2202-16 中川区広田町２丁目地内２００粍配水管布設工事 令和4年1月25日 設計第一課

2212-3 打出水処理センター汚泥ポンプ設備工事（その２） 令和4年1月26日 施設課

2202-17 北区名城一丁目付近下水道改築工事 令和4年1月31日 設計第二課

2202-18 東区大幸一丁目付近下水道築造工事 令和4年1月31日 設計第二課

2202-19 第２次西里汚水幹線ほか改築工事 令和4年1月31日 設計第二課

2202-20
中川区江松三丁目付近下水道築造工事及び取付管
工事

令和4年1月31日 設計第二課

2203-4
中村区日ノ宮町２丁目地内ほか１か所５０粍配水管
布設工事

令和4年2月7日 設計第一課

2203-5 今池支線ほか改築工事 令和4年2月7日 設計第二課

2203-6 中区千代田二丁目付近下水道築造工事 令和4年2月7日 設計第二課

2203-7 西区城西五丁目付近始め２箇所下水道築造工事 令和4年2月7日 設計第二課

2203-8 中川区本前田町付近始め２箇所下水道築造工事 令和4年2月7日 設計第二課

2203-9
守山区大字下志段味字南荒田地内ほか１か所志段
味幹線改良工事

令和4年2月8日 設計第一課

2203-10 中区千代田二丁目付近下水道設計業務委託 令和4年2月8日 工務課

2203-11 下坂町支線改築工事 令和4年2月14日 設計第二課

2203-12 昭和区川名町６丁目地内下水道築造工事 令和4年2月14日 設計第二課

2203-13
名古屋環状線電線共同溝整備に伴う第７次中川区
太平通２丁目付近下水道築造工事

令和4年2月14日 設計第二課

2203-14
電線共同溝整備に伴う港区東土古町２丁目付近下
水道築造工事

令和4年2月14日 設計第二課

2203-15
港区稲永二丁目地内下水道築造工事及び取付管工
事

令和4年2月14日 設計第二課

2205-13
宝神水処理センター始め２箇所機械設備整備設計
業務委託

令和4年2月16日 施設整備課

2203-16 西区児玉三丁目地内名城幹線改良工事 令和4年2月21日 設計第一課

2203-17 西区花の木一丁目付近下水道築造工事 令和4年2月21日 設計第二課

2203-18 西区城西二丁目地内始め２箇所下水道築造工事 令和4年2月21日 設計第二課

2203-19 瑞穂区牧町３丁目付近下水道築造工事 令和4年2月21日 設計第二課

2203-20 東区徳川町付近下水道築造工事 令和4年2月21日 設計第二課

2203-21 名東区本郷一丁目地内始め４箇所下水道改築工事 令和4年2月21日 設計第二課

2203-22
第６５次守山区上志段味地内下水道築造工事及び
取付管工事

令和4年2月21日 設計第二課

2203-23 中村区太閤三丁目付近下水道改築工事 令和4年2月22日 設計第二課
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2204-5 緑区鳴海町字平部地内２００粍配水管布設工事 令和4年2月22日 設計第一課

2203-24
中川区柳島町２丁目付近始め５箇所既設人孔浮上
防止工事

令和4年2月25日 保全課

2204-6 西部幹線整備工事 令和4年2月25日 工務課

2203-25 北区金城町２丁目付近下水道築造工事 令和4年2月28日 設計第二課

2210-22
北区金城四丁目地内２００粍配水管布設工事　令和
３年度

令和4年2月28日 設計第一課

2204-7 緑区徳重五丁目地内２００粍配水管布設工事 令和4年3月1日 設計第一課

2204-8
堀川流域始め４流域きょう雑物除去施設設計業務委
託

令和4年3月4日 設計第二課

2204-9 名駅南雨水幹線下水道築造工事（その２） 令和4年3月7日 工務課

2210-23 名城水処理センター構内整備工事　令和３年度 令和4年3月7日 施設整備課

2204-10
天白区天白町大字八事字裏山地内２００粍配水管布
設工事

令和4年3月8日 設計第一課

2204-11 春日井送水幹線整備設計業務委託 令和4年3月10日 工務課

2204-12 緑区大高町字殿山地内大高幹線新設設計業務委託 令和4年3月10日 工務課

2204-13 港区十一屋二丁目地内下水道設計業務委託 令和4年3月10日 工務課

2205-14
守山区元郷二丁目地内守山幹線改良工事に伴う設
計業務委託

令和4年3月11日 設計第一課

2204-14
中村区上米野町５丁目付近始め２箇所下水道築造
工事

令和4年3月14日 設計第二課

2204-15
中川区横堀町１丁目付近始め３箇所下水道築造工
事

令和4年3月14日 設計第二課

2204-16 中区新栄二丁目付近下水道改築工事 令和4年3月14日 設計第二課

2204-17 志段味配水場電気設備工事 令和4年3月14日 施設課

2204-18 鍋屋上野浄水場設備棟受変電設備工事 令和4年3月14日 施設課

2205-15
丹羽郡扶桑町大字高雄地内ほか２か所犬山系導水
路連絡管等整備工事

令和4年3月14日 工務課

2205-16
海部郡大治町大字北間島字藤田地内ほか１か所臨
港幹線整備工事

令和4年3月14日 工務課

2205-17 犬山系導水路Ｅ管整備工事（第２次工事） 令和4年3月14日 工務課

2204-19 西古渡雨水幹線流入管下水道築造工事 令和4年3月15日 工務課

2204-20 下水道布設路線道路下空洞調査業務委託（その４） 令和4年3月15日 保全課

2204-21 中区栄一丁目付近下水道改築工事 令和4年3月16日 設計第二課

2204-22 中区大須四丁目付近下水道改築工事 令和4年3月16日 設計第二課

2204-23 北区志賀町１丁目付近下水道改築工事 令和4年3月16日 設計第二課

2204-24 第２次柴田幹線改築工事 令和4年3月16日 設計第二課
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2204-25 守山幹線改築工事 令和4年3月16日 設計第二課

2204-26 前塚町幹線ほか改築工事 令和4年3月16日 設計第二課

2204-27 千種区北千種一丁目付近下水道改築工事 令和4年3月16日 設計第二課

2204-28 千種区鍋屋上野町付近始め５箇所下水道築造工事 令和4年3月16日 設計第二課

2204-29
瑞穂区大喜新町１丁目付近始め７箇所下水道改築
工事

令和4年3月16日 設計第二課

2205-18 宝神水処理センター電気設備工事（その２） 令和4年3月16日 施設課

2205-19 笠寺ポンプ所電気設備工事 令和4年3月16日 施設課

2204-30
中村区鳥居通４丁目地内鳥居通幹線リフレッシュ工
事

令和4年3月22日 設計第一課

2204-31 中川区八家町１丁目地内３００粍配水管布設工事 令和4年3月22日 設計第一課

2204-32
北区山田町３丁目地内始め３箇所下水道設計業務
委託

令和4年3月22日 工務課

2204-33 千種区吹上二丁目付近下水道築造工事 令和4年3月22日 設計第二課

2204-34 西区天神山町地内始め６箇所下水道築造工事 令和4年3月22日 設計第二課

2204-35 西区堀越一丁目付近下水道設計業務委託 令和4年3月22日 工務課

2204-36 西区堀越一丁目付近地質調査業務委託 令和4年3月22日 工務課

2204-37 東区矢田五丁目付近下水道改築工事 令和4年3月22日 設計第二課

2204-38 第５１次港区茶屋新田地内下水道築造工事 令和4年3月22日 設計第二課

2204-39 大手ポンプ所耐震診断調査業務委託 令和4年3月22日 工務課

2206-7
中川区富田町大字千音寺字上前田畔地内１００粍配
水管布設工事（第１１次工事）

令和4年3月22日 設計第一課

2206-8
春日井市鷹来町地内地質調査業務委託　令和３年
度

令和4年3月22日 工務課

2210-24
天白区保呂町地内２００粍配水管布設工事　令和３
年度

令和4年3月22日 設計第一課

2204-40 昭和区川名町３丁目付近下水道築造工事 令和4年3月28日 設計第二課

2204-41 港区金川町地内下水道築造工事 令和4年3月28日 設計第二課

2204-42
瑞穂区初日町２丁目付近始め４箇所下水道築造工
事

令和4年3月28日 設計第二課

2205-20 西区玉池町地内３００粍配水管布設工事 令和4年3月28日 設計第一課

2205-21 緑区鳴海町字山下地内２００粍配水管布設工事 令和4年3月28日 設計第一課

2205-22 天白区焼山一丁目地内３００粍配水管布設工事 令和4年3月28日 設計第一課

2205-23 春日井浄水場始め１４箇所除草委託 令和4年4月1日 春日井浄水場

2205-24 鍋屋上野浄水場始め１２箇所除草委託 令和4年4月1日 鍋屋上野浄水場
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2205-25 鍋屋上野浄水場始め３箇所樹木剪定委託 令和4年4月1日 鍋屋上野浄水場

2205-26 配水管移設工事等（単価契約）第１工区 令和4年4月1日 設計第一課

2205-27 配水管移設工事等（単価契約）第２工区 令和4年4月1日 設計第一課

2205-28 配水管移設工事等（単価契約）第３工区 令和4年4月1日 設計第一課

2205-29 配水管移設工事等（単価契約）第４工区 令和4年4月1日 設計第一課

2205-30 配水管移設工事等（単価契約）第５工区 令和4年4月1日 設計第一課

2205-31 配水管移設工事等（単価契約）第６工区 令和4年4月1日 設計第一課

2205-32 配水管移設工事等（単価契約）第７工区 令和4年4月1日 設計第一課

2205-33 配水管移設工事等（単価契約）第８工区 令和4年4月1日 設計第一課

2205-34 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-35 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第２工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-36 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第３工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-37 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第４工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-38 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第５工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-39 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第６工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-40 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第７工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-41 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第８工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-42 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第９工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-43 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１０工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-44 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１１工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-45 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１２工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-46 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１３工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-47 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１４工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-48 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１５工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-49 道路掘削跡復旧工事（単価契約）第１６工区 令和4年4月1日 管路工事統括室

2205-50 上下水道取付管工事（単価契約）　第１工区 令和4年4月1日 給排水設備課

2205-51 上下水道取付管工事（単価契約）　第２工区 令和4年4月1日 給排水設備課

2205-52 上下水道取付管工事（単価契約）　第３工区 令和4年4月1日 給排水設備課



（別記様式（第5条関係））

上下水道局　配架設計書等一覧（令和５年２月27日時点）

№ 件名 契約日 設計担当課

2205-53 上下水道取付管工事（単価契約）　第４工区 令和4年4月1日 給排水設備課

2205-54
東部管路センター管内（千種、守山、名東区）下水本
管部分補修工事（単価契約）

令和4年4月1日 保全課

2205-55
東部管路センター管内（東、中区）下水本管部分補
修工事（単価契約）

令和4年4月1日 保全課

2205-56
北部管路センター管内下水本管部分補修工事（単価
契約）

令和4年4月1日 保全課

2205-57
西部管路センター管内下水本管部分補修工事（単価
契約）

令和4年4月1日 保全課

2205-58
南部管路センター管内下水本管部分補修工事（単価
契約）

令和4年4月1日 保全課

2205-59 千種区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-60 東区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-61 北区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-62 西区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-63 中村区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-64 中区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-65 昭和区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-66 瑞穂区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-67 熱田区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-68 中川区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-69 港区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-70 南区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-71 守山区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-72 緑区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-73 名東区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-74 天白区内下水道整備工事（単価契約） 令和4年4月1日 保全課

2205-75
守山水処理センター地元利用施設樹木剪定除草清
掃委託

令和4年4月1日 北部名城水処理事務所

2205-76 名城水処理センター始め２箇所殺虫剤散布委託 令和4年4月1日 北部名城水処理事務所

2205-77 植田水処理センター地元利用施設除草委託 令和4年4月1日 東部柴田水処理事務所

2205-78 打出水処理センター構内グランド除草・清掃委託 令和4年4月1日 西部打出水処理事務所

2205-79 堀留水処理センター緑化施設管理委託 令和4年4月1日 西部打出水処理事務所

2205-80
東部管路センター管内下水道築造工事等（単価契
約）

令和4年4月1日 設計第二課
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2205-81
北部管路センター管内下水道築造工事等（単価契
約）

令和4年4月1日 設計第二課

2205-82
西部管路センター管内下水道築造工事等（単価契
約）

令和4年4月1日 設計第二課

2205-83
南部管路センター管内下水道築造工事等（単価契
約）

令和4年4月1日 設計第二課

2205-84
下水道築造工事等に関する設計業務委託（単価契
約）

令和4年4月1日 設計第二課

2207-5 上下水道取付管同時施工等工事（単価契約） 令和4年4月1日 給排水設備課

2207-6 山崎汚泥処理場管理業務委託 令和4年4月1日 施設管理課

2207-7 三階橋ポンプ所始め１１箇所運転管理等業務委託 令和4年4月1日 施設管理課

2207-8 富田ポンプ所始め１０箇所運転管理等業務委託 令和4年4月1日 施設管理課

2207-9 鳴海改良土センター管理調整業務委託 令和4年4月1日 施設管理課

2207-10 宝神リサイクルセンター管理業務委託 令和4年4月1日 施設管理課

2207-11 柴田汚泥処理場始め９箇所運転管理等業務委託 令和4年4月1日 施設管理課

2207-12 八剣ポンプ所始め１７箇所運転管理等業務委託 令和4年4月1日 施設管理課

2207-13 露橋水処理センター始め２箇所運転管理業務委託 令和4年4月1日 施設管理課

2207-14 メータ点検業務委託（市外給水区域）（単価契約） 令和4年4月1日 料金課

2207-15
市外給水区域の上下水道料金の督促及び徴収業務
委託

令和4年4月1日 料金課

2207-16 技術教育センター研修業務委託 令和4年4月1日 人材育成推進室

2207-17 西部幹線等漏水調査業務委託 令和4年4月1日 配水課

2207-18 雨天時水質調査採水業務委託（その２） 令和4年4月1日 水質管理課

2207-19 道路掘削跡復旧工事監督補助業務委託 令和4年4月1日 管路工事統括室

2207-20 測量標等保全業務における監督補助等業務委託 令和4年4月1日 管路工事統括室

2207-21 グリース阻集器維持管理適正化業務委託 令和4年4月1日 給排水設備課

2207-22 ビルピット臭気改善促進業務委託 令和4年4月1日 給排水設備課

2207-23 排水設備現場確認業務委託（単価契約） 令和4年4月1日 給排水設備課

2207-24 公共下水道接続勧奨業務委託 令和4年4月1日 料金課

2207-25 小規模貯水槽水道点検業務委託 令和4年4月1日 給排水設備課

2206-9 千種区宮の腰町地内地質調査業務委託 令和4年4月4日 工務課

2205-85 天白区山根町地内１００粍配水管布設工事 令和4年4月11日 設計第一課

2205-86
中村区太閤一丁目地内１００粍配水管布設工事（最
終工事）

令和4年4月11日 設計第一課
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2205-87 名東区上社二丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年4月11日 設計第一課

2205-88
北区東水切町３丁目地内１００粍配水管布設工事
（最終工事）

令和4年4月11日 設計第一課

2205-89 名東区藤里町地内２００粍配水管布設工事 令和4年4月11日 設計第一課

2205-90 緑区鳥澄一丁目地内大高幹線新設工事 令和4年4月11日 工務課

2205-91 熱田区沢上一丁目地内下水道築造工事 令和4年4月11日 設計第二課

2205-92
中村区向島町４丁目地内始め３箇所下水道築造工
事

令和4年4月11日 設計第二課

2205-93 西区上名古屋三丁目付近下水道改築工事 令和4年4月11日 設計第二課

2205-94 北区名城三丁目地内下水道改築工事 令和4年4月11日 設計第二課

2205-95 港区正徳町４丁目付近下水道築造工事 令和4年4月11日 工務課

2205-96 港区高木町３丁目付近下水道築造工事 令和4年4月11日 設計第二課

2205-97
北区西味鋺一丁目地内下水道築造工事及び取付管
工事

令和4年4月11日 設計第二課

2206-10 瑞穂区船原町２丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年4月11日 設計第一課

2205-98 中村区二ツ橋町３丁目付近下水道設計業務委託 令和4年4月18日 工務課

2205-99 港区稲永五丁目付近下水道築造工事 令和4年4月18日 設計第二課

2206-11 中区栄五丁目地内１５０粍配水管布設工事 令和4年4月18日 給排水設備課

2206-12
道徳ポンプ所放流渠吐口整備設計業務委託（その
２）

令和4年4月18日 施設整備課

2206-13 緑区浦里五丁目地内地質調査業務委託 令和4年4月18日 施設整備課

2205-100
技術教育センター始め２か所構内除草・樹木剪定委
託

令和4年4月25日 人材育成推進室

2205-101 熱田区伝馬一丁目地内下水道築造工事 令和4年4月25日 設計第二課

2205-102 西区枇杷島一丁目地内下水道築造工事 令和4年4月25日 設計第二課

2205-103 南区元塩町６丁目付近下水道築造工事 令和4年4月25日 設計第二課

2205-104 中村区横井二丁目地内始め２箇所下水道築造工事 令和4年4月25日 設計第二課

2205-105 中川区下之一色町字戌亥島地内下水道築造工事 令和4年4月25日 設計第二課

2206-14
熱田区桜田町地内ほか２か所１００粍配水管布設工
事

令和4年4月25日 設計第一課

2206-15 守山区西城二丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年4月25日 設計第一課

2206-16
あま市森三丁目地内５０粍配水管布設工事（最終工
事）

令和4年4月25日 設計第一課

2206-17
中村区郷前町２丁目地内４０粍仮設配水管布設工事
（第１次工事）

令和4年4月25日 設計第一課

2210-25
中川区西日置町１０丁目地内工業用水道４００粍配
水管及び３００粍汚泥輸送管布設工事

令和4年4月25日 設計第一課
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2205-106
露橋水処理センター始め２箇所除草・樹木剪定業務
委託

令和4年4月26日 西部打出水処理事務所

2205-107 打出水処理センター始め５箇所除草・樹木剪定委託 令和4年4月26日 西部打出水処理事務所

2205-108 柴田水処理センター始め６箇所除草・樹木剪定委託 令和4年4月26日 東部柴田水処理事務所

2206-18 天白区高坂町地内３００粍配水管布設工事 令和4年4月26日 設計第一課

2205-109 犬山圧送ポンプ所始め１６箇所除草委託 令和4年4月27日 春日井浄水場

2205-110 春日井浄水場始め５箇所樹木剪定委託 令和4年4月27日 春日井浄水場

2205-111 猪高配水場始め１２箇所除草委託 令和4年4月27日 鍋屋上野浄水場

2205-112 猪高配水場始め１１箇所樹木剪定委託 令和4年4月27日 鍋屋上野浄水場

2205-113
工業用水道辰巳浄水場始め３箇所除草・樹木剪定
委託

令和4年4月27日 大治浄水場

2205-114 大治浄水場始め３箇所除草委託 令和4年4月27日 大治浄水場

2205-115 北区鳩岡二丁目地内下水道築造工事 令和4年4月27日 工務課

2206-19
東区大幸四丁目地内始め２４６か所大型制水弁点検
業務委託

令和4年4月27日 配水課

2206-20 西区児玉一丁目地内始め３箇所下水道改築工事 令和4年5月2日 設計第二課

2206-21 第２次西区那古野一丁目地内下水道改築工事 令和4年5月2日 設計第二課

2206-22
中村区塩池町１丁目付近始め２箇所下水道築造工
事

令和4年5月2日 設計第二課

2206-23 西区丸野二丁目地内地下水等調査業務委託 令和4年5月10日 工務課

2206-24 西区新道一丁目地内地質調査業務委託 令和4年5月16日 工務課

2206-25 瑞穂区師長町地内下水道築造工事 令和4年5月16日 設計第二課

2206-26 大手ポンプ排水区雨水整備計画策定業務委託 令和4年5月16日 下水道計画課

2207-26 配水管内水圧・水質測定調査業務委託 令和4年5月16日 配水課

2206-27 大治浄水場始め３箇所樹木剪定委託 令和4年5月18日 大治浄水場

2206-28
東部営業センター始め１３箇所樹木剪定及び除草委
託

令和4年5月18日 給排水設備課

2206-29 岩塚水処理センター始め６箇所除草・樹木剪定委託 令和4年5月18日 西部打出水処理事務所

2206-30 空見スラッジリサイクルセンター除草・樹木剪定委託 令和4年5月18日 南部宝神水処理事務所

2206-31 港区港明二丁目地内１５０粍配水管布設工事 令和4年5月23日 給排水設備課

2206-32
北区大野町５丁目地内ほか４か所１００粍配水管内
クリーニング工事

令和4年5月23日 配水課

2206-33
昭和区曙町２丁目地内ほか４か所１００粍配水管内
クリーニング工事

令和4年5月23日 配水課

2206-34 名東区極楽四丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年5月23日 設計第一課
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2206-35 名東区香流三丁目地内１５０粍配水管布設工事 令和4年5月23日 設計第一課

2210-26 料金課東分室始め３箇所構内整備工事　令和４年度 令和4年5月23日 施設課

2210-27
北区鳩岡二丁目地内４００粍配水管布設工事（第１
次工事）令和４年度

令和4年5月23日 設計第一課

2206-36 瑞穂区松栄町２丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年5月24日 設計第一課

2206-37
千種区星が丘元町地内ほか３か所１００粍配水管内
クリーニング工事

令和4年5月25日 配水課

2206-38
東部管路センター始め２６か所樹木剪定及び除草委
託

令和4年5月26日 配水課

2206-39 柴田水処理センター植樹帯整備委託 令和4年5月26日 東部柴田水処理事務所

2206-40 昭和区曙町１丁目付近始め３箇所下水道改築工事 令和4年5月30日 設計第二課

2206-41 熱田区一番一丁目地内始め２箇所下水道築造工事 令和4年5月30日 設計第二課

2206-42
千種区月ヶ丘二丁目付近始め３箇所下水道築造工
事

令和4年5月30日 設計第二課

2207-27 あま市坂牧北浦地内４００粍配水管布設工事 令和4年6月1日 設計第一課

2207-28 港区惟信町２丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年6月1日 設計第一課

2208-4
伝馬町水処理センター始め３箇所除草・樹木剪定委
託

令和4年6月1日 施設整備課

2207-29 北区名城二丁目付近下水道築造工事 令和4年6月6日 設計第二課

2207-30 千種区鍋屋上野町付近下水道改築工事 令和4年6月6日 設計第二課

2207-31
第５４次港区茶屋新田地内下水道築造工事及び取
付管工事

令和4年6月13日 設計第二課

2207-32 港区泰明町１丁目地内雨水貯留施設築造工事 令和4年6月13日 工務課

2210-28 南区砂口町地内鳴海幹線不断水バルブ設置工事 令和4年6月13日 設計第一課

2207-33 宝神水処理センター始め６箇所除草・樹木剪定委託 令和4年6月15日 南部宝神水処理事務所

2208-5 守山水処理センター始め１０箇所構内除草委託 令和4年6月15日 北部名城水処理事務所

2207-34 中村区二ツ橋町３丁目付近地質調査業務委託 令和4年6月16日 工務課

2207-35 中村区名駅五丁目付近下水道築造工事 令和4年6月20日 設計第二課

2207-36 熱田区五番町地内始め３箇所下水道改築工事 令和4年6月20日 設計第二課

2207-37 名東区平和が丘二丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年6月20日 配水課

2207-38
熱田区一番一丁目地内ほか２か所１００粍配水管布
設工事（最終工事）

令和4年6月20日 配水課

2207-39
西区那古野二丁目地内１００粍配水管布設工事　令
和４年度

令和4年6月20日 設計第一課

2208-6
港区新川町１丁目地内ほか１か所玉川幹線改良工
事（第一次工事）

令和4年7月4日 設計第一課

2208-7 植田水処理センター始め２箇所除草樹木剪定委託 令和4年7月4日 東部柴田水処理事務所
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2208-8 山崎水処理センター始め８箇所除草・樹木剪定委託 令和4年7月4日 南部宝神水処理事務所

2208-9 熱田区旗屋一丁目地内始め４箇所下水道築造工事 令和4年7月4日 設計第二課

2208-10
第２次中川区江松三丁目付近下水道築造工事及び
取付管工事

令和4年7月4日 設計第二課

2208-11 既設マンホール浮上対策設計業務委託 令和4年7月4日 保全課

2301-1 名駅前ポンプ所築造工事（第１期工事） 令和4年7月5日 工務課

2208-12
熱田区新尾頭三丁目付近始め４箇所下水道改築工
事

令和4年7月11日 設計第二課

2208-13
守山区下志段味真光寺付近下水道築造工事及び取
付管工事

令和4年7月11日 設計第二課

2208-14
中村区大秋町２丁目地内始め２箇所下水道築造工
事

令和4年7月11日 設計第二課

2208-15
堀川流域始め３流域きょう雑物除去施設設計業務委
託

令和4年7月15日 設計第二課

2211-1
北区中切町６丁目地内ほか１９か所配水管内カメラ
調査業務委託

令和4年7月15日 配水課

2208-16 南区元桜田町１丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年7月19日 設計第一課

2208-17 守山区苗代一丁目地内１５０粍配水管布設工事 令和4年7月19日 設計第一課

2208-18 中村区北畑町地内１００粍配水管布設工事 令和4年7月19日 設計第一課

2208-19 名東区高針台二丁目地内１５０粍配水管布設工事 令和4年7月19日 設計第一課

2208-20 中川区打出二丁目地内１５０粍配水管布設工事 令和4年7月19日 設計第一課

2208-21 鳴海水処理センター始め５箇所除草・樹木剪定委託 令和4年7月19日 東部柴田水処理事務所

2208-22 千種区今池三丁目付近始め３箇所下水道改築工事 令和4年7月19日 設計第二課

2208-23
南区浜田町５丁目地内下水道築造工事及び取付管
工事

令和4年7月25日 設計第二課

2208-24 守山区弁天が丘付近下水道築造工事 令和4年7月25日 設計第二課

2208-25
第６７次守山区上志段味地内下水道築造工事及び
取付管工事

令和4年7月25日 設計第二課

2209-6 中区栄五丁目地内１５０粍配水管布設工事（その２） 令和4年7月25日 給排水設備課

2209-7
南区浜田町５丁目地内下水道築造工事及び取付管
工事

令和4年7月25日 設計第二課

2210-29 名城水処理センター水処理設備補修工事 令和4年7月25日 北部名城水処理事務所

2209-8 緑区鳥澄二丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年8月1日 設計第一課

2209-9 緑区鳴子町３丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年8月1日 設計第一課

2209-10 中村区横前町地内１００粍配水管布設工事 令和4年8月1日 設計第一課

2209-11
北区上飯田北町２丁目付近始め３箇所下水道築造
工事

令和4年8月1日 設計第二課

2209-12 昭和区曙町１丁目地内下水道改築工事 令和4年8月1日 設計第二課
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2209-13 昭和区御器所三丁目地内下水道築造工事 令和4年8月1日 設計第二課

2209-14
千種区丘上町２丁目地内始め４箇所下水道改築工
事

令和4年8月1日 設計第二課

2209-15
城北排水区等事業計画策定に伴う費用効果分析業
務委託

令和4年8月1日 下水道計画課

2209-16
名東区牧の里二丁目地内ほか５か所１００粍配水管
布設工事に伴う簡略設計業務委託

令和4年8月4日 設計第一課

2209-17 中区千代田二丁目付近地質調査業務委託 令和4年8月4日 工務課

2209-18
西区幅下一丁目付近始め３箇所下水道設計業務委
託

令和4年8月4日 工務課

2209-19 昭和区花見通３丁目付近下水道築造工事 令和4年8月8日 設計第二課

2210-30 瑞穂区初日町２丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年8月8日 設計第一課

2209-20
瑞穂区田光町１丁目付近始め２箇所下水道改築工
事

令和4年8月9日 設計第二課

2301-2 大治浄水場第２配水池１３５０粍流出管整備工事 令和4年8月15日 工務課

2209-21 中区平和二丁目地内下水道改築工事 令和4年8月22日 設計第二課

2209-22 西区那古野二丁目地内下水道築造工事 令和4年8月22日 工務課

2209-23
第３次港区七島一丁目付近下水道築造工事及び取
付管工事

令和4年8月22日 設計第二課

2209-24 南区汐田町地内地質調査業務委託 令和4年8月23日 工務課

2210-31
中村区椿町地内ほか５か所１００粍配水管布設工事
に伴う簡略設計業務委託

令和4年8月23日 設計第一課

2210-32
港区新茶屋四丁目地内ほか５か所１００粍配水管布
設工事に伴う簡略設計業務委託

令和4年8月23日 設計第一課

2210-33 植田水処理センター主ポンプ設備等設計業務委託 令和4年8月23日 施設課

2209-25 第２次中区栄一丁目付近下水道改築工事 令和4年8月29日 設計第二課

2209-26 瑞穂区鍵田町１丁目付近下水道築造工事 令和4年8月29日 設計第二課

2209-27 北区川中町付近下水道改築工事 令和4年8月29日 設計第二課

2209-28
北区上飯田北町２丁目付近始め２箇所下水道改築
工事

令和4年8月29日 設計第二課

2209-29 大曽根雨水調整池特殊電源設備工事 令和4年8月29日 施設整備課

2209-30
千音寺土地区画整理に伴う第１４次中川区富田町千
音寺地内下水道築造及び取付管工事

令和4年8月29日 設計第二課

2210-34
清須市西枇杷島町上新地内４０粍仮設配水管布設
工事（第１次工事）

令和4年8月29日 設計第一課

2210-35 港区空見町地内３００粍配水管リフレッシュ工事 令和4年8月29日 配水課

2210-36 中川区助光一丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年8月29日 設計第一課

2209-31 鳴海幹線ほか下水道設計業務委託 令和4年8月31日 設計第二課

2209-32 西区丸野二丁目地内除草委託 令和4年8月31日 工務課
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2210-37 中川区東春田二丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年9月5日 設計第一課

2210-38 六条雨水幹線改築工事 令和4年9月5日 設計第二課

2210-39 伏屋ポンプ所構内整備工事 令和4年9月5日 施設整備課

2210-40 篠原ポンプ所構内整備工事 令和4年9月5日 施設整備課

2210-41 八剣ポンプ所構内整備工事 令和4年9月5日 施設整備課

2210-42 第２次中江幹線改築工事 令和4年9月5日 設計第二課

2210-43 名東本通雨水幹線ほか下水道設計業務委託 令和4年9月5日 設計第二課

2210-44
名古屋環状線電線共同溝整備に伴う第６次中川区
太平通２丁目付近下水道築造工事

令和4年9月5日 設計第二課

2301-3 犬山系導水路Ｅ管整備工事（第３次工事） 令和4年9月5日 工務課

2301-4 朝日系導水路Ｂ管整備工事（第２次工事） 令和4年9月5日 工務課

2210-45 篠原ポンプ所電気設備設計業務委託 令和4年9月6日 施設課

2210-46
西区栄生三丁目地内始め８箇所既設人孔浮上防止
工事

令和4年9月6日 保全課

2210-47
熱田区外土居町地内ほか１か所３００粍配水管布設
工事

令和4年9月12日 設計第一課

2210-48 中村区椿町地内始め２箇所下水道改築工事 令和4年9月12日 工務課

2210-49 南区豊田五丁目付近し尿輸送管布設工事 令和4年9月12日 施設整備課

2210-50 中村区賑町付近下水道築造工事 令和4年9月12日 設計第二課

2210-51 港区泰明町１丁目地内始め２箇所下水道築造工事 令和4年9月12日 工務課

2211-2 名港ポンプ所電気設備工事 令和4年9月12日 施設課

2212-4 千年水処理センター水処理設備補修工事 令和4年9月12日 施設整備課

2212-5 植田水処理センター沈砂池設備工事 令和4年9月12日 施設課

2212-6 大江ポンプ所沈砂池設備工事 令和4年9月12日 施設課

2212-7 雨水調整池等遠方監視設備整備工事 令和4年9月12日 施設課

2210-52
西区新福寺町１丁目地内始め３箇所地質調査業務
委託

令和4年9月14日 工務課

2210-53
南区泉楽通４丁目地内始め３箇所下水道基本設計
業務委託

令和4年9月15日 工務課

2210-54 第６８次守山区上志段味地内下水道築造工事 令和4年9月20日 設計第二課

2211-3 瑞穂区塩入町地内１００粍配水管布設工事 令和4年9月20日 設計第一課

2212-8 宝神水処理センター機械設備工事（その２） 令和4年9月29日 施設整備課

2210-55 小碓雨水調整池電気設備工事 令和4年9月30日 施設課
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2211-4
第３２次中川区富田町千音寺付近下水道築造工事
及び取付管工事

令和4年10月5日 設計第二課

2211-5 中区橘一丁目付近下水道改築工事 令和4年10月6日 設計第二課

2211-6 中村区名駅南四丁目地内椿町幹線改良工事 令和4年10月6日 設計第一課

2302-1 中村区小鴨町地内ほか１か所５０粍配水管布設工事 令和4年10月6日 設計第一課

2211-7 南区立脇町２丁目付近始め４箇所下水道改築工事 令和4年10月7日 設計第二課

2211-8 貝田町幹線改築工事 令和4年10月12日 設計第二課

2211-9 第８次中村中部雨水調整池流入管下水道築造工事 令和4年10月12日 工務課

2211-10 大曽根雨水調整池建築電気設備改修工事 令和4年10月12日 北部名城水処理事務所

2211-11 善北雨水調整池始め１１箇所電気設備整備工事 令和4年10月12日 施設整備課

2211-12 第４次港区藤前一丁目付近下水道築造工事 令和4年10月12日 設計第二課

2211-13 熱田区花表町付近汚泥輸送管布設工事 令和4年10月12日 工務課

2212-9 宮前ポンプ所沈砂池設備工事 令和4年10月13日 施設課

2212-10 福田ポンプ所沈砂池設備工事（その２） 令和4年10月13日 施設課

2211-14 岩塚水処理センター電気設備工事（その４） 令和4年10月14日 施設課

2211-15 熱田区四番二丁目付近始め２箇所下水道築造工事 令和4年10月18日 設計第二課

2211-16 明道町幹線ほか改築工事 令和4年10月18日 設計第二課

2211-17
名古屋環状線電線共同溝整備に伴う西区秩父通２
丁目付近下水道築造工事

令和4年10月18日 設計第二課

2211-18 北区柳原二丁目付近下水道改築工事 令和4年10月18日 設計第二課

2302-2 中村ポンプ所構内整備工事 令和4年10月18日 施設整備課

2211-19 昭和区駒方町２丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年10月21日 設計第一課

2211-20 中区千代田一丁目付近下水道築造工事 令和4年10月24日 設計第二課

2211-21
瑞穂区豊岡通１丁目地内始め３箇所下水道改築工
事

令和4年10月24日 設計第二課

2211-22 第４次江川用水改築工事 令和4年10月24日 設計第二課

2211-23 天道町幹線改築工事 令和4年10月24日 設計第二課

2212-11 中区千代田一丁目付近下水道築造工事 令和4年10月24日 設計第二課

2212-12 天道町幹線改築工事 令和4年10月24日 設計第二課

2212-13 第４次江川用水改築工事 令和4年10月24日 設計第二課

2302-3 守山水処理センター構内整備工事 令和4年10月24日 施設整備課
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2211-24
緑区大高町坊主山付近下水道築造工事及び取付管
工事

令和4年10月26日 設計第二課

2211-25
東区矢田一丁目地内ほか５か所１００粍配水管内ク
リーニング工事

令和4年10月26日 配水課

2211-26
北区生駒町５丁目地内ほか４か所１００粍配水管内
クリーニング工事

令和4年10月26日 配水課

2211-27
熱田区三本松町地内ほか３か所１００粍配水管内ク
リーニング工事

令和4年10月26日 配水課

2211-28
緑区太子二丁目地内ほか２か所１００粍配水管内ク
リーニング工事

令和4年10月26日 配水課

2302-4 宝神水処理センター電気設備設計業務委託 令和4年10月26日 施設課

2211-29 第２次泉支線改築工事 令和4年10月27日 設計第二課

2212-14 第２次泉支線改築工事 令和4年10月27日 設計第二課

2212-15
熱田区伝馬二丁目付近始め９箇所下水道設計業務
委託

令和4年11月2日 設計第二課

2212-16 守山区翠松園二丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年11月2日 設計第一課

2302-5 福徳ポンプ所構内整備工事 令和4年11月7日 施設整備課

2212-17 守山水処理センター始め６箇所樹木剪定委託 令和4年11月8日 北部名城水処理事務所

2212-18 鳥居通幹線ほか下水道設計業務委託 令和4年11月8日 設計第二課

2212-19
守山区大字上志段味字山の田地内２００粍配水管布
設工事（第１５７次工事）

令和4年11月9日 設計第一課

2212-20 中川区一色新町三丁目付近下水道築造工事 令和4年11月11日 設計第二課

2212-21
中区錦三丁目地内ほか５か所不断水補修弁取替工
事

令和4年11月11日 配水課

2212-22 北区辻本通４丁目付近下水道築造工事 令和4年11月14日 設計第二課

2212-23 第２次堀田幹線改築工事 令和4年11月15日 設計第二課

2212-24 昭和区鶴舞四丁目地内３００粍配水管布設工事 令和4年11月15日 設計第一課

2301-5 守山水処理センター水処理設備工事 令和4年11月15日 施設課

2212-25 中川区島井町地内富田幹線改良工事 令和4年11月16日 設計第一課

2212-26
名東区猪子石三丁目地内上社幹線改良工事（第１
工区）

令和4年11月16日 設計第一課

2212-27 南区内田橋一丁目付近下水道改築工事 令和4年11月16日 設計第二課

2212-28 鳴海雨水幹線改築工事 令和4年11月16日 設計第二課

2212-29 光音寺幹線始め２箇所改築工事 令和4年11月16日 設計第二課

2212-30 南区弥生町地内野並幹線改良工事 令和4年11月18日 設計第一課

2212-31
港区泰明町１丁目地内雨水貯留施設築造工事（そ
の２）

令和4年11月22日 工務課

2302-6 宝神水処理センター構内整備工事（その１） 令和4年11月22日 施設整備課
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2212-32 中川区愛知町地内５０粍配水管布設工事 令和4年11月24日 設計第一課

2212-33 中区正木一丁目付近下水道築造工事 令和4年11月25日 設計第二課

2212-34 権現通雨水調整池ポンプ設備整備工事 令和4年11月28日 施設整備課

2212-35 青柳町支線ほか下水道築造工事 令和4年11月29日 設計第二課

2302-7 大治浄水場第３配水池補修工事 令和4年11月29日 大治浄水場

2302-8 福徳ポンプ所隣接地構内整備工事 令和4年12月2日 施設課

2301-6 八剣南部幹線ほか下水道設計業務委託 令和4年12月5日 設計第二課

2301-7 中川区野田一丁目地内１００粍配水管布設工事 令和4年12月7日 設計第一課

2302-9 空見スラッジリサイクルセンター構内整備工事 令和4年12月7日 施設整備課

2301-8 千種区上野三丁目付近下水道築造工事 令和4年12月8日 設計第二課

2301-9 東山配水場５号配水池法面整備工事 令和4年12月9日 施設整備課

2301-10 川北雨水幹線改築工事 令和4年12月12日 設計第二課

2301-11 中川区中須町付近汚泥輸送管布設工事 令和4年12月12日 施設整備課

2301-12 堀留・山崎間汚水送水管設計業務委託 令和4年12月12日 工務課

2301-13 鳴海水処理センター機械設備整備工事 令和4年12月13日 施設整備課

2301-14 大森雨水幹線機械設備整備工事 令和4年12月13日 施設整備課

2301-15 西区枇杷島二丁目地内３００粍仮設配水管添架工事 令和4年12月14日 設計第一課

2301-16 山崎水処理センター沈砂池設備工事 令和4年12月14日 施設課

2301-17 第２次天道町幹線改築工事 令和4年12月15日 設計第二課

2301-18 第３次内浜幹線改築工事 令和4年12月15日 設計第二課

2301-19 城北新町幹線ほか改築工事 令和4年12月19日 設計第二課

2301-20 新道第２雨水幹線下水道築造工事 令和4年12月19日 工務課

2302-10 守山水処理センター電気設備設計業務委託 令和4年12月19日 施設課

2301-21 港区港明一丁目付近下水道築造工事 令和4年12月20日 工務課

2301-22
第６９次守山区上志段味地内下水道築造工事及び
取付管工事

令和4年12月20日 設計第二課

2301-23 東区橦木町１丁目付近下水道築造工事 令和4年12月26日 設計第二課

2301-24 瑞穂区大殿町２丁目付近下水道改築工事 令和4年12月26日 設計第二課

2301-25 港区九番町５丁目付近始め４箇所下水道改築工事 令和4年12月26日 設計第二課
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2301-26 熱田区一番三丁目地内始め３箇所下水道築造工事 令和4年12月26日 設計第二課

2301-27 松軒町幹線ほか改築工事 令和4年12月28日 設計第二課

2301-28
中村区高道町１丁目付近始め２箇所下水道改築工
事

令和4年12月28日 設計第二課

2302-11
昭和区妙見町地内ほか５か所２００粍配水管布設工
事に伴う簡略設計業務委託

令和5年1月6日 設計第一課

2302-12
港区港楽二丁目地内始め３箇所下水道設計業務委
託

令和5年1月6日 工務課

2302-13 中川区松葉町３丁目付近下水道築造工事 令和5年1月13日 設計第二課

2302-14 瑞穂区明前町地内下水道築造工事 令和5年1月13日 設計第二課

2302-15
千種区城木町３丁目付近始め２箇所下水道改築工
事

令和5年1月13日 設計第二課

2302-16 西区新道一丁目付近下水道築造工事 令和5年1月13日 設計第二課

2302-17 南区鳥栖二丁目地内５０粍配水管布設工事 令和5年1月13日 設計第一課

2302-18 港区入場一丁目地内１００粍配水管布設工事 令和5年1月16日 設計第一課

2302-19 港区宝神二丁目地内１００粍配水管布設工事 令和5年1月16日 設計第一課

2302-20 港区東築地町地内下水道築造工事 令和5年1月17日 設計第二課

2302-21 南区星崎二丁目付近汚泥輸送管布設工事 令和5年1月18日 施設整備課

2302-22
昭和区北山本町２丁目付近始め５箇所下水道築造
工事

令和5年1月19日 設計第二課

2302-23 植田水処理センター始め２箇所樹木剪定委託 令和5年1月20日 東部柴田水処理事務所

2302-24 合流管移設に伴う影響解析業務委託 令和5年1月20日 工務課

2302-25 守山区大森二丁目地内３００粍配水管布設工事 令和5年1月23日 設計第一課

2302-26
緑区大高町字藤塚地内ほか４か所２００粍配水管布
設工事に伴う簡略設計業務委託

令和5年1月24日 設計第一課

2302-27 南区戸部町２丁目付近始め２箇所下水道築造工事 令和5年1月24日 設計第二課

2302-28 北区金城二丁目付近始め２箇所下水道築造工事 令和5年1月24日 設計第二課

2302-29 北区清水三丁目付近下水道築造工事 令和5年1月24日 設計第二課

2302-30
港区東茶屋一丁目地内１５０粍配水管布設工事（第
１２４次工事）

令和5年1月25日 設計第一課

2302-31 宝神水処理センター高木等伐採委託 令和5年1月25日 南部宝神水処理事務所

2302-32
守山区平池東地内ほか１か所東名送水幹線整備工
事

令和5年1月26日 工務課

2302-33 宝神水処理センター構内グランド除草委託 令和5年1月30日 南部宝神水処理事務所

2302-34
中川区山王一丁目地内始め２箇所下水道設計業務
委託

令和5年1月30日 工務課


