
通し番号 開札日 設計担当課 件名

2109-1 令和3年6月30日 緑土木事務所 赤塚架道橋始め３橋補修工事

2111-1 令和3年9月16日 緑土木事務所 旭出6号水路始め8水路改良工事

2112-1 令和3年10月26日 緑地事業課 洗堰緑地整備工事

2203-1 令和4年2月3日 河川計画課
一級河川新堀川改修事業に伴う洪水調節池等基本計画検討業務委
託

2112-2 令和3年9月13日 名東土木事務所 植田川不適木撤去業務委託（名東）

2202-1 令和3年11月9日 中川土木事務所 打出街園整備工事（中川－９）

2209-01 令和4年1月4日 名東土木事務所 オアシスの森管理委託（名－１）

2302-01 令和4年9月6日 名東土木事務所 オアシスの森管理委託（名－１）

2201-1 令和4年12月2日 天白土木事務所 オアシスの森施設更新工事（天－２）

2209-02 令和4年2月3日 名東土木事務所 オアシスの森施設更新工事（名－２）

2203-2 令和3年11月30日 緑土木事務所 扇川緑道樹木植栽工事（緑－７）

2110-1 令和3年9月1日 河川計画課 大江川整備に伴う水理計算業務委託

2111-2 令和3年9月16日 港土木事務所
大江東線支線第２号舗装道補修工事（港－１）及び舗装道補修工事
（港－５）（週休２日）

2110-2 令和3年9月6日 南土木事務所 大江橋補修工事及び交通安全施設整備工事（南－１１）

2110-3 令和3年7月30日 中土木事務所 大須観音駅自転車駐車場整備工事

2301-01 令和4年3月24日 東土木事務所 大曽根駅周辺歩道清掃業務委託

2105-1 令和3年3月24日 北土木事務所 大曽根駅周辺歩道清掃業務委託

2209-66 令和4年8月3日 道路建設課 大当郎橋右岸取付橋補強工事及び補修工事

2211-01 令和4年10月14日 道路建設課 小栗橋詳細設計業務委託

2210-01 令和4年8月16日 中川土木事務所 小栗橋始め１０橋補修工事

2205-1 令和4年4月8日 緑土木事務所 街園その他管理委託（緑－６）及び河川緑地帯管理委託（緑－１）

2105-2 令和3年4月12日 緑土木事務所 街園その他管理委託（緑－６）及び河川緑地帯管理委託（緑－１）

2106-3 令和3年4月26日 道路利活用課 街区の世界座標化事業に伴う測量委託（瑞穂－２）

2205-16 令和4年4月11日 昭和土木事務所 街路樹管理委託（昭－２）及び道路除草管理委託（昭－２）

2205-17 令和4年4月12日 昭和土木事務所 街路樹管理委託（昭－３）及び道路除草管理委託（昭－３）

2205-32 令和4年4月12日 守山土木事務所 街路樹管理委託（守－２）及び道路除草管理委託（守－１）

2205-33 令和4年4月8日 守山土木事務所 街路樹管理委託（守－３）及び道路除草管理委託（守－２）

2205-34 令和4年4月11日 守山土木事務所
街路樹管理委託（守－４）、道路除草管理委託（守－３）及び河川緑地
帯管理委託（守－１）

2205-35 令和4年4月12日 守山土木事務所 街路樹管理委託（守－５）及び道路除草管理委託（守－４）

2205-5 令和4年4月12日 北土木事務所 街路樹管理委託（北－３）及び道路除草管理委託（北－２）

2105-6 令和3年4月12日 北土木事務所 街路樹管理委託（北－３）及び道路除草管理委託（北－２）

配架設計書一覧（2023.3.20更新）
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2205-6 令和4年4月8日 北土木事務所 街路樹管理委託（北－４）及び道路除草管理委託（北－３）

2105-7 令和3年4月8日 北土木事務所 街路樹管理委託（北－４）及び道路除草管理委託（北－３）

2105-19 令和3年4月8日 昭和土木事務所 街路樹管理委託（昭－２）及び道路除草管理委託（昭－２）

2105-20 令和3年4月9日 昭和土木事務所 街路樹管理委託（昭－３）及び道路除草管理委託（昭－３）

2205-2 令和4年4月12日 千種土木事務所 街路樹管理委託（千－４）及び道路除草管理委託（千－３）

2205-3 令和4年4月8日 千種土木事務所 街路樹管理委託（千－５）及び道路除草管理委託（千－４）

2105-4 令和3年4月8日 千種土木事務所 街路樹管理委託（千－５）及び道路除草管理委託（千－４）

2105-3 令和3年4月12日 千種土木事務所 街路樹管理委託（千－４）及び道路除草管理委託（千－３）

2205-40 令和4年4月11日 天白土木事務所 街路樹管理委託（天－３）及び道路除草管理委託（天－１）

2105-40 令和3年4月8日 天白土木事務所 街路樹管理委託（天－３）及び道路除草管理委託（天－１）

2205-41 令和4年4月12日 天白土木事務所 街路樹管理委託（天－４）及び道路除草管理委託（天－２）

2105-41 令和3年4月9日 天白土木事務所 街路樹管理委託（天－４）及び道路除草管理委託（天－２）

2205-42 令和4年4月8日 天白土木事務所 街路樹管理委託（天－５）及び道路除草管理委託（天－３）

2205-43 令和4年4月11日 天白土木事務所 街路樹管理委託（天－６）

2205-11 令和4年4月12日 中土木事務所 街路樹管理委託（中－１）

2105-13 令和3年4月12日 中土木事務所 街路樹管理委託（中－１）

2205-12 令和4年4月8日 中土木事務所 街路樹管理委託（中－３）及び道路除草管理委託（中－１）

2105-14 令和3年4月8日 中土木事務所 街路樹管理委託（中－３）及び道路除草管理委託（中－１）

2205-13 令和4年4月11日 中土木事務所 街路樹管理委託（中－４）及び道路除草管理委託（中－２）

2105-15 令和3年4月9日 中土木事務所 街路樹管理委託（中－４）及び道路除草管理委託（中－２）

2205-14 令和4年4月12日 中土木事務所 街路樹管理委託（中－５）及び道路除草管理委託（中－３）

2105-16 令和3年4月12日 中土木事務所 街路樹管理委託（中－５）及び道路除草管理委託（中－３）

2205-15 令和4年4月8日 中土木事務所 街路樹管理委託（中－６）及び道路除草管理委託（中－４）

2105-17 令和3年4月8日 中土木事務所 街路樹管理委託（中－６）及び道路除草管理委託（中－４）

2105-18 令和3年4月9日 中土木事務所 街路樹管理委託（中－７）及び道路除草管理委託（中－５）

2205-21 令和4年4月11日 中川土木事務所 街路樹管理委託（中川－１）及び道路除草管理委託（中川－１）

2106-4 令和3年4月8日 中川土木事務所 街路樹管理委託（中川－１）及び道路除草管理委託（中川－１）

2107-3 令和3年4月9日 中川土木事務所
街路樹管理委託（中川－２）、道路除草管理委託（中川－２）及び農業
用水路緑地帯管理委託（中川－１）

2205-22 令和4年4月12日 中川土木事務所
街路樹管理委託（中川－２）道路除草管理委託（中川－２）及び農業用
水路緑地帯管理委託（中川－１）

2205-23 令和4年4月8日 中川土木事務所 街路樹管理委託（中川－３）及び道路除草管理委託（中川－３）

2105-23 令和3年4月12日 中川土木事務所 街路樹管理委託（中川－３）及び道路除草管理委託（中川－３）

2/47



通し番号 開札日 設計担当課 件名

配架設計書一覧（2023.3.20更新）

2205-24 令和4年4月11日 中川土木事務所 街路樹管理委託（中川－４）及び道路除草管理委託（中川－４）

2105-24 令和3年4月8日 中川土木事務所 街路樹管理委託（中川－４）及び道路除草管理委託（中川－４）

2205-9 令和4年4月12日 中村土木事務所 街路樹管理委託（中村－２）及び道路除草管理委託（中村－２）

2105-10 令和3年4月12日 中村土木事務所 街路樹管理委託（中村－２）及び道路除草管理委託（中村－２）

2205-10 令和4年4月8日 中村土木事務所 街路樹管理委託（中村－３）及び道路除草管理委託（中村－３）

2105-11 令和3年4月8日 中村土木事務所 街路樹管理委託（中村－３）及び道路除草管理委託（中村－３）

2206-01 令和4年4月11日 中村土木事務所
街路樹管理委託（中村－４）、農業用水路緑地帯管理委託（中村－１）
及び道路除草管理委託（中村－１）

2105-12 令和3年4月9日 中村土木事務所
街路樹管理委託（中村－４）、農業用水路緑地帯管理委託（中村－１）
及び道路除草管理委託（中村－１）

2205-7 令和4年4月12日 西土木事務所 街路樹管理委託（西－３）及び道路除草管理委託（西－２）

2105-8 令和3年4月12日 西土木事務所 街路樹管理委託（西－３）及び道路除草管理委託（西－２）

2205-8 令和4年4月8日 西土木事務所 街路樹管理委託（西－４）及び道路除草管理委託（西－３）

2105-9 令和3年4月8日 西土木事務所 街路樹管理委託（西－４）及び道路除草管理委託（西－３）

2301-02 令和4年4月11日 西土木事務所 街路樹管理委託（西－５）及び水景施設清掃等管理委託（西－１）

2205-20 令和4年4月12日 熱田土木事務所 街路樹管理委託（熱－２）及び道路除草管理委託（熱－１）

2105-22 令和3年4月9日 熱田土木事務所 街路樹管理委託（熱－２）及び道路除草管理委託（熱－１）

2205-4 令和4年4月12日 東土木事務所 街路樹管理委託（東－２）及び道路除草管理委託（東－１）

2105-5 令和3年4月12日 東土木事務所 街路樹管理委託（東－２）及び道路除草管理委託（東－１）

2205-18 令和4年4月11日 瑞穂土木事務所 街路樹管理委託（瑞－２）及び道路除草委託（瑞－１）

2205-19 令和4年4月8日 瑞穂土木事務所 街路樹管理委託（瑞－４）及び道路除草委託（瑞－３）

2105-21 令和3年4月12日 瑞穂土木事務所 街路樹管理委託（瑞－４）及び道路除草管理委託（瑞－３）

2205-36 令和4年4月8日 緑土木事務所 街路樹管理委託（緑－３）及び道路除草管理委託（緑－１）

2105-36 令和3年4月12日 緑土木事務所 街路樹管理委託（緑－３）及び道路除草管理委託（緑－１）

2205-37 令和4年4月11日 緑土木事務所 街路樹管理委託（緑－４）及び道路除草管理委託（緑－２）

2105-37 令和3年4月8日 緑土木事務所 街路樹管理委託（緑－４）及び道路除草管理委託（緑－２）

2205-38 令和4年4月12日 緑土木事務所 街路樹管理委託（緑－５）及び道路除草管理委託（緑－３）

2105-38 令和3年4月9日 緑土木事務所 街路樹管理委託（緑－５）及び道路除草管理委託（緑－３）

2205-25 令和4年4月11日 港土木事務所 街路樹管理委託（港－２）及び道路除草管理委託（港－２）

2105-25 令和3年4月8日 港土木事務所 街路樹管理委託（港－２）及び道路除草管理委託（港－２）

2205-26 令和4年4月12日 港土木事務所 街路樹管理委託（港－３）及び道路除草管理委託（港－３）

2105-26 令和3年4月9日 港土木事務所 街路樹管理委託（港－３）及び道路除草管理委託（港－３）

2205-27 令和4年4月8日 港土木事務所 街路樹管理委託（港－４）及び道路除草管理委託（港－４）
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2105-27 令和3年4月12日 港土木事務所 街路樹管理委託（港－４）及び道路除草管理委託（港－４）

2205-28 令和4年4月11日 港土木事務所 街路樹管理委託（港－５）及び道路除草管理委託（港－５）

2105-28 令和3年4月8日 港土木事務所 街路樹管理委託（港－５）及び道路除草管理委託（港－５）

2205-29 令和4年4月12日 南土木事務所 街路樹管理委託（南－２）及び道路除草管理委託（南－１）

2105-29 令和3年4月9日 南土木事務所 街路樹管理委託（南－２）及び道路除草管理委託（南－１）

2205-30 令和4年4月8日 南土木事務所 街路樹管理委託（南－３）及び道路除草管理委託（南－２）

2105-30 令和3年4月12日 南土木事務所 街路樹管理委託（南－３）及び道路除草管理委託（南－２）

2205-31 令和4年4月11日 南土木事務所 街路樹管理委託（南－４）及び道路除草管理委託（南－３）

2105-31 令和3年4月8日 南土木事務所 街路樹管理委託（南－４）及び道路除草管理委託（南－３）

2205-39 令和4年4月12日 名東土木事務所 街路樹管理委託（名－３）及び道路除草管理委託（名－２）

2105-39 令和3年4月9日 名東土木事務所 街路樹管理委託（名－３）及び道路除草管理委託（名－２）

2105-32 令和3年4月9日 守山土木事務所 街路樹管理委託（守－２）及び道路除草管理委託（守－１）

2105-33 令和3年4月12日 守山土木事務所 街路樹管理委託（守－３）及び道路除草管理委託（守－２）

2105-34 令和3年4月8日 守山土木事務所
街路樹管理委託（守－４）、道路除草管理委託（守－３）及び河川緑地
帯管理委託（守－１）

2105-35 令和3年4月9日 守山土木事務所 街路樹管理委託（守－５）及び道路除草管理委託（守－４）

2110-5 令和3年8月26日 昭和土木事務所 街路樹更新工事（昭－３）

2211-02 令和4年9月16日 北土木事務所 街路樹更新工事（北－２）

2110-4 令和3年9月1日 北土木事務所 街路樹更新工事（北－２）

2112-4 令和3年10月15日 昭和土木事務所 街路樹更新工事（昭－４）

2212-01 令和4年10月28日 昭和土木事務所 街路樹更新工事（昭－６）

2211-05 令和4年10月17日 瑞穂土木事務所 街路樹更新工事（瑞－３）

2202-2 令和3年12月9日 瑞穂土木事務所 街路樹更新工事（瑞－３）

2301-05 令和4年11月28日 瑞穂土木事務所 街路樹更新工事（瑞－４）

2111-3 令和3年10月8日 千種土木事務所 街路樹更新工事（千－４）

2212-03 令和4年10月11日 天白土木事務所 街路樹更新工事（天－２）

2110-8 令和3年8月26日 天白土木事務所 街路樹更新工事（天－２）

2201-5 令和3年11月26日 中土木事務所 街路樹更新工事（中－５）

2301-03 令和4年12月9日 中土木事務所 街路樹更新工事（中－７）

2301-04 令和4年12月9日 中土木事務所 街路樹更新工事（中－８）

2108-2 令和3年7月14日 中川土木事務所 街路樹更新工事（中川－３）

2208-01 令和4年6月29日 中川土木事務所 街路樹更新工事（中川－４）
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2209-03 令和4年7月13日 中川土木事務所 街路樹更新工事（中川－５）

2112-5 令和3年10月27日 中川土木事務所 街路樹更新工事（中川－８）

2210-03 令和4年9月13日 中村土木事務所 街路樹更新工事（中村－３）

2112-3 令和3年11月11日 中村土木事務所 街路樹更新工事（中村－４）

2211-03 令和4年9月13日 西土木事務所 街路樹更新工事（西－２）

2211-04 令和4年10月3日 西土木事務所 街路樹更新工事（西－３）

2201-3 令和3年11月29日 西土木事務所 街路樹更新工事（西－６）

2201-4 令和3年12月16日 西土木事務所 街路樹更新工事（西－７）

2111-4 令和3年9月24日 東土木事務所 街路樹更新工事（東－２）

2210-02 令和4年9月1日 東土木事務所
街路樹更新工事（東－２・千－２）及び県道関田名古屋線歩道整備工
事

2201-2 令和3年11月18日 東土木事務所 街路樹更新工事（東－３）

2212-02 令和4年9月16日 守山土木事務所
街路樹更新工事（守－２）市道大森第４２号線歩道整備工事（守－１）
舗装道補修工事（守－６）交通安全施設整備工事（守－６）週休２日

2211-07 令和4年9月26日 緑土木事務所 街路樹更新工事（緑－３）

2111-6 令和3年9月13日 緑土木事務所 街路樹更新工事（緑－３）

2108-3 令和3年7月7日 港土木事務所 街路樹更新工事（港－３）

2210-04 令和4年8月19日 港土木事務所 街路樹更新工事（港－４）

2110-7 令和3年9月13日 港土木事務所 街路樹更新工事（港－４）

2112-6 令和3年11月11日 港土木事務所 街路樹更新工事（港－７）

2111-5 令和3年9月13日 南土木事務所 街路樹更新工事（南－４）

2211-06 令和4年10月3日 南土木事務所 街路樹更新工事（南－５）

2211-08 令和4年9月13日 名東土木事務所 街路樹更新工事（名－２）（週休２日）

2112-8 令和3年11月4日 名東土木事務所 街路樹更新工事（名－５）

2301-06 令和4年12月12日 名東土木事務所 街路樹更新工事（名－６）

2201-6 令和3年12月13日 名東土木事務所 街路樹更新工事（名－６）

2112-7 令和3年10月27日 守山土木事務所
街路樹更新工事（守３）、交通安全施設整備工事（守６）、防護柵修繕
工事（守１）及び舗装道補修工事（守５）（週休２日）

2110-6 令和3年9月13日 中川土木事務所 街路樹更新工事（中川－６）

2110-9 令和3年9月13日 熱田土木事務所 街路樹更新その他工事（熱－４）

2212-04 令和4年11月11日 東土木事務所 街路樹更新その他工事（東－４）

2105-42 令和3年4月12日 中土木事務所 街路樹剪定委託（中－８）

2201-7 令和3年12月2日 中村土木事務所 街路樹剪定委託（中村-９）

2212-05 令和4年11月28日 熱田土木事務所 街路樹剪定委託（熱－７）
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2205-47 令和4年4月11日 北土木事務所 街路樹その他管理委託（北－２）及び道路除草管理委託（北－１）

2105-46 令和3年4月9日 北土木事務所 街路樹その他管理委託（北－２）及び道路除草管理委託（北－１）

2106-5 令和3年4月8日 瑞穂土木事務所 街路樹その他管理委託（瑞－２）及び道路除草管理委託（瑞－１）

2106-6 令和3年4月9日 瑞穂土木事務所 街路樹その他管理委託（瑞－３）及び道路除草管理委託（瑞－２）

2205-44 令和4年4月8日 千種土木事務所 街路樹その他管理委託（千－２）及び道路除草管理委託（千－１）

2105-43 令和3年4月8日 千種土木事務所 街路樹その他管理委託（千－２）及び道路除草管理委託（千－１）

2205-45 令和4年4月11日 千種土木事務所 街路樹その他管理委託（千－３）及び道路除草管理委託（千－２）

2105-44 令和3年4月9日 千種土木事務所 街路樹その他管理委託（千－３）及び道路除草管理委託（千－２）

2205-48 令和4年4月11日 西土木事務所 街路樹その他管理委託（西－２）及び道路除草管理委託（西－１）

2105-47 令和3年4月9日 西土木事務所 街路樹その他管理委託（西－２）及び道路除草管理委託（西－１）

2205-50 令和4年4月8日 熱田土木事務所 街路樹その他管理委託（熱－３）及び道路除草管理委託（熱－２）

2105-48 令和3年4月12日 熱田土木事務所 街路樹その他管理委託（熱－３）及び道路除草管理委託（熱－２）

2205-46 令和4年4月8日 東土木事務所 街路樹その他管理委託（東－３）及び道路除草管理委託（東－２）

2105-45 令和3年4月8日 東土木事務所 街路樹その他管理委託（東－３）及び道路除草管理委託（東－２）

2205-49 令和4年4月12日 瑞穂土木事務所 街路樹その他管理委託（瑞－３）及び道路除草委託（瑞－２）

2205-51 令和4年4月8日 港土木事務所 街路樹その他管理委託（港－１）及び道路除草管理委託（港－１）

2105-49 令和3年4月12日 港土木事務所 街路樹その他管理委託（港－１）及び道路除草管理委託（港－１）

2105-50 令和3年4月8日 名東土木事務所 街路樹その他管理委託（名－２）及び道路除草管理委託（名－１）

2205-52 令和4年4月11日 名東土木事務所 街路樹その他管理委託（名－２）及び道路除草管理委託（名－１）

2206-02 令和4年5月12日 中土木事務所 街路樹撤去工事（中－２）

2111-7 令和3年10月8日 中土木事務所 街路樹撤去工事（中－４）

2205-54 令和4年1月31日 中川土木事務所 街路樹撤去工事（中川－１１）

2209-04 令和4年4月12日 中川土木事務所 街路樹撤去工事（中川－２）

2205-53 令和4年4月15日 中村土木事務所 街路樹撤去工事（中村－２）

2108-4 令和3年7月7日 中村土木事務所 街路樹撤去工事（中村－２）

2108-5 令和3年7月14日 熱田土木事務所 街路樹撤去工事（熱－３・港－５）

2303-1 令和5年2月6日 東土木事務所 街路樹撤去工事（東－５）

2211-09 令和4年10月5日 港土木事務所 街路樹撤去工事（港－６）

2301-07 令和4年12月12日 南土木事務所 街路樹撤去工事（南－７）

2205-55 令和3年12月2日 守山土木事務所 街路樹撤去工事（守－６）

2110-10 令和3年8月26日 北土木事務所 街路樹撤去その他工事（北－３）
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2203-3 令和4年1月31日 千種土木事務所 街路樹撤去その他工事（千－５）

2111-9 令和3年10月1日 緑土木事務所 街路樹撤去その他工事（緑－４）

2111-8 令和3年10月1日 南土木事務所 街路樹撤去その他工事（南－３）

2209-13 令和4年8月29日 守山土木事務所 街路樹冬期剪定委託（守－９）

2209-10 令和4年8月29日 昭和土木事務所 街路樹冬期剪定委託（昭－４）

2111-19 令和3年10月12日 昭和土木事務所 街路樹冬期剪定委託（昭－４）

2209-11 令和4年8月29日 瑞穂土木事務所 街路樹冬期剪定委託（瑞－６）

2111-10 令和3年10月12日 千種土木事務所 街路樹冬期剪定委託（千－７）

2210-05 令和4年8月29日 千種土木事務所 街路樹冬期剪定委託（千－８）

2209-19 令和4年8月16日 天白土木事務所 街路樹冬期剪定委託（天－１０）

2111-27 令和3年10月12日 天白土木事務所 街路樹冬期剪定委託（天－５）

2210-11 令和4年8月29日 天白土木事務所 街路樹冬期剪定委託（天－９）

2209-09 令和4年8月16日 中土木事務所 街路樹冬期剪定委託（中－１０）

2111-16 令和3年9月24日 中土木事務所 街路樹冬期剪定委託（中－１１）

2111-17 令和3年10月12日 中土木事務所 街路樹冬期剪定委託（中－１２）

2111-18 令和3年10月12日 中土木事務所 街路樹冬期剪定委託（中－１３）

2209-08 令和4年8月29日 中土木事務所 街路樹冬期剪定委託（中－９）

2302-02 令和4年8月29日 中川土木事務所 街路樹冬期剪定委託（中川－６）

2209-07 令和3年7月21日 中村土木事務所 街路樹冬期剪定委託（中村－８）

2111-15 令和3年10月12日 中村土木事務所 街路樹冬期剪定委託（中村－８）

2210-06 令和4年8月29日 西土木事務所 街路樹冬期剪定委託（西－６）

2111-13 令和3年9月24日 西土木事務所 街路樹冬期剪定委託（西－６）

2111-14 令和3年10月12日 西土木事務所 街路樹冬期剪定委託（西－７）

2210-07 令和4年8月29日 熱田土木事務所 街路樹冬期剪定委託（熱－４）

2111-21 令和3年10月12日 熱田土木事務所 街路樹冬期剪定委託（熱－４）

2209-12 令和4年8月16日 熱田土木事務所 街路樹冬期剪定委託（熱－５）

2209-06 令和4年8月29日 東土木事務所 街路樹冬期剪定委託（東－４）

2111-11 令和3年10月12日 東土木事務所 街路樹冬期剪定委託（東－４）

2111-12 令和3年10月12日 北土木事務所 街路樹冬期剪定委託(北－６)

2111-20 令和3年10月12日 瑞穂土木事務所 街路樹冬季剪定委託（瑞－５）

2209-14 令和4年8月29日 緑土木事務所 街路樹冬期剪定委託（緑－７）
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2111-25 令和3年10月12日 緑土木事務所 街路樹冬期剪定委託（緑－７）

2209-15 令和4年8月16日 緑土木事務所 街路樹冬期剪定委託（緑－８）

2210-08 令和4年8月29日 港土木事務所 街路樹冬期剪定委託（港－８）

2111-22 令和3年10月12日 港土木事務所 街路樹冬期剪定委託（港－８）

2210-09 令和4年8月16日 港土木事務所 街路樹冬期剪定委託（港－９）

2210-10 令和4年8月29日 南土木事務所 街路樹冬期剪定委託（南－５）

2111-23 令和3年10月12日 南土木事務所 街路樹冬期剪定委託（南－５）

2211-10 令和4年10月21日 南土木事務所 街路樹冬期剪定委託（南－８）

2209-16 令和4年8月29日 名東土木事務所 街路樹冬期剪定委託（名－５）

2111-26 令和3年10月12日 名東土木事務所 街路樹冬期剪定委託（名－５）

2209-17 令和4年8月16日 名東土木事務所 街路樹冬期剪定委託（名－６）

2209-18 令和4年8月29日 名東土木事務所 街路樹冬期剪定委託（名－７）

2111-24 令和3年10月12日 守山土木事務所 街路樹冬期剪定委託（守－９）

2112-9 令和3年10月21日 名東土木事務所 街路樹根上がり修繕工事（名－３）及び舗装道補修工事（名－６）

2112-10 令和3年9月17日 西土木事務所 街路樹根上がり修繕その他工事（西－４）

2209-21 令和4年2月3日 緑土木事務所 街路樹根上がり修繕その他工事（緑－６）

2301-08 令和4年10月11日 名東土木事務所 街路樹根上がり修繕工事（名－４）及び舗装道補修工事（名－７）

2209-20 令和4年1月31日 中村土木事務所 街路樹根上がり修繕その他工事（中村－６）

2302-03 令和4年9月22日 港土木事務所 街路樹伐採委託（港－１０）

2112-11 令和3年9月10日 港土木事務所 街路樹伐採委託（港－７）

2108-6 令和3年6月23日 中川土木事務所 香橋（上流側）始め２橋補修工事

2202-3 令和3年11月19日 河川工務課 河川改修工事に伴う図面作成業務委託（その２）単価契約

2204-01 令和4年3月9日 河川計画課 河川改修事業に伴う基本検討業務委託（一級河川守山川、隅除川）

2211-11 令和3年9月13日 道路利活用課 河川現況台帳整備に伴う測量委託（戸田川）

2211-12 令和4年9月13日 道路利活用課 河川現況台帳整備に伴う測量委託（戸田川）

2205-62 令和4年4月5日 守山土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（守－１０）及び緑道管理委託（守－７）

2205-60 令和4年4月6日 守山土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（守－８）及び緑道管理委託（守－６）

2205-61 令和4年4月7日 守山土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（守－９）

2205-57 令和4年4月7日 北土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（北－５）

2105-52 令和3年4月5日 北土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（北－５）

2205-58 令和4年4月5日 北土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（北－６）
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2105-53 令和3年4月6日 北土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（北－６）

2205-56 令和4年4月5日 千種土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（千－８）

2105-51 令和3年4月6日 千種土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（千－８）

2205-63 令和4年4月7日 天白土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（天－８）及び河川緑地帯管理委託（天－１）

2105-58 令和3年4月7日 天白土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（天－８）及び河川緑地帯管理委託（天－１）

2205-59 令和4年4月8日 西土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（西－７）

2105-54 令和3年4月7日 西土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（西－７）

2105-57 令和3年4月5日 守山土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（守－１０）及び緑道管理委託（守－７）

2105-55 令和3年4月6日 守山土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（守－８）及び緑道管理委託（守－６）

2105-56 令和3年4月7日 守山土木事務所 河川敷緑地植物管理委託（守－９）

2209-23 令和4年7月22日 守山土木事務所 河川除草清掃委託（守－３）

2207-01 令和4年6月8日 河川工務課
河川除草清掃委託（北－１）、道路除草管理委託（北－４）及び農業用
水路除草清掃委託（北－１）

2207-02 令和4年6月8日 瑞穂土木事務所
河川除草清掃委託（瑞－１）、道路除草管理委託（瑞－４）及び買収済
用地除草管理委託（瑞－１）

2107-4 令和3年6月9日 瑞穂土木事務所
河川除草清掃委託（瑞－１）、道路除草管理委託（瑞－４）及び買収済
用地除草管理委託（瑞－１）

2208-04 令和4年6月22日 天白土木事務所 河川除草清掃委託（天－２）、植田川樹木管理委託（天－１）及び農業用水路除草清掃委託（天白）

2111-28 令和3年10月1日 天白土木事務所
河川除草清掃委託（天－２）、植田川樹木管理委託（天－１）及び農業
用水路除草清掃委託（天白）

2207-03 令和4年6月1日 緑土木事務所 河川除草清掃委託（緑－１）

2107-6 令和3年6月2日 緑土木事務所 河川除草清掃委託（緑－１）

2207-04 令和4年6月1日 緑土木事務所 河川除草清掃委託（緑－２）

2107-7 令和3年6月2日 緑土木事務所 河川除草清掃委託（緑－２）

2207-05 令和4年6月1日 緑土木事務所 河川除草清掃委託（緑－３）

2107-8 令和3年6月2日 緑土木事務所 河川除草清掃委託（緑－３）

2107-9 令和3年6月2日 緑土木事務所 河川除草清掃委託（緑－４）及び公園植物管理委託（緑－１２）

2107-10 令和3年6月2日 緑土木事務所 河川除草清掃委託（緑－５）

2208-02 令和4年6月29日 港土木事務所 河川除草清掃委託（港－１）

2107-5 令和3年6月23日 港土木事務所 河川除草清掃委託（港－１）

2211-13 令和4年10月3日 港土木事務所 河川除草清掃委託（港－２）及び河川樹木管理委託（港）

2209-22 令和4年10月8日 港土木事務所 河川除草清掃委託（港－３）

2212-06 令和4年11月11日 港土木事務所 河川除草清掃委託（港－３）及び河川樹木管理委託（港－２）

2208-03 令和4年7月13日 守山土木事務所 河川除草清掃委託（守－２）

2109-2 令和3年7月30日 守山土木事務所 河川除草清掃委託（守－２）
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2109-3 令和3年7月30日 守山土木事務所 河川除草清掃委託（守－３）

2209-24 令和4年7月22日 緑土木事務所 河川除草清掃委託（緑－６）

2105-59 令和3年3月24日 昭和土木事務所 河川等除草清掃委託（昭－１）及び道路除草管理委託（昭－１）

2207-06 令和4年6月8日 中川土木事務所 河川等除草清掃委託（中川）

2107-11 令和3年6月16日 中川土木事務所 河川等除草清掃委託（中川）

2208-05 令和4年7月13日 守山土木事務所 河川等緑地除草清掃委託（守山）

2109-4 令和3年7月30日 守山土木事務所 河川等緑地除草清掃委託（守山）

2205-64 令和4年3月24日 昭和土木事務所 河川等除草清掃委託（昭－１）及び道路除草管理委託（昭－１）

2205-65 令和4年4月8日 瑞穂土木事務所 河川緑地帯管理委託（瑞－１）

2105-60 令和3年4月12日 瑞穂土木事務所 河川緑地帯管理委託（瑞－１）

2205-66 令和4年4月12日 港土木事務所 河川緑地帯管理委託（港－１）

2105-61 令和3年4月9日 港土木事務所 河川緑地帯管理委託（港－１）

2212-07 令和4年10月21日 河川工務課 要池始め４池地質調査業務委託及び耐震性能調査検討業務委託

2209-25 令和4年3月24日 熱田土木事務所 金山総合駅南駅前広場歩道清掃業務委託

2105-62 令和3年3月24日 熱田土木事務所 金山総合駅南駅前広場歩道清掃業務委託

2111-29 令和3年9月24日 緑土木事務所 鎌磨2号水路改良工事に伴う測量及び設計業務委託

2212-08 令和4年10月31日 西土木事務所 上小田井由池横断歩道橋撤去設計業務委託

2210-12 令和4年2月17日 中土木事務所 上前津駅自転車駐車場整備工事

2210-13 令和4年9月1日 熱田土木事務所 瓶屋橋補修工事

2108-7 令和3年7月12日 昭和土木事務所 川原公園整備工事

2109-5 令和3年7月19日 守山土木事務所 川宮駅高架橋始め３橋補修工事

2211-14 令和4年9月16日 守山土木事務所 川村高架橋補修工事

2211-15 令和4年10月14日 緑地事業課 かわら公園築造工事

2209-26 令和4年7月27日 中土木事務所 記念橋（上流側）始め３橋補修工事

2209-27 令和4年8月8日 道路建設課 喜惣治大橋歩行工事及び補修工事

2208-06 令和4年6月8日 東山総合公園管理課 給水管更新工事に伴う設計業務委託

2109-6 令和3年8月20日
東山総合公園管
理課

給水管更新工事に伴う設計業務委託

2109-7 令和3年6月7日 河川工務課 久田良木川排水機場ポンプゲート設置工事

2212-09 令和4年11月4日 北土木事務所 黒川植物管理委託（北）

2202-4 令和3年12月2日 北土木事務所 黒川植物管理委託（北）

2111-30 令和3年10月8日 熱田土木事務所
県道熱田停車場伝馬線舗装道補修工事（熱－１）、舗装道補修工事
（熱－４）及び交通安全施設整備工事（熱－３）（週休２日）
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2210-14 令和4年9月1日 昭和土木事務所 県道阿野名古屋線舗装道補修工事（昭－１）

2109-8 令和3年7月21日 緑土木事務所 県道阿野名古屋線舗装道補修工事（緑－１）

2108-8 令和3年6月28日 中土木事務所 県道田籾名古屋線舗装道補修工事（中－１）（週休２日）

2301-09 令和4年11月18日 東土木事務所 県道田籾名古屋線舗装道補修工事（東－１）

2112-12 令和3年11月4日 中川土木事務所 県道鳥ケ地名古屋線舗装道補修工事（中川－１）

2111-31 令和3年9月29日 中村土木事務所 県道鳥ケ地名古屋線舗装道補修工事（中村－1）

2208-07 令和4年7月6日 中村土木事務所
県道名古屋一宮線舗装道補修工事（中村－１）、舗装道補修工事（中
村－４）及び交通安全施設整備工事（中村－５）（週休２日）

2109-9 令和3年7月28日 中川土木事務所
県道名古屋一宮線歩道整備工事、街路樹撤去工事（中川－２）及び掘
削跡復旧工事（中川－４）

2208-08 令和4年6月27日 中川土木事務所 県道名古屋一宮線歩道整備工事及び街路樹撤去工事（中川－３）

2201-8 令和3年12月1日 西土木事務所 県道名古屋甚目寺線舗装道補修工事（西－２）

2208-09 令和4年7月11日 中村土木事務所
県道名古屋甚目寺線舗装道補修工事（中村－１）及び側溝等改良工
事（中村－３）（週休２日）

2207-07 令和4年5月12日 港土木事務所
県道名古屋中環状線始め３路線舗装道補修工事、舗装道補修工事
（港－１）及び交通安全施設整備工事（港－１）（週休２日）

2209-29 令和4年8月3日 北土木事務所 県道松河戸西枇杷島線舗装道補修工事(北-1)(週休2日)

2109-10 令和3年7月7日 守山土木事務所
県道守山西線歩道整備工事、舗装道補修工事（守－４）及び街路樹撤
去工事（守－２）（週休２日）

2109-11 令和3年7月30日 中川土木事務所 県道弥富名古屋線始め２路線舗装道補修工事（中川－１）

2205-68 令和4年3月24日 北土木事務所 兼用道路除草管理委託（庄内川右岸）

2105-66 令和3年3月24日 西土木事務所 兼用道路除草管理委託（庄内川右岸）

2205-67 令和4年3月24日 守山土木事務所 兼用道路除草管理委託（庄内川左岸・矢田川）

2107-13 令和3年3月24日 守山土木事務所 兼用道路除草管理委託（庄内川左岸・矢田川）

2205-69 令和4年3月24日 中村土木事務所
兼用道路除草管理委託（明徳橋～庄内川橋）及び都計枇杷島野田町
線買収済用地除草管理委託（中村）

2104-3 令和3年3月29日 東山動物園 コアラ飼料用ユーカリ栽培管理委託（平和）

2204-02 令和4年3月29日 東山動物園 コアラ飼料用ユ－カリ栽培管理委託（平和）

2211-16 令和4年9月26日 河川工務課
広域河川扇川改修工事に伴う本川橋・相生橋測量・地質調査及び設
計業務委託（Ｒ４）

2202-5 令和4年1月4日 河川工務課 広域河川戸田川浚渫工事（Ｒ３水里）

2302-04 令和4年11月16日 河川工務課 広域河川野添川改修工事（Ｒ４志段味）

2111-32 令和3年9月24日 河川工務課 広域河川野添川改修工事に伴う設計業務委託

2204-03 令和3年5月31日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３五条橋）

2208-10 令和4年5月31日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３五条橋）

2107-14 令和3年5月31日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（R３五条橋）

2205-71 令和4年3月31日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３五条橋その１０）

2106-7 令和3年5月6日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３五条橋その２）
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2109-12 令和3年7月13日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３五条橋その３）

2108-9 令和3年6月25日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（R３五条橋その４）

2204-04 令和4年3月2日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３五条橋その５）

2204-05 令和4年3月7日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３五条橋その６）

2206-03 令和4年5月19日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３五条橋その７）

2205-70 令和4年3月31日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３五条橋その８）

2206-04 令和4年5月9日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３五条橋その９）

2108-10 令和3年7月5日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３洲崎）

2204-06 令和3年6月21日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３洲崎その２）

2107-15 令和3年6月21日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（R３洲崎その２）

2106-8 令和3年4月23日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３松重）

2205-72 令和4年3月30日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３松重その２）

2301-10 令和3年10月27日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（R３名城）

2112-13 令和3年10月27日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ３名城）

2207-08 令和4年5月24日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（R４洲崎）

2209-30 令和4年8月23日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ４洲崎その２）

2210-15 令和4年9月13日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ４洲崎その３）

2210-16 令和4年9月2日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ４名城）

2210-17 令和4年9月6日 河川工務課 広域河川堀川改修工事（Ｒ４名城その２）

2203-4 令和4年1月21日 河川工務課 広域河川堀川改修工事に伴う水理検討業務委託（Ｒ３）

2208-11 令和4年7月19日 河川工務課 広域河川堀川改修工事に伴う水理検討業務委託（Ｒ４）

2111-33 令和3年9月24日 河川工務課 広域河川堀川改修工事に伴う設計業務委託（Ｒ３洲崎）

2302-05 令和5年12月10日 河川工務課 広域河川堀川改修工事に伴う調査業務委託（Ｒ４納屋橋）

2204-07 令和4年2月22日 河川工務課 広域河川堀川改修工事に伴う天王崎橋影響対策検討業務委託

2107-16 令和3年6月7日 河川工務課 広域河川堀川浚渫工事（R２松重その２、R３洲崎）（ICT活用工事）

2109-13 令和3年9月4日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（Ｒ２呼続その２）

2108-11 令和3年7月12日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（Ｒ３新瑞橋）

2110-11 令和3年9月7日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（R３河岸）

2301-11 令和3年6月21日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（R３土市）

2107-17 令和3年6月21日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（R３土市）

2204-08 令和3年9月27日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（Ｒ３呼続）
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2110-12 令和3年9月27日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（R３呼続）

2207-09 令和3年9月7日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（Ｒ３呼続元町）

2110-13 令和3年9月7日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（R３呼続元町）

2204-09 令和3年9月7日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（Ｒ３呼続元町）

2211-17 令和4年9月22日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（Ｒ４新瑞橋）

2210-18 令和4年9月2日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（Ｒ４菊住）

2211-18 令和4年9月16日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（Ｒ４土市）

2302-06 令和4年12月21日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（Ｒ４山下橋）

2208-12 令和4年6月20日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（Ｒ４呼続）（週休２日）

2209-31 令和4年8月16日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事（Ｒ４呼続元町）

2201-9 令和3年12月20日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事に伴う植栽帯復旧工事

2203-5 令和3年12月24日 河川工務課 広域河川山崎川改修工事に伴う設計業務委託

2206-05 令和4年4月21日 河川工務課
広域河川山崎川改修工事に伴う地質調査及び設計業務委託（Ｒ３新瑞
橋）

2202-6 令和3年11月18日 緑土木事務所 公園園路修繕工事（緑－単起４）

2201-10 令和4年12月16日 北土木事務所 公園園路整備工事（北－単起２）

2301-12 令和4年12月2日 西土木事務所 公園園路広場改修工事（西－単起６）

2204-10 令和4年3月29日
東山総合公園管
理課

公園花壇管理委託（東山－１）

2104-9 令和3年3月29日
東山総合公園管
理課

公園花壇管理委託（東山－１）

2212-10 令和4年10月31日 緑地維持課 公園橋点検業務委託

2301-13 令和4年12月7日 北土木事務所 公園施設改修工事（北－単起４）及び（北－５）

2201-11 令和3年12月9日 守山土木事務所 公園施設改修工事（守－７）

2201-12 令和3年11月29日 昭和土木事務所
公園施設改良その他工事（昭－８）及び公園施設更新工事（昭和－単
起１）

2107-23 令和3年5月26日 中土木事務所 公園施設更新工事（中－補１）

2110-14 令和3年8月25日 昭和土木事務所 公園施設更新工事（昭－単起１）及び公園施設修繕工事（昭－５）

2207-12 令和4年6月8日 昭和土木事務所 公園施設更新工事（昭－補２）（週休２日）

2207-17 令和4年6月10日 守山土木事務所 公園施設更新工事（守－公起１）及び（守－単起１）

2107-20 令和3年6月9日 北土木事務所 公園施設更新工事(北－補１)、(北－公起１)及び(北－単起１)

2209-32 令和4年8月3日 北土木事務所 公園施設更新工事(北－補２)及び(北－単起２)

2211-19 令和4年9月26日 北土木事務所 公園施設更新工事（北－公起１）及び（北－単起３）

2212-14 令和4年11月11日 昭和土木事務所 公園施設更新工事（昭－公起５）及び（昭－単起６）

2107-24 令和3年6月9日 昭和土木事務所 公園施設更新工事（昭－補１）
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2208-14 令和4年6月13日 昭和土木事務所 公園施設更新工事（昭－補１）（週休２日）

2106-10 令和3年5月21日 昭和土木事務所 公園施設更新工事（昭－補２）

2211-20 令和4年9月16日 瑞穂土木事務所 公園施設更新工事（瑞－公起２）

2210-21 令和4年8月23日 瑞穂土木事務所 公園施設更新工事（瑞－単起２）

2107-26 令和3年6月23日 瑞穂土木事務所 公園施設更新工事（瑞－単起２）

2207-13 令和4年6月8日 瑞穂土木事務所 公園施設更新工事（瑞－補１）

2107-25 令和3年6月9日 瑞穂土木事務所 公園施設更新工事（瑞－補１）及び（瑞－単起１）

2107-18 令和3年6月9日 千種土木事務所 公園施設更新工事（千－公起１）及び（千－単起１）

2210-19 令和4年8月23日 千種土木事務所 公園施設更新工事（千－単起２）

2202-7 令和4年1月4日 千種土木事務所 公園施設更新工事（千－単起５）

2202-8 令和4年1月4日 千種土木事務所 公園施設更新工事（千－単起６）

2212-11 令和4年10月28日 千種土木事務所 公園施設更新工事（千－補３）、（千－公起３）及び（千－単起４）

2212-12 令和4年10月26日 千種土木事務所 公園施設更新工事（千－単起５）及び（千－５）

2212-13 令和4年11月11日 千種土木事務所 公園施設更新工事（千－単起６）

2108-12 令和3年7月14日 千種土木事務所
公園施設更新工事（千－補１）、（千－公起２）及び（千－単起２）（週休
２日）

2111-36 令和3年9月13日 天白土木事務所 公園施設更新工事（天－公起１）及び公園施設設置工事（天－７）

2211-29 令和4年9月26日 天白土木事務所 公園施設更新工事（天－単起２）

2110-17 令和3年9月1日 天白土木事務所 公園施設更新工事（天－単起２）及び荒池緑地整備工事

2110-18 令和3年9月17日 天白土木事務所 公園施設更新工事（天－単起３）

2208-18 令和4年6月15日 天白土木事務所 公園施設更新工事（天－補1）及び（天－公起1）

2107-34 令和3年6月14日 天白土木事務所 公園施設更新工事（天－補１）及び（天－単起１）

2107-35 令和3年6月9日 天白土木事務所 公園施設更新工事（天－補２）

2211-28 令和4年9月26日 天白土木事務所 公園施設更新工事（天－補３）

2107-36 令和3年6月9日 天白土木事務所 公園施設更新工事（天－補３）

2111-35 令和3年9月24日 天白土木事務所 公園施設更新工事（天－補４）

2302-07 令和4年9月13日 中土木事務所 公園施設更新工事（中－５）

2202-9 令和4年1月4日 中土木事務所 公園施設更新工事（中－９）

2211-22 令和4年10月3日 中川土木事務所 公園施設更新工事（中川－単起７）

2207-15 令和4年6月8日 中川土木事務所
公園施設更新工事（中川－補１）、（中川－公起１）及び（中川－単起
１）

2107-29 令和3年6月14日 中川土木事務所
公園施設更新工事（中川－補１）、（中川－単起１）及び（中川－公起
１）

2109-15 令和3年7月14日 中川土木事務所 公園施設更新工事（中川－補２）及び（中川－単起２）
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2109-16 令和3年7月21日 中川土木事務所
公園施設更新工事（中川－補３）、（中川－公起２）及び（中川－単起
３）

2209-35 令和4年8月16日 中川土木事務所
公園施設更新工事（中川－補４）、（中川－公起３）及び（中川－単起
４）

2111-34 令和3年9月17日 中川土木事務所 公園施設更新工事（中川－補４）及び（中川－単起４）

2211-21 令和4年9月16日 中川土木事務所 公園施設更新工事（中川－補５）及び（中川－単起６）

2108-14 令和3年7月14日 中土木事務所 公園施設更新工事（中－単起１）

2207-11 令和4年6月8日 中土木事務所 公園施設更新工事（中－補１）及び（中－公起１）

2208-13 令和4年7月13日 中村土木事務所 公園施設更新工事（中村－公起２）

2107-22 令和3年6月1日 中村土木事務所 公園施設更新工事（中村－公起２）及び（中村－単起２）

2107-21 令和3年6月9日 中村土木事務所
公園施設更新工事（中村－補１）、（中村－公起１）及び（中村－単起
１）

2109-14 令和3年7月30日 中村土木事務所 公園施設更新工事（中村－補２）

2210-20 令和4年9月13日 中村土木事務所
公園施設更新工事（中村－補４）、（中村－公起３）及び（中村－単起
２）

2207-19 令和4年6月8日 名東土木事務所 公園施設更新工事（名－補１）、（名－公起１）及び（名－単起１）

2108-13 令和3年6月14日 西土木事務所 公園施設更新工事（西－補１）及び（西－公起１）

2209-33 令和4年7月29日 西土木事務所 公園施設更新工事（西－補２）、（西－公起２）及び（西－単起２）

2209-34 令和4年8月3日 西土木事務所 公園施設更新工事（西－補３）、（西－公起３）及び（西－単起３）

2107-28 令和3年5月26日 熱田土木事務所 公園施設更新工事（熱－公起１）

2107-27 令和3年5月31日 熱田土木事務所 公園施設更新工事（熱－補１）

2207-14 令和4年6月15日 熱田土木事務所 公園施設更新工事（熱－補２）及び（熱－単起１）

2210-22 令和4年9月13日 熱田土木事務所 公園施設更新工事（熱－補４）及び（熱－公起３）

2107-19 令和3年6月9日 東土木事務所 公園施設更新工事（東－補１）、（東－単起１）及び（東－公起１）

2207-10 令和4年6月10日 東土木事務所 公園施設更新工事（東－補１）及び（東－単起１）

2208-17 令和4年6月22日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑ー公起２）及び公園施設設置工事（緑ー５）

2208-15 令和4年6月15日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑ー補４）及び公園植栽帯再整備工事（緑ー補５）

2208-16 令和4年7月14日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑－補７）、（緑－公起３）、（緑－単起２）及び公園施設設置工事（緑－補８）

2211-27 令和4年10月3日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑－補１０）及び（緑－公起５）

2303-2 令和5年1月5日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑－補１２）及び（緑－単起４）

2107-32 令和3年6月2日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑－補２）及び（緑－公起１）

2207-18 令和4年6月3日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑－補３）

2108-18 令和3年7月14日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑－補３）

2108-19 令和3年7月14日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑－補４）、（緑－公起２）及び（緑－単起１）

2211-25 令和4年8月26日 港土木事務所 公園施設更新工事（港－公起１）
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2209-36 令和4年8月4日 港土木事務所 公園施設更新工事（港－単起２）

2201-13 令和3年12月2日 港土木事務所 公園施設更新工事（港－単起４）

2108-15 令和3年6月23日 港土木事務所 公園施設更新工事（港－補１）及び（港－単起１）

2109-17 令和3年7月21日 港土木事務所 公園施設更新工事（港－補２）及び（港－単起２）

2110-15 令和3年9月13日 港土木事務所 公園施設更新工事（港－補３）

2211-23 令和4年9月16日 港土木事務所 公園施設更新工事（港－補３）及び（港－単起４）

2211-24 令和4年9月26日 港土木事務所 公園施設更新工事（港－補４）

2209-37 令和4年8月3日 南土木事務所 公園施設更新工事（南－公起４）

2207-16 令和4年6月10日 南土木事務所 公園施設更新工事（南－単起１）

2108-16 令和3年6月14日 南土木事務所 公園施設更新工事（南－単起２）及び（南－公起２）

2112-15 令和3年10月27日 南土木事務所 公園施設更新工事（南－単起３）

2107-30 令和3年6月9日 南土木事務所 公園施設更新工事（南－補１）、（南－単起１）及び（南－公起１）

2112-14 令和3年11月4日 南土木事務所 公園施設更新工事（南－補５）

2211-26 令和4年10月17日 南土木事務所 公園施設更新工事（南－補６）及び（南－公起６）

2210-23 令和4年8月23日 名東土木事務所 公園施設更新工事（名－単起２）

2107-33 令和3年6月9日 名東土木事務所 公園施設更新工事（名－補１）、（名－公起１）及び（名－単起１）

2110-16 令和3年8月20日 守山土木事務所 公園施設更新工事（守－公起１）及び（守－単起１）

2108-17 令和3年6月9日 守山土木事務所 公園施設更新工事（守－補１）

2201-14 令和3年12月6日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑ー単起５）

2201-15 令和3年11月26日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑ー単起６）

2107-31 令和3年6月14日 緑土木事務所 公園施設更新工事（緑－補１）

2302-08 令和4年6月29日 南土木事務所 公園施設更新その他工事（南－５）

2209-38 令和4年7月29日 緑土木事務所 公園施設更新その他工事（緑－補６）及び（緑－単起１）

2202-10 令和3年11月11日 天白土木事務所 公園施設修繕工事（天－９）

2112-16 令和3年11月11日 北土木事務所 公園施設設置工事（北－９）

2210-24 令和4年9月1日 天白土木事務所 公園施設設置工事（天－５）

2110-19 令和3年9月10日 緑土木事務所 公園施設補充工事（緑－単起２）

2112-17 令和3年11月18日 港土木事務所 公園施設補充工事（港－単起３）

2110-20 令和3年9月17日 北土木事務所 公園樹木管理委託（北－１９）

2302-09 令和5年1月5日 北土木事務所 公園樹木管理委託（北ー２０）

2302-10 令和5年1月11日 昭和土木事務所 公園樹木管理委託（昭－７）
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2209-39 令和3年10月9日 緑土木事務所 公園樹木管理委託（緑－１３）

2109-18 令和3年8月29日 瑞穂土木事務所 公園樹木剪定委託（瑞－５）

2110-21 令和3年9月30日 名東土木事務所 公園樹木剪定委託（名－１０）

2202-11 令和3年11月18日
東山総合公園管
理課

公園樹木伐採委託（東山－１）及び樹林地育成管理委託（東山－１）

2302-11 令和4年7月29日 港土木事務所 公園樹木伐採委託（港－１３）

2212-15 令和4年8月3日 港土木事務所 公園植栽帯再整備工事（港－補２）

2209-40 令和4年5月9日 南土木事務所 公園植栽帯再整備工事（南－補１）及び公園施設更新工事（南－４）

2112-21 令和3年9月6日 名東土木事務所 公園植栽帯再整備工事（名－補２）

2112-19 令和3年9月17日 中川土木事務所 公園植栽帯再整備工事（中川－補５）

2208-19 令和4年7月13日 中川土木事務所 公園植栽帯再整備（中川－補２）及び公園施設更新工事（中川－公起２）

2202-12 令和3年10月21日 北土木事務所 公園植栽帯再整備工事（北－補３）

2112-18 令和3年9月17日 千種土木事務所 公園植栽帯再整備工事（千－補２）

2112-22 令和3年9月17日 天白土木事務所 公園植栽帯再整備工事（天－補５）

2302-12 令和4年8月16日 中村土木事務所
公園植栽帯再整備工事（中村－補２）及び公園施設更新工事（中村－
補３）

2202-13 令和3年10月15日 西土木事務所 公園植栽帯再整備工事（西－補２）

2111-37 令和3年9月29日 港土木事務所
公園植栽帯再整備工事（港－補４）及び公園施設更新工事（港－公起
１）

2112-20 令和3年9月24日 守山土木事務所 公園植栽帯再整備工事（守－補２）

2205-100 令和4年4月6日 守山土木事務所 公園植物管理委託（守－５）

2205-80 令和4年4月6日 北土木事務所 公園植物管理委託（北－１１）

2105-75 令和3年4月7日 北土木事務所 公園植物管理委託（北－１１）

2205-81 令和4年4月6日 北土木事務所 公園植物管理委託（北－１２）

2105-76 令和3年4月7日 北土木事務所 公園植物管理委託（北－１２）

2205-78 令和4年4月5日 北土木事務所 公園植物管理委託（北－３）

2105-73 令和3年4月6日 北土木事務所 公園植物管理委託（北－３）

2205-79 令和4年4月6日 北土木事務所 公園植物管理委託（北－４）及び六が池除草その他管理委託

2105-74 令和3年4月7日 北土木事務所 公園植物管理委託（北－４）及び六が池除草その他管理委託

2205-86 令和4年4月7日 昭和土木事務所 公園植物管理委託（昭－５）

2205-73 令和4年4月5日 千種土木事務所 公園植物管理委託（千－５）

2205-74 令和4年4月6日 千種土木事務所 公園植物管理委託（千－６）

2105-69 令和3年4月7日 千種土木事務所 公園植物管理委託（千－６）

2205-75 令和4年4月7日 千種土木事務所 公園植物管理委託（千－７）
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2105-70 令和3年4月5日 千種土木事務所 公園植物管理委託（千－７）

2105-68 令和3年4月6日 千種土木事務所 公園植物管理委託（千－５）

2205-85 令和4年4月6日 中土木事務所 公園植物管理委託（中－１３）

2205-83 令和4年4月7日 中土木事務所 公園植物管理委託（中－５）

2105-78 令和3年4月5日 中土木事務所 公園植物管理委託（中－５）

2205-84 令和4年4月5日 中土木事務所 公園植物管理委託（中－６）

2105-79 令和3年4月6日 中土木事務所 公園植物管理委託（中－６）

2205-89 令和4年4月7日 中川土木事務所 公園植物管理委託（中川－２）及び先行取得地除草委託（中川－２）

2107-37 令和3年4月9日 中川土木事務所 公園植物管理委託（中川－２）及び先行取得地除草委託（中川－２）

2205-90 令和4年4月5日 中川土木事務所 公園植物管理委託（中川－３）

2107-38 令和3年4月7日 中川土木事務所 公園植物管理委託（中川－３）

2205-91 令和4年4月6日 中川土木事務所 公園植物管理委託（中川－４）

2105-82 令和3年4月6日 中川土木事務所 公園植物管理委託（中川－４）

2205-92 令和4年4月5日 中川土木事務所 公園植物管理委託（中川－６）

2105-83 令和3年4月5日 中川土木事務所 公園植物管理委託（中川－６）

2105-77 令和3年4月6日 西土木事務所 公園植物管理委託（西－５）

2205-82 令和4年4月7日 西土木事務所 公園植物管理委託（西－５）

2205-87 令和4年4月6日 熱田土木事務所 公園植物管理委託（熱－４）

2105-80 令和3年4月6日 熱田土木事務所 公園植物管理委託（熱－４）

2205-88 令和4年4月7日 熱田土木事務所 公園植物管理委託（熱－５）

2105-81 令和3年4月7日 熱田土木事務所 公園植物管理委託（熱－５）

2205-106 令和4年4月6日 農業センタ－ 公園植物管理委託（農セ－１）

2105-98 令和3年4月6日 農業センター 公園植物管理委託（農セ－１）

2205-76 令和4年4月8日 東土木事務所 公園植物管理委託（東－４）

2105-71 令和3年4月7日 東土木事務所 公園植物管理委託（東－４）

2205-77 令和4年4月11日 東土木事務所 公園植物管理委託（東－５）

2105-72 令和3年4月5日 東土木事務所 公園植物管理委託（東－５）

2204-11 令和4年3月29日
東山総合公園管
理課

公園植物管理委託（東山－１）

2205-107 令和4年4月5日
東山総合公園管
理課

公園植物管理委託（東山－２）及び先行取得地除草委託（東山－２）

2105-99 令和3年4月5日 東山管理課 公園植物管理委託（東山－２）及び先行取得地除草委託（東山－２）

2204-12 令和4年3月29日
東山総合公園管
理課

公園植物管理委託（東山－３）
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2104-10 令和3年3月29日
東山総合公園管
理課

公園植物管理委託（東山－３）

2204-13 令和4年3月29日
東山総合公園管
理課

公園植物管理委託（東山－４）

2104-11 令和3年3月29日
東山総合公園管
理課

公園植物管理委託（東山－４）

2106-12 令和3年5月21日
東山総合公園管
理課

公園植物管理委託（東山－５）

2105-94 令和3年4月7日 緑土木事務所 公園植物管理委託（緑－１０）及び先行取得地等除草委託（緑－３）

2207-20 令和4年6月1日 緑土木事務所 公園植物管理委託（緑－12）及び河川除草清掃委託（緑－4）

2205-101 令和4年4月7日 緑土木事務所 公園植物管理委託（緑－７）

2105-92 令和3年4月7日 緑土木事務所 公園植物管理委託（緑－７）

2205-102 令和4年4月6日 緑土木事務所 公園植物管理委託（緑－９）

2105-93 令和3年4月6日 緑土木事務所 公園植物管理委託（緑－９）

2205-93 令和4年4月6日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－１）

2105-84 令和3年4月6日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－１）

2205-94 令和4年4月7日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－２）

2105-85 令和3年4月7日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－２）

2205-95 令和4年4月5日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－３）及び港北運河清掃委託（港）

2105-86 令和3年4月5日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－３）及び港北運河清掃委託（港）

2205-96 令和4年4月6日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－４）及び先行取得地除草委託（港－１）

2105-87 令和3年4月6日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－４）及び先行取得地除草委託（港－１）

2205-97 令和4年4月7日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－５）

2105-88 令和3年4月7日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－５）

2205-98 令和4年4月5日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－６）

2105-89 令和3年4月5日 港土木事務所 公園植物管理委託（港－６）

2205-99 令和4年4月11日 南土木事務所
公園植物管理委託（南－４）及び未利用土地保全のための除草管理委
託（南－１）

2105-90 令和3年4月7日 南土木事務所
公園植物管理委託（南－４）及び未利用土地保全のための除草管理委
託（南－１）

2205-103 令和4年4月5日 名東土木事務所 公園植物管理委託（名－５）及び先行取得地除草委託（名－２）

2105-95 令和3年4月5日 名東土木事務所 公園植物管理委託（名－５）及び先行取得地除草委託（名－２）

2205-104 令和4年4月6日 名東土木事務所 公園植物管理委託（名－６）

2105-96 令和3年4月6日 名東土木事務所 公園植物管理委託（名－６）

2205-105 令和4年4月5日 名東土木事務所 公園植物管理委託（名－８）

2105-97 令和3年4月5日 名東土木事務所 公園植物管理委託（名－８）

2105-91 令和3年4月6日 守山土木事務所 公園植物管理委託（守－５）
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2205-116 令和4年4月7日 守山土木事務所 公園植物その他管理委託（守－６）

2205-117 令和4年4月5日 守山土木事務所 公園植物その他管理委託（守－７）

2105-104 令和3年4月7日 昭和土木事務所 公園植物その他管理委託（昭－５）

2205-111 令和4年4月5日 瑞穂土木事務所 公園植物その他管理委託（瑞－２）

2105-116 令和3年4月6日 天白土木事務所
公園植物その他管理委託（天－１０）及び先行取得地除草委託（天－
２）

2206-07 令和4年4月6日 天白土木事務所
公園植物その他管理委託（天－１０）及び先行取得地除草管理委託
（天－２）

2105-117 令和3年4月7日 天白土木事務所
公園植物その他管理委託（天－１１）及び先行取得地除草委託（天－
３）

2205-124 令和4年4月7日 天白土木事務所
公園植物その他管理委託（天－１１）及び先行取得地除草管理委託
（天－３）

2205-125 令和4年4月5日 天白土木事務所 公園植物その他管理委託（天－１２）

2105-118 令和3年4月5日 天白土木事務所 公園植物その他管理委託（天－１２）

2205-122 令和4年4月6日 天白土木事務所
公園植物その他管理委託（天－７）及び未利用土地保全のための除草
管理委託（天－１）

2106-13 令和3年4月6日 天白土木事務所
公園植物その他管理委託（天－７）及び未利用土地保全のための除草
管理委託（天－１）

2205-123 令和4年4月5日 天白土木事務所
公園植物その他管理委託（天－９）及び未利用土地保全のための除草
管理委託（天－２）

2105-115 令和3年4月5日 天白土木事務所
公園植物その他管理委託（天－９）及び未利用土地保全のための除草
管理委託（天－２）

2205-113 令和4年4月6日 中川土木事務所
公園植物その他管理委託（中川－１）及び先行取得地除草委託（中川
－１）

2107-39 令和3年4月8日 中川土木事務所
公園植物その他管理委託（中川－１）及び先行取得地除草委託（中川
－１）

2205-114 令和4年4月7日 中川土木事務所 公園植物その他管理委託（中川－５）

2105-107 令和3年4月7日 中川土木事務所 公園植物その他管理委託（中川－５）

2205-110 令和4年4月7日 中村土木事務所 公園植物その他管理委託（中村－１）

2105-102 令和3年4月5日 中村土木事務所 公園植物その他管理委託（中村－１）

2206-06 令和4年4月5日 中村土木事務所 公園植物その他管理委託（中村－２）

2105-103 令和3年4月6日 中村土木事務所 公園植物その他管理委託（中村－２）

2105-100 令和3年4月5日 西土木事務所 公園植物その他管理委託（西－４）

2205-108 令和4年4月7日 西土木事務所
公園植物その他管理委託（西－４）及び未利用土地除草管理委託（西
－１）

2105-101 令和3年3月29日 西土木事務所 公園植物その他管理委託（西－６）

2205-112 令和4年4月5日 熱田土木事務所 公園植物その他管理委託（熱－６）

2105-106 令和3年4月5日 熱田土木事務所 公園植物その他管理委託（熱－６）

2105-105 令和3年4月5日 瑞穂土木事務所 公園植物その他管理委託（瑞－２）

2205-120 令和4年4月7日 緑土木事務所
公園植物その他管理委託（緑－１０）及び先行取得地等除草その他管
理委託（緑－３）

2205-118 令和4年4月6日 緑土木事務所 公園植物その他管理委託（緑－６）

2105-112 令和3年4月6日 緑土木事務所 公園植物その他管理委託（緑－６）
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2105-113 令和3年4月5日 緑土木事務所
公園植物その他管理委託（緑－８）及び先行取得地等除草その他管理
委託（緑－２）

2205-119 令和4年4月5日 緑土木事務所
公園植物その他管理委託（緑－８）及び先行取得地等除草その他管理
委託（緑－２）

2205-115 令和4年4月6日 南土木事務所 公園植物その他管理委託（南－３）

2105-108 令和3年4月6日 南土木事務所 公園植物その他管理委託（南－３）

2207-21 令和4年4月5日 南土木事務所 公園植物その他管理委託（南－５）及び河川緑地帯管理委託（南－１）

2105-109 令和3年4月5日 南土木事務所 公園植物その他管理委託（南－５）及び河川緑地帯管理委託（南－１）

2205-121 令和4年4月7日 名東土木事務所 公園植物その他管理委託（名－７）及び先行取得地除草委託（名－１）

2105-114 令和3年4月7日 名東土木事務所 公園植物その他管理委託（名－７）及び先行取得地除草委託（名－１）

2205-109 令和4年3月29日 西土木事務所 公園植物その他管理委託（西－６）

2105-110 令和3年4月7日 守山土木事務所 公園植物その他管理委託（守－６）

2105-111 令和3年4月5日 守山土木事務所 公園植物その他管理委託（守－７）

2201-16 令和3年12月2日 北土木事務所 公園植物土壌改良その他工事(北ー８)

2211-30 令和3年10月8日 道路利活用課 公園台帳整備に伴う測量委託（大将ケ根緑地）

2211-31 令和3年10月1日 道路利活用課 公園台帳整備に伴う測量委託（天白公園始め２公園）

2211-32 令和4年10月5日 道路利活用課 公園台帳整備に伴う測量委託（明徳公園）

2110-22 令和3年7月30日 熱田土木事務所 公園パイプ柵補充工事（熱－４）

2212-16 令和4年10月21日 東土木事務所 公園広場改修工事（東－５）

2301-14 令和4年12月12日 緑土木事務所 公園広場表層改修工事（緑－単起３）

2211-33 令和4年9月26日 名東土木事務所 公園遊具更新工事（名－単起３）

2202-14 令和3年11月4日 西土木事務所 公園遊具補充工事（西－単起１）

2302-13 令和4年7月22日 緑地維持課 公共施設緑化工事

2112-23 令和3年9月1日 緑地維持課 公共施設緑化工事

2107-40 令和3年5月26日 緑土木事務所
公共用地先行取得保有地除草管理委託（緑－１）、未利用地保全除草
管理委託及び都計線買収済用地除草管理委託（緑－１）

2301-15 令和4年5月9日 緑土木事務所
公共用地先行取得保有地除草管理委託（緑ー１）、都計線買収済用地
除草管理委託（緑ー１）及び未利用地保全除草管理委託

2109-19 令和3年8月16日 昭和土木事務所 広路２号水路始め２排水路改良工事

2301-16 令和4年9月14日 昭和土木事務所 交通安全施設整備工事（昭－８）

2205-126 令和4年3月30日 守山土木事務所 交通安全施設整備工事（守－１）（週休２日）

2212-29 令和4年10月20日 守山土木事務所 交通安全施設整備工事（守－４）

2209-49 令和4年8月16日 守山土木事務所 交通安全施設整備工事（守－７）

2105-119 令和3年4月9日 北土木事務所 交通安全施設整備工事（北－１）

2206-08 令和4年4月21日 北土木事務所 交通安全施設整備工事（北－２）

21/47



通し番号 開札日 設計担当課 件名

配架設計書一覧（2023.3.20更新）

2109-20 令和3年7月21日 北土木事務所
交通安全施設整備工事（北－３）及び舗装道補修工事（北－６）（週休２
日）

2209-43 令和4年7月22日 北土木事務所 交通安全施設整備工事（北－５）

2109-21 令和3年7月30日 北土木事務所 交通安全施設整備工事（北－５）

2212-18 令和4年10月27日 北土木事務所 交通安全施設整備工事（北－９）

2202-15 令和3年12月16日 北土木事務所 交通安全施設整備工事（北－９）

2302-15 令和4年6月7日 北土木事務所 交通安全施設整備工事（北ー３）

2105-121 令和3年3月24日 昭和土木事務所 交通安全施設整備工事（昭－１）

2203-6 令和3年10月8日 昭和土木事務所 交通安全施設整備工事（昭－１０）

2106-15 令和3年4月23日 昭和土木事務所
交通安全施設整備工事（昭－４）、市道宮東楽園町線舗装道補修工事
（昭－１）及び掘削跡復旧工事（昭－１）

2209-46 令和4年8月23日 昭和土木事務所 交通安全施設整備工事（昭－７）

2109-23 令和3年7月21日 昭和土木事務所 交通安全施設整備工事（昭－８、千－３、東－１、中－４）

2302-16 令和4年6月29日 昭和土木事務所 交通安全施設整備工事（昭－６）

2107-42 令和3年4月13日 瑞穂土木事務所 交通安全施設整備工事（瑞－１）

2301-17 令和4年12月2日 瑞穂土木事務所 交通安全施設整備工事（瑞－５）

2104-12 令和3年3月25日 千種土木事務所 交通安全施設整備工事（千－１５）（自－１）

2209-42 令和4年7月26日 千種土木事務所 交通安全施設整備工事（千－３）

2111-38 令和3年10月12日 千種土木事務所 交通安全施設整備工事（千－６）

2211-34 令和4年10月11日 千種土木事務所 交通安全施設整備工事（千－５）

2109-26 令和3年7月21日 天白土木事務所
交通安全施設整備工事（天－２）及び中央分離帯樹木撤去工事（天－
３）

2302-17 令和4年7月29日 天白土木事務所
交通安全施設整備工事（天－４）及び中央分離帯樹木撤去工事その
他工事（天－２）

2212-34 令和4年9月26日 天白土木事務所 交通安全施設整備工事（天－７）

2211-44 令和4年10月11日 天白土木事務所 交通安全施設整備工事（天－８）

2211-36 令和4年4月13日 中土木事務所 交通安全施設整備工事（中－１）

2208-20 令和4年7月13日 中土木事務所 交通安全施設整備工事（中－２）及び街路樹撤去工事（中－３）

2209-45 令和4年7月22日 中土木事務所 交通安全施設整備工事（中－３）及び街路樹撤去工事（中－４）

2212-24 令和4年9月2日 中土木事務所 交通安全施設整備工事（中－４）

2109-22 令和3年8月16日 中土木事務所 交通安全施設整備工事（中－５）及び街路樹撤去工事（中－２）

2211-37 令和4年8月5日 中土木事務所 交通安全施設整備工事（中－７）

2111-40 令和3年10月8日 中土木事務所 交通安全施設整備工事（中－７）及び街路樹撤去工事（中－３）

2212-25 令和4年11月4日 中土木事務所 交通安全施設整備工事（中－８）及び街路樹撤去工事（中－５）

2211-38 令和4年9月13日 中川土木事務所 交通安全施設整備工事（中川－１０）
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2110-24 令和3年7月7日 中川土木事務所 交通安全施設整備工事（中川－２）

2111-41 令和3年9月1日 中川土木事務所 交通安全施設整備工事（中川－３）

2111-42 令和3年9月17日 中川土木事務所 交通安全施設整備工事（中川－５）

2111-43 令和3年10月8日 中川土木事務所 交通安全施設整備工事（中川－７）

2107-41 令和3年5月11日 中村土木事務所 交通安全施設整備工事（中村－２）（週休２日）

2206-09 令和4年5月19日 中村土木事務所 交通安全施設整備工事（中村－３）

2105-120 令和3年3月24日 中村土木事務所 交通安全施設整備工事（中村－３）

2209-44 令和4年8月16日 中村土木事務所 交通安全施設整備工事（中村－６）

2212-22 令和4年10月21日 中村土木事務所 交通安全施設整備工事（中村－１１）

2212-23 令和4年10月28日 中村土木事務所
交通安全施設整備工事（中村－１２）及び道路標識撤去工事（中村－
１）

2212-20 令和4年10月11日 西土木事務所 交通安全施設整備工事（西－１１）

2212-21 令和4年11月18日 西土木事務所 交通安全施設整備工事（西－１２）

2111-39 令和3年9月24日 西土木事務所 交通安全施設整備工事（西－２）

2211-35 令和4年9月26日 西土木事務所 交通安全施設整備工事（西－６）

2212-19 令和4年10月21日 西土木事務所 交通安全施設整備工事（西－９）

2107-43 令和3年5月11日 熱田土木事務所
交通安全施設整備工事（熱－１）及び舗装道補修工事（熱－２）（週休２
日）

2107-44 令和3年6月16日 熱田土木事務所 交通安全施設整備工事（熱－２）及び舗装道補修工事（熱－３）

2112-24 令和3年11月11日 熱田土木事務所
交通安全施設整備工事（熱－８）及び中央分離帯植栽撤去工事（熱－
２）

2203-7 令和4年1月24日 熱田土木事務所
交通安全施設整備工事（熱－９）及び舗装道補修工事（熱－８）（週休２
日）

2110-23 令和3年9月13日 東土木事務所 交通安全施設整備工事（東－３）

2212-17 令和4年10月28日 東土木事務所 交通安全施設整備工事（東－５）

2302-14 令和4年7月22日 東土木事務所 交通安全施設整備工事（東ー２）（週休２日）

2210-25 令和4年9月16日 守山土木事務所 交通安全施設整備工事（守－８）（週休2日）

2212-31 令和4年10月17日 緑土木事務所 交通安全施設整備工事（緑－１１）

2105-124 令和3年4月9日 緑土木事務所 交通安全施設整備工事（緑－２）

2109-25 令和3年5月11日 緑土木事務所 交通安全施設整備工事（緑－３）

2212-30 令和4年10月21日 緑土木事務所 交通安全施設整備工事（緑－５）

2211-42 令和4年4月21日 緑土木事務所 交通安全施設整備工事（緑ー３）（週休2日）

2107-45 令和3年4月8日 港土木事務所 交通安全施設整備工事（港－１）（週休２日）

2211-40 令和4年9月27日 港土木事務所 交通安全施設整備工事（港－１１）

2212-26 令和4年11月18日 港土木事務所 交通安全施設整備工事（港－１３）
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2301-18 令和4年11月28日 港土木事務所 交通安全施設整備工事（港－１５）

2212-27 令和4年11月9日 港土木事務所 交通安全施設整備工事（港－１６）

2105-122 令和3年3月24日 港土木事務所 交通安全施設整備工事（港－３）

2209-47 令和4年7月22日 港土木事務所
交通安全施設整備工事（港－５）及び街路樹撤去工事（港－３）（週休２
日）

2211-39 令和4年9月16日 港土木事務所 交通安全施設整備工事（港－６）

2109-24 令和3年8月4日 港土木事務所 交通安全施設整備工事（港－６）

2206-10 令和4年5月9日 港土木事務所 交通安全施設整備工事（港－８）

2211-41 令和4年9月26日 南土木事務所 交通安全施設整備工事（南－１２）

2111-44 令和3年10月15日 南土木事務所 交通安全施設整備工事（南－１４）

2212-28 令和4年10月17日 南土木事務所 交通安全施設整備工事（南－１６）

2112-25 令和3年10月27日 南土木事務所
交通安全施設整備工事（南－１６）、舗装道補修工事（南－２）及び土
留修繕工事（南－１）

2105-123 令和3年4月8日 南土木事務所 交通安全施設整備工事（南－３）

2108-20 令和3年6月16日 南土木事務所
交通安全施設整備工事（南－６）、舗装道補修工事（南－３）及び補償
工事

2209-48 令和4年7月22日 南土木事務所 交通安全施設整備工事（南－７）及び街路樹撤去工事（南－２）

2110-25 令和3年9月1日 南土木事務所 交通安全施設整備工事（南－７）及び街路樹撤去工事（南－２）

2105-125 令和3年3月24日 名東土木事務所 交通安全施設整備工事（名－１）

2208-22 令和4年6月29日 名東土木事務所
交通安全施設整備工事（名－１）、舗装道補修工事（名－２）及びよも
ぎ台１号用排水路改良工事

2211-43 令和4年10月11日 名東土木事務所 交通安全施設整備工事（名－３）

2111-45 令和3年9月24日 名東土木事務所 交通安全施設整備工事（名－４）

2212-32 令和4年10月11日 名東土木事務所 交通安全施設整備工事（名－６）

2110-26 令和3年9月13日 名東土木事務所 交通安全施設整備工事（名－６）

2209-50 令和4年8月16日 名東土木事務所 交通安全施設整備工事（名－７）

2112-26 令和3年11月11日 名東土木事務所 交通安全施設整備工事（名－７）

2212-33 令和4年11月11日 名東土木事務所
交通安全施設整備工事（名－８）及び舗装道補修工事（名－１１）（週休
２日）

2208-21 令和4年7月20日 守山土木事務所 交通安全施設整備工事（守－５）

2201-17 令和3年12月16日 守山土木事務所 交通安全施設整備工事（守－８）

2112-27 令和3年11月11日 道路建設課 国道１５３号交差点詳細設計業務委託

2107-46 令和3年5月12日 昭和土木事務所
国道１５３号舗装道補修工事（昭－１）及び交通安全施設整備工事（昭
－３）

2203-8 令和4年2月9日 千種土木事務所 国道１５３号始め３路線舗装道補修工事（千－１）（週休２日）

2106-16 令和3年4月23日 東土木事務所 国道１５３号舗装道補修工事（東－１）（週休２日）

2210-26 令和4年8月26日 東土木事務所 国道１５３号舗装道補修工事（東－１）（週休２日）
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2108-21 令和3年6月21日 南土木事務所 国道２４７号舗装道補修工事（南－１）

2211-45 令和4年9月16日 緑土木事務所 古鳴海４号水路始め７水路改良工事

2107-47 令和3年6月14日 緑地事業課 駒場公園（仮称）築造工事

2208-23 令和4年6月15日 緑地事業課 米野公園築造工事

2209-51 令和4年3月24日 中土木事務所
栄地区・金山駅周辺歩道清掃業務委託及び歩道緑地帯清掃業務委託
（中－１）

2105-126 令和3年3月24日 中土木事務所
栄地区・金山駅周辺歩道清掃業務委託及び歩道緑地帯清掃業務委託
（中－１）

2112-28 令和3年11月4日 自転車利用課 桜山自転車等保管場所撤去工事

2212-35 令和4年11月11日 北土木事務所 三階橋（上流側）補修工事

2108-22 令和3年7月12日 緑土木事務所 潮見が丘公園整備工事（補－１）

2110-27 令和3年9月9日 道路維持課
事故危険箇所に係る交通事故対策検討業務委託及び対策事業効果
調査業務委託

2210-27 令和4年8月23日 農業センター しだれ梅剪定委託（農セ－１０）

2205-127 令和4年3月24日 農業センタ－ しだれ梅花後剪定委託（農セ－２）

2105-127 令和3年3月24日 農業センター しだれ梅花後剪定委託（農セ－２）

2302-41 令和4年9月13日 東土木事務所
自転車置場暫定整備工事（東－１）及び自転車駐車場修繕工事（東－
１）

2112-29 令和3年11月11日 自転車利用課
自転車駐車場整備工事（東－１）及び市道久屋大通自転車置場暫定
整備工事（その２）

2302-42 令和4年9月13日 東土木事務所 自転車駐車場整備工事（東－２）

2212-36 令和4年10月17日 自転車利用課 自転車通行空間設計業務委託

2302-18 令和5年1月5日 自転車利用課 自転車通行空間設計業務委託（その２）

2211-46 令和4年8月23日 自転車利用課 自転車等放置禁止区域標識等設置工事（その１）

2211-47 令和4年8月23日 自転車利用課 自転車等放置禁止区域標識等設置工事（その２）

2211-48 令和4年8月23日 自転車利用課 自転車等放置禁止区域標識等設置工事（その３）

2211-49 令和4年9月13日 千種土木事務所 自転車利用環境整備工事（千－１）

2208-24 令和4年6月29日 熱田土木事務所 市道熱田新田東組東西第２１号線舗装道補修工事（熱－１）

2109-27 令和3年7月30日 中川土木事務所
市道荒越中野本町南北第１号線舗装道補修工事（中川－１）及び掘削
跡復旧工事（中川－６）

2210-28 令和4年9月1日 緑土木事務所 市道有松橋東南第２号線舗装道補修工事(競馬場等周辺整備)

2204-14 令和4年2月9日 昭和土木事務所 市道伊勝第３７号線歩道整備工事及び舗装道補修工事（昭－６）

2207-22 令和4年6月3日 昭和土木事務所
市道池端町線支線第１号舗装道補修工事（昭－１）及び舗装道補修工
事（昭－３）

2109-28 令和3年6月14日 名東土木事務所 市道一社一丁目第１号線歩道整備工事

2105-128 令和3年4月9日 港土木事務所 市道稲永公園線舗装道補修工事（港－１）

2209-52 令和4年2月15日 港土木事務所
市道稲永公園西線歩道整備工事及び街路樹撤去工事（港－９）（週休
２日）

2105-129 令和3年4月9日 名東土木事務所 市道猪子石第６３号線舗装道補修工事（名－１）
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2109-29 令和3年7月30日 名東土木事務所 市道猪子石第８４号線舗装道補修工事（名－１）

2112-30 令和3年10月25日 名東土木事務所
市道猪子石第３８号線舗装道補修工事（名－１）、舗装道補修工事（名
－５）及び掘削跡復旧工事（名－６）

2207-23 令和4年5月16日 中村土木事務所
市道岩塚牧野線舗装道補修工事（中村－１）、舗装道補修工事（中村
－１）及び交通安全施設整備工事（中村－１）（週休２日）

2109-30 令和3年7月7日 天白土木事務所
市道植田南部第６３号線舗装道補修工事（天１）、舗装道補修工事（天
３）、私道舗装整備工事（天１）及び掘削跡復旧工事（天３）

2203-9 令和4年2月3日 中川土木事務所
市道打出中郷第４号線始め３路線舗装道補修工事（中川－１）及び側
溝等改良工事（中川－８）

2206-11 令和4年4月21日 港土木事務所
市道小碓第１４号線舗装道補修工事（港－１）及び舗装道補修工事（港
－２）

2212-38 令和4年11月11日 港土木事務所
市道大江東線支線第２号舗装道補修工事（港－１） 及び舗装道補修
工事（港－７）（週休２日）

2210-29 令和4年9月1日 東土木事務所 市道大曽根第３４号線始め３路線舗装道補修工事（東－１）（週休２日）

2108-23 令和3年7月12日 中土木事務所
市道大津通舗装道補修工事（中－１）及び交通安全施設整備工事（中
－３）（週休２日）

2112-31 令和3年10月21日 西土木事務所
市道大野木第７２号線始め２路線舗装道補修工事（西－１）、舗装道補
修工事（西－５）及び側溝等改良工事（西－４）

2209-53 令和4年8月16日 西土木事務所 市道大野木第７２号線舗装道補修工事（西－１）、舗装道補修工事（西－４）及び交通安全施設整備工事

2206-12 令和4年4月26日 守山土木事務所
市道大森第１２０号線始め３路線舗装道補修工事（守－１）及び舗装道
補修工事（守－１）（週休２日）

2209-54 令和3年12月9日 緑土木事務所 市道桶狭間勅使線第２号街路樹植栽工事

2111-46 令和3年9月16日 千種土木事務所
市道鏡ヶ池線舗装道補修工事（千－１）及び中央分離帯舗装修繕工事
（千－２）（週休２日）

2212-39 令和4年10月17日 瑞穂土木事務所 市道橿ノ木上山線始め３路線舗装道補修工事（瑞－１）（週休２日）

2110-28 令和3年8月20日 中川土木事務所 市道包里第４２号線舗装道補修工事（中川－１）

2108-24 令和3年6月23日 名東土木事務所 市道上社第７７号線始め３路線舗装道補修工事（名－１）（週休２日）

2201-18 令和3年11月24日 中村土木事務所 市道烏森南部第２３号線始め４路線舗装道補修工事（中村－１）

2108-25 令和3年7月7日 瑞穂土木事務所 市道雁道線舗装道補修工事（瑞－１）及び舗装道補修工事（瑞－３）

2107-48 令和3年6月16日 西土木事務所 市道菊井一丁目第１号線始め２路線舗装道補修工事（西－１）

2301-19 令和4年12月1日 西土木事務所 市道菊井町線始め２路線舗装道補修工事（西－１）

2203-10 令和4年2月3日 西土木事務所 市道菊井町線始め２路線舗装道補修工事（西－１）（週休２日）

2107-49 令和3年5月11日 守山土木事務所 市道吉根３号線第１号始め２路線舗装道補修工事（守－１）（週休２日）

2206-13 令和4年4月11日 守山土木事務所 市道吉根３号線第１号舗装道補修工事（守－１）（週休２日）

2209-55 令和4年8月3日 名東土木事務所
市道極楽第６号線歩道整備工事及び舗装道補修工事（名－５）（週休２
日）

2207-24 令和4年6月8日 昭和土木事務所
市道五軒家町第２号線始め４路線舗装道補修工事（昭－１）、交通安
全施設整備工事（昭－３）及び側溝修繕工事（昭－１）

2212-37 令和4年10月17日 港土木事務所
市道小碓第２４号線舗装道補修工事（港－１）、交通安全施設整備工
事（港－７）及び側溝等改良工事（港－４）（週休２日）

2207-25 令和4年6月15日 緑土木事務所
市道古鳴海停車場線舗装道補修工事（緑－１）及び交通安全施設整
備工事（緑－６）

2203-11 令和4年2月3日 天白土木事務所
市道境根線始め２路線舗装道補修工事（天－１）及び側溝等改良工事
（天－６）

2209-56 令和4年7月29日 中土木事務所
市道七間町通道路空間再整備工事（４）、自転車駐車場整備工事（中
－１）及び自転車利用環境整備工事（中－１）

2201-19 令和3年12月1日 天白土木事務所 市道島田線第1号舗装道補修工事（天-1）
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2206-14 令和4年4月21日 瑞穂土木事務所 市道下山町中線歩道整備工事及び舗装道補修工事（瑞－１）

2106-17 令和3年5月11日 瑞穂土木事務所 市道下山町中線歩道整備工事及び舗装道補修工事（瑞－１）

2208-25 令和4年7月4日 西土木事務所
市道上名古屋城北町第５号始め５路線舗装道補修工事（西－１）及び
交通安全施設整備工事（西－２）

2110-29 令和3年8月20日 北土木事務所
市道杉村一丁目第２号線始め２路線歩道整備工事、舗装道補修工事
（北－７）及び側溝等改良工事（北－５）（週休２日）

2204-16 令和3年5月31日 道路建設課 市道千音寺線第１号外１路線道路改良工事

2204-17 令和4年2月17日 東土木事務所 市道外堀相生町線舗装道補修工事（東－１）（週休２日）

2206-15 令和4年4月26日 中土木事務所 市道外堀町通舗装道補修工事（中－１）（週休２日）

2107-50 令和3年6月7日 東土木事務所
市道大幸鍋屋上野町東西１号線始め３路線舗装道補修工事（東－１）
及び宮前橋左岸取付橋補修工事（週休２日）

2106-18 令和3年4月13日 中村土木事務所
市道高須賀町南北第５号線歩道整備工事、舗装道補修工事（中村－
１）及び掘削跡復旧工事（中村－１）（週休２日）

2210-30 令和4年9月1日 中川土木事務所
市道高畑町線始め２路線舗装道補修工事（中川－１）及び側溝等改良
工事（中川－５）（週休２日）

2110-30 令和3年8月16日 中川土木事務所 市道高畑町線第１号始め２路線舗装道補修工事（中川－１）

2210-31 令和4年8月23日 中川土木事務所
市道高畑東西第４号線舗装道補修工事(中川－１)､側溝等改良工事
(中川－８)及び交通安全施設整備工事(中川－６)

2106-19 令和3年4月23日 守山土木事務所
市道千代田通線始め２路線舗装道補修工事（守－１）及び交通安全施
設整備工事（守－１）（週休２日）

2203-12 令和4年1月31日 天白土木事務所
市道天白第６号線始め２路線舗装道補修工事（天－１）、交通安全施
設整備工事（天－８）及び側溝等改良工事（天－５）

2211-50 令和4年9月22日 天白土木事務所
市道東海橋線舗装道補修工事（天－1）、交通安全施設整備工事（天
－2）及び舗装道補修工事（天－5）（週休2日）

2107-51 令和3年6月14日 港土木事務所 市道当知第３３号線歩道整備工事及び当知３３号排水路改良工事

2208-26 令和4年6月29日 中川土木事務所 市道戸田団地第６号線舗装道補修工事（中川－１）

2111-47 令和3年9月24日 港土木事務所
市道土古町線第１号舗装道補修工事（港－１）及び道路改良工事（週
休２日）及び掘削跡復旧工事（港－１）

2208-27 令和4年7月6日 中川土木事務所 市道中郷第59号線始め3路線舗装道補修工事(中川-1)(週休2日)

2112-32 令和3年10月15日 南土木事務所
市道鳴尾線舗装道補修工事（南－１）、舗装道補修工事（南－９）及び
交通安全施設整備工事（南－１７）

2112-33 令和3年10月15日 緑土木事務所
市道鳴海西部第９号線始め２路線舗装道補修工事（緑－１）、緑５号溝
橋補修工事及び掘削跡復旧工事（緑－９）

2206-16 令和4年4月21日 緑土木事務所
市道鳴海町第１６１号線歩道整備工事及び舗装道補修工事（緑－１）
（週休２日）

2105-130 令和3年4月13日 緑土木事務所 市道鳴海町第５２６号線舗装道補修工事（緑－１）（週休２日）

2112-34 令和3年10月20日 緑土木事務所
市道鳴海町第６６９号線始め３路線舗装道補修工事（緑－１）及び交通
安全施設整備工事（緑－４）（週休２日）

2209-57 令和4年7月19日 熱田土木事務所 市道西川端町線始め２路線舗装道補修工事（熱－１）

2205-128 令和3年9月29日 熱田土木事務所
市道西川端町線始め２路線舗装道補修工事（熱－１）及び立石橋補修
工事

2111-48 令和3年9月29日 熱田土木事務所
市道西川端町線始め２路線舗装道補修工事（熱－１）及び立石橋補修
工事

2112-35 令和3年10月20日 中村土木事務所
市道錦通始め２路線舗装道補修工事（中村２）舗装道補修工事（中村
６）側溝等改良工事（中村４）及び掘削跡復旧工事（中村５）

2203-13 令和4年1月31日 中川土木事務所
市道野田第２９号線始め２路線舗装道補修工事（中川－１）及び側溝
等改良工事（中川－９）（週休２日）

2109-31 令和3年7月30日 西土木事務所 市道則武新町三丁目第１号線自転車利用環境整備工事

2212-40 令和4年10月28日 瑞穂土木事務所
市道隼人清水線歩道整備工事、街路樹撤去工事（瑞－５）、及び舗装
同調補修工事（瑞－２）
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2211-51 令和4年10月3日 名東土木事務所
市道東一社第６号線舗装道補修工事（名－１）及び舗装道補修工事
（名－８）

2209-58 令和4年7月22日 瑞穂土木事務所 市道東川端町線舗装道補修工事（瑞－１）

2203-14 令和4年1月31日 中土木事務所
市道東川端松ケ枝町線歩道整備工事、舗装道補修工事（中－２）及び
側溝等改良工事（中－２）

2210-32 令和4年8月23日 南土木事務所
市道東又兵ヱ町南北第２号線始め２路線舗装道補修工事（南－１）及
び交通安全施設整備工事（南－１０）（週休２日）

2203-15 令和4年1月31日 東土木事務所
市道東芳野大曽根町線始め３路線舗装道補修工事（東－１）及び舗装
道補修工事（東－６）

2209-59 令和4年7月27日 緑土木事務所
市道平手南部第１０号線舗装道補修工事（競馬場等周辺整備）及び交
通安全施設整備工事（緑－７）（週休２日）

2109-32 令和3年7月28日 緑土木事務所
市道平手南部第３３号線舗装道補修工事（競馬場等周辺整備）（週休
２日）

2206-17 令和4年5月9日 千種土木事務所 市道富士見台第１５号線歩道整備工事及び舗装道補修工事（千ー２）

2107-52 令和3年6月16日 名東土木事務所
市道藤森南部第６７号線舗装道補修工事（名－１）及び掘削跡復旧工
事（名－１）

2105-131 令和3年4月8日 名東土木事務所 市道平和ヶ丘第３３号線舗装道補修工事（名－１）

2209-60 令和4年7月22日 南土木事務所
市道星崎町第４３号線始め２路線舗装道補修工事（南１）、側溝等改良
工事（南３）及び交通安全施設整備工事（南４）（週休２日）

2106-20 令和3年5月11日 東土木事務所
市道松山新栄町線始め２路線舗装道補修工事（東－１）、歩道整備工
事及び掘削跡復旧工事（東－１）

2208-28 令和4年6月22日 港土木事務所
市道万場藤前線第６号舗装道補修工事（港－１）及び街路樹撤去工事
（港－２）

2107-53 令和3年5月26日 道路建設課 市道御園町線支線第１号電線共同溝設置工事（３－１）

2112-36 令和3年11月9日 中土木事務所
市道南大津町線舗装道補修工事（中－１）及び交通安全施設整備工
事（中－８）（週休２日）

2211-52 令和4年10月6日 中土木事務所
市道南大津町線始め３路線舗装道補修工事（競馬場等周辺整備）及
び交通安全施設整備工事（中－１０）

2110-31 令和3年9月13日 千種土木事務所
市道都通第１６号線始め２路線舗装道補修工事（千－１）及び根上り修
繕その他工事（千－３）

2204-18 令和4年2月9日 千種土木事務所
市道都通第１６号線始め６路線舗装道補修工事（千－１）及び掘削跡
復旧工事（千－４）

2208-29 令和4年6月22日 昭和土木事務所 市道宮東八事本町線舗装道補修工事（昭－１）

2212-41 令和4年10月17日 西土木事務所 市道名駅第１５号線舗装道補修工事（西ー１）

2110-32 令和3年8月31日 南土木事務所
市道本星崎東西第４号線舗装道補修工事（南－１）、歩道整備工事、
交通安全施設整備工事（南－４）及び舗装道補修工事（南－１）

2112-37 令和3年10月27日 天白土木事務所
市道八事４３号線始め２路線舗装道補修工事（天－１）、舗装道補修工
事（天－４）および交通安全施設整備工事（天－６）

2112-38 令和3年10月27日 昭和土木事務所 市道八事線舗装道補修工事（昭－１）

2106-21 令和3年4月20日 昭和土木事務所
市道八事本町南北線始め２路線舗装道補修工事（昭－１）及び交通安
全施設整備工事（昭－２）

2106-22 令和3年4月20日 千種土木事務所 市道四谷通線舗装道補修工事（千－１）

2212-42 令和4年10月14日 千種土木事務所 市道若宮大通始め３路線舗装道補修工事(千－１)

2205-129 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（千種・昭和・名東）

2207-26 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（千種・昭和・名東）

2105-132 令和3年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（千種・昭和・名東）

2205-132 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（中村・中川）

2207-29 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（中村・中川）
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2105-135 令和3年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（中村・中川）

2205-131 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（西・中・熱田）

2105-134 令和3年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（西・中・熱田）

2207-28 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（西・中・熱田）

2205-130 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（東・北・守山）

2207-27 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（東・北・守山）

2105-133 令和3年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（東・北・守山）

2205-133 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（瑞穂・緑・天白）

2207-30 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（瑞穂・緑・天白）

2105-136 令和3年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（瑞穂・緑・天白）

2205-134 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（港・南）

2207-31 令和4年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（港・南）

2105-137 令和3年3月24日 道路維持課 車道清掃業務委託（港・南）

2108-26 令和3年6月23日 昭和土木事務所 （主）県道関田名古屋線舗装道補修工事（昭－１）

2109-33 令和3年7月30日 瑞穂土木事務所
（主）県道関田名古屋線舗装道補修工事（瑞－１）及び市道瑞穂東西
第８号線始め３路線舗装道補修工事（瑞－１）

2109-34 令和3年8月4日 天白土木事務所
（主）県道名古屋岡崎線始め３路線舗装道補修工事（天－２）及び交通
安全施設整備工事（天－３）

2109-35 令和3年8月4日 西土木事務所
（主）県道名古屋江南線始め２路線舗装道補修工事
（西－１） 及び掘削跡復旧工事（西－３）（週休２日）

2111-49 令和3年10月8日 東土木事務所 （主）県道名古屋多治見線始め３路線舗装道補修工事（東－１）

2203-16 令和4年2月3日 守山土木事務所 （主）県道名古屋多治見線舗装道補修工事（守－１）（週休２日）

2106-23 令和3年5月12日 港土木事務所
（主）県道名古屋中環状線始め２路線舗装道補修工事（港－１）及び交
通安全施設整備工事（港－４）（週休２日）

2112-39 令和3年10月21日 名東土木事務所
（主）県道名古屋中環状線舗装道補修工事（名－１）及び交通安全施
設整備工事（名－１３）（週休２日）

2112-40 令和3年10月1日 名東土木事務所
（主）県道名古屋中環状線舗装道補修工事（名－２）及び舗装道補修
工事（名－４）

2206-18 令和4年5月12日 緑土木事務所 (主)県道名古屋中環状線舗装道補修工事(緑－１)(週休２日)

2206-19 令和4年5月16日 緑土木事務所 (主)県道名古屋中環状線舗装道補修工事(緑－２)(週休２日)

2111-50 令和3年10月6日 千種土木事務所
（主）県道名古屋長久手線始め２路線舗装道補修工事（千－１）及び交
通安全施設整備工事（千－５）（週休２日）

2211-53 令和4年9月16日 名東土木事務所
（主）県道名古屋長久手線始め２路線舗装道補修工事（名－１）（週休２
日）

2212-43 令和4年10月20日 千種土木事務所 （主）県道名古屋長久手線舗装道補修工事(千－１)

2112-41 令和3年10月27日 名東土木事務所 （主）県道名古屋長久手線舗装道補修工事（名－１）

2204-19 令和4年2月9日 名東土木事務所 （主）県道名古屋長久手線舗装道補修工事（名－２）（週休２日）

2210-33 令和4年9月6日 中土木事務所
（主）県道名古屋長久手線舗装道補修工事（中－１）及び交通安全施
設整備工事（中－６）（週休２日）

2106-25 令和3年4月20日 緑土木事務所 （主）県道東浦名古屋線舗装道補修工事（緑－１）（週休２日）
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2110-33 令和3年8月31日 緑土木事務所
（主）県道諸輪名古屋線始め９路線舗装道補修工事（緑１）、側溝等改
良工事（緑７）、交通安全施設整備工事（緑８）（週休２日）

2207-32 令和4年6月8日 緑土木事務所
(主）県道諸輪名古屋線舗装道補修工事（緑ー１）及び交通安全施設整
備工事（緑ー８）（週休2日）

2210-34 令和4年8月19日 中川土木事務所
（主）県道弥富名古屋線始め３路線舗装道補修工事(中川－１)(週休２
日)

2204-20 令和4年2月15日 昭和土木事務所 （主）県道弥富名古屋線舗装道補修工事（昭－１）

2106-26 令和3年4月23日 中土木事務所 （主）市道山王線舗装道補修工事（中－１）（週休２日）

2203-17 令和4年1月31日 港土木事務所 （主）市道東海橋線舗装道補修工事（港－１）

2110-34 令和3年8月19日 南土木事務所
（主）市道東海橋線舗装道補修工事（南－１）及び交通安全施設整備
工事（南－５）

2301-20 令和4年11月18日 南土木事務所
（主）市道東海橋線舗装道補修工事（南－２）及び交通安全施設整備
工事（南－１７）（週休２日）

2110-35 令和3年9月6日 北土木事務所
（主）市道名古屋環状線始め４路線舗装道補修工事（北－１）（週休２
日）

2207-33 令和4年6月1日 瑞穂土木事務所 （主）市道堀田高岳線舗装道補修工事（瑞－１）

2203-18 令和4年2月3日 瑞穂土木事務所 （主）市道堀田高岳線舗装道補修工事（瑞－２）（週休２日）

2109-36 令和3年7月30日 瑞穂土木事務所
（主）市道堀田高岳線舗装道補修工事（瑞－１）及び舗装道補修工事
（瑞－４）

2106-24 令和3年5月11日 守山土木事務所
（主）県道名古屋中環状線舗装道補修工事（守－１）及び交通安全施
設整備工事（守－２）（週休２日）

2202-16 令和4年1月24日 千種土木事務所 樹林地育成管理委託（千－１）

2209-61 令和4年1月4日 千種土木事務所 樹林地育成施設更新工事（千－３）

2211-54 令和4年10月26日 河川工務課 準用河川境川改修工事（その２）

2108-27 令和3年7月14日 河川工務課 準用河川境川改修工事に伴う測量業務委託及び設計業務委託

2110-36 令和3年7月21日 河川工務課 準用河川境川改修工事に伴う地質調査業務委託

2109-39 令和3年7月6日 昭和土木事務所 小規模付属物（道路標識等）点検業務委託（昭－１）

2109-37 令和3年7月6日 千種土木事務所 小規模附属物（道路標識等）点検業務委託（千－１）

2109-38 令和3年7月6日 千種土木事務所 小規模附属物（道路標識等）点検業務委託（千－２）

2212-44 令和4年9月12日 港土木事務所 小規模附属物（道路標識等）点検業務委託（港－1）

2109-40 令和3年7月6日 熱田土木事務所 小規模附属物（道路標識等）点検業務委託（熱－１）

2211-55 令和4年9月12日 東土木事務所 小規模附属物（道路標識等）点検業務委託（東－1）

2105-138 令和3年3月24日 守山土木事務所
庄内用水路（旭橋スクリ－ン）清掃管理委託（守－１）及び河川除草清
掃委託（守－１）

2205-135 令和4年3月24日 守山土木事務所
庄内用水路（旭橋スクリ－ン）清掃管理委託（守－１）及び河川除草清
掃委託（守－１）

2105-139 令和3年3月24日 港土木事務所 庄内用水路始め２水路除草清掃委託

2205-136 令和4年4月1日 港土木事務所 庄内用水路始め２水路除草清掃委託（港）

2210-35 令和4年8月19日 緑地事業課 庄内緑地整備工事

2110-37 令和3年8月31日 緑地事業課 庄内緑地整備工事

2106-27 令和3年4月6日 東山植物園 植物園花壇管理委託（植物園－２）
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2204-21 令和4年4月6日 東山植物園 植物園花壇管理委託（植物園－３）

2105-140 令和3年4月4日 東山植物園 植物園花壇管理委託（植物園－３）

2204-22 令和4年4月7日 東山植物園 植物園植物管理委託（植物園－４）

2105-141 令和3年4月5日 東山植物園 植物園植物管理委託（植物園－４）

2206-20 令和3年11月29日
東山総合公園東
山植物園

植物園東海の森土留め改修その他工事

2210-36 令和4年8月23日 緑地事業課 城山公園予備設計業務委託

2209-62 令和4年7月13日 熱田土木事務所 神宮東あじさい公園整備工事

2110-38 令和3年9月17日 港土木事務所
新茶屋川公共用地先行取得保有地維持管理業務委託及び河川除草
清掃委託（港－２）

2110-39 令和3年8月2日 河川計画課 新堀川水環境改善調査検討業務委託

2105-142 令和3年4月9日 西土木事務所 水景施設清掃等管理委託（西－１）及び街路樹管理委託（西－５）

2211-56 令和3年8月26日 道路利活用課 水準測量業務委託

2111-51 令和3年9月13日 守山土木事務所 すいどうみち緑道整備工事

2208-30 令和4年6月22日 緑地事業課 杉村東公園整備工事（その２）

2205-137 令和4年4月6日 道路維持課 砂田橋横断歩道橋始め２１橋点検業務委託（その２）

2211-57 令和4年10月13日 緑地事業課 先行取得地状況調査等業務委託

2209-63 令和4年7月22日 西土木事務所 側溝修繕工事（西ー１）及び舗装道補修工事（西ー８）

2105-143 令和3年4月20日 東土木事務所
側溝修繕工事（東－１）、舗装道補修工事（東－１）及び掘削跡復旧工
事（東－２）（週休２日）

2110-40 令和3年8月26日 東土木事務所
側溝修繕工事（東－２）、舗装道補修工事（東－４）及び側溝等改良工
事（東－１）

2107-56 令和3年6月9日 守山土木事務所
側溝修繕工事（守－１）、舗装道補修工事（守－１）及び掘削跡復旧工
事（守－１）（週休２日）

2110-43 令和3年9月13日 緑土木事務所
側溝等改良（緑４）、市道鳴海町第２３９号線歩道整備、池上台３号水
路改良、街路樹撤去（緑２）及び掘削跡復旧工事（緑１０）

2209-64 令和4年7月22日 瑞穂土木事務所 側溝等改良工事（瑞－３）及び舗装道補修工事（瑞－５）

2108-29 令和3年6月9日 千種土木事務所 側溝等改良工事（千－２）及び側溝修繕工事（千－１）

2210-37 令和4年8月23日 天白土木事務所
側溝等改良工事（天－４）、市道平針中央線道路改良工事（天－１）及
び舗装道補修工事（天－４）

2107-58 令和3年6月9日 中川土木事務所 側溝等改良工事(中川－１)及び側溝修繕工事(中川－５)

2110-42 令和3年8月26日 中川土木事務所
側溝等改良工事（中川－４）、舗装道補修工事（中川－５）及び掘削跡
復旧工事（中川－７）

2205-138 令和4年4月11日 中村土木事務所
側溝等改良工事（中村－２）、市道好太郎線道路改良工事、側溝修繕
工事（中村－２）及び舗装道補修工事（中村－３）

2110-41 令和3年8月26日 西土木事務所
側溝等改良工事（西－２）、舗装道補修工事（西－３）及び掘削跡復旧
工事（西－４）

2301-21 令和4年11月28日 西土木事務所 側溝等改良工事（西－７）及び舗装道補修工事（西－６）

2107-57 令和3年6月2日 瑞穂土木事務所
側溝等改良工事（瑞－２）、舗装道補修工事（瑞－２）及び掘削跡復旧
工事（瑞－１）

2109-41 令和3年7月21日 瑞穂土木事務所
側溝等改良工事（瑞－３）、舗装道補修工事（瑞－５）及び掘削跡復旧
工事（瑞－２）

2107-59 令和3年6月9日 緑土木事務所 側溝等改良工事（緑－２）
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2108-32 令和3年7月7日 緑土木事務所
側溝等改良工事（緑－５）、舗装道補修工事（緑－８）及び掘削跡復旧
工事（緑－７）（週休２日）

2108-30 令和3年7月7日 南土木事務所
側溝等改良工事（南－１）、舗装道補修工事（南－４）及び掘削跡復旧
工事（南－１）

2203-19 令和4年2月3日 名東土木事務所 側溝等改良工事（名－２）及び舗装道補修工事（名－９）（週休２日）

2108-31 令和3年6月23日 守山土木事務所 側溝等改良工事（守－１）（週休２日）

2209-65 令和4年7月29日 緑土木事務所
側溝等改良工事（緑－２）、市道鳴海町第２３９号線歩道整備工事及び
街路樹撤去工事（緑－２）

2207-35 令和4年6月3日 中土木事務所 側溝等改良工事（中－１）及び舗装道補修工事（中－１）（週休2日）

2206-21 令和3年10月8日 港土木事務所 側溝等改良工事（港－３）及び側溝修繕工事（港－２）

2211-58 令和4年9月16日 昭和土木事務所 滝川西公園修正設計委託

2209-67 令和4年7月4日 中村土木事務所 建物修繕工事（中村－１）資材置場土留改修

2110-44 令和3年8月16日 西土木事務所 玉塚公園整備工事（西－補３）

2208-31 令和4年5月19日 道路建設課 千種区役所複合庁舎周辺道路詳細設計業務委託（４－１）

2212-45 令和4年10月21日 河川工務課
茶屋ヶ坂池始め５池地質調査業務委託及び耐震性能調査検討業務委
託

2209-68 令和4年6月15日 中土木事務所 駐車場案内システム撤去工事（中－１）

2212-46 令和4年10月18日 守山土木事務所 千代田橋（上流側）始め４橋補修工事

2205-139 令和4年4月6日 道路維持課 築地口東横断歩道橋始め３９橋点検業務委託（その２）

2111-52 令和3年10月6日 緑地事業課 鶴舞公園整備工事

2210-38 令和4年8月19日 緑地事業課 鶴舞公園整備工事（R４）

2203-20 令和4年1月25日 道路維持課 電線類地中化構造物保守点検業務委託（維－２）

2110-45 令和3年9月3日 道路維持課 電線類地中化構造物保守点検検討業務委託（維－１）

2210-39 令和4年8月24日 都市農業課 東谷山フルーツパーク内ため池に係る整備方針検討業務委託

2210-40 令和4年8月26日 緑地事業課 道徳公園整備工事（その２）

2302-19 令和4年10月3日 守山土木事務所 道路支障木撤去委託（守－１）

2110-46 令和3年6月2日 道路維持課 道路情報装置改良に伴う設計業務委託（維－１）

2206-22 令和4年5月19日 道路維持課 道路情報装置改良に伴う設計業務委託（維ー１）

2207-36 令和4年6月29日 道路維持課 道路情報装置改良に伴う設計業務委託（維ー２）

2302-20 令和4年8月24日 中村土木事務所 道路照明・公園灯不点時連絡先シール貼付業務委託

2112-42 令和3年10月27日 東土木事務所 道路照明修繕工事（東－２）及び道路照明設置工事（東－２）

2211-59 令和4年9月30日 東土木事務所 道路照明修繕工事（東－１）及び道路照明設置工事（東－２）

2208-32 令和4年7月5日 熱田土木事務所 道路照明設置工事（熱－１）及び道路照明修繕工事（熱－１）

2211-60 令和4年10月20日 守山土木事務所 道路照明設置工事（守－１）

2209-70 令和4年7月28日 北土木事務所 道路照明設置工事（北－１）
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2108-34 令和3年7月14日 北土木事務所 道路照明設置工事（北－１）

2212-47 令和4年11月11日 北土木事務所 道路照明設置工事（北－２）

2112-43 令和3年11月11日 北土木事務所 道路照明設置工事（北－２）

2108-35 令和3年6月23日 昭和土木事務所
道路照明設置工事（昭－１）及び道路照明修繕工事（昭－１）（週休２
日）

2209-71 令和4年7月13日 昭和土木事務所
道路照明設置工事（昭－１）及び道路照明修繕工事（昭－１）（週休２
日）

2110-49 令和3年8月20日 昭和土木事務所 道路照明設置工事（昭－２）及び道路照明修繕工事（昭－２）

2110-50 令和3年9月13日 昭和土木事務所 道路照明設置工事（昭－３）及び道路照明修繕工事（昭－３）

2206-24 令和4年4月19日 瑞穂土木事務所 道路照明設置工事（瑞－１）

2107-60 令和3年6月9日 千種土木事務所 道路照明設置工事（千－１）（週休２日）

2206-23 令和4年4月21日 千種土木事務所 道路照明設置工事（千－１）（週休２日）

2108-33 令和3年6月30日 千種土木事務所 道路照明設置工事（千－２）

2207-37 令和4年6月8日 千種土木事務所 道路照明設置工事（千－３）

2209-69 令和4年8月1日 千種土木事務所 道路照明設置工事（千－４）

2111-56 令和3年9月17日 天白土木事務所 道路照明設置工事（天－１）

2209-74 令和4年7月29日 天白土木事務所
道路照明設置工事（天－1）及び道路照明修繕工事（天－1）（週休2日
制）

2112-50 令和3年10月27日 天白土木事務所 道路照明設置工事（天－２）

2209-75 令和4年8月2日 天白土木事務所 道路照明設置工事（天－２）（週休２日）

2301-25 令和4年11月28日 天白土木事務所 道路照明設置工事（天－３）

2205-141 令和4年4月12日 中土木事務所 道路照明設置工事（中－１）

2110-48 令和3年8月26日 中土木事務所 道路照明設置工事（中－１）

2210-42 令和4年9月1日 中土木事務所 道路照明設置工事（中－２）

2112-45 令和3年10月8日 中土木事務所
道路照明設置工事（中－２）及び道路照明修繕工事（中－１）（週休２
日）

2212-48 令和4年11月25日 中土木事務所 道路照明設置工事（中－３）

2301-22 令和4年12月1日 中土木事務所 道路照明設置工事（中－４）

2111-55 令和3年9月22日 中川土木事務所 道路照明設置工事（中川－１）（週休２日）

2210-44 令和4年9月13日 中川土木事務所 道路照明設置工事（中川－２）

2112-46 令和3年10月27日 中川土木事務所 道路照明設置工事（中川－２）

2112-47 令和3年11月16日 中川土木事務所 道路照明設置工事（中川－３）

2210-43 令和4年8月23日 中川土木事務所 道路照明設置工事（中川－１）（週休２日）

2210-41 令和4年9月26日 中村土木事務所 道路照明設置工事（中村－１）

2110-47 令和3年8月26日 中村土木事務所 道路照明設置工事（中村－２）（週休２日）
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2111-53 令和3年9月22日 西土木事務所 道路照明設置工事（西－１）（週休２日）

2112-44 令和3年11月11日 西土木事務所 道路照明設置工事（西－２）（週休２日）

2111-54 令和3年9月13日 熱田土木事務所 道路照明設置工事（熱－１）（週休２日）

2205-140 令和4年4月4日 東土木事務所 道路照明設置工事（東－１）

2106-29 令和3年5月19日 東土木事務所 道路照明設置工事（東－１）及び道路照明修繕工事（東－１）

2106-30 令和3年5月12日 瑞穂土木事務所
道路照明設置工事（瑞－１）及び道路照明修繕工事（瑞－１）（週休２
日）

2210-45 令和4年9月1日 緑土木事務所 道路照明設置工事（緑－１）

2112-49 令和3年11月11日 緑土木事務所 道路照明設置工事（緑－１）

2212-50 令和4年11月17日 緑土木事務所 道路照明設置工事（緑ー２）

2209-72 令和4年7月29日 港土木事務所 道路照明設置工事（港－１）

2110-51 令和3年8月25日 港土木事務所 道路照明設置工事（港－１）

2301-23 令和4年12月9日 港土木事務所 道路照明設置工事（港－２）

2110-52 令和3年9月13日 南土木事務所 道路照明設置工事（南－１）（週休２日）

2209-73 令和4年8月1日 南土木事務所
道路照明設置工事（南－１）及び道路照明修繕工事（南－１）（週休２
日）

2212-49 令和4年11月17日 南土木事務所 道路照明設置工事（南－２）

2202-19 令和4年1月4日 南土木事務所 道路照明設置工事（南－２）

2301-24 令和5年12月9日 南土木事務所 道路照明設置工事（南－３）

2208-33 令和4年6月27日 名東土木事務所 道路照明設置工事（名－１）

2107-61 令和3年6月22日 名東土木事務所 道路照明設置工事（名－１）

2208-34 令和4年7月1日 名東土木事務所 道路照明設置工事（名－２）

2110-53 令和3年8月20日 名東土木事務所 道路照明設置工事（名－２）

2112-48 令和3年10月21日 守山土木事務所 道路照明設置工事（守－１）

2201-20 令和3年11月24日 緑土木事務所 道路照明設置工事（緑－２）

2202-22 令和3年9月17日 昭和土木事務所
道路照明塗装工事（昭－１）及び道路標識塗装工事（昭－１）（週休２
日）

2212-52 令和4年10月28日 昭和土木事務所 道路照明塗装工事（昭－２）

2202-23 令和3年11月18日 昭和土木事務所 道路照明塗装工事（昭－２）

2207-38 令和4年6月8日 名東土木事務所 道路照明塗装工事（名－１）（週休２日）

2202-21 令和3年10月21日 中土木事務所
道路照明塗装工事（中－１）及び道路標識塗装工事（中－１）（週休２
日）

2202-20 令和3年9月1日 西土木事務所 道路照明塗装工事（西－１）及び道路標識塗装工事（西－１）

2212-51 令和4年10月28日 西土木事務所 道路照明塗装工事（西－２）及び道路標識塗装工事（西－１）

2202-24 令和4年1月4日 港土木事務所 道路照明塗装工事（港－２）
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2212-53 令和4年9月26日 南土木事務所 道路照明塗装工事（南－１）

2202-25 令和3年11月18日 南土木事務所 道路照明塗装工事（南－１）及び道路標識塗装工事（南－１）

2212-54 令和4年9月1日 守山土木事務所 道路照明塗装工事（守－１）（週休２日）

2202-26 令和3年9月13日 守山土木事務所
道路照明塗装工事（守－１）及び道路標識塗装工事（守－１）（週休２
日）

2107-62 令和3年6月2日 北土木事務所
道路除草管理委託(北－４)、河川除草清掃委託(北－１)及び農業用水
路除草清掃委託(北－１)

2205-145 令和4年4月12日 守山土木事務所 道路除草管理委託（守－５）

2205-146 令和4年4月12日 守山土木事務所 道路除草管理委託（守－６）

2205-142 令和4年3月24日 千種土木事務所 道路除草管理委託（千－５）及び河川等除草清掃委託（千種）

2105-144 令和3年3月24日 千種土木事務所 道路除草管理委託（千－５）及び河川等除草清掃委託（千種）

2302-22 令和4年6月1日 天白土木事務所 道路除草管理委託（天－３）

2107-67 令和3年6月2日 天白土木事務所 道路除草管理委託（天－３）

2107-68 令和3年6月2日 天白土木事務所 道路除草管理委託（天－４）及び河川除草清掃委託（天－１）

2302-23 令和4年6月1日 天白土木事務所 道路除草管理委託（天－５）

2107-69 令和3年6月2日 天白土木事務所 道路除草管理委託（天－５）

2302-24 令和4年6月1日 天白土木事務所 道路除草管理委託（天－６）

2107-70 令和3年6月2日 天白土木事務所 道路除草管理委託（天－６）

2207-42 令和4年6月3日 名東土木事務所 道路除草管理委託（名－３）及び河川除草清掃委託（名－１）

2205-143 令和4年4月12日 中川土木事務所 道路除草管理委託（中川－５）

2105-145 令和3年4月9日 中川土木事務所 道路除草管理委託（中川－５）

2205-144 令和4年4月12日 中川土木事務所 道路除草管理委託（中川－６）

2106-31 令和3年4月9日 中川土木事務所 道路除草管理委託（中川－６）

2302-21 令和4年6月8日 西土木事務所 道路除草管理委託（西－４）

2107-63 令和3年6月16日 西土木事務所 道路除草管理委託（西－４）

2208-35 令和4年6月29日 東土木事務所 道路除草管理委託（東－３）

2108-36 令和3年7月7日 東土木事務所 道路除草管理委託（東－３）

2207-40 令和4年6月1日 緑土木事務所 道路除草管理委託（緑－４）

2107-65 令和3年6月2日 緑土木事務所 道路除草管理委託（緑－４）

2207-41 令和4年6月1日 緑土木事務所 道路除草管理委託（緑－５）

2107-66 令和3年6月2日 緑土木事務所 道路除草管理委託（緑－５）

2108-37 令和3年6月23日 港土木事務所 道路除草管理委託（港－７）

2208-36 令和4年6月15日 港土木事務所 道路除草管理委託（港－６）
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2107-64 令和3年6月23日 港土木事務所 道路除草管理委託（港－６）

2208-37 令和4年6月15日 港土木事務所 道路除草管理委託（港－７）

2108-38 令和3年6月23日 港土木事務所
道路除草管理委託（港－８）、公共事業用代替用地除草委託（港－１）
及び都計線買収済用地除草管理委託（港－１）

2208-38 令和4年6月29日 港土木事務所
道路除草管理委託（港－８）及び公共事業用代替用地除草委託（港－
１）

2110-54 令和3年6月9日 南土木事務所 道路除草管理委託（南－４）

2207-39 令和4年6月8日 南土木事務所 道路除草管理委託（南ー４）

2110-55 令和3年6月2日 名東土木事務所 道路除草管理委託（名－３）及び河川除草清掃委託（名－１）

2105-146 令和3年4月9日 守山土木事務所 道路除草管理委託（守－５）

2105-147 令和3年4月9日 守山土木事務所 道路除草管理委託（守－６）

2211-61 令和3年8月20日 道路利活用課 道路新設に伴う道路台帳測量業務委託

2211-62 令和4年9月13日 道路利活用課 道路新設に伴う道路台帳測量業務委託

2211-63 令和3年10月15日 道路利活用課 道路新設に伴う道路台帳測量業務委託（その２）

2110-56 令和3年8月3日 道路利活用課 道路台帳平面図のデジタル化検討業務委託

2110-57 令和3年6月10日 守山土木事務所 道路土工構造物等点検業務委託（守山）

2212-55 令和4年9月16日 天白土木事務所 戸笠池保全工事（天白）

2212-56 令和4年7月22日 緑地維持課 徳川園木橋更新工事

2202-27 令和4年1月17日 道路建設課 都計３・１・１２４広小路線（太閤通工区）電線共同溝設置工事（３－１）

2210-46 令和4年8月26日 道路建設課 都計３・1・１２４広小路線（太閤通工区）電線共同溝設置工事（４－１）

2208-39 令和4年6月13日 道路建設課
都計３・１・５７葵町線街路整備工事（４－１）及び県道名古屋多治見線
始め４路線舗装道補修工事（北－２）（週休２日）

2109-42 令和3年7月19日 道路建設課
都計３・２・３６梅ノ木線（千年工区）電線共同溝設置工事（３－２）及び
街路樹撤去工事

2208-44 令和4年6月13日 道路建設課 都計３・２・３６梅ノ木線（千年工区）街路整備工事（３－１） （週休２日）

2209-05 令和4年8月16日 南土木事務所 街路樹撤去工事（南－４・瑞－２）

2208-45 令和4年7月19日 道路建設課 都計３・２・３６梅ノ木線（千年工区）電線共同溝設置工事（４－１）

2209-41 令和4年7月22日 守山土木事務所 公園植栽帯再整備工事（守－補２）

2208-40 令和4年5月19日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（笠寺工区）街路詳細設計業務委託 （４－
１）

2110-58 令和3年7月7日 道路建設課 都計３・２・３名古屋環状線（笠寺工区）街路詳細設計業務委託（２－２）

2106-33 令和3年5月19日 道路建設課 都計３・２・３名古屋環状線（笠寺工区）街路詳細設計業務委託（３－１）

2210-47 令和4年8月19日 道路建設課 都計３・２・３名古屋環状線（笠寺工区）電線共同溝設置工事（４－２）

2302-25 令和4年12月21日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（笠寺工区）電線共同溝設置工事（４－３）及
び街路樹撤去工事（交替制）

2204-23 令和4年2月21日 道路建設課 都計３・２・３名古屋環状線（黄金通工区）電線共同溝設置工事（３－１）

2302-26 令和5年1月17日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（五月通工区）電線共同溝設置工事（４－１）
（交替制）
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2106-34 令和3年5月13日 道路建設課 都計３・２・３名古屋環状線（五月通工区）街路整備工事（２－４）

2106-35 令和3年5月12日 道路建設課 都計３・２・３名古屋環状線（五月通工区）街路整備工事（２－５）

2209-76 令和4年8月3日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（五月通工区）街路整備工事（４－１）（週休
２日）

2202-28 令和4年1月7日 道路建設課 都計３・２・３名古屋環状線（五月通工区）電線共同溝設置工事（３－１）

2208-41 令和4年2月21日 道路建設課 都計３・２・３名古屋環状線（五月通工区）街路整備工事 （３－１）

2208-42 令和4年6月13日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（五月通工区）街路整備工事 （３－２）（週休
２日）

2207-43 令和4年6月13日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（昭和橋樋工区）電線共同溝設置工事（４－
１）

2209-77 令和4年8月16日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（昭和橋通工区）街路詳細設計業務委託（４
－１）

2211-64 令和4年10月26日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（昭和橋通工区）電線共同溝設置工事（４－
２）

2208-43 令和4年5月19日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（北部工区）街路詳細設計業務委託 （４－
１）

2110-59 令和3年6月2日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（北部工区）街路詳細設計業務委託（２－１
０）

2110-60 令和3年6月2日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（北部工区）街路詳細設計業務委託（２－１
１）

2110-61 令和3年6月2日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（北部工区）街路詳細設計業務委託（２－１
２）

2110-62 令和3年7月7日 道路建設課
都計３・２・３名古屋環状線（北部工区）街路詳細設計業務委託（２－１
３）

2107-71 令和3年6月1日 道路建設課 都計３・２・３名古屋環状線（北部工区）街路詳細設計業務委託（２－７）

2107-72 令和3年6月1日 道路建設課 都計３・２・３名古屋環状線（北部工区）街路詳細設計業務委託（２－８）

2107-73 令和3年6月1日 道路建設課 都計３・２・３名古屋環状線（北部工区）街路詳細設計業務委託（２－９）

2106-36 令和3年5月19日 道路建設課
都計３・３・１６２東海橋線（川西通工区）街路詳細設計業務委託（３－
１）

2208-46 令和4年7月6日 道路建設課 都計３・４・１００山の手通線一般構造物詳細設計業務委託

2112-51 令和3年10月1日 道路建設課 都計３・４・１００山の手通線街路築造工事

2211-65 令和4年8月26日 道路建設課 都計３・４・１００山の手通線街路築造工事（その２）

2107-74 令和3年5月27日 道路建設課 都計３・４・１００山の手通線整備に伴う壇ノ浦公園整備工事

2209-78 令和4年8月16日 道路建設課 都計３・４・１０８守山本通線外１路線道路予備設計業務委託

2205-147 令和4年3月28日 道路建設課 都計３・４・５戸田荒子線電線共同溝詳細設計業務委託

2303-3 令和5年1月12日 道路建設課 都計敷田大久伝線始め２路線交通量調査業務委託

2302-27 令和4年7月13日 守山土木事務所
都計線買収済用地除草管理委託（守－１）及び未利用土地保全除草
管理委託（守－１）

2110-63 令和3年6月28日 守山土木事務所
都計線買収済用地除草管理委託（守－１）、未利用土地保全除草管理
委託（守－１）及び先行取得保有地除草管理委託（守－１）

2110-64 令和3年7月12日 道路建設課 都計日比津小本線道路予備設計業務委託

2202-29 令和3年11月22日 道路建設課 都計守山本通線立体交差事業に伴う道路予備修正設計業務委託

2112-52 令和3年9月24日 緑地維持課 戸田川緑地舗装更新工事

2208-47 令和4年6月27日 緑地事業課 富田公園築造工事及び公園園路更新工事（中川－単起２）
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2212-57 令和4年8月26日 中川土木事務所
中郷横断歩道橋塗装・修繕工事及び交通安全施設整備工事（中川－
４）

2110-65 令和3年8月20日 緑地事業課 中根公園整備工事及び公園施設更新工事（瑞－公起１）

2203-21 令和3年8月19日 千種土木事務所 中道橋始め５橋及び吹上駐車場第１号橋始め４橋補修工事

2211-66 令和4年10月11日 緑地事業課 中村公園基本設計委託

2210-48 令和4年8月26日 緑地事業課 中村公園整備工事

2209-79 令和3年12月20日 緑地事業課 中村公園整備工事（その３）

2108-39 令和3年7月7日 緑地事業課 那古野山公園整備工事

2301-26 令和4年4月1日 中村土木事務所
名古屋駅周辺歩道清掃業務委託及び歩道緑地帯清掃業務委託（中村
－６）

2107-75 令和3年3月24日 中村土木事務所
名古屋駅周辺歩道清掃業務委託及び歩道緑地帯清掃業務委託（中村
－６）

2107-76 令和3年6月7日 港土木事務所
南陽大橋補修工事及び市道戸田荒子線第３号舗装道補修工事（港－
１）（週休２日）

2207-34 令和4年6月8日 緑地事業課 新海池公園整備工事及び公園施設更新工事（緑－補１）

2202-30 令和3年12月14日 河川計画課 二級河川植田川改修事業に伴う基本計画検討業務委託

2106-40 令和3年3月24日 自転車利用課 西高蔵寺駅始め３駅自転車駐車場整備工事

2108-40 令和3年4月14日 自転車利用課 西高蔵駅始め３駅自転車等放置禁止区域標識設置工事

2110-66 令和3年8月20日 緑地利活用課 日光川公園地質調査業務委託

2209-80 令和3年11月18日 緑地維持課 日光川公園防護施設設置工事

2109-43 令和3年8月4日 千種土木事務所 猫ケ洞池保全工事

2211-67 令和4年9月16日 農業センター 農業センター排水路改良工事（農セ－６）

2104-31 令和3年3月24日 中川土木事務所 農業用水路除塵委託（中川）

2205-150 令和4年4月1日 中川土木事務所 農業用水路除塵委託（中川）

2107-77 令和3年3月24日 中村土木事務所 農業用水路除塵委託（中村）

2205-149 令和4年4月11日 中村土木事務所 農業用水路除塵委託（中村－２）

2207-44 令和4年6月2日 中村土木事務所 農業用水路除塵委託（中村－３）

2205-148 令和4年4月1日 西土木事務所 農業用水路除塵委託（西）及び農業用水路除草その他委託（西）

2105-149 令和3年3月24日 西土木事務所 農業用水路除塵委託（西）及び農業用水路除草その他委託（西）

2107-78 令和3年6月2日 中川土木事務所 農業用水路除草清掃委託（中川）

2209-81 令和4年7月13日 中川土木事務所 農業用水路除草清掃委託（中川－３）

2209-82 令和4年7月29日 緑土木事務所 農業用水路等除草清掃委託（緑）

2109-44 令和3年7月30日 緑土木事務所 農業用水路等除草清掃委託（緑）

2106-41 令和3年3月24日 緑土木事務所 農業用ため池除草その他管理委託

2205-151 令和4年3月24日 守山土木事務所 農業用ため池除草その他管理委託（守－１）
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2105-150 令和3年3月24日 守山土木事務所 農業用ため池除草その他管理委託（守－１）

2205-152 令和4年3月24日 緑土木事務所 農業用ため池除草その他管理委託（緑）

2209-83 令和4年7月13日 天白土木事務所 野並橋始め２橋補修工事

2204-24 令和4年3月2日 河川工務課 排水路耐震改良工事に伴う測量及び設計業務委託

2110-67 令和3年4月13日 河川工務課 排水路耐震診断調査業務委託

2205-153 令和4年3月24日 中川土木事務所 八田水の広場及び荒子川清掃管理委託

2104-32 令和3年3月24日 中川土木事務所 八田水の広場及び荒子川清掃管理委託

2110-68 令和3年9月13日 昭和土木事務所 半僧坊交差点改良工事に伴う調査設計委託

2211-68 令和4年5月25日 緑地事業課 東山公園オアシスの森基本設計委託

2202-31 令和3年11月9日 再生整備課 東山動植物園アジアの熱帯雨林エリア整備工事（その２）

2204-25 令和4年2月9日
東山総合公園再
生整備課

東山動植物園アジアの熱帯雨林エリア整備工事（その３）

2301-27 令和4年10月26日 東山再生整備課 東山動植物園アジアの熱帯雨林エリア整備工事（その４）

2302-28 令和5年8月26日 東山再生整備課 東山動植物園園内サインその他整備工事

2206-25 令和3年11月30日
東山総合公園再
生整備課

東山動植物園園路整備工事

2202-32 令和3年11月26日 再生整備課 東山動植物園お花畑整備工事（その２）

2212-58 令和4年10月21日
東山総合公園再
生整備課

東山動植物園お花畑整備工事（その３）

2206-26 令和4年1月31日
東山総合公園再
生整備課

東山動植物園ジャガー舎整備工事（その２）

2302-29 令和4年12月6日 東山再生整備課 東山動植物園ジャガー舎整備工事（その３）（交替制）

2209-84 令和4年8月8日 道路建設課 東山橋補強工及び補修工事

2209-28 令和4年7月19日 河川工務課 久田良木川排水機場水門躯体工事

2210-49 令和4年8月26日 名東土木事務所 姫若公園整備工事

2108-41 令和3年4月14日 中土木事務所 伏見駅自転車等放置禁止区域標識設置工事

2111-57 令和3年10月1日 名東土木事務所
藤森３号橋補修工事、舗装道補修工事（名－３）及び掘削跡復旧工事
（名－４）

2107-83 令和3年3月22日 昭和土木事務所 防護柵修繕工事（昭－１）単価契約

2107-82 令和3年3月22日 千種土木事務所 防護柵修繕工事（千－１）単価契約

2107-87 令和3年3月22日 天白土木事務所 防護柵修繕工事（天－１）単価契約

2107-84 令和3年3月22日 瑞穂土木事務所 防護柵修繕工事（瑞－１）単価契約

2107-85 令和3年3月22日 緑土木事務所 防護柵修繕工事（緑－１）単価契約

2107-86 令和3年3月22日 名東土木事務所 防護柵修繕工事（名－１）単価契約

2107-90 令和3年3月24日 昭和土木事務所 舗装道修繕工事Ａ（昭－１）単価契約

2107-92 令和3年3月24日 瑞穂土木事務所 舗装道修繕工事Ａ（瑞－１）単価契約
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2107-88 令和3年3月24日 千種土木事務所 舗装道修繕工事Ａ（千－１）単価契約

2107-98 令和3年3月24日 天白土木事務所 舗装道修繕工事Ａ（天－１）単価契約

2107-94 令和3年3月24日 緑土木事務所 舗装道修繕工事Ａ（緑－１）単価契約

2107-96 令和3年3月24日 名東土木事務所 舗装道修繕工事Ａ（名－１）単価契約

2110-69 令和3年3月24日 守山土木事務所 舗装道修繕工事A（守－１）単価契約

2110-70 令和3年9月3日 守山土木事務所 舗装道修繕工事A（守－２）単価契約

2107-91 令和3年3月22日 昭和土木事務所 舗装道修繕工事Ｂ（昭－１）単価契約

2107-89 令和3年3月22日 千種土木事務所 舗装道修繕工事Ｂ（千－１）単価契約

2107-99 令和3年3月22日 天白土木事務所 舗装道修繕工事Ｂ（天－１）単価契約

2107-93 令和3年3月22日 瑞穂土木事務所 舗装道修繕工事Ｂ（瑞－１）単価契約

2107-95 令和3年3月22日 緑土木事務所 舗装道修繕工事Ｂ（緑－１）単価契約

2107-97 令和3年3月22日 名東土木事務所 舗装道修繕工事Ｂ（名－１）単価契約

2112-53 令和3年10月27日 中川土木事務所 舗装道同調補修工事（中川－１）及び掘削跡復旧工事（中川－９）

2108-42 令和3年7月7日 瑞穂土木事務所
舗装道同調補修工事（瑞－１）、側溝等改良工事（瑞－１）、側溝修繕
工事（瑞－１）及び掘削跡復旧工事（瑞－３）

2208-51 令和4年6月22日 熱田土木事務所 舗装道補修工事（熱－１）

2206-35 令和4年4月21日 守山土木事務所 舗装道補修工事（守－２）（週休２日）

2207-47 令和4年6月8日 守山土木事務所 舗装道補修工事（守－３）（週休２日）

2206-28 令和4年5月9日 北土木事務所
舗装道補修工事（北－１）、市道上飯田大曽根線歩道整備工事及び側
溝修繕工事（北－２）（週休２日）

2106-42 令和3年4月20日 北土木事務所
舗装道補修工事（北－１）、側溝修繕工事（北－１）、側溝等改良工事
（北－１）及び掘削跡復旧工事（北－１）（週休２日）

2203-23 令和4年2月9日 北土木事務所
舗装道補修工事（北－１１）、市道西志賀南北線始め２路線舗装道補
修工事（北－１）及び側溝等改良工事（北－８）（週休２日）

2108-43 令和3年7月7日 北土木事務所
舗装道補修工事（北－２）、側溝修繕工事（北－２）及び掘削跡復旧工
事（北－２）（週休２日）

2206-29 令和4年4月21日 北土木事務所 舗装道補修工事（北－２）及び側溝修繕工事（北－３）（週休２日）

2206-30 令和4年5月9日 北土木事務所
舗装道補修工事（北－３）、側溝修繕工事（北－４）及び側溝等改良工
事(北－２)(週休２日)

2108-44 令和3年6月30日 北土木事務所
舗装道補修工事（北－３）、側溝等改良工事（北－３）、及び掘削跡復
旧工事（北－３）（週休２日）

2108-45 令和3年6月30日 北土木事務所
舗装道補修工事（北－４）、側溝等改良工事（北－４）、側溝修繕工事
（北－３）及び掘削跡復旧工事（北－４）（週休２日）

2109-47 令和3年6月30日 北土木事務所 舗装道補修工事（北－５）及び側溝修繕工事（北－４）（週休２日）

2109-48 令和3年7月30日 北土木事務所
舗装道補修工事（北－８）、交通安全施設整備工事（北－４）及び側溝
等改良工事（北－６）（週休２日）

2109-49 令和3年7月21日 北土木事務所 舗装道補修工事（北－９）及び掘削跡復旧工事（北－６）（週休２日）

2206-32 令和4年5月9日 昭和土木事務所
舗装道補修工事（昭－１）、公園園路更新工事（昭－単起１）、側溝等
改良工事（昭－１）及び交通安全施設整備工事（昭－１）

2107-101 令和3年6月2日 昭和土木事務所
舗装道補修工事（昭－１）、側溝等改良工事（昭－２）及び交通安全施
設整備工事（昭－６）

2107-102 令和3年6月2日 昭和土木事務所
舗装道補修工事（昭－２）、側溝等改良工事（昭－３）及び掘削跡復旧
工事（昭－２）
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2206-33 令和4年4月21日 昭和土木事務所 舗装道補修工事（昭－２）及び側溝等改良工事（昭－２）

2107-103 令和3年6月2日 昭和土木事務所
舗装道補修工事（昭－３）、側溝修繕工事（昭－１）及び掘削跡復旧工
事（昭－３）

2209-87 令和4年7月29日 昭和土木事務所 舗装道補修工事（昭－４）

2108-47 令和3年6月23日 昭和土木事務所 舗装道補修工事（昭－４）及び掘削跡復旧工事（昭－４）

2111-59 令和3年10月1日 昭和土木事務所
舗装道補修工事（昭－５）、舗装道同調補修工事（昭－１）及び掘削跡
復旧工事（昭－５）

2211-72 令和4年10月3日 昭和土木事務所 舗装道補修工事（昭－５）及び側溝等改良工事（昭－５）（週休２日）

2205-155 令和4年4月12日 瑞穂土木事務所 舗装道補修工事（瑞－２）

2209-88 令和4年7月29日 瑞穂土木事務所
舗装道補修工事(瑞－６）、舗装道同調補修工事(瑞－１）及び側溝等
改良工事(瑞－４）

2211-73 令和4年9月26日 瑞穂土木事務所 舗装道補修工事（瑞－７）

2112-54 令和3年10月27日 瑞穂土木事務所 舗装道補修工事（瑞－８）及び掘削跡復旧工事（瑞－６）

2112-55 令和3年10月27日 瑞穂土木事務所
舗装道補修工事（瑞－９）、側溝等改良工事（瑞－５）、交通安全施設
整備工事（瑞－６）及び掘削跡復旧工事（瑞－５）

2206-27 令和4年5月9日 千種土木事務所 舗装道補修工事（千－１）及び側溝修繕工事（千－１）（週休２日）

2107-100 令和3年6月16日 千種土木事務所 舗装道補修工事（千－２）

2111-58 令和3年10月1日 千種土木事務所 舗装道補修工事（千－４）及び掘削跡復旧工事（千－３）

2211-69 令和4年9月26日 千種土木事務所 舗装道補修工事（千－５）

2105-151 令和3年4月8日 千種土木事務所 舗装道補修工事（千－１）及び掘削跡復旧工事（千－１）

2106-46 令和3年5月11日 天白土木事務所 舗装道補修工事（天－１）及び掘削跡復旧工事（天－１）

2106-47 令和3年5月11日 天白土木事務所 舗装道補修工事（天－２）及び掘削跡復旧工事（天－２）

2112-59 令和3年11月4日 天白土木事務所 舗装道補修工事（天－５）

2204-29 令和3年2月17日 天白土木事務所 舗装道補修工事（天－７）及び掘削跡復旧工事（天－４）（週休２日）

2109-52 令和3年7月30日 中土木事務所 舗装道補修工事（中－１）及び側溝等改良工事（中－１）

2107-104 令和3年5月11日 中川土木事務所
舗装道補修工事（中川－２）、側溝修繕工事（中川－２）及び掘削跡復
旧工事（中川－２）（週休２日）

2206-34 令和4年4月21日 中川土木事務所
舗装道補修工事（中川－２）、側溝修繕工事（中川－２）及び側溝等改
良工事（中川－２）（週休２日）

2205-156 令和4年4月12日 中川土木事務所 舗装道補修工事（中川－３）及び側溝修繕工事（中川－３）（週休２日）

2107-105 令和3年6月2日 中川土木事務所
舗装道補修工事（中川－４）、側溝修繕工事（中川－４）、側溝等改良
工事（中川－２）及び掘削跡復旧工事（中川５）（週休２日）

2208-52 令和4年6月22日 中川土木事務所 舗装道補修工事（中川－４）及び側溝修繕工事（中川－４）（週休２日）

2208-53 令和4年7月13日 中川土木事務所
舗装道補修工事（中川－５）、土留修繕工事（中川－１）及び側溝等改
良工事（中川－4）

2111-60 令和3年9月13日 中川土木事務所
舗装道補修工事（中川－６）、側溝等改良工事（中川－６）及び側溝修
繕工事（中川－６）

2208-54 令和4年6月22日 中川土木事務所 舗装道補修工事（中川－６）及び側溝修繕工事（中川－５）（週休２日）

2209-90 令和4年7月22日 中川土木事務所
舗装道補修工事（中川－７）、側溝修繕工事（中川－６）及び側溝等改
良工事（中川－７）（週休２日）

2110-73 令和3年8月20日 中川土木事務所
舗装道補修工事（中川－７）、側溝修繕工事（中川－７）及び掘削跡復
旧工事（中川－８）
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2204-26 令和3年10月27日 中川土木事務所
舗装道補修工事（中川－８）、側溝等改良工事（中川－７）及び側溝修
繕工事（中川－８）

2208-55 令和4年6月29日 中川土木事務所 舗装道補修工事（中川－８）及び側溝修繕工事（中川－７）

2204-27 令和4年2月9日 中川土木事務所 舗装道補修工事（中川－９）及び側溝等改良工事（中川－１０）

2109-50 令和3年7月21日 中村土木事務所
舗装道補修工事（中村－３）、側溝等改良工事（中村－３）及び掘削跡
復旧工事（中村－３）

2109-51 令和3年8月20日 中村土木事務所 舗装道補修工事（中村－４）

2201-22 令和3年11月18日 中村土木事務所
舗装道補修工事（中村－７）、側溝修繕工事（中村－４）及び掘削跡復
旧工事（中村－６）

2207-46 令和4年6月8日 西土木事務所 舗装道補修工事（西－１）

2106-43 令和3年4月20日 西土木事務所
舗装道補修工事（西－１）、側溝修繕工事（西－１）、側溝等改良工事
（西－１）及び掘削跡復旧工事（西－１）

2108-46 令和3年6月21日 西土木事務所
舗装道補修工事（西－２）、側溝修繕工事（西－２）及び掘削跡復旧工
事（西－２）（週休２日）

2208-48 令和4年7月13日 西土木事務所 舗装道補修工事（西－２）及び側溝等改良工事（西－１）

2110-72 令和3年9月1日 西土木事務所
舗装道補修工事（西－４）、側溝等改良工事（西－３）及び掘削跡復旧
工事（西－５）

2203-24 令和4年1月31日 西土木事務所
舗装道補修工事（西－７）、側溝等改良工事（西－７）及び掘削跡復旧
工事（西－６）

2205-154 令和4年3月28日 西土木事務所
舗装道補修工事（西－８）、側溝等改良工事（西－８）及び側溝修繕工
事（西－５）

2105-152 令和3年4月14日 東土木事務所 舗装道補修工事（東－２）（週休２日）

2302-30 令和5年1月19日 東土木事務所 舗装道補修工事（東ー１）

2201-21 令和3年11月26日 北土木事務所 舗装道補修工事(北ー１０)

2106-44 令和3年5月11日 瑞穂土木事務所 舗装道補修工事（瑞－１）

2208-49 令和4年6月22日 瑞穂土木事務所 舗装道補修工事（瑞－３）及び側溝等改良工事（瑞－１）

2208-50 令和4年6月29日 瑞穂土木事務所 舗装道補修工事（瑞－４）

2105-155 令和3年4月13日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－１）及び掘削跡復旧工事（緑－１）（週休２日）

2211-75 令和4年10月3日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－11）及び赤塚架道橋補修工事

2105-156 令和3年4月13日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－２）及び掘削跡復旧工事（緑－２）（週休２日）

2107-106 令和3年5月26日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－３）

2208-57 令和4年6月22日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－４）

2107-107 令和3年6月16日 緑土木事務所
舗装道補修工事（緑－４）、側溝等改良工事（緑－３）及び掘削跡復旧
工事（緑－３）（週休２日）

2107-108 令和3年6月9日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－５）及び掘削跡復旧工事（緑－４）

2107-109 令和3年6月2日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－６）及び掘削跡復旧工事(緑－５)（週休２日）

2108-50 令和3年7月7日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－７）及び掘削跡復旧工事（緑－６）（週休２日）

2210-56 令和4年8月16日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－８）（週休２日）

2210-57 令和4年9月1日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－９）及び交通安全施設整備工事（緑－１０）

2210-58 令和4年9月13日 緑土木事務所
舗装道補修工事（緑ー１０）、側溝等改良工事（緑ー４）及び交通安全
施設整備工事（緑ー１３）（週休2日）
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2105-154 令和3年4月8日 港土木事務所 舗装道補修工事（港－１）

2110-74 令和3年9月13日 港土木事務所
舗装道補修工事（港－２）、側溝等改良工事（港－２）及び掘削跡復旧
工事（港－１）

2108-48 令和3年7月7日 港土木事務所 舗装道補修工事（港－３）

2109-53 令和3年7月30日 港土木事務所
舗装道補修工事（港－４）、側溝修繕工事（港－１）及び掘削跡復旧工
事（港－２）（週休２日）

2208-56 令和4年7月21日 港土木事務所 舗装道補修工事（港－６）

2111-61 令和3年10月1日 港土木事務所 舗装道補修工事（港－６）

2201-23 令和3年11月18日 港土木事務所 舗装道補修工事（港－７）及び掘削跡復旧工事（港－３）

2203-25 令和4年2月3日 港土木事務所 舗装道補修工事（港－８）（週休２日）

2112-58 令和3年10月27日 南土木事務所
舗装道補修工事（南－１０）、側溝修繕工事（南－７）及び掘削跡復旧
工事（南－４）

2108-49 令和3年7月7日 南土木事務所
舗装道補修工事（南－５）、側溝等改良工事（南－２）、側溝修繕工事
（南－１）及び掘削跡復旧工事（南－２）（週休２日）

2110-75 令和3年9月1日 南土木事務所
舗装道補修工事（南－６）、交通安全施設整備工事（南－８）、側溝等
改良工事（南－３）及び側溝修繕工事（南－３）（週休２日）

2110-76 令和3年8月20日 南土木事務所
舗装道補修工事（南－７）、側溝等改良工事（南－４）、交通安全施設
整備工事（南－９）及び側溝修繕工事（南－４）

2110-77 令和3年8月26日 南土木事務所
舗装道補修工事（南８）、側溝修繕工事（南５）、側溝等改良工事（南６）
及び交通安全施設整備工事（南１０）（週休２日）

2208-58 令和4年6月22日 名東土木事務所 舗装道補修工事（名－１）

2108-51 令和3年6月23日 名東土木事務所 舗装道補修工事（名－１）及び掘削跡復旧工事（名－２）

2301-30 令和4年11月28日 名東土木事務所 舗装道補修工事（名－１０）

2201-25 令和3年12月2日 名東土木事務所 舗装道補修工事（名－７）

2204-28 令和4年2月9日 名東土木事務所 舗装道補修工事（名－８）及び掘削跡復旧工事（名－７）

2212-61 令和4年10月21日 名東土木事務所 舗装道補修工事（名－９）

2109-54 令和3年7月21日 守山土木事務所
舗装道補修工事（守－２）、市道大森第２６８号線舗装道補修工事（守
－１）及び掘削跡復旧工事（守－２）（週休２日）

2110-80 令和3年8月20日 守山土木事務所
舗装道補修工事（守－３）、交通安全施設整備工事（守－７）及び掘削
跡復旧工事（守－３）（週休２日）

2209-95 令和4年8月16日 守山土木事務所 舗装道補修工事（守－５）

2110-81 令和3年9月1日 守山土木事務所
舗装道補修工事（守－６）、側溝等改良工事（守－３）及び掘削跡復旧
工事（守－４）（週休２日）

2110-82 令和3年8月20日 守山土木事務所 舗装道補修工事（守－７）及び街園舗装修繕工事（守－４）（週休２日）

2201-24 令和3年11月26日 緑土木事務所
舗装道補修工事（緑－１０）、鳴海西部第７号橋始め４橋補修工事（そ
の２）及び掘削跡復旧工事（緑－１２）（週休２日）

2203-22 令和4年1月31日 千種土木事務所 舗装道補修工事（千－６）

2106-45 令和3年4月20日 中川土木事務所
舗装道補修工事（中川－３）、側溝修繕工事（中川－３）及び掘削跡復
旧工事（中川－３）（週休２日）

2109-55 令和3年7月30日 名東土木事務所 舗装道補修工事（名－２）及び掘削跡復旧工事（名－３）

2110-78 令和3年3月22日 守山土木事務所 舗装道補修工事B（守－１）単価契約

2110-79 令和3年9月2日 守山土木事務所 舗装道補修工事B（守－２）単価契約

2207-48 令和4年6月9日 道路維持課 舗装道補修工事に伴う舗装健全度調査業務委託（維－１）
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2201-26 令和3年8月31日 道路維持課 舗装道補修工事に伴う舗装健全度調査業務委託（維－１）

2302-31 令和4年5月17日 道路維持課 舗装道補修工事に伴う舗装状況調査業務委託（維－１）

2201-27 令和3年5月14日 道路維持課 舗装道補修工事に伴う舗装状況調査業務委託（維－１）

2302-32 令和4年5月17日 道路維持課 舗装道補修工事に伴う舗装状況調査業務委託（維－２）

2201-28 令和3年5月14日 道路維持課 舗装道補修工事に伴う舗装状況調査業務委託（維－２）

2302-33 令和4年7月27日 道路維持課 舗装道補修工事に伴う舗装状況調査業務委託（維－３）

2302-34 令和4年7月27日 道路維持課 舗装道補修工事に伴う舗装状況調査業務委託（維－４）

2110-83 令和3年9月6日 南土木事務所 舗装道目地補修工事（南－１）

2107-110 令和3年5月19日 名東土木事務所 舗装道目地補修工事（名－１）

2210-53 令和4年8月16日 南土木事務所
舗装道補修（南６）、側溝修繕（南７）、側溝等改良（南７）、交通安全施
設整備（南９）及び丹後３号水路改良工事（週休２日）

2211-70 令和4年10月11日 北土木事務所 舗装道補修工事（北－４）

2301-28 令和4年12月9日 北土木事務所 舗装道補修工事(北－５)及び交通安全施設整備工事(北－７)

2207-45 令和4年6月1日 千種土木事務所 舗装道補修工事（千－３）

2109-46 令和3年7月30日 千種土木事務所 舗装道補修工事（千－３）及び掘削跡復旧工事（千－２）

2209-85 令和4年7月29日 千種土木事務所 舗装道補修工事（千－４）

2209-99 令和4年7月22日 天白土木事務所 舗装道補修工事（天－１）及び側溝等改良工事（天－３）（週休２日）

2209-100 令和4年7月22日 天白土木事務所
舗装道補修工事（天－２）及び交通安全施設整備工事（天－５）（週休２
日）

2209-101 令和4年7月29日 天白土木事務所 舗装道補修工事（天－３）（週休２日）

2203-26 令和4年2月3日 天白土木事務所
舗装道補修工事（天－６）、市道天白第４０号線歩道整備工事及び掘
削後復旧工事（天－５）

2209-98 令和4年7月29日 名東土木事務所 舗装道補修工事（名－３）及び側溝等改良工事（名－１）（週休２日）

2206-31 令和4年4月21日 中村土木事務所
舗装道補修工事（中村－２）、側溝修繕工事（中村－１）、側溝等改良
工事（中村－１）及び乾出用水路改良工事（週休２日）

2211-71 令和4年9月13日 中村土木事務所
舗装道補修工事（中村－６）、側溝修繕工事（中村３）、交通安全施設
整備工事（中村７）及び側溝等改良工事（中村５）（週休２日）

2209-86 令和3年8月26日 中村土木事務所
舗装道補修工事（中村－５）及び側溝等改良工事（中村－４）（週休２
日）

2212-59 令和4年10月11日 西土木事務所
舗装道補修工事（西－５）、側溝等改良工事（西－６）、側溝修繕工事
（西－４）及び交通安全施設整備工事（西－１０）

2105-153 令和3年4月14日 熱田土木事務所
舗装道補修工事（熱－１）、側溝修繕工事（熱－１）及び掘削跡復旧工
事（熱－１）

2209-89 令和4年8月16日 熱田土木事務所
舗装道補修工事（熱－２）及び市道波寄町第２号線歩道整備工事（週
休２日）

2212-60 令和4年10月17日 熱田土木事務所 舗装道補修工事（熱－４）及び交通安全施設整備工事（熱－３）

2112-56 令和3年11月11日 熱田土木事務所 舗装道補修工事（熱－６）及び側溝修繕工事（熱－３）

2112-57 令和3年11月11日 熱田土木事務所
舗装道補修工事（熱－７）、市道六番町４丁目南北第１号線歩道整備
工事（その２）及び側溝修繕工事（熱－４）

2301-29 令和4年12月2日 守山土木事務所 舗装道補修工事(守－７）及び植桝設置その他工事（守－４）

2206-36 令和4年4月21日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－２）（週休２日）
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2206-37 令和4年4月21日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑－３）及び交通安全施設整備工事（緑－１）

2211-74 令和4年9月16日 港土木事務所 舗装道補修工事（港－３）

2210-50 令和4年9月1日 港土木事務所 舗装道補修工事（港－４）及び交通安全施設整備工事（港－１０）

2209-91 令和4年7月13日 港土木事務所 舗装道補修工事（港－５）

2209-92 令和4年7月29日 南土木事務所
舗装道補修工事（南－１）、側溝等改良工事（南－４）及び側溝修繕工
事（南－５）

2210-51 令和4年8月16日 南土木事務所
舗装道補修工事（南－２）、側溝修繕工事（南－２）及び側溝等改良工
事（南－２）（週休２日）

2209-93 令和4年7月22日 南土木事務所
舗装道補修工事（南－３）、側溝等改良工事（南－１）及び側溝修繕工
事（南－１）（週休２日）

2209-94 令和4年7月29日 南土木事務所
舗装道補修工事（南－４）、側溝等改良工事（南－５）、側溝修繕工事
（南－３）及び塩付橋補修工事（週休２日）

2210-52 令和4年8月16日 南土木事務所
舗装道補修工事（南－５）、側溝修繕工事（南－６）、側溝等改良工事
（南－６）及び交通安全施設整備工事（南－８）（週休２日）

2210-54 令和4年9月1日 南土木事務所
舗装道補修工事（南－７）、側溝等改良工事（南－８）及び市道星崎町
第２２号線歩道整備工事（週休２日）

2211-76 令和4年10月3日 名東土木事務所 舗装道補修工事（名－６）

2209-96 令和4年7月22日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑ー５）

2210-55 令和4年8月16日 緑土木事務所 舗装道補修工事（緑ー７）

2209-97 令和4年7月29日 緑土木事務所
舗装道補修工事（緑－６）、私道舗装整備工事（緑－１）、横断排水溝
修繕工事（緑－１）及び交通安全施設整備工事（緑－９）（週休２日）

2302-35 令和4年12月15日 中土木事務所 舗装道補修工事に伴う舗装状況調査業務委託（中－１）

2302-36 令和4年6月3日 中川土木事務所 舗装道目地補修工事（中川－１）

2206-38 令和4年4月26日 天白土木事務所 細口池公園整備工事

2109-56 令和3年8月4日 天白土木事務所 細口池公園整備工事

2209-102 令和4年7月13日 天白土木事務所 歩道整備工事（農セ－１）

2210-59 令和4年8月23日 中川土木事務所 歩道整備工事に伴う詳細設計業務委託（中川－１）

2206-39 令和4年5月12日 昭和土木事務所 歩道整備工事に伴う調査設計委託（昭－１）

2302-37 令和4年9月13日 昭和土木事務所 歩道緑地帯修繕工事（昭－３）

2105-157 令和3年4月8日 熱田土木事務所
堀川プロムナ－ド清掃委託、河川除草清掃委託（熱－１）及び河川緑
地帯管理委託（熱－１）

2205-157 令和4年4月11日 熱田土木事務所
堀川プロムナ－ド清掃委託、河川除草清掃委託（熱－１）及び河川緑
地帯管理委託（熱－１）

2203-27 令和4年2月15日 道路建設課 堀留橋耐震対策工事（その４）

2106-2 令和3年4月23日 北土木事務所 街園樹木剪定その他委託(北－５)

2210-60 令和3年8月16日 中川土木事務所 松下小橋始め３橋補修工事

2110-84 令和3年9月1日 緑地事業課 松葉公園整備工事

2302-38 令和4年8月3日 中土木事務所 丸の内駅自転車駐車場整備工事（週休２日）

2112-60 令和3年11月11日 道路建設課 水分橋修正設計業務委託

2110-85 令和3年8月16日 緑地事業課 みどりが丘公園下水道築造工事
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2209-103 令和4年7月22日 緑地事業課 みどりが丘公園下水道築造工事（週休２日）

2112-61 令和3年11月4日 緑地事業課 みどりが丘公園舗装工事

2209-104 令和4年7月19日 緑地事業課 みどりが丘公園墓地整備工事

2110-86 令和3年8月19日 守山土木事務所 宮前橋始め２橋補修工事

2301-31 令和4年12月6日 道路建設課 無電柱化事業に係る民間活力導入可能性検討業務委託

2207-49 令和4年6月8日 緑地事業課 名城公園整備工事

2109-57 令和3年8月4日 緑地事業課 名城公園整備工事

2207-55 令和2年6月8日 緑地事業課 名城公園整備工事

2211-77 令和4年9月22日 緑地事業課 名城公園整備工事（その２）

2109-58 令和3年7月28日 緑地事業課 名城公園整備工事（その２）

2110-87 令和3年8月19日 道路建設課 本宮新橋詳細設計業務委託

2105-158 令和3年3月24日 中川土木事務所 八熊通横断歩道橋塗装・修繕工事

2209-105 令和3年12月9日 緑地利活用課 矢場公園広場整備工事

2210-61 令和4年8月13日 昭和土木事務所 山崎川護岸改良工事（昭和）

2109-59 令和3年7月21日 昭和土木事務所 山崎川護岸改良工事（昭和）

2106-49 令和3年4月9日 瑞穂土木事務所 山崎川不適木撤去業務委託（瑞穂）

2202-33 令和3年12月9日 瑞穂土木事務所 山崎川不適木撤去業務委託（瑞－２）

2302-39 令和4年10月11日 瑞穂土木事務所 山崎川保全工事（瑞穂）

2210-62 令和4年9月6日 昭和土木事務所 山手１号水路始め２排水路改良工事（週休２日）

2105-159 令和3年4月20日 道路建設課 用地測量に伴う資料調査業務委託

2211-78 令和4年9月16日 中村土木事務所
横井大橋左岸取付橋始め２橋補修工事（その２）及び県道鳥ヶ地名古
屋線始め３路線舗装道補修工事（その２）

2110-88 令和3年8月31日 緑地事業課 横井山緑地整備工事

2110-89 令和3年9月3日 緑土木事務所 横吹調節池保全工事（緑）

2108-52 令和3年6月11日 道路維持課 ラウンドアバウト詳細設計業務委託

2302-40 令和4年7月6日 南土木事務所 緑道改修工事（南－３）

2105-160 令和3年4月9日 千種土木事務所 緑道管理委託（千－６）及び河川緑地帯管理委託（千－１）

2205-158 令和4年4月11日 千種土木事務所 緑道管理委託（千－６）及び河川緑地帯管理委託（千種）

2205-159 令和4年4月8日 名東土木事務所 緑道管理委託（名－４）

2105-161 令和3年4月12日 名東土木事務所 緑道管理委託（名－４）

2207-50 令和4年6月21日 東土木事務所 老朽管更新計画策定業務及び現況調査業務委託（東－１）

2209-107 令和4年8月18日 北土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託(北)
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2209-106 令和4年8月18日 千種土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（千種）

2209-109 令和4年8月18日 天白土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（天白）

2110-94 令和3年9月16日 天白土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（天白－１）

2110-95 令和3年9月16日 天白土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（天白－２）

2202-34 令和4年12月9日 中川土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（中川－２）

2303-4 令和5年1月19日 西土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託(西－３）

2110-96 令和3年6月25日 農業センター 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（農セ－８）

2110-90 令和3年9月17日 瑞穂土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（瑞穂）

2110-91 令和3年9月17日 緑土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（緑－１）

2212-62 令和4年11月25日 緑土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（緑－５）

2210-63 令和4年9月16日 河川工務課 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（緑ー１）

2210-64 令和4年9月15日 河川工務課 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（緑ー２）

2110-92 令和3年9月17日 緑土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（緑－２）

2110-93 令和3年9月16日 緑土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（緑－３）

2210-65 令和4年9月15日 河川工務課 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（緑ー４）

2111-62 令和3年9月17日 港土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（港）

2301-32 令和5年11月25日 港土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（港－２）

2209-108 令和4年8月18日 名東土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（名東）

2111-64 令和3年9月16日 名東土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（名東）

2211-79 令和4年9月15日 守山土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（守山）

2111-63 令和3年9月16日 守山土木事務所 老朽排水路更新計画策定業務及び現況調査業務委託（守山）

2204-30 令和3年4月19日 道路維持課 路面下空洞調査業務委託（維－１）

2211-80 令和4年5月19日 道路維持課 路面下空洞調査業務委託（維－１）

2204-31 令和3年4月19日 道路維持課 路面下空洞調査業務委託（維－２）

2211-81 令和4年5月19日 道路維持課 路面下空洞調査業務委託（維－２）
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