
施⼯実績 ⼀覧
おかげさまで 

創業からいままで、 
これだけの実績を積ませていただきました。 

安城⾼校 本館等管⼯事  安城⾼校 プール等管⼯事  安城市⺠会館 揚⽔ポンプ増設⼯事 

愛知県⽴安城保健所管⼯事  東端町県道⼯区⼯事  ⾥町⼩学校校舎新築 管⼯事 

新⽥住宅 揚⽔ポンプ増設その他⼯事  池浦住宅 建設第2期管⼯事  ⼩川住宅 建設第２期管⼯事 

安城⽂化センター 新築空調衛⽣⼯事   種鶏センター本館空調管⼯事  ⾶越住宅建設 第1期、２期管⼯事 

刈⾕勤労福祉会館 整備⼯事  団体営ほ場整備事業 ⾥⻄部地区その３⼯事  みその保育園 管⼯事 

碧⾹園２階改造⼯事  新⽥住宅集会室 管⼯事  中⽇新聞 刈⾕通信局 改修管⼯事 

桜町⼩学校 プール管⼯事  ㈱⼤嶽 事務所改修⼯事  碧南会館ビジネスホテル管⼯事 

桜町⼩学校 屋内運動場消⽕栓⼯事  境川浄化センター管⼯事  知⽴⾼校 北校舎便所修繕⼯事 

⽇本アルミ⼯業⽤⽔改修⼯事  安城⻄部⼩学校 新増改築 管⼯事  久保⽥⼯業便所改造⼯事 

めぐみ保育園増設⼯事  ⻄三河事務所安城税務出張所 暖房設備⼯事  協和興産便所増設⼯事 

安城⻄部⼩学校 ⼿洗場改修⼯事  伸和⼯業㈱新社屋新築⼯事  安城農業技術センター 研修棟空調⼯事 

⽇進⾚池南部特定区画整理内配⽔管布設⼯事  東栄町３丁⽬配⽔管布設⼯事  名鉄薬品㈱安城⼯場給⽔管布設⼯事 

刈⾕⾼校 50周年記念館 便所設置⼯事  豊⽥浄⽔場管理公舎 管⼯事  名古屋相互銀⾏ 知⽴荘改築⼯事 

⿂安分店新築⼯事  明治⽤⽔⼟地改良区 北本郷８号⽤⽔改良⼯事 その５  新幹線安城通信配線室 給⽔⼯事 

形埜郵便局 衛⽣設備⼯事  流れ川排⽔機場⼯事  安城市⾥町地内 昭和56年度団体営ほ場整備事業その１⼯事 

東愛知⽇産㈱安城営業所 新築⼯事  メトロ電気⼯場 ⼯場増築管⼯事  刈⾕労働福祉会館 新築空調衛⽣⼯事 

⼤阪⾃動⾞電線㈱⼤和郡⼭⼯場 新築管⼯事  佐川急便㈱安城店新築⼯事  碧信幸⽥⽀店新築管⼯事 

市道⻄尾箕輪線 ⼤⼭町φ150 （秋葉公園北）  明治⽤⽔⼟地改良区 北本郷地区北本郷9号⽤⽔改良⼯事その２  ⾥簡⽔（中野池地区）公道分切替⼯事 

集排２号線整備に伴うパイプライン⼯事  ⼀⾊うなぎ漁業協同組合鰻直売等施設整備⼯事  刈⾕依佐美中学校 校舎増改築管⼯事 

刈⾕東校 プール管⼯事  さくら⼭窯業⼯場新設⼯事  東知多乳⽜飼料センター改良⼯事 

勘⼋⽼⼈福祉館 浴場改修⼯事  農林⽔産物直売所 沈殿槽⼯事  ⼤⿊座映画館新築⼯事 

光徳運輸安城事務所 刈⾕通運⼆本⽊営業所 管⼯事  池浦住宅 建設第１期管⼯事  知⽴⾼校 プール給⽔改修⼯事 

国鉄安城駅本屋新築 管⼯事  北部公⺠館・児童センター新築管⼯事  名古屋相互銀⾏ 豊明⽀店夜間⾦庫増築空調⼯事 

湯⼭住宅建設⼯事管⼯事  今住宅給排⽔⼯事（第１、２⼯区）  安城地区新設⾼等学校（安城南⾼校）体育館管⼯事 

桜町⼩学校 北校舎消⽕栓改修管⼯事  肢体不⾃由児通園施設 管⼯事  北部⼩学校 増改築管⼯事 

桜町⼩学校 汚⽔分離槽より酸化槽への連絡⼯事  安城市⺠会館 便所脱臭・ウォータークーラー床排⽔⼯事  北部公⺠館 児童センター⾜洗い場築造⼯事 

⼤東団地 新築⼯事  ⼤⼭⽥東住宅 51年⼤⼭⽥東住宅建設管⼯事  安城⻄中学校 校庭散⽔施設設置⼯事 

池浦住宅合併処理他管⼯事、ポンプ室及び受⽔槽⼯事  なめし⽥楽⼆乃宮増改築空調管⼯事  東海銀⾏安城⽀店新安城出張所空調・管⼯事 

安城⽔道会館 管⼯事  秋葉住宅給排⽔⼯事（第３、４⼯区）  島⽥設計事務所社屋管⼯事 

安城市総合斎苑建設管⼯事  天野マンション管⼯事  ⼟地改良事業パイプライン設置その２⼯事 

県営ほ場整備事業 依佐美地区排⽔⼯事  種鶏センター ふ卵舎暖房機移設⼯事  桜井簡⽔布設替⼯事第３期 

桜井堀内幹線φ３００第３⼯区配⽔管布設替⼯事  ⼟井外科新築⼯事  名古屋相互銀⾏鳴海東⽀店管⼯事 

杏林会安城⻭科管⼯事  安城北中学校新増改築管⼯事  肢体不⾃由児通園施設管⼯事 

志貴⼩学校 汚⽔管布設替⼯事  中京競⾺場調整ルーム汗取⾵呂改修⼯事  刈⾕桜井幹線４５０φ配⽔管布設 第１期⼯事 

農業法⼈ たつみ畜産給⽔⼯事  市川呉服店新築管⼯事  安城⻄中学校 スプリンクラー新設⼯事 

曙ブレーキ㈱事務所新設管⼯事  北部浄⽔場 場内連絡管布設⼯事  刈⾕⾼校 校舎等建設⼯事 

⾶越住宅 建設 遠隔メーター変更設備⼯事  安城東部⼟地区画整理事業 農業⽤⽔パイプライン増設⼯事  ⼋城旅館改造 管⼯事 

下⽔道事業関連（明治第２⾬⽔幹線）配⽔管布設替⼯事  カネソー洋品店新築⼯事  北部浄⽔場 場内連絡管⼯事 

安城市北中学校 新増改築⼯事  安城市体育館管空調⼯事  ⼤興運輸安城トラックセンター厨房室配⽔管替⼯事 

桜林⼩学校 屋外便所新築管⼯事  知⽴⾼校 職員便所改修⼯事  ほ場整備依佐美地区２期その７⼯事 

秋葉住宅 集会室 第7・8⼯区 給排⽔⼯事  知⽴⾼校 本管棟３F⽣徒便所改修⼯事  松⾕鉄⼯所便所改造⼯事 

愛知国道⼯事事務所仮設⾞庫新営⼯事  富⼠可鍛⼯業所配管替⼯事  酒井建設⼯業社宅新築⼯事 

館⼭医院浴室改造⼯事  ⼤⾒⼯業増築⼯事  碧信 碧南中央⽀店新築⼯事 

丹⽻医院新築⼯事  東海興運事務所倉庫新築⼯事  ⼤興トラックセンター管⼯事 

北部⼩学校 校舎管⼯事   北部浄⽔場 場内連絡管布設⼯事  下⽔道事業関連（桜町⾬⽔幹線）配⽔管布設⼯事 

安城⼀⾊幹線配⽔管布設その２⼯事（⾚松町）  ⻄部公⺠館 新築管⼯事 汚⽔処理施設⼯事（合併処理槽）  神星⼯業豊⽥第３⼯場新築⼯事 

下重原パークマンション建設⼯事  エル雁ケ⾳マンション新築⼯事  安城市衛⽣センターし尿処理施設建設⼯事（衛⽣⼯事） 

安城南⾼校 プール管⼯事  幸⽥町役場庁舎建設⼯事 本庁舎棟給排⽔衛⽣⼯事  コープ野村 新安城第１期 管理棟 ⼯事 

桜町⼩学校 消⽕栓管改修⼯事  新安城駅便所改築管⼯事  安城市南部⼩学校プール管⼯事 

古井住宅給排⽔⼯事第１、２⼯区  安城市婦⼈会館模様替空調⼯事（新築管⼯事）  ライオンズマンション刈⾕管⼯事 

ライオンズマンション岡崎六名公園管⼯事  ユタカコピー新築管⼯事  ナイスイン安城店３号館・４号館新築⼯事 

エスポ⼤⾨新築⼯事  志貴⼩学校 育苗給排⽔設備⼯事  ⼤⼭⽥東住宅 C棟⾼架⽔槽取替 

⼤東住宅 ⾬⽔配管替⼯事  ⻄川公園整備⼯事  北部浄⽔場 ⾼速ろ過設備⼯事 

古井住宅 配⽔管布設⼯事φ150  安城出張所 排⽔衛⽣設備修繕  県⽔関連市⽔切回し 集⽔管布設替⼯事 郷⻄浄⽔場東区 

建設省安城出張所 排⽔衛⽣設備修繕  柳原⽤⽔パイプライン関連配⽔⽀管布設替⼯事  ⼋城旅館増改築管⼯事 

刈⾕市農協⾼須⽀店新築⼯事  碧信和泉⽀店新築⼯事  トヨタ⾃動⾞ 安城社宅第１期⼯事 給排⽔衛⽣設備⼯事 管⼯事 

⽵内⻭科 ⽵内邸新築⼯事 空調管⼯事  安城東⾼校屋外体育器具庫建設⼯事（管⼯事）  古井町御堂⼭配⽔管布設替⼯事 

⽯井町辻原配⽔⽀管布設⼯事  藤井町南居林配⽔管布設⼯事  旧今村簡⽔布設替⼯事 

農村集落排⽔整備に伴う ⾥町⻄ノ⼝地内配⽔管布設替⼯事  安城和泉⼟地区画整理事業⽤⽔路築造⼯事16-1号線  古井住宅給排⽔⼯事（第４⼯区）（第5⼯区） 

⼆本⽊幹線配⽔管布設（１⼯区）⼯事  新トヨタ病院衛⽣⼯事（駐⾞場看護学院看護婦寮）  安城市⺠会館空調設備等改修衛⽣⼯事 

安城市保健センター新築管⼯事  神星ハーネス⼯場増築衛⽣空調⼯事  碧信福岡⽀店新築衛⽣⼯事、⾼岡⽀店管⼯事 

メゾン⽉⾒ 新築⼯事  浅井ビル新築⼯事  メゾンパラディ⼤府 新築⼯事、Kビル管⼯事 

ライブハウススタンド新築⼯事（管⼯事）  安城農業技術センター 低温種⼦庫除湿装置改修⼯事  刈⾕⾼校 第三棟⾼架⽔槽廻り屋上防露改修⼯事 

⾥簡⽔布設替その３配⽔管布設⼯事  県営古井住宅配⽔管布設⼯事  明治⽤⽔横断（⾥菖蒲池）配⽔管布設⼯事 

⼤岡町（県道岡崎半⽥線）配⽔管布設⼯事  集排5号線（上条町）配⽔管布設⼯事  ⽔道⼯事 配⽔管諸⼝ 中電埋設に伴う配⽔管布設替（住吉）⼯事 

豊明市中央⼩学校 動物⼩屋管⼯事  ⻄武運輸給⽔管替⼯事  ⼆宮邸増築⼯事 

エスポ⼤⾨管⼯事  第４拡 横⼭古井線φ450配⽔管布設⼯事  新幹線横断配⽔管布設⼯事 A⼯区、B⼯区、C⼯区 

第１４次配⽔⽀管⼯事  福釜町⼩⼭23号線推進⼯事φ200  桜町⼩学校 基準型汚⽔浮化槽修繕 

⼤東住宅⾼架⽔槽取替⼯事  志貴⼩学校 プール循環⽔改修⼯事  ⽂化センター２F湯沸かし場 改増⼯事 

雇⽤促進住宅榎⼾宿舎、排⽔設備改修⼯事  ⼤東住宅線 上倉悪⽔路横断添架配⽔管布設⼯事  今本町地内配⽔管布設替⼯事 

志貴⼩学校 プール循環⽔布設替⼯事  サングレスビル管⼯事  モービル⽯油ニュー刈⾕S.S管⼯事 

古井住宅 給排⽔⼯事（第８⼯区）  岡崎⼯業⾼校 本館体育館新校舎プール給⽔管⼯事  新幹線事業関連 φ200m/m配⽔管布設替⼯事 

北⻄公⺠館児童センター新築空調設備⼯事  古井住宅 給⽔施設⼯事  岡崎⼯業⾼校 消防設備等改修管⼯事 

東海道本線三河駅本屋新築（３）管⼯事  ⼤東住宅 量⽔器遠隔化改修その他⼯事  下⽔道事業関連 御幸本町⼯区配⽔管布設替、仮設⼯事 

県⼯業⽤⽔関連（幸⽥幹線第２⼯区その5）配⽔管布設替⼯事  県⼯業⽤⽔関連（名鉄⻄尾線推進）布設に伴う配⽔管布設替⼯事  明治⽤⽔横断布設替⼯事 

⼤岡町県道岡崎半⽥線配⽔管布設替⼯事  ⾥町南井畑地内配⽔管布設替⼯事  中井筋⽤悪⽔横断配⽔管布設⼯事 

コープ野村新安城 B棟給⽔⼯事  今本町地内（旧国道猿渡）配⽔管布設替⼯事  ⼆本⽊町⼆つ池配⽔管布設⼯事 

古井町地内配⽔管布設替⼯事  岡崎⼯業⾼校 消防設備改修管⼯事  APビル管⼯事 

作野公⺠館（北⻄公⺠館） 児童センター新築空調設備⼯事  神星⼯業㈱ 広美⼯場配管及びダクト⼯事  ほ場整備事業 安城市⾥志貴地区⽤⽔改良⼯事 

ほ場整備事業 ⾚松町⼤北地区⽯ケ曽根⼩⽤⽔改良⼯事  神星ハーネス名古屋⼯場新築⼯事  安城駅⾃転⾞駐⾞場新築管⼯事 

セントクリークゴルフクラブ管理棟エリア建設⼯事管⼯事  カーポート刈⾕改造⼯事  シルクハイツ新築⼯事 

愛知陸運⽀局⻄三河事務所 空調改修機械⼯事、便所改修⼯事  名古屋地⽅検察庁豊⽥区検察庁⾝障整備⼯事  南部浄⽔場機械設備⼯事 

岡崎⼯業⾼校 校舎改修管⼯事  新幹線安城き電区分所新築その他⼯事  ㈱若越岡崎店新築⼯事 

名⼯建設㈱安城出張所 新築⼯事  ⼤⼭⽥東住宅 受⽔槽⾼架⽔槽取替⼯事  第⼆⻘い⿃学園 職員宿舎給⽔配管改修⼯事 

古井町地内配⽔管布設替⼯事  市道南安城桜井線、配⽔管布設替⼯事  安城市第６次配⽔管布設⼯事 

ハーレーパチンコ店 迷路遊技場管⼯事  ⼤興タクシー⼆本⽊営業所管⼯事  東海ローディング国道給油所 給⽔設備⼯事 

安城市⺠会館受⽔槽防⽔及び揚⽔管等取替修繕  シャトー安祥 新築⼯事  ⼟地改良事業 古井町釈迦⼭地内 灌漑施設改良⼯事 

第⼆⻘い⿃学園 スプリンクラー その１、その２ 管⼯事  新幹線周辺区画事業関連 ⼆本⽊架道橋築造に伴うφ200配⽔管布設替⼯事  安城北部⼟地区画整理62-2⼯事配⽔管布設⼯事 

稲荷住宅 配⽔管布設⼯事  グロ-リアスハイツ安城新築⼯事  安城岡崎間 ⻄岡崎（仮称）駅その他新築その３⼯事 

安城駅本屋（旅客便所）改良⼯事  神星ハーネス㈱本社⼯場⻄棟増築⼯事  刈⾕通運 東端倉庫 新築⼯事 

集排１号線整備に伴う（榎前町地内)配⽔管布設替⼯事  北部⼟地区画整理配⽔管布設1-4、1-5、1-6⼯事  安城幸⽥線東⿅乗φ１００ｍｍ配⽔管布設替⼯事 

地蔵橋添架（⽊⼾町地内）配⽔管布設替⼯事  トヨタ社宅３，４号棟市⽔引込⼯事  ⾥志貴地区農⽔パイプライン増設⼯事 

東別所廻間地内配⽔管布設替⼯事  北部⼩学校 家庭科室整備管⼯事  コープ野村新安城 第3期⼯事（B棟） 

コープ野村新安城 第５期E棟新築⼯事、配⽔管布設⼯事  ⼤⾒⼯業㈱研削油集中ろ過設備⼯事  ⼤⾒⼯業㈱⼯場増築管⼯事 

三機⼯業（株） 安城社宅3、4棟管⼯事  ごみ処理場エアー設備増設⼯事  種鶏センター ふ卵舎空調設備改修⼯事 

師崎郵便局 庁舎新築⼯事 その１、その２  安祥公⺠館 新築管⼯事  知⽴東⼩学校 ⼤規模改良⼯事 

歩道改良に伴う（新安城駅前）配⽔管布設⼯事  φ700その２配⽔管布設⼯事  北部浄⽔場県⽔電動弁改修⼯事） 

安城南部浄⽔場 配⽔ポンプ取替他⼯事 安城幸⽥線  豊技研刈⾕⼯場新築空調衛⽣設備⼯事  トヨタ⾃動⾞ 野依社宅新新築管⼯事 

セピアコート新築管⼯事  カトレアビル新築⼯事  安城市⺠会館 舞台改修管⼯事 

北部浄⽔場 6号配⽔池 築造付属配管⼯事  安城北部⼟地区画整理配⽔管布設⼯事  中央幹線φ７００配⽔管布設⼯事 その２ 

歩道改良⼯事に伴う配⽔管布設替⼯事  東海シティホテル新築⼯事  知⽴⾼校 屋外排⽔管改修⼯事 

豊興⼯業9.10棟Ⅱ期増築⼯事  安城歴史博物館管⼯事  安城総合福祉センター管⼯事 

中央幹線φ700配⽔管布設⼯事その４  新幹線駅周辺⼟地区画整理配⽔管布設⼯事（２-9）  北部⼟地区画整理配⽔管布設⼯事 

東端町⽤地地内配⽔管布設⼯事  旧国道２３号線φ300配⽔管布設⼯事  安城市内配⽔管布設⼯事 

東栄町１丁⽬配⽔管布設⼯事  北部⼩学校 校舎改修 職員便所改修管⼯事  ⻄部⼩学校 校舎改修管⼯事 

⾥町⼩学校 家庭科室管⼯事  桜町⼩学校 家庭科室管⼯事  安城市⺠会館 受⽔槽取替⼯事 

安城南⾼校 進路指導室 冷房設備⼯事  丸美ロイヤル管⼯事  葭池住宅 給⽔施設⼯事 

エルグランデ築地Ⅱ新築給排⽔衛⽣⼯事  篠⽬町地下地内配⽔管布設⼯事  第４拡 中央幹線φ５００配⽔管布設⼯事 

安城北部⼟地区画整理配⽔管布設3-2.3-3⼯事  ⼟⽊事業関連 朝⽇橋添架⼯事  安城北部⼟地区画整理 配⽔管布設3-4⼯事 

上茶町北組地内配⽔管布設⼯事  横⼭⽔管橋設置⼯事  安城北部⼟地区画整理配⽔管布設⼯事 3-8 

⽯井幹線配⽔管布設⼯事 県道⻄尾安城線φ150  岡崎刈⾕線φ200配⽔管布設⼯事   県圃安城⾥志貴地区配⽔管布設替⼯事 

汚泥掻寄機修理  南部浄⽔場配⽔ポンプ更新⼯事  ⼤道寺橋配⽔管布設⼯事 

電源開発㈱瀬⼾寮管⼯事  古井住宅 給排⽔⼯事（第10.11⼯区）  ⽟川マンション新築管⼯事 

近鉄物流センター安城営業所新築管⼯事  神星⼯業㈱鳳来⼯場新築管⼯事  桜井公⺠館 児童センター建設空調⼯事 

名古屋銀⾏ 刈⾕⽀店改築管⼯事  メトロ電気⼯業㈱愛知⼯場狐⽳C倉庫改修⼯事  ⽂化センター空調改修管⼯事 

⻄部⼩学校 消⽕栓配⽔管取替⼯事  ㈱マキタ ドミトリー⼋つ橋寮衛⽣設備⼯事  依佐美住宅設備関連仕切弁設置⼯事 

下⽔道関連 配⽔管移設⼯事（北部区画）  JR東海新幹線軌道採⽯荷降ろし場給⽔栓新設⼯事  婦⼈会館 空調機改修⼯事 

⾥町⼩学校 保健室改修管⼯事  安城市⺠会館 改修管⼯事  安城法務総合庁舎機械設備⼯事 

北部⼩学校 ⾼架⽔槽取替⼯事  ⻄部⼩学校 プール排⽔改修⼯事  知⽴⾼校校舎改修管⼯事 

公共下⽔道事業 広美中継ポンプ場設備  ⾓⽂本社ビル新築⼯事  安城駅⻄駐⾞場 建設管⼯事 

明治⽤⽔会館空調設備改修⼯事  下⽔関連配⽔管布設⼯事  北部⼟地区画整理配⽔管布設⼯事 

福釜町⽔圧不⾜地域配⽔管布設⼯事  安城新幹線駅周辺⼟地区画整理配⽔管布設⼯事  ⼟⽊事業関連φ500配⽔管布設替⼯事(新⽥） 

⻄⾼根⽤⽔消⽕栓設置⼯事  キャッスルヒルカントリークラブ新築衛⽣⼯事  中央公⺠館公共下⽔道汚⽔管接続⼯事  

消防本部公共下⽔道汚⽔管接続⼯事  ⿅乗川排⽔ 揚⽔機場さく井⼯事  北部⼟地区画整理配⽔管布設⼯事 

⼤⼭⽥上住宅配⽔管布設替⼯事  ⾥町菖蒲池地内配⽔管布設⼯事  安城新幹線駅周辺⼟地区画整理配⽔管布設⼯事5-8.5-12 

下⽔道事業関連（南部区画⼯区）配⽔管布設替⼯事その２（⼤⼭町）  下⽔道事業関連配⽔管布設替⼯事（北部区画⼯区）その２  安城作野⼟地区画整理配⽔管布設⼯事（5-3） 

和泉町⼤海古地内配⽔管布設替⼯事  住吉町⻑根配⽔管布設⼯事  美園町地内⽯綿管布設替⼯事 

⾥町地内配⽔管布設替⼯事  県圃安城⾥志貴地区φ１００mm配⽔管布設替⼯事  JR安城駅北⼝昇降施設管⼯事 

雇⽤促進住宅幸⽥宿舎狭隘（キョウアイ）改修⼯事   岡崎⼯業⾼校 公共下⽔道汚⽔管接続⼯事  ⽯⽥組安城出張所事務所付共同住宅管⼯事 

伊予⽥邸新築⼯事  ⻄三河総合検診センター公共下⽔道汚⽔管接続⼯事  安城⽔道指定⼯事店共同組合資材倉庫増築⼯事 

第⼆⻘い⿃学園 ⾼架⽔槽等改修⼯事  北部⼩学校 配管取替⼯事  ⼟地改良事業 揚⽔機場改良⼯事 

安城市教育センター建設空調⼯事  岡崎⼯業⾼校 校舎（産振棟）建設⼯事  ユニバーシティ刈⾕新築⼯事 

㈱マキタ電機製作所⽇進総合研究所新築⼯事   安城南⾼校 屋外消⽕栓管修繕  愛知機器㈱廃油処理 

創価学会安城池⽥⽂化会館新築⼯事   エルグランデ半城⼟新築⼯事  エルグランデ横⼭新築衛⽣空調⼯事 

エルグランデ横⼭⾬⽔排⽔⼯事  古井住宅 給排⽔⼯事（第14⼯区）  安城北部⼟地区画整理排⽔管仮設⼯事 

安城作野⼟地区画整理配⽔管布設⼯事6-2  安城作野⼟地区画整理配⽔管布設⼯事6-7  下⽔道関連（⼆本⽊⼯区その３〜5）配⽔管布設替⼯事 

⼩川町⿅乗地内⽯綿管布設⼯事  創設期（桜町地内）配⽔管布設替⼯事  安城北部⼟地区画整理排⽔管仮設⼯事3-1.6-4 

依佐美住宅設備関連配⽔管布設替⼯事  県道（豊⽥⼀⾊線）改良に伴う配⽔管布設替⼯事  下⽔道事業関連（北部区画）配⽔管布設⼯事（その１） 

雇⽤促進住宅幸⽥宿舎（４号棟）狭隘改修⼯事  オリオン社屋新築衛⽣⼯事  ⾼浜⼥性⽂化センター新築⼯事（空調給排⽔設備⼯事） 

知⽴⾼校 校舎改修管⼯事  岡崎⼯業⾼校 校舎改修管⼯事  安城リサイクルプラザ 建設地質調査委託業務 

安城市役所 庁舎⾷堂空調機取替⼯事  平成７年度単独県費 ⼟地改良事業  あさくま改修管⼯事 

御幸マンション公共下⽔道汚⽔管接続⼯事  安城市役所 庁舎第10会議室空調機設置⼯事  ⼤嶽ビル公共下⽔汚⽔管接続⼯事 

桜町⼩学校 公共下⽔道汚⽔管接続⼯事  JR安城駅公共下⽔道汚⽔管接続⼯事  安城駅旅客上屋改修⼯事 

桜町⼩学校 プールシャワー設備改修⼯事  ⾥町⼩学校 プールシャワー設備改修⼯事  東部公⺠館 屋外便所新築管⼯事 

グロリアス新安城新築衛⽣空調⼯事  ⽮作・三好ビル新築⼯事  あけぼの保育園管⼯事 

碧信今村⽀店新築管⼯事  エルグランデ東栄Ⅰ新築衛⽣⼯事  エルグランデ東栄Ⅱ新築衛⽣⼯事 

⼟地改良事業(揚⽔機改良)藤井  安城南⾼校 化学室ガス管改修⼯事  篠⽬町童⼦地内配⽔管布設⼯事 

安城作野⼟地区画整理配⽔管布設7-1⼯事  ふれあい広場 循環設備⼯事  安城南中学校 プール管理棟改築管⼯事 

安城南部⼩学校プールシャワー設備改修⼯事  下⽔道事業関連（東部⼯区）配⽔管布設替⼯事  美園町⽯綿管布設替⼯事 

安城北部⼟地区画整理配⽔管布設⼯事7-10  新⽥住宅 量⽔器取替修繕  ⾶越住宅 量⽔器取替修繕Ａ棟、Ｂ棟 

⻄部⼩学校 修繕  依佐美住宅 給排⽔⼯事（第三⼯区）依佐美住宅給⽔施設⼯事（第⼆次）  JA刈⾕市野⽥⽀店新築⼯事 

市街地南地区公⺠館建設空調⼯事  ⼀⽃下⽔管接続⼯事  安城北部区画整理配⽔管布設⼯事 

柿崎町⻑舎地内配⽔管布設⼯事  ⾥町御地蔵地内配⽔管布設⼯事  桜町地内配⽔管布設替⼯事 

境川流域下⽔道事業関連配⽔管布設⼯事  境川流域下⽔道事業 今本町  北部⼯区その３、その２、福釜町地内配⽔管布設⼯事 

⾥町⻄⼭ノ⽥地内配管布設⼯事  福釜町地内⽯綿管布設替⼯事  ⾼棚町芦池配⽔管布設替⼯事 

国道23号線改良に伴う配⽔管布設替⼯事  ⾥町森地内配⽔管布設⼯事  ⽔圧不⾜地域配⽔管布設⼯事 ⾥地区 

⼟地改良事業関連（福釜東部地区）配⽔管布設替⼯事その２  ⾼棚町⽯⻲地内配⽔管布設替⼯事  安城横枕⼟地区画整理配⽔管布設（8-2.8-3）⼯事 

⽯⽥⾬⽔路付替による配⽔管布設⼯事  ⼟⽊事業関連（道路整備）に伴う配⽔管布設替⼯事  創設期（昭和町）配⽔管布設替⼯事 

安城新幹線駅周辺⼟地区画整理配⽔管布設8-12  安城北部⼟地区画整理配⽔管布設8-8  刈⾕保健所 庁舎等管⼯事 

いけうらクリニック新築⼯事  吹付住宅 建設管⼯事  安城市⺠会館 ホール棟空調設備その他改修⼯事 

⽂化センター空調熱源設備改修⼯事、  本城公園便所建設管⼯事  尾崎町SS新築⼯事 

刈⾕市廃棄物処分場⼯事  安城南中学校 プール管理棟改築管⼯事  農村センター蒸気管布設⼯事 

雇⽤促進住宅下菅池宿舎浄化槽改修⼯事  ユニオンハイツ⼆本⽊下⽔管接続⼯事  安城市衛⽣センター（ゴミ処理場）安城市ごみ焼却施設管⼯事 

⼟⽊事業関連(交差点改良）に伴う⽯綿管布設替⼯事  篠⽬町作野地内配⽔管布設⼯事  下⽔道事業関連（住吉汚⽔幹線）配⽔管仮設⼯事 

安城市衛⽣センター管理棟配⽔管改修⼯事  本管関係 安城北部⼟地区画整理配⽔管仮設⼯事（8-1.8-2）  桜町⼩学校 洋式便器設置⼯事 

⽔圧不⾜地域配⽔管布設⼯事 法連地区  ⼟⽊関連 榎前交差点改良⼯事  安城新幹線駅周辺⼟地区画整理配⽔管布設⼯事9-1 

⽯綿管布設替⼯事（今池町地内）  安城作野⼟地区画整理配⽔管布設（9-11）⼯事  消⽕栓設置その２⼯事 

安城貸店舗新築⼯事デニーズレストラン新築⼯事  ⽯綿管布設替⼯事 ⾥町地内  ⽔圧不⾜地域配⽔管布設⼯事 東栄地区 

安城新幹線駅周辺⼟地区画整理配⽔管布設⼯事9-3  福釜町⽮場地内配⽔管布設⼯事  下⽔道事業関連（東部⼯区）配⽔管布設替⼯事その３ 

安城新幹線駅周辺⼟地区画整理配⽔管布設⼯事9-8  北部⼩学校 校舎改造、補強管⼯事  アーデル⼤樹寺新築⼯事 

辻村外科病院増改築管⼯事  井野マンション新築⼯事  ⻄部公⺠館 エレベーター設置等改修管⼯事 

エルグランデ泉⽥Ⅲ新築⼯事  的場公園便所建設管⼯事  本城公園便所建設管⼯事 

⽔圧不⾜地域配⽔管布設⼯事 篠⽬地区その３  下⽔道事業関連（東端⼯区北地区）配⽔管布設替⼯事  安城横枕⼟地区画整理配⽔管布設（9-2）⼯事 

本管関係 下⽔道事業関連（東部⼯区）配⽔管布設替⼯事その２  富久屋下⽔切替⼯事  ⼤⾒⼯業㈱公共下⽔道切替⼯事 

池浦住宅 揚⽔ポンプ取替⼯事  北部公⺠館 空調熱源機器取替⼯事  安城北部⼟地区画整理配⽔管布設（10-2）⼯事 

藤井町東⻑先地内配⽔管布設⼯事  ⽯綿管布設替⼯事（宇頭茶屋町地内）  安城北部⼟地区画整理配⽔管布設⼯事10-6 

⽔圧不⾜地域配⽔管布設⼯事（東栄地区）  下⽔道関連⼯事（今本地区）  東和精機下⽔切替⼯事 

灌漑排⽔⼯事（福釜地内）  作野10-6布設替⼯事  安城市総合斎苑建設管⼯事 

安城市レジャープール建設空調⼯事  グランドメゾン刈⾕新築⼯事  アルピナ藤が丘新築⼯事 

北部⼩学校 プール改造管⼯事  ⻄尾保健所 庁舎等空調⼯事  安城農業技術センター 原種低温種⼦庫空調⼯事 

安城市スポーツセンター 建設管⼯事  雇⽤促進住宅下管池宿舎家下宿舎 ⻄尾宿舎受⽔槽改修⼯事  安城駅⻄駐⾞場 ⼈にやさしい街づくり事業管⼯事 

サンシティ井⽥南新築⼯事  農村センター改修その他⼯事  歩道設置に伴う給⽔設備移設⼯事 

神星⼯業第⼆⼯場増築⼯事  辻村外科病院空調⼯事  安城⼟地改良区揚⽔⽔中ポンプ取替⼯事 

安城北部⼟地区画整理配⽔管布設（11-3）⼯事  ⽔圧不⾜地域配⽔管布設⼯事 今本地区  ⼟⽊事業関連（道路改良）配⽔管布設替⼯事 和泉町地内 

安城作野⼟地区画整理配⽔管布設（11-3）⼯事  下⽔関連（篠⽬南汚⽔幹線）⼯事  ⽯綿管布設替⼯事（安城町地内） 

下⽔道事業関連（⽯橋井畑⼯区）配⽔管布設替⼯事  クリーンセンター保守業務  パークホームズモデルルーム設備⼯事、パークホームズ新築設備⼯事 

エルグランデ刈⾕OXIA給排⽔衛⽣⼯事  広畔住宅 設備改修⼯事  安城市役所 北庁舎及び⾷堂棟排気改修⼯事 

安城税務出張所冷却⽔循環ﾎﾟﾝﾌﾟ及び揚⽔ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕⼯事  安城南中学校 本館便器取替他⼯事  安城総合福祉センター改修空調⼯事  

安城駅⾝障者便所新築⼯事  依佐美住宅 給排⽔⼯事（第１０⼯区）  安城駅⻄駐⾞場⼈にやさしい街つくり事業管⼯事 

⼤⼭⽥東住宅 Ａ棟配⽔管等取替⼯事  南部浄⽔場 配⽔ポンプ棟建築機械設備⼯事  雇⽤促進住宅家下宿舎 給⽔設備改修その他⼯事 

雇⽤促進住宅下菅池宿舎 ⽔道メーター取替⼯事  雇⽤促進住宅横根宿舎２号棟改造⼯事  ⼋幡町都築シングルマンション新築⼯事 

作野⼩学校下⽔道接続⼯事  公共下⽔道築造⼯事  安城⾼校教室模様替⼯事 

安城市⺠会館 屋内消⽕栓改修⼯事  松下塾横⼭校新築管⼯事  北部⻄児童クラブ施設建設管⼯事 

作野公⺠館 空調熱源機器改修⼯事  JAあいち中央セレモニーホール（旧⼋ツ⽥⽀店）改修⼯事  南部浄⽔場 配⽔ポンプ設備設置⼯事 

第17⽔源さく井⼯事  北部公⺠館 体育施設等建設空調⼯事  安城市⺠会館 会議室棟便所改修管⼯事 

⼤⾒⼯業㈱増築⼯事  公共下⽔切替（事務所棟・公会堂）⼯事  ⾥町⼩学校 消⽕栓管改修⼯事 

広隆⽔産知⽴店新築⼯事  安城市⽂化センター空調設備等改修⼯事  ロイヤル柴⽥Ⅱ新築⼯事 

北部⼩学校 下⽔道接続⼯事  北部公⺠館 ⼤規模改修空調⼯事  北部⼩学校 校舎増築管⼯事 

ＪＡ刈⾕南⽀店新築⼯事及びデイサービスシンシア改修⼯事  兵藤⻭科医院新築⼯事  佐野レディスクリニック新築⼯事 

旧婦⼈会館改修管⼯事  神⾕医院新築⼯事  グリーンヒル住吉設備配管更新⼯事 

雇⽤促進住宅上条宿舎給⽔設備改修その他⼯事  安城北部⼟地区画整理配⽔管布設（14-6）⼯事  ⾥町⼩学校 下⽔道接続⼯事 

安城⻄中学校 グランド散⽔設備改修⼯事  ⾥町児童クラブ施設建設管⼯事  塔の下公園トイレ建設管⼯事 

桜町⼩学校 校舎改築附帯管⼯事  南部浄⽔場 配⽔処理施設機械設備⼯事  安城簡裁庁舎内部等改修⼯事 

雇⽤促進住宅新在家宿舎3・4号棟屋内給⽔管改修⼯事  中部幹線配⽔管布設⼯事（φ400）古井町地内  新幹線事業関連⼯事（φ200） 

三河安城駅⽔道管移設⼯事   ⼆本⽊地内配⽔管布設替⼯事   安城北部⼟地区画整理配⽔管布設（12-4）⼯事 

⽯綿管布設替⼯事（古井町地内）  下⽔事業関連（今本東栄⼯区）配⽔管布設替⼯事その２  知⽴線送⽔管移設⼯事 

⽯綿管布設替⼯事（上条町地内）  専超寺・ともえ幼稚園下⽔設備整備⼯事  東和精機㈱ 公共下⽔道切替⼯事 

榎前・⾼棚幹線配⽔管布設替⼯事  安城北部⼟地区画整理配⽔管布設（1-7）  北部⼟地区画整理事業道路築造⼯事その６ 

清⽔下橋⽔道管添架⼯事  ＪＲ神楽⼭地下道⼯事  下⽔事業関連（今池住吉⼯区）配⽔管布設替⼯事 

更⽣看護専⾨学校設備新築⼯事  静岡地家裁掛川⽀部庁舎機械設備等改修⼯事  デンパーク シャワートイレ⼯事 

安城歴史博物館 配⽔管取替⼯事  ⻄会館冷却塔その他取替⼯事  安城⻄中学校校舎改築空調⼯事 

昭和冷蔵㈱岡崎配送センター給排⽔空調⼯事  安城北部⼟地区画整理事業 ２号緑地（４号調整池）ポンプ付替⼯事  ⽮⽥⼯場トイレ改修⼯事    

三神設備株式会社


