
番号 指　定　工　事　店　名 電話番号

1 明知町 春日井市明知町７８９番地 合同会社　アールエムエス 0568-70-9055

2 春日井市朝宮町１丁目２１番地１３ 荒川設備工業 0568-82-6882

3 春日井市朝宮町2丁目9番地の1 株式会社　日光設備 0568-34-3880

4 浅山町 春日井市浅山町３丁目１３１１番６６ 株式会社　池田産業　春日井営業所 0568-87-3888

5 味美上ノ町 春日井市味美上ノ町１９４３番地の１ 株式会社　岡田設備 0568-31-1931

6 穴橋町 春日井市穴橋町字山本１４８８番地 株式会社　秋吉組 0568-81-6710

7 王子町 春日井市王子町１０番地６ アースメイク　株式会社 0568-37-4522

8 大手田酉町 春日井市大手田酉町３丁目１７番地の１ 有限会社　石黒工業 0568-89-3894

9 大留町 春日井市大留町七丁目６番地２２ 株式会社　髙座組 0568-51-0727

10 小木田町 春日井市小木田町２６７番地１ セントラル工業 株式会社 0568-84-1550

11 押沢台 春日井市押沢台４丁目８番地５ トウワ設備工事 0568-92-7130

12 気噴町 春日井市気噴町北二丁目118番地 本間建設株式会社 0568-97-3863

13 柏井町  春日井市柏井町５－２８８ロイヤルマンション柏井１０１ 住まいる住設 0568-85-0486

14 春日井市勝川町３丁目５１番地 成瀬工業 株式会社　春日井営業所 0568-31-8997

15 春日井市勝川町西３丁目５０番地 有限会社　晃信水道工業 0568-86-5121

16 上田楽町 春日井市上田楽町２６３８番地の１０ 小川興業株式会社 0568-82-2804

17 上ノ町 春日井市上ノ町１丁目８番地 木野瀬水道 0568-32-3697

18 下条町 春日井市下条町741番地 大協建設株式会社 0568-81-4456

19 春日井市高蔵寺町二丁目４９番地 有限会社　小林管工業所 0568-51-0824

20 春日井市高蔵寺町４丁目１６番地の４９ 水野土木株式会社 0568-51-0039

21 春日井市高蔵寺町北１丁目１２０番地 川地設備工業 0568-51-4666

22 春日井市篠木町一丁目４３番地 合資会社　青山建材店 0568-81-3116

23 春日井市篠木町六丁目１番地１ 株式会社　イナガキ住設 0568-93-6095

24 春日井市篠木町二丁目１３１０番地の２２４ 株式会社　ウカイ設備 0568-81-2905

25 春日井市篠木町１丁目４０番地 河口建設株式会社 0568-81-8911

26 春日井市篠木町六丁目２番地１５ 弘和住設有限会社 0568-84-8887

27 春日井市篠木町七丁目３６番地５ 株式会社　吉田設備 0568-83-3285

28 下市場町 春日井市下市場町四丁目５番地１１ 大沢工業 株式会社 0568-41-9821

29 上条町 春日井市上条町２丁目９２番地 流石株式会社 0568-85-0775

30 春日井市白山町３丁目６－３ 歓叶商事　株式会社 0568-29-6684

31 春日井市白山町３丁目１番地９ 中部水道 株式会社 0568-52-1523

32 神領町 春日井市神領町三丁目１番地２２ 株式会社　玉名建設 0568-52-9511

33 鷹来町 春日井市鷹来町４９３０番地の４ 名林建設 株式会社 0568-84-0182

34 高山町 春日井市高山町３丁目１７番地の１２ 伊藤設備 0568-32-8461

35 知多町 春日井市知多町三丁目１６５番地 若狭建工業株式会社 0568-31-5233

36 中央通  春日井市中央通２－６１プリンスハイツ中央通１００３ プラミング設備合同会社 0568-84-8084

37 出川町 春日井市出川町二丁目２１番地の１７ 親和設備 株式会社 0568-51-1092

38 春日井市鳥居松町６丁目２７番地 株式会社　林工業 0568-81-8000

39 春日井市鳥居松町六丁目１９２番地の７ 株式会社　保坂工業所　春日井支店 0568-58-1400

40 春日井市鳥居松町４丁目３２番地 株式会社　松浦組 0568-84-3111

41 春日井市鳥居松町七丁目５３番地 丸水設備 株式会社 0568-81-2428

42 中野町 春日井市中野町二丁目２４番地の１５ 株式会社　平野設備工業所　春日井営業所 0568-31-6783

43 春日井市西山町四丁目７番地の９ 株式会社　下原水道工務店 0568-83-3400

44 春日井市西山町１５９９番地の１の３４ 長江設備工業所 0568-81-8008

45 如意申町 春日井市如意申町2丁目17-9番地　ｼｬﾄﾚ愛松春日井Ⅱ204号 プレシャス　春日井事務所 080-4225-3780

46 八光町 春日井市八光町５丁目１９番地 株式会社　井藤 0568-34-1126

47 八田町 春日井市八田町三丁目２番地の１４ 株式会社　立華設備工業 0568-84-2866

48 林島町 春日井市林島町２丁目３番地４ 坂本水道 0568-81-3505

49 春日井市東野町５丁目22番地９ 株式会社　ＫＵＲＩＡ 0568-70-2810

50 春日井市東野町七丁目３番地１３ 藤工業 株式会社　春日井営業所 0568-84-2052

51 春日井市東野町西三丁目１１番地１６ 有限会社　中央水道 0568-82-7605

52 藤山台 春日井市藤山台七丁目2番地7 株式会社　西条土木 0568-94-5525

53 二子町 春日井市二子町二丁目１６番地の１２ 株式会社　サンコーエンヂニア 0568-31-5237

54 細木町 春日井市細木町２丁目９９番地 株式会社　芝田工業 0568-36-8522

55 春日井市前並町三丁目４番地の１２ 家田設備 株式会社 0568-31-3350
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56 春日井市前並町１丁目４番地の１８ 交芳建設株式会社 0568-33-1625

57 町屋町 春日井市町屋町３６１６番地の２０ 有限会社　中部設備工業 0568-84-9322

58 春日井市松河戸町３丁目１１番地１０ 株式会社　古賀クリーナー 0568-84-9229

59 春日井市松河戸町４丁目７番地６ 株式会社　長谷川工務店 0568-81-5455

60 妙慶町 春日井市妙慶町２丁目１１９番地 株式会社　本間工業 0568-32-1607

61 春日井市桃山町５１４０番地の１８ 有限会社　板津設備 0568-87-6277

62 春日井市桃山町一丁目６５番４ 三晃工業 株式会社 0568-81-7478

63 森山田町 春日井市森山田町３０番地 有限会社　ヨコヤマ 0568-33-3003

 春日井市朝宮町１丁目２３－１１  管工事業協同組合 0568-83-8288
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番号 指　定　工　事　店　名 電話番号

1 名古屋市熱田区古新町２丁目９１番地 ＤＡＩＳＵＩ株式会社 052-681-6019

2 名古屋市熱田区波寄町２番２７号 真野工業株式会社 052-884-3111

3 名古屋市北区喜惣治二丁目１５番地の１ 株式会社　共立ハウス設備 052-903-1055

4 名古屋市北区清水三丁目１５番１８号 株式会社　オーケテック 052-325-3307

5 名古屋市北区田幡１丁目７番１４号 株式会社　加藤設備事務所 052-915-5803

6 名古屋市北区福徳町６丁目９番地の４ 株式会社　システム ケイ 052-938-4812

7 名古屋市昭和区前山町２丁目２番地 有限会社　豊国施設 052-761-7529

8 名古屋市昭和区福江１丁目１１番５号 株式会社　大同施設工業 052-872-4781

9 名古屋市千種区高見一丁目１８番９号 協立設備工業株式会社 052-751-2004

10 名古屋市千種区桜が丘２２６番地 株式会社三東 052-782-2322

11 名古屋市千種区天満通二丁目８番地 株式会社　前田工業 052-721-5368

12 名古屋市中川区横前町58番地 株式会社　エイト 052-462-9950

13 名古屋市中川区五女子町二丁目８８番地 有限会社　納谷設備 052-361-0911

14 名古屋市中村区横井一丁目５８番地 日新工業株式会社 052-412-6060

15 名古屋市中村区八社１丁目１６０番地の１ 株式会社大和設備　名古屋営業所 052-351-3890

16 名古屋市西区上橋町１０３番地 株式会社　ダイワプランニング 052-504-6180

17  名古屋市西区平出町１３４番地ジュネス平出１F 株式会社　クラシアン 0120-500-500

18 名古屋市西区野南町126番地の２ 黒柳工業株式会社 052-501-1031

19 東区 名古屋市東区大幸一丁目３番２７号 株式会社　サッポロエンジニアリング 052-722-6181

20 瑞穂区 名古屋市瑞穂区洲山町一丁目５７番地１ 株式会社　フジコー 052-853-2717

21 緑区 名古屋市緑区相原郷１－２６０９ ニッカホーム中部株式会社 052-899-3580

22 名古屋市港区津金二丁目１１番２８号 株式会社　ＦＩＮＥ 052-653-6383

23 名古屋市港区六軒家1431 株式会社パイプマン名古屋 052-398-5225

24 名古屋市南区元桜田町２０番地の１ 児玉設備工業株式会社 052-821-5318

25 名古屋市南区五条町２丁目１番地の１６３ 有限会社　中島管工所 052-691-5570

26 名古屋市南区鶴里町三丁目１１番地 中衛工業株式会社 052-811-8111

27  名古屋市南区本星崎町字大道392の1 ｼﾃｨｺｰﾌﾟ本星崎701号 アイチＥＣＯプロ株式会社 052-693-9211

28 名東区 名古屋市名東区藤森西町５０１番地の５ 大矢造園設備有限会社 052-775-5738

29 名古屋市守山区吉根一丁目１７１２番地 有限会社　酒井設備 052-739-1555

30 名古屋市守山区吉根一丁目２２０５番地 木下工業株式会社 052-736-2348

31 名古屋市守山区桔梗平一丁目２２０４番地 小幡設備 052-736-9310

32 名古屋市守山区四軒家二丁目６０９番地 積和建設中部株式会社 052-772-2411

33 名古屋市守山区小幡太田１５番２０号 ＧＲＯＷＴＨ株式会社 052-797-9188

34 名古屋市守山区新守西２００３番地 有限会社　富田設備 052-791-4676

35 名古屋市守山区青葉台５０３番地 株式会社　アズーロエイト 052-739-5824

36 名古屋市守山区大字下志段味字穴ヶ洞2271番地の256 株式会社　SEZBY 052-736-9636

37 名古屋市守山区大字中志段味字吉田洞２８８１番地 寺沢工業 052-736-5306

38 名古屋市守山区大森五丁目１１１４番地 矢田川建設株式会社 052-798-1180

39 名古屋市守山区藪田町１１０８番地 株式会社　創建 052-798-5245

40 あま市甚目寺桑丸４５番地２ 有限会社　ウサミ維持管理センター 052-442-0462

41 みよし市打越町上屋敷４０番地３６ 株式会社増岡水道設備 0561-34-3143

42 愛西市戸倉町中屋敷３９番地の２ 株式会社　タツダ 0567-28-3332

43 愛西市須依町須賀割2080-3 有限会社今野設備商会 0567-23-1999

44 愛西市日置町上川田１０２番地 佐藤配管株式会社 0567-24-4825

45 一宮市高田字前田56 株式会社　愛水設備 0586-82-5071

46 一宮市泉１丁目２番７号 後藤設備 0586-72-8561

47 一宮市木曽川町外割田字孫兵衛池103番地 有限会社ハッピー住設サービス 0586-87-5450

48 稲沢市今村町１５９番地 村手設備 0587-36-1041

49 海部郡蟹江町学戸四丁目６番地 有限会社　岡田工業 0567-95-8683

50 海部郡蟹江町大字須成字市場１３３１番地 株式会社　石原水道 0567-95-0516

51 海部郡大治町大字砂子字山ノ前７６３番地の１ アスカ設備株式会社　 052-444-3383

52 岩倉市大市場町郷廻２３４番地 株式会社　丹羽工務店 0587-66-0550

53 犬山市羽黒栄四丁目３番地１ 株式会社　イトウ 0568-65-7208
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54 犬山市字巾廻り３０番地の２ 株式会社　水野設備 0568-67-2534

55 犬山市字山神６８番地１ 共立水道株式会社 0568-67-0844

56 犬山市上坂町４丁目１８番地 丹羽設備 0568-61-7775

57 犬山市大字前原字北中根３番地２ 株式会社　城東設備 0568-65-1227

58 犬山市長者町七丁目５番地１ 熊﨑設備株式会社 0568-67-5571

59 江南市島宮町城２３番地 有限会社　小田設備 0587-54-6109

60 小牧市久保一色南二丁目１９９番地 有限会社　尾北住設 0568-73-7070

61 小牧市常普請２丁目３２０番地 有限会社　東春管工設備 0568-72-1402

62 小牧市大字横内２５２番地 株式会社ビッグマン 0568-73-0711

63 小牧市大字大草２７２２番地の１ 株式会社　中部燃料 0568-79-8211

64 小牧市大字池之内２７９０番地の２ 株式会社　伊藤次郎商店 0568-79-8210

65 小牧市大字池之内６９６番地１ 市原産業株式会社　尾張支店 0568-78-2737

66 小牧市大字東田中字南新田１６００番１ 株式会社　ヤママ住設 0568-77-6985

67 小牧市大字北外山2163番地７ 有限会社　大山産業 0568-76-7976

68 小牧市大字本庄2614-14 株式会社鍛治庫商店 0568-79-2978

69 小牧市大字野口１３３３番地 株式会社　井戸田水道店 0568-79-2775

70 瀬戸市共栄通三丁目５３番地１ 株式会社　タナカポンプ 0561-84-3733

71 瀬戸市城ケ根町１８番地の３ 有限会社　ライフ・オオナカ 0561-84-3859

72 瀬戸市川西町２丁目１０２ 株式会社　一設備 0561-84-1521

73 瀬戸市東古瀬戸町２９番地 株式会社　東海テック 0561-85-1361

74 瀬戸市東赤重町二丁目７０番地 中部オーケーホーム株式会社 0561-82-6951

75 瀬戸市品野町4丁目200番地 有限会社　東陽設備工業 0561-41-0927

76 瀬戸市弁天町８３番地 瀬戸ガス水道株式会社 0561-84-8600

77 丹羽郡扶桑町高雄柳前150-2 株式会社　マサキ設備 0587-75-1411

78 長久手市岩作大根103 株式会社プロスパ 0561-62-1130

79 津島市元寺町２丁目４０番地 善勝有限会社 0567-22-5200

80 津島市元寺町３丁目２１番地２ 株式会社　菅原設備 0567-24-1743

81 津島市神守町下町１３１番１ 株式会社　光設備 0567-31-7662

82 津島市唐臼町西島３３番地 株式会社　山新設備 0567-31-0427

83 尾張旭市井田町４丁目83番地 株式会社　クアトロ 0561-76-7676

84 尾張旭市桜ヶ丘町三丁目１５番地 有限会社　ステップ 0561-55-4533

85 尾張旭市新居町下切戸１２４６番地９ 株式会社　神田 0561-53-1685

86 尾張旭市緑町緑ヶ丘122番地79 株式会社木葉グループ 0561-58-0941

87 豊田市西岡町保ケ山46-3 株式会社　三重水道センター 0565-47-8007

88 豊田市大林町12丁目12番地10 豊田管工株式会社 0565-28-5148

89 北名古屋市鹿田清井古28 三幸工業有限会社 0568-24-0680

90 北名古屋市西之保青野２４番地 有限会社大永設備 0568-22-8219

91 北名古屋市石橋角畑157-1 安くて安心　ライト産業　尾張１番店 0120-085-646

92 北名古屋市片場六所36番3 山本設備 0568-22-4673

93 北名古屋市六ツ師松葉１１５番地 有限会社　佐藤設備 0568-22-5726

丹羽郡

瀬戸市

小牧市

江南市

犬山市

北名古屋市

豊田市

尾張旭市

津島市

長久手市



1 宅地内の排水設備の計画は、『市長の確認』が必要です。

2

3
(ア)工事が完了しましたら、市職員が基準を満たしているか検査をします。
　　検査に合格しますと、検査済証を貼って完了です。
(イ)飲食店などには必要に応じてグリーストラップ等排水設備が必要です。

4
　　　

5

（屋外排水設備の例）
　凡例

雨 汚 Ｕ

水 水 字 ト
本 本 溝 イ  洗面所 浴室
管 管 又 レ

は

Ｌ 台
字      所 ※
溝

6 ディスポーザーの利用について

　

雨水ます
雨水貯留槽（浄化槽転用）

工事が基準を満たしているかどうか『市が検査』します。

指定工事店は、現在157社あります。

不用となった浄化槽は？
　公共下水道に接続されますと浄化槽が不用になります。この浄化槽は、撤去または埋め戻し
をしていただいております。また、浄化槽を再利用して雨水貯留施設へと利用していただくこ
ともできます(補助金制度あり)。

汚水ます(ﾄﾗｯﾌﾟ付ｲﾝﾊﾞｰﾄﾏｽ)
汚水ます(ｲﾝﾊﾞｰﾄﾏｽ)
汚水接続ます

公 共 下 水 道 供 用 開 始 区 域 内 の ト イ レ は
水 洗 式 で 公 共 下 水 道 へ 接 続 し ま し ょ う 。

　公共下水道が供用開始されますと、くみ取便所は３年以内に、浄化槽便所は１年以内に切替
えをお願いしています。また、排水設備の工事をされる場合は定められた手続きが必要です。
次のことに十分注意していただくようお願いします。

　家の新築、改築などされる場合には、あらかじめ建築確認を受ける必要がありますが、これ
とは別に排水設備に関しても事前に計画の内容が規定に適合しているか、市長の確認を受ける
必要があることが定められています。
　排水設備の工事をされる場合は、排水設備指定工事店を通じて、上下水道業務課へ排水設備
工事計画確認申請書を提出して下さい。

  計画が確認されると、工事に着手することになりますが、春日井市の下水道は汚水と雨水を
別々に流す分流式ですので、正しい技術を持った工事店でないと誤って配管することがありま
す。また、今後長い間あなたが使用される設備ですので、構造を適切なものとするためにも工
事は必ず排水設備指定工事店で施工してください。

工事の施工は『排水設備指定工事店』で。

電話（０５６８）８５－６４１８

　ディスポーザー排水処理システムの利用については、上下水道業務課排水設備担当にお問い合
わせ下さい。

インバートマスを標準とし、
器具トラップの無い排水はト
ラップ付きインバートマスへ
接続します。

　食べ物の残りものをディスポーザー(食品くず粉砕機)で細かくして流すと、汚水管の詰まりの
原因や終末処理場の水処理機能の低下につながります。

排水管（汚水）
雨水管
敷地境界線

【問い合わせ先】　

春日井市上下水道部　上下水道業務課　排水設備担当


