
清須市公共下水道告示状況清須市公共下水道告示状況清須市公共下水道告示状況清須市公共下水道告示状況    

【令和４年７月１日現在】 

下水道供用区域地番一覧（汚水） 

清洲天王北 １０３８番３、１０３８番４、１０４２番 

清洲田中町 １番から１５７番まで、１５９番から１７２番まで 

清洲弁天 １番から１１１番まで 

西田中城下 １番から７８番まで、８４番から１７４番まで、１７６番か

ら２０３番まで、２０６番から２１６番まで 

朝日城屋敷 １番１から５６番３まで、５９番、６０番４から６０番１１

まで、６１番１、６２番から９０番まで 

一場神明前 ５４８番３、５４８番７から５４８番９まで、５４８番１２

から５４９番２まで、５５０番１、５７６番、５７７番 

一場御園 ７３９番１、７３９番４、７４０番１、７４１番１、７４１

番４、７４１番６、７４２番２、７４２番５、７６６番１、

７６６番３から７６７番３まで、７６８番２、７６８番４、

７６９番１、７６９番６、７６９番７、７６９番１２、７６９ 

番１４、７７０番５、７７０番６、８７９番から８８７番

まで、８９２番１、８９３番から８９９番まで、９０５番２、

９０６番２ 

廻間一丁目 １番１１から１番１９まで、１番２１、１番２４、２番５ 

から２番７まで、３番１、３番７から３番１０まで、１２番１、

１３番１０から１３番１２まで、１３番１５、１３番１７、

１３番２１から１４番４まで、１５番１から１６番３まで、

１６番６から２２番１４まで、２２番２８から２２番３３

まで、２３番１から２３番１２まで、２４番５から２４番９

まで、２５番７から２５番１１まで、２５番２０、２５番２１、

２６番１６から２６番２５まで、２６番２７、２６番３２ 

廻間二丁目 全部 

上条織部 ７６１番、７６２番、７６４番から７７２番１まで、７７２

番５から７７４番１まで、７７６番から７８３番まで、 

７８８番から７９５番まで、８００番１から８０２番１ま

で、８０２番７、８０２番８、８０７番１、８０７番４ 



上条一丁目 ２番１から５番１６まで、６番２から６番７まで、７番１０

から７番１２まで、１０番７、１０番９から１０番１１まで 

上条二丁目 全部 

新清洲一丁目 ２番１から１０番７まで 

新清洲二丁目 ２番１から９番２４まで、１０番２から１０番１１まで、 

１１番２、１１番３ 

新清洲三丁目 ２番１から７番１９まで、８番２から９番４まで 

新清洲四丁目 全部 

新清洲五丁目 全部 

新清洲六丁目 全部 

一場弓町 １１５番から１１８番２まで、１２０番、１５２番、１５３

番、１５５番から１５６番２まで、１６８番１、１７３番１、

１７６番、１７７番 

清洲一丁目 １７番１、１７番７から１７番１１まで、１８番７から１８

番１２まで、１９番２、２０番２１から２０番２３まで 

西市場四丁目 １番１から１番２０まで、１０番１から１５番２７まで、 

１６番２、１６番１１から１６番１９まで 

西市場五丁目 全部 

西市場六丁目 全部 

花水木一丁目 １番１０から１番１４まで、１番１７から２番９まで、２番

１２、２番１３、２番１６から２番１９まで、６番１、８番

６、９番２、９番３、９番６から９番９まで、１６番１、 

１６番１６から１６番２０まで、１７番２ 

花水木二丁目 １番５から１番１０まで、１番２２から３番１まで、 

４番１０から４番１６まで 

大嶋一丁目 １番６、１番９から１番１１まで、１番１８から１番２９

まで、３番５、３番６、４番４、４番５ 

大嶋二丁目 ３番４から３番６まで 

名古屋都市計画事業

新清洲駅北土地区画

整理事業地内 

１街区３画地から６画地まで、１街区８画地から１街区１１

画地まで、１２街区３画地から１２街区５６画地まで、１３

街区１画地から１３街区９画地まで、区８－１号線から１号

緑地まで 



土器野本山 １６５番３から１６５番８まで、１６５番１０、１７０番８、

１７１番１から１８７番５まで 

土器野北中野 １９３番１、１９４番から１９５番３まで、１９６番から 

１９６番７まで、１９７番１、１９７番２、１９８番１から

３５６番６まで 

土器野南中野 全部 

土器野内宮野 ５７２番１から５８９番２まで、５９０番２から６５０番２

まで 

土器野宮東 全部 

土器野天水 全部 

上河原一本杉 全部 

上河原蔦の葉 全部 

中河原一字 全部 

中河原二字 全部 

中河原三字 １５６番から２０９番７まで、２１４番１、２１４番２ 

下河原郷屋敷 ９２２番１から９２２番４まで、９２２番８から９２４番３

まで、９３１番１から９３１番５まで、９３２番２、９３３

番２ 

下河原宮腰 ９３５番２、９５７番１から９６０番まで 

須ケ口駕籠野 ７５０番１から７９３番１まで 

須ケ口上案土野 ９８９番２から１０１３番２まで、１１０２番１ 

須ケ口助七前 全部 

須ケ口中案土野 １２２３番１から１２４８番１まで、１２４９番２から 

１２８２番２まで 

須ケ口下案土野 １３２５番２から１３３６番４まで、１３３７番２から 

１３５４番１まで、１３５７番３ 

須ケ口川田 ２０２２番２、２０５０番２、２０５０番４ 

寺野元町 ２３７番１から２３８番まで、２５３番５、２５３番８、 

２５４番、２６０番、２６５番、２６６番、３００番 

寺野郷前 ６番３、８番１から１６番３まで、２７番１から７１番まで、

８２番１から１０１番まで、１０６番から１１４番まで 

寺野池端 ４番から１３番３まで、２０番から２２番まで、２８番１か



ら２８番３まで、４６番から６２番まで、６５番から７３番

まで、８２番から８９番まで 

寺野東寺小路 全部 

寺野御申塚 全部 

助七神谷 ６番、７番、１１番１から２８番まで、４０番１、４１番１ 

東須ケ口 １番から４１番まで、９５番、９６番、１０３番から 

２００番まで、２０８番から２２４番まで 

鍋片二丁目 １７５番１、１７５番２、２０７番から２０８番まで、 

２２４番から２２６番２まで、２２８番、２２９番１、 

２８４番 

鍋片三丁目 １１番から９９番まで、１０５番２から１３１番まで、 

１３３番から１４７番まで 

助七一丁目 全部 

助七二丁目 全部 

西枇杷島町城並一丁

目 

９番６、９番１０から９番１２まで、９番１７、１１番２、

１１番３、１１番８、１１番１０から１１番１４まで、１１

番１６、１２番１１ 

西枇杷島町古城一丁

目 

１４番５、１４番６、１４番９、１５番６から１５番９まで、

１９番７、２０番７から２０番１４まで、２０番１６から 

２０番２０まで、２１番１５、２１番２０ 

西枇杷島町北大和 ２番から２５番まで、２８番２、３０番から３２番まで、 

３７番から２３３番まで 

西枇杷島町南大和 全部 

西枇杷島町押花 全部 

西枇杷島町泉 全部 

西枇杷島町砂入 全部 

西枇杷島町住吉 １番、１番１、６番から５３番まで 

西枇杷島町日の出 全部 

西枇杷島町日之出一

丁目 

１番から６番まで、８番 

西枇杷島町二見 全部 

西枇杷島町恵比須 全部 



西枇杷島町大黒 全部 

西枇杷島町末広 全部 

西枇杷島町花咲 全部 

西枇杷島町弁天 １番６から５８番まで 

西枇杷島町下砂入 ３番１、３番５、３番７から３番１０まで、３番１４、４番

１、４番５、４番７から４番９まで、５番２、８番１、９番

から１５番１まで、１５番３、１７番２、１７番７、１７番

９から１７番１３まで、２７番２から７６番１まで、７６番

３から７６番７まで、７７番３から７８番１まで、７８番３、

７９番１、７９番４、８０番４、８１番３、８１番５、８８

番３から９３番４まで、９５番２から１０５番まで 

西枇杷島町下小田井

西砂入 

１１番２から４５番２まで 

西枇杷島町川口 ２番２、３番４、３番１０、３番１１ 

西枇杷島町東笹子原 ３２番１、３２番２ 

西枇杷島町西笹子原 １番１から１番４まで 

西枇杷島町南松原 １１番から２１番２まで、２２番１から３８番１まで 

西枇杷島町辰新田 ２番３から６番まで、８番１、８番３から７７番まで 

西枇杷島町大野 １９番１から３９番１まで、４１番１、４１番９から４１番

２３まで 

西枇杷島町北二ツ杁 １番から４１番まで、４２番２から４４番まで、４６番から

２４２番まで 

西枇杷島町南二ツ杁 １番から４３番２まで 

西枇杷島町旭一丁目 全部 

西枇杷島町旭二丁目 全部 

西枇杷島町旭三丁目 １番４、１番８、１番９、７番から１９番まで 

西枇杷島町芳野一丁

目 

１番から６８番まで、７５番から７８番２まで、８１番、 

８２番 

西枇杷島町芳野二丁

目 

１番から１０番２まで、１１番１、１１番４、１１番５、 

１１番７から７０番まで 

西枇杷島町芳野三丁

目 

１番１から２２番４まで、２３番２、２９番１から３１番ま

で、３４番２、３５番、３６番２、４３番２、４４番２、 



４４番４から４７番まで、４９番から１１７番まで 

西枇杷島町亥新田 ９４番７、９４番８ 

西枇杷島町芝野新田 １番２から３０番３まで、１１５番２、１１６番２ 

西枇杷島町芝場 １番２、１番１０から１番１２まで 

西枇杷島町七畝割 １０８番４、１０８番９、１０８番１２から１０８番１９ま

で、１０８番２３から１０８番２５まで、２４６番４ 

西枇杷島町宮前一丁

目 

全部 

西枇杷島町宮前二丁

目 

２２番から１５１番２まで 

西枇杷島町一反五畝

割 

４９４番３から４９５番１０まで、４９６番４、４９６番５、

４９７番３、５００番６、５０３番８、５０４番３、５０７

番３から５２１番３まで、５２６番３ 

 

西枇杷島町一反二畝

割 

１０３５番３から１０４０番５まで、１０５３番３から 

１０６５番３まで、１０６７番４、１０６８番４から 

１０７７番３まで 

西枇杷島町西八丁 全部 

西枇杷島町稲株 全部 

西枇杷島町地領 ９３０番１から９３８番２まで、９４０番、９４１番１、 

９４１番５、９４３番１、９４４番１、９４７番１、９６７

番１ 

西枇杷島町下小田井

上砂入 

１２番２から２４番２まで、６１番２から７１番２まで 

西枇杷島町下小田井

六反地 

２２番５、２３番５から２４番２まで、４３番２から６５番

２まで 

西枇杷島町下小田井

押花 

６番２から４４番２まで 

西枇杷島町下小田井

東野田 

２番２から５５番３まで 

西枇杷島町下小田井

千田の木 

９番４から２０番２まで 



西枇杷島町下小田井

北笹子原 

３９番３から５０番２まで 

西枇杷島町下小田井

西野田 

７番９から７０番４まで 

西枇杷島町下小田井

後亥新田 

１番３から４８番まで 

西枇杷島町養和 ２４２番１から２４５番６まで、２４６番５から２４７番５

まで、２４８番３、２４８番４、２４９番３、２５１番１か

ら２６１番６まで、２６６番４から２６６番１８まで、 

２６９番２から２７０番３まで、３２７番４から３２７番６

まで、３２７番１１、３２７番１４から３３８番４まで 

西枇杷島町小場塚 １１６１番１から１１７５番まで 

枇杷島駅前東一丁目 全部 

春日上丑 ２４番２から２６番３まで 

春日長畑 ６８番１、６９番１から７１番１まで、７２番１から７２番

３まで、７５番１、７５番３から７６番４まで、７８番２、

８０番、８０番１、８１番２、８２番２から８５番１まで、

８５番２から８５番４まで、８８番３、８８番４、９１番１、

９２番２から９５番１まで、９６番１から１０６番２まで 

春日堀田 １番１から３４番１まで、３６番１から４５番２まで、 

４６番２から４７番３まで 

春日上川畑 １番１から３５番１まで 

春日高畑 ５２番１から５２番２まで、５５番２から５５番４まで、 

５５番６から５８番まで、６３番、６５番から１０２番３ま

で 

春日上須ケ田 １番から１４番１まで、１９番から２０番４まで、２１番２

から２１番１１まで、２１番１３から２２番６まで、７９番

１、７９番２、８２番から９０番２まで、９４番２、９５番

１、９５番３から１１３番１まで、１２３番１から１３０番

まで 

春日寺廻り １番から３番１まで、９番１から１３番２まで、２１番から

２４番まで、２６番２、６７番１、６７番３から６７番５ま



で 

春日壱屋敷 ６番から１０番２まで、７３番１から７５番１まで 

春日小松生 １番１から６５番１まで 

春日午 ３６番１から３６番３まで、３６番５から３６番１０まで、

４８番１から４９番３まで 

春日野方 １番３から１番５まで、２番１、２３番１から２４番１４ま

で、３２番１から３６番２まで、３６番９、３６番１０、 

３７番３、３８番１、３８番３、３９番から８０番２まで、

８１番３、８２番２、８３番２、８４番１、８５番から９０

番まで、９１番２、９１番３、９２番２、９２番３、９３番

から９６番まで 

春日二番割 １番１、１番３、２番２、３番２、４番１から１３番２まで、

２１番２、７１番１５ 

春日三番割 ６７番２から１０９番４まで 

春日四番割 １番から１５番１まで、１９３番８、１９３番９、１９３番

１１から１９４番３まで 

春日酉 ３番１、４番１から２０番まで、２５番から３４番まで、 

５０番１から５１番１まで、５４番から５９番まで 

春日郷裏 １番２、１番３、３番１、５番から９番１まで、１０番４、

１３番１、１５番１、２２番、２３番１、２５番から１０２

番まで 

春日八幡裏 ３７番１、３８番１から３９番１まで、４０番１から５１番

１まで、５２番１から５３番１まで、５４番１ 

春日八幡南 全部 

春日東須ケ畑 全部 

春日屋敷 全部 

春日西余部 １８番２ 

春日宮重 １番１から１５４番まで 

春日東小塚 全部 

春日上中割 １番１から１番５まで、６５番から６９番１まで、７４番１

から７７番４まで 



春日小塚西 １９番から２２番まで 

春日西牧前 １５番１から１５番４まで 

春日杁前 ４２番１、４２番２、５９番１から６７番まで、７０番１、

７０番２、７７番から１０６番２まで、１０６番４ 

春日夢の森 全部 

春日夢の森一丁目 全部 

春日夢の森二丁目 全部 

春日夢の森三丁目 全部 

清須春日新橋西土地

区画整理事業地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

１街区１番から１街区５番まで、２街区６番、２街区８番、

３街区４番から３街区１６番まで、４街区１番から４街区 

１９番まで、５街区１番から５街区１７番まで、６街区１番

から６街区１６番まで、７街区、８街区１番、９街区１番か

ら９街区８番まで、１０街区１番から１０街区９番まで、 

１１街区１番から１１街区３番まで、１２街区１番から１２

街区１１番まで、１３街区１番から１３街区７番まで、１４

街区１番から１４街区９番まで、１５街区１番から１５街区

１０番まで、１６街区１番から１６街区８番まで、１７街区、

１８街区２番から１８街区３番まで、１９街区１番まで１９

街区１２番まで、２１街区１番から２１街区１３番まで、 

２２街区１番から２２街区１１番まで、２３街区１番、２３

街区２番、２４街区１番から２４街区５番まで 

 


