
令和４年度小規模補修工事当番表

10月 長野市南部東地区 11月 長野市南部東地区
月日 曜日 第１当番会社 第２当番会社 月日 曜日 第１当番会社 第２当番会社

10月1日 (土) (有)大峡建設 池田建設(株) 11月1日 (火) (株)第一緑地 (株)野口開発

10月2日 (日) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業 11月2日 (水) (有)大峡建設 池田建設(株)

10月3日 (月) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店 11月3日 (木) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業

10月4日 (火) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース 11月4日 (金) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店

10月5日 (水) (株)マルオン商会 三共建設(株) 11月5日 (土) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース

10月6日 (木) (株)楽東苑 (株)新光建設工業 11月6日 (日) (株)マルオン商会 三共建設(株)

10月7日 (金) (有)若穂建設 (株)第一緑地 11月7日 (月) (株)楽東苑 (株)新光建設工業

10月8日 (土) 長野特建(株) (有)大峡建設 11月8日 (火) (有)若穂建設 (株)第一緑地

10月9日 (日) (株)野口開発 (有)羽賀建設 11月9日 (水) 長野特建(株) (有)大峡建設

10月10日 (月) 池田建設(株) (有)豊栽園 11月10日 (木) (株)野口開発 (有)羽賀建設

10月11日 (火) (株)神山緑地産業 松代建設工業(株) 11月11日 (金) 池田建設(株) (有)豊栽園

10月12日 (水) (株)川瀬工務店 (株)マルオン商会 11月12日 (土) (株)神山緑地産業 松代建設工業(株)

10月13日 (木) (有)グリーンスペース (株)楽東苑 11月13日 (日) (株)川瀬工務店 (株)マルオン商会

10月14日 (金) 三共建設(株) (有)若穂建設 11月14日 (月) (有)グリーンスペース (株)楽東苑

10月15日 (土) (株)新光建設工業 長野特建(株) 11月15日 (火) 三共建設(株) (有)若穂建設

10月16日 (日) (株)第一緑地 (株)野口開発 11月16日 (水) (株)新光建設工業 長野特建(株)

10月17日 (月) (有)大峡建設 池田建設(株) 11月17日 (木) (株)第一緑地 (株)野口開発

10月18日 (火) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業 11月18日 (金) (有)大峡建設 池田建設(株)

10月19日 (水) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店 11月19日 (土) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業

10月20日 (木) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース 11月20日 (日) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店

10月21日 (金) (株)マルオン商会 三共建設(株) 11月21日 (月) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース

10月22日 (土) (株)楽東苑 (株)新光建設工業 11月22日 (火) (株)マルオン商会 三共建設(株)

10月23日 (日) (有)若穂建設 (株)第一緑地 11月23日 (水) (株)楽東苑 (株)新光建設工業

10月24日 (月) 長野特建(株) (有)大峡建設 11月24日 (木) (有)若穂建設 (株)第一緑地

10月25日 (火) (株)野口開発 (有)羽賀建設 11月25日 (金) 長野特建(株) (有)大峡建設

10月26日 (水) 池田建設(株) (有)豊栽園 11月26日 (土) (株)野口開発 (有)羽賀建設

10月27日 (木) (株)神山緑地産業 松代建設工業(株) 11月27日 (日) 池田建設(株) (有)豊栽園

10月28日 (金) (株)川瀬工務店 (株)マルオン商会 11月28日 (月) (株)神山緑地産業 松代建設工業(株)

10月29日 (土) (有)グリーンスペース (株)楽東苑 11月29日 (火) (株)川瀬工務店 (株)マルオン商会

10月30日 (日) 三共建設(株) (有)若穂建設 11月30日 (水) (有)グリーンスペース (株)楽東苑

10月31日 (月) (株)新光建設工業 長野特建(株)



令和４年度小規模補修工事当番表

12月 長野市南部東地区 1月 長野市南部東地区
月日 曜日 第１当番会社 第２当番会社 月日 曜日 第１当番会社 第２当番会社

12月1日 (木) 三共建設(株) (有)若穂建設 1月1日 (日) (有)グリーンスペース (株)楽東苑

12月2日 (金) (株)新光建設工業 長野特建(株) 1月2日 (月) 三共建設(株) (有)若穂建設

12月3日 (土) (株)第一緑地 (株)野口開発 1月3日 (火) (株)新光建設工業 長野特建(株)

12月4日 (日) (有)大峡建設 池田建設(株) 1月4日 (水) (株)第一緑地 (株)野口開発

12月5日 (月) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業 1月5日 (木) (有)大峡建設 池田建設(株)

12月6日 (火) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店 1月6日 (金) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業

12月7日 (水) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース 1月7日 (土) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店

12月8日 (木) (株)マルオン商会 三共建設(株) 1月8日 (日) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース

12月9日 (金) (株)楽東苑 (株)新光建設工業 1月9日 (月) (株)マルオン商会 三共建設(株)

12月10日 (土) (有)若穂建設 (株)第一緑地 1月10日 (火) (株)楽東苑 (株)新光建設工業

12月11日 (日) 長野特建(株) (有)大峡建設 1月11日 (水) (有)若穂建設 (株)第一緑地

12月12日 (月) (株)野口開発 (有)羽賀建設 1月12日 (木) 長野特建(株) (有)大峡建設

12月13日 (火) 池田建設(株) (有)豊栽園 1月13日 (金) (株)野口開発 (有)羽賀建設

12月14日 (水) (株)神山緑地産業 松代建設工業(株) 1月14日 (土) 池田建設(株) (有)豊栽園

12月15日 (木) (株)川瀬工務店 (株)マルオン商会 1月15日 (日) (株)神山緑地産業 松代建設工業(株)

12月16日 (金) (有)グリーンスペース (株)楽東苑 1月16日 (月) (株)川瀬工務店 (株)マルオン商会

12月17日 (土) 三共建設(株) (有)若穂建設 1月17日 (火) (有)グリーンスペース (株)楽東苑

12月18日 (日) (株)新光建設工業 長野特建(株) 1月18日 (水) 三共建設(株) (有)若穂建設

12月19日 (月) (株)第一緑地 (株)野口開発 1月19日 (木) (株)新光建設工業 長野特建(株)

12月20日 (火) (有)大峡建設 池田建設(株) 1月20日 (金) (株)第一緑地 (株)野口開発

12月21日 (水) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業 1月21日 (土) (有)大峡建設 池田建設(株)

12月22日 (木) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店 1月22日 (日) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業

12月23日 (金) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース 1月23日 (月) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店

12月24日 (土) (株)マルオン商会 三共建設(株) 1月24日 (火) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース

12月25日 (日) (株)楽東苑 (株)新光建設工業 1月25日 (水) (株)マルオン商会 三共建設(株)

12月26日 (月) (有)若穂建設 (株)第一緑地 1月26日 (木) (株)楽東苑 (株)新光建設工業

12月27日 (火) 長野特建(株) (有)大峡建設 1月27日 (金) (有)若穂建設 (株)第一緑地

12月28日 (水) (株)野口開発 (有)羽賀建設 1月28日 (土) 長野特建(株) (有)大峡建設

12月29日 (木) 池田建設(株) (有)豊栽園 1月29日 (日) (株)野口開発 (有)羽賀建設

12月30日 (金) (株)神山緑地産業 松代建設工業(株) 1月30日 (月) 池田建設(株) (有)豊栽園

12月31日 (土) (株)川瀬工務店 (株)マルオン商会 1月31日 (火) (株)神山緑地産業 松代建設工業(株)



令和４年度小規模補修工事当番表

2月 長野市南部東地区 3月 長野市南部東地区
月日 曜日 第１当番会社 第２当番会社 月日 曜日 第１当番会社 第２当番会社

2月1日 (水) (株)川瀬工務店 (株)マルオン商会 3月1日 (水) 長野特建(株) (有)大峡建設

2月2日 (木) (有)グリーンスペース (株)楽東苑 3月2日 (木) (株)野口開発 (有)羽賀建設

2月3日 (金) 三共建設(株) (有)若穂建設 3月3日 (金) 池田建設(株) (有)豊栽園

2月4日 (土) (株)新光建設工業 長野特建(株) 3月4日 (土) (株)神山緑地産業 松代建設工業(株)

2月5日 (日) (株)第一緑地 (株)野口開発 3月5日 (日) (株)川瀬工務店 (株)マルオン商会

2月6日 (月) (有)大峡建設 池田建設(株) 3月6日 (月) (有)グリーンスペース (株)楽東苑

2月7日 (火) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業 3月7日 (火) 三共建設(株) (有)若穂建設

2月8日 (水) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店 3月8日 (水) (株)新光建設工業 長野特建(株)

2月9日 (木) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース 3月9日 (木) (株)第一緑地 (株)野口開発

2月10日 (金) (株)マルオン商会 三共建設(株) 3月10日 (金) (有)大峡建設 池田建設(株)

2月11日 (土) (株)楽東苑 (株)新光建設工業 3月11日 (土) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業

2月12日 (日) (有)若穂建設 (株)第一緑地 3月12日 (日) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店

2月13日 (月) 長野特建(株) (有)大峡建設 3月13日 (月) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース

2月14日 (火) (株)野口開発 (有)羽賀建設 3月14日 (火) (株)マルオン商会 三共建設(株)

2月15日 (水) 池田建設(株) (有)豊栽園 3月15日 (水) (株)楽東苑 (株)新光建設工業

2月16日 (木) (株)神山緑地産業 松代建設工業(株) 3月16日 (木) (有)若穂建設 (株)第一緑地

2月17日 (金) (株)川瀬工務店 (株)マルオン商会 3月17日 (金) 長野特建(株) (有)大峡建設

2月18日 (土) (有)グリーンスペース (株)楽東苑 3月18日 (土) (株)野口開発 (有)羽賀建設

2月19日 (日) 三共建設(株) (有)若穂建設 3月19日 (日) 池田建設(株) (有)豊栽園

2月20日 (月) (株)新光建設工業 長野特建(株) 3月20日 (月) (株)神山緑地産業 松代建設工業(株)

2月21日 (火) (株)第一緑地 (株)野口開発 3月21日 (火) (株)川瀬工務店 (株)マルオン商会

2月22日 (水) (有)大峡建設 池田建設(株) 3月22日 (水) (有)グリーンスペース (株)楽東苑

2月23日 (木) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業 3月23日 (木) 三共建設(株) (有)若穂建設

2月24日 (金) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店 3月24日 (金) (株)新光建設工業 長野特建(株)

2月25日 (土) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース 3月25日 (土) (株)第一緑地 (株)野口開発

2月26日 (日) (株)マルオン商会 三共建設(株) 3月26日 (日) (有)大峡建設 池田建設(株)

2月27日 (月) (株)楽東苑 (株)新光建設工業 3月27日 (月) (有)羽賀建設 (株)神山緑地産業

2月28日 (火) (有)若穂建設 (株)第一緑地 3月28日 (火) (有)豊栽園 (株)川瀬工務店

3月29日 (水) 松代建設工業(株) (有)グリーンスペース

3月30日 (木) (株)マルオン商会 三共建設(株)

3月31日 (金) (株)楽東苑 (株)新光建設工業


