
小規模補修工事当番表 令和４年 　10月
北信建設事務所　飯山事務所

第　１ 第　２ 第　１ 第　２ 第　１ 第　２

10月1日 土 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （有）新栄テック （株）サンタキザワ 協立電機（株）

10月2日 日 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 小松建設（有） 飯山土建（株） （有）新栄テック

10月3日 月 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 伊東建設（株） （有）篠田組 高津電気工事（株）

10月4日 火 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （有）山崎組 （株）野沢総合 小林電気（株）

10月5日 水 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （有）平野開発 （有）吉越商事 （有）越後屋電器商会

10月6日 木 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （株）サンタキザワ （有）湯本建設 斎藤電気工事（株）

10月7日 金 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション 飯山土建（株） （有）新栄テック 協立電機（株）

10月8日 土 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （有）篠田組 小松建設（有） （有）新栄テック

10月9日 日 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （株）野沢総合 伊東建設（株） 高津電気工事（株）

10月10日 月 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （有）吉越商事 （有）山崎組 小林電気（株）

10月11日 火 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （有）湯本建設 （有）平野開発 （有）越後屋電器商会

10月12日 水 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （有）新栄テック （株）サンタキザワ 斎藤電気工事（株）

10月13日 木 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 小松建設（有） 飯山土建（株） 協立電機（株）

10月14日 金 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 伊東建設（株） （有）篠田組 （有）新栄テック

10月15日 土 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （有）山崎組 （株）野沢総合 高津電気工事（株）

10月16日 日 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （有）平野開発 （有）吉越商事 小林電気（株）

10月17日 月 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （株）サンタキザワ （有）湯本建設 （有）越後屋電器商会

10月18日 火 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） 飯山土建（株） （有）新栄テック 斎藤電気工事（株）

10月19日 水 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （有）篠田組 小松建設（有） 協立電機（株）

10月20日 木 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （株）野沢総合 伊東建設（株） （有）新栄テック

10月21日 金 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （有）吉越商事 （有）山崎組 高津電気工事（株）

10月22日 土 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （有）湯本建設 （有）平野開発 小林電気（株）

10月23日 日 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （有）新栄テック （株）サンタキザワ （有）越後屋電器商会

10月24日 月 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 小松建設（有） 飯山土建（株） 斎藤電気工事（株）

10月25日 火 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） 伊東建設（株） （有）篠田組 協立電機（株）

10月26日 水 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （有）山崎組 （株）野沢総合 （有）新栄テック

10月27日 木 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （有）平野開発 （有）吉越商事 高津電気工事（株）

10月28日 金 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （株）サンタキザワ （有）湯本建設 小林電気（株）

10月29日 土 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 飯山土建（株） （有）新栄テック （有）越後屋電器商会

10月30日 日 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （有）篠田組 小松建設（有） 斎藤電気工事（株）

10月31日 月 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （株）野沢総合 伊東建設（株） 協立電機（株）

注） １　「土木関係工事」の依頼は河川・砂防工事です。当番表は、県において無作為に作成したものです。

２　災害が発生した月日において当番会社数が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて工事を依頼します。

月　日 曜日

土木関係工事（Ａ区域）
飯山市南部　千曲川左岸

土木関係工事（B区域）
飯山市北部　千曲川左岸

土木関係工事（C区域）
飯山市東部　千曲川右岸、木島平村、野沢温泉村

電気機械関係工事
(A・B・C・D区域)
飯山市、木島平村、
野沢温泉村、栄村



小規模補修工事当番表 令和４年 　11月
北信建設事務所　飯山事務所

第　１ 第　２ 第　１ 第　２ 第　１ 第　２

11月1日 火 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （有）吉越商事 （有）山崎組 （有）新栄テック

11月2日 水 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （有）湯本建設 （有）平野開発 高津電気工事（株）

11月3日 木 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （有）新栄テック （株）サンタキザワ 小林電気（株）

11月4日 金 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） 小松建設（有） 飯山土建（株） （有）越後屋電器商会

11月5日 土 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） 伊東建設（株） （有）篠田組 斎藤電気工事（株）

11月6日 日 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （有）山崎組 （株）野沢総合 協立電機（株）

11月7日 月 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （有）平野開発 （有）吉越商事 （有）新栄テック

11月8日 火 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （株）サンタキザワ （有）湯本建設 高津電気工事（株）

11月9日 水 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） 飯山土建（株） （有）新栄テック 小林電気（株）

11月10日 木 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （有）篠田組 小松建設（有） （有）越後屋電器商会

11月11日 金 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （株）野沢総合 伊東建設（株） 斎藤電気工事（株）

11月12日 土 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （有）吉越商事 （有）山崎組 協立電機（株）

11月13日 日 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （有）湯本建設 （有）平野開発 （有）新栄テック

11月14日 月 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （有）新栄テック （株）サンタキザワ 高津電気工事（株）

11月15日 火 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） 小松建設（有） 飯山土建（株） 小林電気（株）

11月16日 水 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション 伊東建設（株） （有）篠田組 （有）越後屋電器商会

11月17日 木 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （有）山崎組 （株）野沢総合 斎藤電気工事（株）

11月18日 金 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （有）平野開発 （有）吉越商事 協立電機（株）

11月19日 土 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （株）サンタキザワ （有）湯本建設 （有）新栄テック

11月20日 日 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 飯山土建（株） （有）新栄テック 高津電気工事（株）

11月21日 月 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （有）篠田組 小松建設（有） 小林電気（株）

11月22日 火 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （株）野沢総合 伊東建設（株） （有）越後屋電器商会

11月23日 水 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （有）吉越商事 （有）山崎組 斎藤電気工事（株）

11月24日 木 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （有）湯本建設 （有）平野開発 協立電機（株）

11月25日 金 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （有）山崎組 （株）サンタキザワ （有）新栄テック

11月26日 土 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション 小松建設（有） 飯山土建（株） 高津電気工事（株）

11月27日 日 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） 伊東建設（株） （有）篠田組 小林電気（株）

11月28日 月 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （有）新栄テック （株）野沢総合 （有）越後屋電器商会

11月29日 火 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （有）平野開発 （有）吉越商事 斎藤電気工事（株）

11月30日 水 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （株）サンタキザワ （有）湯本建設 協立電機（株）

注） １　「土木関係工事」の依頼は河川・砂防工事です。当番表は、県において無作為に作成したものです。

２　災害が発生した月日において当番会社数が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて工事を依頼します。

月　日 曜日

土木関係工事（Ａ区域）
飯山市南部　千曲川左岸

土木関係工事（B区域）
飯山市北部　千曲川左岸

土木関係工事（C区域）
飯山市東部　千曲川右岸、木島平村、野沢温泉村

電気機械関係工事
(A・B・C・D区域)
飯山市、木島平村、
野沢温泉村、栄村



小規模補修工事当番表 令和４年 　12月
北信建設事務所　飯山事務所

第　１ 第　２ 第　１ 第　２ 第　１ 第　２

12月1日 木 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 飯山土建（株） （有）新栄テック （有）新栄テック

12月2日 金 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （有）篠田組 小松建設（有） 高津電気工事（株）

12月3日 土 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （株）野沢総合 伊東建設（株） 小林電気（株）

12月4日 日 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （有）吉越商事 （有）山崎組 （有）越後屋電器商会

12月5日 月 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （有）湯本建設 （有）平野開発 斎藤電気工事（株）

12月6日 火 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （有）新栄テック （株）サンタキザワ 協立電機（株）

12月7日 水 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） 小松建設（有） 飯山土建（株） （有）新栄テック

12月8日 木 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 伊東建設（株） （有）篠田組 高津電気工事（株）

12月9日 金 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （有）山崎組 （株）野沢総合 小林電気（株）

12月10日 土 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （有）平野開発 （有）吉越商事 （有）越後屋電器商会

12月11日 日 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （株）サンタキザワ （有）湯本建設 斎藤電気工事（株）

12月12日 月 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 飯山土建（株） （有）新栄テック 協立電機（株）

12月13日 火 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （有）篠田組 小松建設（有） （有）新栄テック

12月14日 水 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （株）野沢総合 伊東建設（株） 高津電気工事（株）

12月15日 木 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （有）吉越商事 （有）山崎組 小林電気（株）

12月16日 金 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （有）湯本建設 （有）平野開発 （有）越後屋電器商会

12月17日 土 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （有）新栄テック （株）サンタキザワ 斎藤電気工事（株）

12月18日 日 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 小松建設（有） 飯山土建（株） 協立電機（株）

12月19日 月 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） 伊東建設（株） （有）篠田組 （有）新栄テック

12月20日 火 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （有）山崎組 （株）野沢総合 高津電気工事（株）

12月21日 水 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （有）平野開発 （有）吉越商事 小林電気（株）

12月22日 木 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （株）サンタキザワ （有）湯本建設 （有）越後屋電器商会

12月23日 金 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 飯山土建（株） （有）新栄テック 斎藤電気工事（株）

12月24日 土 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （有）篠田組 小松建設（有） 協立電機（株）

12月25日 日 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （株）野沢総合 伊東建設（株） （有）新栄テック

12月26日 月 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （有）吉越商事 （有）山崎組 高津電気工事（株）

12月27日 火 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （有）湯本建設 （有）平野開発 小林電気（株）

12月28日 水 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （有）新栄テック （株）サンタキザワ （有）越後屋電器商会

12月29日 木 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） 小松建設（有） 飯山土建（株） 斎藤電気工事（株）

12月30日 金 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 伊東建設（株） （有）篠田組 協立電機（株）

12月31日 土 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （有）山崎組 （株）野沢総合 （有）新栄テック

注） １　「土木関係工事」の依頼は河川・砂防工事です。当番表は、県において無作為に作成したものです。

２　災害が発生した月日において当番会社数が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて工事を依頼します。

月　日 曜日

土木関係工事（Ａ区域）
飯山市南部　千曲川左岸

土木関係工事（B区域）
飯山市北部　千曲川左岸

土木関係工事（C区域）
飯山市東部　千曲川右岸、木島平村、野沢温泉村

電気機械関係工事
(A・B・C・D区域)
飯山市、木島平村、
野沢温泉村、栄村



小規模補修工事当番表 令和５年 　１月
北信建設事務所　飯山事務所

第　１ 第　２ 第　１ 第　２ 第　１ 第　２

1月1日 日 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （有）平野開発 （有）吉越商事 高津電気工事（株）

1月2日 月 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （株）サンタキザワ （有）湯本建設 小林電気（株）

1月3日 火 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） 飯山土建（株） （有）新栄テック （有）越後屋電器商会

1月4日 水 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （有）篠田組 小松建設（有） 斎藤電気工事（株）

1月5日 木 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （株）野沢総合 伊東建設（株） 協立電機（株）

1月6日 金 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （有）吉越商事 （有）山崎組 （有）新栄テック

1月7日 土 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （有）湯本建設 （有）平野開発 高津電気工事（株）

1月8日 日 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （有）新栄テック （株）サンタキザワ 小林電気（株）

1月9日 月 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 小松建設（有） 飯山土建（株） （有）越後屋電器商会

1月10日 火 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 伊東建設（株） （有）篠田組 斎藤電気工事（株）

1月11日 水 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （有）山崎組 （株）野沢総合 協立電機（株）

1月12日 木 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （有）平野開発 （有）吉越商事 （有）新栄テック

1月13日 金 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （株）サンタキザワ （有）湯本建設 高津電気工事（株）

1月14日 土 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） 飯山土建（株） （有）新栄テック 小林電気（株）

1月15日 日 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （有）篠田組 小松建設（有） （有）越後屋電器商会

1月16日 月 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （株）野沢総合 伊東建設（株） 斎藤電気工事（株）

1月17日 火 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （有）吉越商事 （有）山崎組 協立電機（株）

1月18日 水 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （有）湯本建設 （有）平野開発 （有）新栄テック

1月19日 木 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （有）新栄テック （株）サンタキザワ 高津電気工事（株）

1月20日 金 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 小松建設（有） 飯山土建（株） 小林電気（株）

1月21日 土 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 伊東建設（株） （有）篠田組 （有）越後屋電器商会

1月22日 日 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （有）山崎組 （株）野沢総合 斎藤電気工事（株）

1月23日 月 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （有）平野開発 （有）吉越商事 協立電機（株）

1月24日 火 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （株）サンタキザワ （有）湯本建設 （有）新栄テック

1月25日 水 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション 飯山土建（株） （有）新栄テック 高津電気工事（株）

1月26日 木 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （有）篠田組 小松建設（有） 小林電気（株）

1月27日 金 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （株）野沢総合 伊東建設（株） （有）越後屋電器商会

1月28日 土 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （有）吉越商事 （有）山崎組 斎藤電気工事（株）

1月29日 日 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （有）湯本建設 （有）平野開発 協立電機（株）

1月30日 月 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （有）山崎組 （株）サンタキザワ （有）新栄テック

1月31日 火 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 小松建設（有） 飯山土建（株） 高津電気工事（株）

注） １　「土木関係工事」の依頼は河川・砂防工事です。当番表は、県において無作為に作成したものです。

２　災害が発生した月日において当番会社数が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて工事を依頼します。

月　日 曜日

土木関係工事（Ａ区域）
飯山市南部　千曲川左岸

土木関係工事（B区域）
飯山市北部　千曲川左岸

土木関係工事（C区域）
飯山市東部　千曲川右岸、木島平村、野沢温泉村

電気機械関係工事
(A・B・C・D区域)
飯山市、木島平村、
野沢温泉村、栄村



小規模補修工事当番表 令和５年 　２月
北信建設事務所　飯山事務所

第　１ 第　２ 第　１ 第　２ 第　１ 第　２

2月1日 水 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 伊東建設（株） （有）篠田組 小林電気（株）

2月2日 木 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （有）新栄テック （株）野沢総合 （有）越後屋電器商会

2月3日 金 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （有）平野開発 （有）吉越商事 斎藤電気工事（株）

2月4日 土 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （株）サンタキザワ （有）湯本建設 協立電機（株）

2月5日 日 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） 飯山土建（株） （有）新栄テック （有）新栄テック

2月6日 月 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （有）篠田組 小松建設（有） 高津電気工事（株）

2月7日 火 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （株）野沢総合 伊東建設（株） 小林電気（株）

2月8日 水 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （有）吉越商事 （有）山崎組 （有）越後屋電器商会

2月9日 木 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （有）湯本建設 （有）平野開発 斎藤電気工事（株）

2月10日 金 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （有）新栄テック （株）サンタキザワ 協立電機（株）

2月11日 土 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 小松建設（有） 飯山土建（株） （有）新栄テック

2月12日 日 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） 伊東建設（株） （有）篠田組 高津電気工事（株）

2月13日 月 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （有）山崎組 （株）野沢総合 小林電気（株）

2月14日 火 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （有）平野開発 （有）吉越商事 （有）越後屋電器商会

2月15日 水 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （株）サンタキザワ （有）湯本建設 斎藤電気工事（株）

2月16日 木 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 飯山土建（株） （有）新栄テック 協立電機（株）

2月17日 金 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （有）篠田組 小松建設（有） （有）新栄テック

2月18日 土 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （株）野沢総合 伊東建設（株） 高津電気工事（株）

2月19日 日 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （有）吉越商事 （有）山崎組 小林電気（株）

2月20日 月 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （有）湯本建設 （有）平野開発 （有）越後屋電器商会

2月21日 火 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （有）新栄テック （株）サンタキザワ 斎藤電気工事（株）

2月22日 水 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） 小松建設（有） 飯山土建（株） 協立電機（株）

2月23日 木 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） 伊東建設（株） （有）篠田組 （有）新栄テック

2月24日 金 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （有）山崎組 （株）野沢総合 高津電気工事（株）

2月25日 土 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （有）平野開発 （有）吉越商事 小林電気（株）

2月26日 日 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （株）サンタキザワ （有）湯本建設 （有）越後屋電器商会

2月27日 月 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） 飯山土建（株） （有）新栄テック 斎藤電気工事（株）

2月28日 火 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （有）篠田組 小松建設（有） 協立電機（株）

注） １　「土木関係工事」の依頼は河川・砂防工事です。当番表は、県において無作為に作成したものです。

２　災害が発生した月日において当番会社数が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて工事を依頼します。

月　日 曜日

土木関係工事（Ａ区域）
飯山市南部　千曲川左岸

土木関係工事（B区域）
飯山市北部　千曲川左岸

土木関係工事（C区域）
飯山市東部　千曲川右岸、木島平村、野沢温泉村

電気機械関係工事
(A・B・C・D区域)
飯山市、木島平村、
野沢温泉村、栄村



小規模補修工事当番表 令和５年 　３月
北信建設事務所　飯山事務所

第　１ 第　２ 第　１ 第　２ 第　１ 第　２

3月1日 水 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （株）野沢総合 伊東建設（株） （有）新栄テック

3月2日 木 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （有）吉越商事 （有）山崎組 高津電気工事（株）

3月3日 金 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （有）湯本建設 （有）平野開発 小林電気（株）

3月4日 土 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （有）新栄テック （株）サンタキザワ （有）越後屋電器商会

3月5日 日 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） 小松建設（有） 飯山土建（株） 斎藤電気工事（株）

3月6日 月 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション 伊東建設（株） （有）篠田組 協立電機（株）

3月7日 火 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） （有）山崎組 （株）野沢総合 （有）新栄テック

3月8日 水 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （有）平野開発 （有）吉越商事 高津電気工事（株）

3月9日 木 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （株）サンタキザワ （有）湯本建設 小林電気（株）

3月10日 金 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 飯山土建（株） （有）新栄テック （有）越後屋電器商会

3月11日 土 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （有）篠田組 小松建設（有） 斎藤電気工事（株）

3月12日 日 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （株）野沢総合 伊東建設（株） 協立電機（株）

3月13日 月 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （有）吉越商事 （有）山崎組 （有）新栄テック

3月14日 火 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （有）湯本建設 （有）平野開発 高津電気工事（株）

3月15日 水 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （有）新栄テック （株）サンタキザワ 小林電気（株）

3月16日 木 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション 小松建設（有） 飯山土建（株） （有）越後屋電器商会

3月17日 金 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） 伊東建設（株） （有）篠田組 斎藤電気工事（株）

3月18日 土 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 （有）山崎組 （株）野沢総合 協立電機（株）

3月19日 日 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （有）平野開発 （有）吉越商事 （有）新栄テック

3月20日 月 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （株）サンタキザワ （有）湯本建設 高津電気工事（株）

3月21日 火 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 飯山土建（株） （有）新栄テック 小林電気（株）

3月22日 水 （株）山根屋 （株）宮本園 常郷工業（株） （有）小山商会 （有）篠田組 小松建設（有） （有）越後屋電器商会

3月23日 木 （有）滝沢詔夫建工 （株）本木建設 （有）齋藤組 （株）藤巻建設 （株）野沢総合 伊東建設（株） 斎藤電気工事（株）

3月24日 金 坂東建設（株） （有）信越重機 戸狩建設工業（株） 大栄開発（株） （有）吉越商事 （有）山崎組 協立電機（株）

3月25日 土 一山土木工業（株） （株）太洋 （有）常盤組 北信建設興業（株） （有）湯本建設 （有）平野開発 （有）新栄テック

3月26日 日 飯水建設（有） （株）北信ボーリング （株）栗林建設 （株）フクザワコーポレーション （有）新栄テック （株）サンタキザワ 高津電気工事（株）

3月27日 月 （株）宮本園 （株）山根屋 （有）小山商会 常郷工業（株） 小松建設（有） 飯山土建（株） 小林電気（株）

3月28日 火 （株）本木建設 （有）滝沢詔夫建工 （株）藤巻建設 （有）齋藤組 伊東建設（株） （有）篠田組 （有）越後屋電器商会

3月29日 水 （有）信越重機 坂東建設（株） 大栄開発（株） 戸狩建設工業（株） （有）山崎組 （株）野沢総合 斎藤電気工事（株）

3月30日 木 （株）太洋 一山土木工業（株） 北信建設興業（株） （有）常盤組 （有）平野開発 （有）吉越商事 協立電機（株）

3月31日 金 （株）北信ボーリング 飯水建設（有） （株）フクザワコーポレーション （株）栗林建設 （株）サンタキザワ （有）湯本建設 （有）新栄テック

注） １　「土木関係工事」の依頼は河川・砂防工事です。当番表は、県において無作為に作成したものです。

２　災害が発生した月日において当番会社数が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて工事を依頼します。

月　日 曜日

土木関係工事（Ａ区域）
飯山市南部　千曲川左岸

土木関係工事（B区域）
飯山市北部　千曲川左岸

土木関係工事（C区域）
飯山市東部　千曲川右岸、木島平村、野沢温泉村

電気機械関係工事
(A・B・C・D区域)
飯山市、木島平村、
野沢温泉村、栄村


