
佐久市岩村田地区 佐久市岩村田地区 佐久市岩村田地区 佐久建設事務所

第１当番 第２当番 第１当番 第２当番 第１当番 第２当番

1 (土) 保安商事(株) (株)佐久総合 1 (火) (有)安原組 (株)大林 1 (木) (有)高橋工業 (株)山浦土木

2 (日) (株)武蔵 池田建設(株) 2 (水) (株)佐久総合 (有)八田工業 2 (金) (株)花里組 丸井造園建設(株)

3 (月) (株)井出工業 小林建設工業(株) 3 (木) 池田建設(株) 保安商事(株) 3 (土) (有)クリーデンス (株)田中住建

4 (火) (有)フジヨシエステート (有)森田工業 4 (金) 小林建設工業(株) (株)武蔵 4 (日) (株)大林 (株)雫田建設工業

5 (水) (株)OST (有)テイクコーポレーション 5 (土) (有)森田工業 (株)井出工業 5 (月) (有)八田工業 (有)安原組

6 (木) (株)山浦土木 (株)平尾開発 6 (日) (株)田中住建 (株)武蔵 6 (火) 保安商事(株) (株)佐久総合

7 (金) 丸井造園建設(株) (有)高橋工業 7 (月) (有)テイクコーポレーション (有)フジヨシエステート 7 (水) (株)武蔵 池田建設(株)

8 (土) (株)田中住建 (株)花里組 8 (火) (株)平尾開発 (株)OST 8 (木) (株)井出工業 小林建設工業(株)

9 (日) (株)雫田建設工業 (有)クリーデンス 9 (水) (有)高橋工業 (株)山浦土木 9 (金) (有)フジヨシエステート (有)森田工業

10 (月) (有)安原組 (株)大林 10 (木) (株)花里組 丸井造園建設(株) 10 (土) (株)OST (有)テイクコーポレーション

11 (火) (株)佐久総合 (有)八田工業 11 (金) (有)クリーデンス (株)田中住建 11 (日) (株)山浦土木 (株)平尾開発

12 (水) 池田建設(株) 保安商事(株) 12 (土) (株)大林 (株)雫田建設工業 12 (月) 丸井造園建設(株) (有)高橋工業

13 (木) 小林建設工業(株) (株)武蔵 13 (日) (有)八田工業 (有)安原組 13 (火) (株)田中住建 (株)花里組

14 (金) (有)森田工業 (株)井出工業 14 (月) 保安商事(株) (株)佐久総合 14 (水) (株)雫田建設工業 (有)クリーデンス

15 (土) (株)OST 小林建設工業(株) 15 (火) (株)武蔵 池田建設(株) 15 (木) (有)安原組 (株)大林

16 (日) (有)テイクコーポレーション (有)フジヨシエステート 16 (水) (株)井出工業 小林建設工業(株) 16 (金) (株)佐久総合 (有)八田工業

17 (月) (株)平尾開発 (株)OST 17 (木) (有)フジヨシエステート (有)森田工業 17 (土) 池田建設(株) 保安商事(株)

18 (火) (有)高橋工業 (株)山浦土木 18 (金) (株)OST (有)テイクコーポレーション 18 (日) 小林建設工業(株) (株)武蔵

19 (水) (株)花里組 丸井造園建設(株) 19 (土) (株)山浦土木 (株)平尾開発 19 (月) (有)森田工業 (株)井出工業

20 (木) (有)クリーデンス (株)田中住建 20 (日) 丸井造園建設(株) (有)高橋工業 20 (火) 丸井造園建設(株) (株)花里組

21 (金) (株)大林 (株)雫田建設工業 21 (月) (株)田中住建 (株)花里組 21 (水) (有)テイクコーポレーション (有)フジヨシエステート

22 (土) (有)八田工業 (有)安原組 22 (火) (株)雫田建設工業 (有)クリーデンス 22 (木) (株)平尾開発 (株)OST

23 (日) 保安商事(株) (株)佐久総合 23 (水) (有)安原組 (株)大林 23 (金) (有)高橋工業 (株)山浦土木

24 (月) (株)武蔵 池田建設(株) 24 (木) (株)佐久総合 (有)八田工業 24 (土) (株)花里組 丸井造園建設(株)

25 (火) (株)井出工業 小林建設工業(株) 25 (金) 池田建設(株) 保安商事(株) 25 (日) (有)クリーデンス (株)田中住建

26 (水) (有)フジヨシエステート (有)森田工業 26 (土) 小林建設工業(株) (株)武蔵 26 (月) (株)大林 (株)雫田建設工業

27 (木) (株)OST (有)テイクコーポレーション 27 (日) (有)森田工業 (株)井出工業 27 (火) (有)八田工業 (有)安原組

28 (金) (株)山浦土木 (株)平尾開発 28 (月) (株)花里組 (有)高橋工業 28 (水) 保安商事(株) (株)佐久総合

29 (土) 丸井造園建設(株) (有)高橋工業 29 (火) (有)テイクコーポレーション (有)フジヨシエステート 29 (木) (株)武蔵 池田建設(株)

30 (日) (株)田中住建 (株)花里組 30 (水) (株)平尾開発 (株)OST 30 (金) (株)井出工業 小林建設工業(株)

31 (月) (株)雫田建設工業 (有)クリーデンス 31 (土) (有)フジヨシエステート (有)森田工業

１０月 １１月 １２月

令和４年度小規模補修工事（河川・砂防）当番表（１０月～１２月）



佐久市岩村田地区 佐久市岩村田地区 佐久市岩村田地区 佐久建設事務所

第１当番 第２当番 第１当番 第２当番 第１当番 第２当番

1 (日) (株)OST (有)テイクコーポレーション 1 (水) (有)森田工業 (株)井出工業 1 (水) (有)クリーデンス (株)田中住建

2 (月) (株)山浦土木 (株)平尾開発 2 (木) (株)雫田建設工業 (株)大林 2 (木) (株)大林 (株)雫田建設工業

3 (火) 丸井造園建設(株) (有)高橋工業 3 (金) (有)テイクコーポレーション (有)フジヨシエステート 3 (金) (有)八田工業 (有)安原組

4 (水) (株)田中住建 (株)花里組 4 (土) (株)平尾開発 (株)OST 4 (土) 保安商事(株) (株)佐久総合

5 (木) (株)雫田建設工業 (有)クリーデンス 5 (日) (有)高橋工業 (株)山浦土木 5 (日) (株)武蔵 池田建設(株)

6 (金) (有)安原組 (株)大林 6 (月) (株)花里組 丸井造園建設(株) 6 (月) (株)井出工業 小林建設工業(株)

7 (土) (株)佐久総合 (有)八田工業 7 (火) (有)クリーデンス (株)田中住建 7 (火) (有)フジヨシエステート (有)森田工業

8 (日) 池田建設(株) 保安商事(株) 8 (水) (株)大林 (株)雫田建設工業 8 (水) (株)OST (有)テイクコーポレーション

9 (月) 小林建設工業(株) (株)武蔵 9 (木) (有)八田工業 (有)安原組 9 (木) (株)山浦土木 (株)平尾開発

10 (火) (有)森田工業 (株)井出工業 10 (金) 保安商事(株) (株)佐久総合 10 (金) 丸井造園建設(株) (有)高橋工業

11 (水) 池田建設(株) (有)クリーデンス 11 (土) (株)武蔵 池田建設(株) 11 (土) (株)田中住建 (株)花里組

12 (木) (有)テイクコーポレーション (有)フジヨシエステート 12 (日) (株)井出工業 小林建設工業(株) 12 (日) (株)雫田建設工業 (有)クリーデンス

13 (金) (株)平尾開発 (株)OST 13 (月) (有)フジヨシエステート (有)森田工業 13 (月) (有)安原組 (株)大林

14 (土) (有)高橋工業 (株)山浦土木 14 (火) (株)OST (有)テイクコーポレーション 14 (火) (株)佐久総合 (有)八田工業

15 (日) (株)花里組 丸井造園建設(株) 15 (水) (株)山浦土木 (株)平尾開発 15 (水) 池田建設(株) 保安商事(株)

16 (月) (有)クリーデンス (株)田中住建 16 (木) 丸井造園建設(株) (有)高橋工業 16 (木) 小林建設工業(株) (株)武蔵

17 (火) (株)大林 (株)雫田建設工業 17 (金) (株)田中住建 (株)花里組 17 (金) (有)森田工業 (株)井出工業

18 (水) (有)八田工業 (有)安原組 18 (土) (株)雫田建設工業 (有)クリーデンス 18 (土) (株)佐久総合 保安商事(株)

19 (木) 保安商事(株) (株)佐久総合 19 (日) (有)安原組 (株)大林 19 (日) (有)テイクコーポレーション (有)フジヨシエステート

20 (金) (株)武蔵 池田建設(株) 20 (月) (株)佐久総合 (有)八田工業 20 (月) (株)平尾開発 (株)OST

21 (土) (株)井出工業 小林建設工業(株) 21 (火) 池田建設(株) 保安商事(株) 21 (火) (有)高橋工業 (株)山浦土木

22 (日) (有)フジヨシエステート (有)森田工業 22 (水) 小林建設工業(株) (株)武蔵 22 (水) (株)花里組 丸井造園建設(株)

23 (月) (株)OST (有)テイクコーポレーション 23 (木) (有)森田工業 (株)井出工業 23 (木) (有)クリーデンス (株)田中住建

24 (火) (株)山浦土木 (株)平尾開発 24 (金) (有)安原組 (有)八田工業 24 (金) (株)大林 (株)雫田建設工業

25 (水) 丸井造園建設(株) (有)高橋工業 25 (土) (有)テイクコーポレーション (有)フジヨシエステート 25 (土) (有)八田工業 (有)安原組

26 (木) (株)田中住建 (株)花里組 26 (日) (株)平尾開発 (株)OST 26 (日) 保安商事(株) (株)佐久総合

27 (金) (株)雫田建設工業 (有)クリーデンス 27 (月) (有)高橋工業 (株)山浦土木 27 (月) (株)武蔵 池田建設(株)

28 (土) (有)安原組 (株)大林 28 (火) (株)井出工業 丸井造園建設(株) 28 (火) (株)井出工業 小林建設工業(株)

29 (日) (株)佐久総合 (有)八田工業 29 (水) (有)フジヨシエステート (有)森田工業

30 (月) 池田建設(株) 保安商事(株) 30 (木) (株)OST (有)テイクコーポレーション

31 (火) 小林建設工業(株) (株)武蔵 31 (金) (株)山浦土木 (株)平尾開発

１月 ２月 ３月

令和４年度小規模補修工事（河川・砂防）当番表（１月～３月）


