
受付番号 対　　応
95 対応済み
96 対応済み
97 対応済み
98 対応済み
99 対応済み
100 松本建設事務所へ対応を依頼
101 対応済み
102 対応済み
103 対応済み
104 対応済み
105 対応済み
106 対応済み
107 対応不可
108 対応済み
109 対応済み
110 対応済み
111 交通安全都市交通課へ対応を依頼
112 住宅課へ対応を依頼
113 対応済み
114 対応済み
115 対応済み
116 対応済み
117 対応済み
118 対応済み
119 対応済み
120 対応済み
121 対応済み
122 対応済み
123 対応済み
124 松本建設事務所へ対応を依頼
125 大久保工業公園管理組合へ対応を依頼
126 対応不可
127 対応済み
128 対応済み
129 対応不可
130 対応済み
131 対応済み
132 対応済み
133 対応済み
134 対応済み

12月6日 中央1丁目 穴
12月13日 空港東 カーブミラー補修

12月1日 神林 穴
12月3日 野溝木工1丁目 穴

12月14日 神田1丁目 側溝破損
12月20日 波田 穴

12月13日 島立 穴
12月14日 深志2丁目 段差

12月20日 南松本1丁目 路肩破損
12月26日 中央3丁目 穴

12月20日 両島 側溝天端破損
12月20日 両島 側溝天端破損

1月7日 鎌田1丁目 クラック
1月8日 中央1丁目 段差

12月30日 高宮東 穴
1月3日 神田1丁目 クラック

1月13日 野溝木工1丁目 木の枝による視界不良
1月22日 今井 フェンス破損

1月8日 岡田下岡田 カーブミラー角度調整
1月13日 岡田町 公園の遊具破損

1月28日 梓川梓 道路標識破損
1月30日 波田 カーブミラー破損

1月22日 村井町南3丁目 側溝縞鋼板外れ
1月23日 神林 穴

2月2日 寿小赤 クラック
2月2日 寿小赤 クラック

2月1日 里山辺 クラック
2月2日 寿小赤 クラック

2月5日 笹賀 カーブミラー破損
2月5日 高宮東 路肩破損

2月2日 寿小赤 クラック
2月3日 波田 クラック

2月7日 水汲橋 排水施設破損
2月12日 村井町南1丁目 陥没

2月6日 大手2丁目 石板割れ
2月7日 浅間温泉2丁目 道路標識破損

2月14日 新村 クラック
2月14日 新村 陥没

2月14日 小屋南1丁目 クラック
2月14日 新村 穴

通報日 場　所 内　容



135 対応済み
136 対応不可
137 対応済み
138 対応済み
139 対応済み
140 耕地林務課へ対応を依頼
141 対応済み
142 対応済み
143 対応済み
144 対応済み
145 対応済み
146 対応済み
147 対応済み
148 対応済み
149 対応済み
150 対応済み
151 対応済み
152 対応済み
153 対応済み
154 対応不可
155 対応済み
156 対応済み
157 対応済み
158 対応済み
159 対応済み
160 対応済み
161 対応済み
162 対応済み
163 松本建設事務所へ対応を依頼
164 対応済み
165 対応済み
166 対応済み
167 対応済み
168 対応不可
169 対応済み
170 対応済み
171 対応済み
172 対応済み
173 対応済み

2月18日 波田 陥没
2月19日 里山辺 穴

2月16日 波田 穴
2月18日 岡田下岡田 穴

2月24日 笹賀 穴
2月26日 今井 側溝清掃

2月20日 波田 カーブミラー角度調整
2月23日 神林 陥没

3月2日 村井町南1丁目 クラック
3月3日 惣社 穴

2月27日 島立 穴
2月27日 鎌田1丁目 木の枝による視界不良

3月7日 笹賀 水溜り
3月7日 寿小赤 穴

3月3日 惣社 穴
3月4日 島内 水溜り

3月9日 梓川上野 穴
3月9日 神田1丁目 水溜り

3月8日 島内 穴
3月9日 美須々 水溜り

3月12日 寿小赤 クラック
3月12日 寿小赤 クラック

3月11日 波田 木の枝による視界不良
3月12日 寿小赤 クラック

3月12日 内田 穴
3月12日 内田 クラック

3月12日 寿小赤 クラック
3月12日 寿小赤 クラック

3月14日 岡田下岡田 穴
3月14日 波田 穴

3月13日 波田 側溝清掃
3月13日 岡田下岡田 漏水

3月29日 島内 擁壁破損

3月23日 石芝2丁目 穴
3月27日 野溝木工1丁目 甲蓋がたつき

3月18日 並柳3丁目 水溜り
3月20日 波田 カーブミラー角度調整

3月15日 中央2丁目 穴
3月17日 高宮東 穴


