
伝票番号 不具合内容 内容
199 ムクドリの糞 対応済
200 路肩の低木・雑草が支障 対応済
201 舗装剥がれ 対応済
202 穴 対応済
203 水路清掃 対応中
204 舗装剥がれ 対応済
205 ひび割れが酷い ＋ 穴 対応済
206 道路中央に水が染み出している。 請負発注
207 穴・クラック 対応済
208 轍の沈下・クラック 対応済
209 舗装沈下による水たまり 対応済
210 舗装沈下で車の振動が激しい 対応済
211 水路清掃 対応中
212 水たまりができ、水が跳ねる 対応中
213 舗装が剥がれ、通学に支障がある 対応済
214 舗装の剥がれ・段差 対応済
215 路側帯に木の根 対応済
216 Co桝にクラック 建設課へ対応を依頼
217 穴 対応済
218 石板ガタツキ 対応済
219 石板ガタツキ 対応済
220 歩道内 縞鋼板の不調 対応済
221 穴（難航か） 対応済
222 橋と道路の段差 対応済
223 神社の木の根元からスズメバチ 対応済
224 法上の倒木 対応済
225 砕石が散乱しいる 県へ対応を依頼
226 路肩欠損 対応済
227 横断のグレ蓋の音鳴り 対応済
228 舗装のクラック 県へ対応依頼
229 木製ガードレールが劣化。 県へ対応依頼
230 排水工から水が溢れる。クラックが酷い 県へ対応依頼
231 縁石が破損しいている 県へ対応依頼
232 穴 対応済
233 カーブミラー凹み 支柱も腐食している 対応済
234 カーブミラー 支柱傾き 建設課へ対応依頼
235 路肩の低木が支障 対応済
236 工事の跡が窪み走行中に衝撃 県へ対応依頼
237 舗装沈下 対応済
238 コンクリート舗装に穴 対応済

通報日 場所
10月2日 高宮中
10月2日 島内

10月6日 埋橋２丁目
10月8日 和田
10月8日 岡田下岡田

10月2日 島内
10月4日 梓川梓
10月4日 石芝３丁目

10月17日 和田（衣外）
10月17日 石芝３丁目
10月21日 庄内３丁目

10月14日 島内
10月17日 和田（衣外）
10月17日 和田（衣外）

10月21日 横田３丁目
10月21日 波田（三溝）
10月27日 中央１丁目

10月21日 笹賀
10月21日 今井（西耕地）
10月21日 神林

10月30日 渚１丁目
10月30日 里山辺（薄町）
10月31日 洞

10月27日 中央２丁目
10月27日 元町１丁目
10月28日 寿北７丁目【平田東３丁目】

11月2日 岡田町
11月2日 岡田町
11月2日 岡田町

10月31日 大手１丁目
10月31日 五常
11月2日 笹賀（上二子）

11月4日 波田（下原）
11月7日 島内
11月9日 村井町南４丁目

11月3日 島立
11月4日 里山辺（林）
11月4日 笹賀（神林）

11月13日 神林
11月14日 蟻ケ崎



伝票番号 不具合内容 内容通報日 場所
239 舗装沈下 対応中
240 穴 対応済
241 穴・亀甲割れ 対応済
242 横断側溝の工事後、蓋が鳴る 対応済
243 側溝蓋の劣化 対応済
244 舗装のひび割れ 対応済
245 側溝蓋が落ちている 対応済
246 カーブミラー新設要望 建設課へ対応を依頼
247 松倒木 電線に架かっている 中部電力へ対応を依頼
248 松枯れ２箇所 対応済
249 穴 対応済
250 水たまり 対応中
251 亀甲割れ・穴 対応済
252 対応済
253 穴 対応済
254 舗装が亀甲割れし、拡がっている 対応済
255 遊具破損 公園緑地課へ対応依頼
256 遊具破損 公園緑地課へ対応依頼
257 グレーチング桝蓋 落ちている 県へ対応依頼
258 横断歩道橋の破損・劣化 ×３件 国へ対応依頼
259 穴（修復？） 対応済
260 路肩欠損 対応済
261 水路つまり 対応済
262 亀甲割れ・離断 対応済
263 消火栓BOXの蓋の音鳴り 上水道課へ対応依頼
264 ガードポスト破損 対応済
265 穴 多数 対応済
266 穴 対応済
267 路肩欠損 対応済

268 段差 対応済
269 公園の照明が点いていない 公園緑地課へ対応依頼
270 ８月豪雨の際の陥没 県へ対応依頼
271 歩道凍結 対応済
272 照明が切れかかっている 対応済
273 照明が切れかかっている。 対応済
274 穴 県へ対応依頼
275 アパートからつららが垂れている 対応済
276 凍上 対応済
277 道路照明の配線がむき出しになっている。 対応済
278 大きな段差 対応済

11月17日 庄内２丁目
11月18日 神林
11月20日 寿小赤小池

11月15日 村井町北１丁目

11月27日 中央３丁目
11月29日 会田
12月1日 里山辺（林）

11月20日 神林
11月20日 神林
11月21日 沢村１丁目

12月9日 野溝西３丁目
12月9日 島立

12月10日 渚１丁目

12月2日 梓川 梓
12月8日 井川城３丁目
12月9日 島立

12月14日 鎌田１丁目
12月18日 笹賀（今）
12月19日 村井町西１丁目

12月11日 笹賀（下二子）
12月13日 笹賀（下二子）
12月14日 石芝４丁目

12月24日 島内
12月27日 鎌田２丁目
12月28日 笹賀（小俣）

12月19日 波田（鼠街道）
12月21日 村井町南３丁目
12月23日 笹賀（今）

1月10日 内田
1月14日 丸の内
1月14日 白板１丁目

1月2日 里山辺（西小松）
1月3日 渚３丁目
1月8日 蟻ケ崎５丁目

1月24日 中山
1月25日 中央３丁目
1月28日 和田（太子堂）

1月14日 白板１丁目
1月21日 渚３丁目
1月22日 村井町南１丁目



伝票番号 不具合内容 内容通報日 場所
279 ミラーの角度が悪い 対応済
280 路肩の植え込みが邪魔 対応済
281 カーブミラー破損 対応済
282 側溝に蓋が無く危険 対応中
283 道路が沈下し、砕石が散乱している 対応済
284 横断歩道が消えている（２箇所） 対応済
285 Ｕ字溝の目地が欠損している 対応済
286 側溝蓋の欠損 対応済
287 今にも崩れそう 請負発注
288 凍上によるクラック 対応中
289 穴 対応済
290 舗装 激しく劣化 対応中
291 路肩に穴 対応済
292 穴・舗装全体が劣化 対応中
293 単独交通事故 警察へ対応を依頼
294 凍上 対応済
295 穴 対応済
296 段差 対応済
297 桝の周囲にクラック・穴 対応済
298 凸凹道となってしまっている 対応済
299 凍上およびクラック 対応済
300 大穴 対応済
301 横断側溝に堆積物 対応済
302 穴 県へ対応依頼
303 凍上 対応済
304 倒木 対応済
305 倒木 対応済
306 倒木 対応済
307 穴埋めた跡が凹む 対応済
308 路肩欠損 対応済
309 凍結によるクラック・凹凸 対応済
310 鉄板蓋が反り返っていて危ない 対応済
311 歩道（カラー舗装）の劣化が激しい 対応中
312 穴 φ400程 対応済
313 標識が折れている 対応済
314 水路の縁の舗装に破損・凹凸 対応済
315 深い水たまり（亀甲割れ） 対応済
316 穴（石が見える？） 対応済
317 仮設単管バリが倒れている 対応済
318 歩道に穴 県へ対応依頼

2月1日 高宮北
2月1日 県１丁目
2月3日 島立

1月29日 島内
1月29日 島内
1月29日 両島

2月6日 新村
2月7日 笹賀（中二子）
2月7日 笹賀（中二子）

2月4日 深志３丁目
2月5日 征矢野１丁目
2月5日 五常

2月13日 松原
2月13日 島立
2月13日 笹賀

2月9日 宮渕本村
2月9日 元町３丁目

2月11日 入山辺

2月19日 七嵐
2月19日 神田１丁目
2月19日 里山辺（林）

2月18日 神田１丁目
2月18日 五常
2月18日 小屋北１丁目

2月20日 洞
2月20日 村井町南３丁目
2月22日 中山

2月20日 小屋北２丁目
2月20日 洞
2月20日 洞

3月3日 島立
3月5日 神林
3月5日 和田

2月24日 島立
2月27日 双葉
3月3日 寿台１丁目

3月10日 島立

3月6日 島立
3月7日 野溝木工２丁目

3月10日 芳野



伝票番号 不具合内容 内容通報日 場所
319 歩道橋のタイル４枚が外れている 県へ対応依頼
320 歩車道境界ブロック（水抜き部分）の欠損 対応済
321 穴 県へ対応依頼
322 マンホール廻りの舗装クラック・沈下 対応済
323 側溝付近に小陥没 対応済
324 陥没・沈下 対応済
325 ブランコが壊れている 公園緑地課へ対応依頼
326 轍部分 大破損（Ｌ＝5ｍ、Ｗ＝1ｍ程） 森林環境課へ依頼済
327 止まれ（アルプちゃん）シールの剥がれ 建設課へ対応依頼
328 カーブミラー調整 対応済
329 陥没 対応済
330 舗装クラック 対応済
331 凍上・亀甲割れ 県へ対応依頼
332 歩道と市有地の間に段差 対応済
333 穴 対応済
334 道路の側面が２ｍ崩れた 請負発注
335 護岸が変形しヒビが入ってきた 県へ対応依頼
336 穴 対応済
337 穴 対応済
338 舗装沈下 対応済
339 歩道の照明が点いていない 対応済
340 穴 対応済
341 水路浚渫の落ち葉回収 対応済
342 穴 対応済
343 舗装に亀裂、マンホール陥没？ 対応済
344 舗装クラック 対応中
345 穴 対応済
346 舗装亀甲割れ・穴 対応済
347 陥没 対応済
348 大穴 対応済
349 劣化・穴 対応済
350 劣化・穴 対応済
351 アスファルトにクラック・浮き 対応済
352 劣化・クラック 対応済
353 穴多数、かりがね近くで交通量増大 対応中
354 舗装段差 対応済
355 穴 対応済

3月11日 笹賀
3月11日 桐３丁目

3月13日 島立
3月13日 寿南１丁目
3月14日 入山辺

3月11日 白板１丁目
3月11日 和田
3月12日 平田東３丁目

3月17日 中川
3月18日 寿台５丁目
3月18日 元町２丁目

3月14日 県１丁目
3月16日 梓川梓
3月16日 神林

3月20日 梓川梓
3月20日 野溝木工１丁目
3月21日 和田（蘇我）

3月19日 村井町西２丁目
3月19日 元町２丁目
3月20日 旭３丁目

3月24日 出川町
3月25日 高宮北
3月26日 清水２丁目

3月21日 白板１丁目
3月22日 大手４丁目
3月22日 会田

3月27日 両島
3月28日 小屋南１丁目
3月28日 島立

3月26日 南浅間
3月27日 村井町北１丁目
3月27日 笹賀（下二子）

3月30日 神林
3月31日 筑摩３丁目

3月29日 蟻ケ崎6丁目
3月29日 島立
3月29日 大村


