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上記の工事を上記の工事を上記の工事を上記の工事を行ないます。行ないます。行ないます。行ないます。

工事へのご協力お願いいたします。工事へのご協力お願いいたします。工事へのご協力お願いいたします。工事へのご協力お願いいたします。

        ●●●●    

について道路工事を完了することが

９９９９年度の工事予定場所年度の工事予定場所年度の工事予定場所年度の工事予定場所

（写真ハ（写真ハ（写真ハ（写真ハ））））    

写真ニ写真ニ写真ニ写真ニ））））    

事業予定事業予定事業予定事業予定のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ

一部一部一部一部))))    

防火水槽設置防火水槽設置防火水槽設置防火水槽設置(2(2(2(2 箇所箇所箇所箇所

行ないます。行ないます。行ないます。行ないます。    

工事へのご協力お願いいたします。工事へのご協力お願いいたします。工事へのご協力お願いいたします。工事へのご協力お願いいたします。

    

について道路工事を完了することが

年度の工事予定場所年度の工事予定場所年度の工事予定場所年度の工事予定場所

のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

箇所箇所箇所箇所))))    

工事へのご協力お願いいたします。工事へのご協力お願いいたします。工事へのご協力お願いいたします。工事へのご協力お願いいたします。    

について道路工事を完了することが 

年度の工事予定場所年度の工事予定場所年度の工事予定場所年度の工事予定場所    


