
ごｍＴ内 の皆様へ ２０２２ 年１２月 ２２日

北誨．ガス㈱新潟祖給セン ター

ガス管工事後の舗装本復１日工事のお加 らせ とご協力 のお願い

拝啓 覬下益４ ご清祥の こと とお慶び申し上げます。

干素は都市ガス事業に ごミ解、 ご協力を いた だき 厚く お礼串し 上げ ます。

この度、 貴ｍＴＦ大１ で実施し ましたガス管工事が完了いたし まし た。

工事期間 中は、ご ｍＴ Ｆ大Ｊの 方４ はじ めごき行 中の皆様 には大変 ご迷惑を お掛 けし まし たが、

多天なごミ解とご協力を賜 り感謝串 し上げま す。

鶻、 今現荏。、仮復｜日状をにあり ますアスファルト路回の本復｜日工事を

下記のと おり 予定 しており ますので、今一度ごミ解と ご協力を賜り たく お願い申 し上げま す。

工事場所　 新潟市東区竹尾卸新ｍＴ　 地Ｆ大ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ

工事宅　　　ガス供給管工事

工事概要　 道路舗装 本復 Ｘ日 工事

工絮眤関　 ２０２３ 年１ 鶚１０日 圉ぼ 日）

舗装打ち 換え作業

作業時間　　午前 ９時 ００ 分　 から　 午後 １２ 時００分頃まで

（イヤ業鸚間な夕１、 は交き開放いたし ます）

ｙ、ｔ天候等で工事期 関頭延の 場合が有 りま す。

施工方法　　大変 ご迷惑を お掛けいたし ます が、 作業中右図のＪリ、

車両のｙ、－９交万ａ行筱制Ｒびａｆｉ止めａ回Ｓ規Ｍ（大１１貨物車両のみ）

にて作業をさ せて頂き ますのでよろ しく おＷいいたし ます。

仮舗装を 含む舗装版を はぎ とり 、新 しく 舗装を行 いま す。

工事区間 鸚に 車庫や駐車場 をお持ち の方 は皀入り はで きま すが、

機械等の移動等で５分～１０分程度お待ちい ただ く場合も ござ いま すので

現場の係員ま たは、誘導具 にお尋ね くだ さい。

工事期間 中の 路上駐停車は ご遠慮く ださ い。

工事につ いて の問 い合わせ先　　　　※

北Ｗガス㈱新潟供給センター

発注者　　　ＴＥＬ　：　０２５－２２９－７０ １２

新潟市中央区附船Ｒｒ １－ ４４０１

㈱Ｎ ＩＰＰＯ 新潟皀張所

請負者　　　 ＴＥ Ｌ　：　０２ ５－２８ ６， ９３ ５６

新潟市東区南紫竹１－ ３－ １８

㈱大沢組

施工業者　　ＴＥＬ　：　０２５－２７４－４４８８

新潟市東区中 ＬＪｊ７ －３ ４－ １０

Ｅ布集者 ：（株）大沢組

供給保全 グル ープ

監督員： 松岡　 攷］弥

担芭 ：鈴木　浩行

携帯 ：０９０－９ ００２－３４６１

担当 ：藤崎　 吉紀

携帯 ：０８０－８７５８－３７２０
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