
区分 主　な　工　種 工　事　種　別 工　事　目　的　（表　示　例）*20文字以内

道路改良工事 バイパス道路工事 (○○踏切付近の)渋滞を解消するためバイパスを整備しています

安全で快適なバイパスを整備しています

アクセス道路工事 ○○へのアクセス道路を整備しています

道路拡幅工事 安全で快適な道路になおしています

渋滞を解消するため道路を拡幅しています

渋滞を解消するため４車線化工事をしています

立体交差事業 渋滞を解消するため立体交差にしています

交差点改良工事 交差点工事 渋滞を解消するため右(左)折レーン工事をしています

交通事故を解消するため交差点を改良しています

歩道工事 歩道工事 安全な通学路のため歩道を整備しています

美しい街並み景観を創出する道をつくっています

歩道を広げる工事を行っています

歩道のバリアフリー化を行っています

傷んだ歩道をなおしています

電線共同溝工事 電線共同溝工事 電線類の地中化を行っています

橋梁(上部・下部)工事 橋梁工事 渋滞対策のため新しい橋を架けています

○○バイパスのため新しい橋を架けています

新しい橋のための工事を行っています

橋梁塗装工事 塗装工事 傷んだ塗装を塗り替えています

橋梁補強工事 橋梁補強工事 地震対策のため橋の補強を行っています

歩道橋撤去工事 歩道橋撤去工事 古くなった歩道橋を撤去しています

道路舗装修繕工事 舗装補修工事 傷んだ舗装をなおしています

道路舗装新設工事 舗装工事 騒音を少なくする舗装を行っています

道路維持工事 道路維持工事 傷んだガードレール（標識、排水桝等）をなおしています

道路照明灯設置工事 照明灯設置工事 安全を確保するため道路照明を設置しています

照明灯改修工事 照明灯改修工事 古くなった照明灯を新しくしています

道路標識整備工事 標識工事 路線案内のため標識を設置しています

法面工事 法面工事 落石を防ぐため防護ネットを設置しています

法面工事 擁壁工事 法面の保護のため擁壁を設置しています

△△工事
（橋梁、トンネル等）

△△工事
（橋梁、トンネル等）

○○バイパス（道路）の△△工事を行っています
（△△：橋梁、トンネル、舗装、盛土、切土、擁壁、水路等）

護岸工事 護岸工事 堤防・法面保護のため護岸を設置しています

橋梁工事 橋梁工事 河川(改修・拡幅)のために橋を架け替えています

堰改築工事 堰改築工事 河川(改修・拡幅)のために堰を取り替えています

樋管改築工事 樋管改築工事 河川(改修・拡幅)のために樋管を取り替えています

災害復旧工事 災害復旧工事 災害で崩れたところをなおしています

護床工事 護床工事 水の流れで川底が削られるのを保護しています

築堤工事 築堤工事 洪水氾濫を防止するための堤防を整備しています

堤防除草工事 堤防除草工事 堤防の維持管理を図るため除草をしています

海岸侵食対策工事 海岸侵食対策工事 砂浜の侵食防止にヘッドランドを整備しています

高潮対策工事 高潮対策工事 海水の侵入を防ぐため護岸を整備しています

消波工事 消波工事 波の勢いを弱めるためブロックを設置しています

養浜工事 養浜工事 砂浜の侵食防止に砂を補給しています

急傾斜地崩壊対策工事 急傾斜地崩壊対策工事 がけ崩れから人家を守るため○○を整備しています

砂防工事 砂防工事 土石流に備え(砂防堰堤・護岸)を整備しています

地滑り対策工事 地滑り対策工事 地すべりを防ぐための対策工事をしています

躯体改築工事 ダム工事 ダム堤体の改修を行っています

放流設備工事 ダム工事 ダムのゲート設備を取替えています

下水道工事 下水道工事 よごれた水を集める管を埋設しています

下水道工事 下水道(雨水)工事 雨を集める管を埋設しています

ポンプ場工事 ポンプ場工事 下水を送るポンプ場を整備しています

処理場工事 処理場工事 下水を処理する施設を整備しています

修繕・補修工事 下水道工事 下水道管の修理を行っています

支障移設工事 下水道工事 下水道管の移設を行っています

埋設物調査工事 下水道工事 埋設物の調査を行っています

緊急工事 下水道工事 下水道管の緊急修理を行っています

点検・補修工事 下水道工事 下水道管の点検・修理を行っています

舗装復旧工事 舗装復旧工事 下水道管の埋設跡の復旧を行っています
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区分 主　な　工　種 工　事　種　別 工　事　目　的　（表　示　例）*20文字以内

工　事　看　板　表　示　基　準

供給関連工事 電気工事

新設(増設・取替・撤去）
工事

電気工事

支障移設工事 電気工事 電気設備の移設を行っています

通信ケーブル関連工事 電気工事 電気通信ケーブルの敷設を行っています

埋設物調査工事 電気工事 埋設物の調査を行っています

緊急工事 電気工事 電気設備の緊急修理を行っています

機材搬出入工事 電気工事 電気設備の機材を入れて（出して）います

点検・補修工事 電気工事 電気設備の点検・修理を行っています

無電柱工事 電気工事 電柱の撤去を行っています

道路復旧工事 電気工事 電気設備の埋設跡の復旧を行っています

供給関連工事 電話工事

新設(増設・取替・撤去）
工事

電話工事

支障移設工事 電話工事 電話設備の移設を行っています

通信ｹｰﾌﾞﾙ関連工事 電話工事 通信ケーブルの敷設を行っています

埋設物調査工事 電気工事 埋設物の調査を行っています

緊急工事 電話工事 電話設備の緊急修理を行っています

機材搬出入工事 電話工事 電話設備の機材を入れて（出して）います

点検・補修工事 電話工事 電話設備の点検・修理を行っています

無電柱工事 電話工事 電柱の撤去を行っています

舗装復旧工事 電話工事 電話設備の埋設跡の復旧を行っています

公衆電話BOX工事 電話工事 公衆電話ＢＯＸの【新設・撤去】を行っています

供給関連工事 ガス工事

新設(増設・取替・撤去）
工事

ガス工事

修繕・補修工事 ガス工事 ガス管の修理を行っています

支障移設工事 ガス工事 ガス管の移設を行っています

埋設物調査工事 ガス工事 埋設物の調査を行っています

緊急工事 ガス工事 ガス漏れのため緊急修理を行っています

点検・補修工事 ガス工事 ガス管の点検・修理を行っています

舗装復旧工事 ガス工事 ガス管の埋設跡の復旧を行っています

供給関連工事 水道工事

新設(増設・取替・撤去）
工事

水道工事

修繕・補修工事 水道工事

配水管工事 水道工事

支障移設工事 水道工事 水道管の移設を行っています

埋設物調査工事 水道工事 埋設物の調査を行っています

緊急工事 水道工事 緊急で水道管の水漏れを直しています

点検・補修工事 水道工事 水道管の点検・修理を行っています

舗装復旧工事 水道工事 水道管の埋設跡の復旧を行っています

水道管の新設を行っています
水道管の取替を行っています
水道管の撤去を行っています

水道管の修理を行っています水
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電話設備の新設を行っています
電話設備の取替を行っています
電話設備の撤去を行っています

ガ
ス
関
係

ガス管の新設を行っています
ガス管の取替を行っています
ガス管の撤去を行っています

電
力
関
係

電気設備の新設を行っています
電気設備の取替を行っています
電気設備の撤去を行っています


