
区分 主　な　工　種 工事種別 工事標示施設

標準 ○○工事 ○○○○○を行っています

道路工事 利便性の向上のため道路を新設します。

道路工事 走行性向上のため道路を拡幅します。

道路工事 渋滞を解消するためバイパスを整備します。

道路工事 渋滞を緩和するため交差点を改良します。

道路工事 交通事故対策のため交差点を改良します。

道路工事 事故の危険性を解消するため交差点を改良します。

歩道整備工事 道路工事 歩行者の安全確保のため歩道を整備します。

橋梁工事 道路工事 新しく橋を（架け・架け替え）ます。

道路標識工事 道路工事 地名や路線名を案内する標識を設置します。

道路工事 安全を確保するためカーブを明るくします。

道路工事 安全な通行を確保するため道路照明を整備します。

道路工事 走行性向上のため傷んだ舗装をなおしてます。

道路工事 車道の（低騒音・排水性）舗装を行います。

法面保護工事 道路工事 落石を防ぐため防護ネットを設置します。

橋梁補強工事 道路工事 地震対策のため橋の補強を行ってます。

共同溝工事 道路工事 災害からライフラインを守るため共同溝工事をします。

歩道橋新設工事 道路工事 歩行者の安全確保のため歩道橋を新設します。

護岸工事 河川工事 堤防・法面保護のために護岸を整備します。

橋梁工事 河川工事 河川（改修・拡幅）のために橋を架け替えます

堰改築工事 河川工事 河川（改修・拡幅）のために堰を改築します。

樋管改築工事 河川工事 河川（改修・拡幅）のために樋管を改築します。

災害復旧工事 河川工事 河岸崩壊のため護岸を整備します。

護床工事 河川工事 洗掘防止のために護床を整備します。

築堤工事 河川工事 洪水氾濫を防止するために堤防を整備します。

堤防天端舗装工事 河川工事 堤防の性能向上のため舗装をします。

堰堤改良工事 河川工事 堰堤の改良します。

公園の(新設・拡幅・改良）工事 公園工事 公園の（新設・拡幅・改良）を行っています

埋設物調査工事 公園工事 埋設物の調査を行っています

緊急工事 公園工事 ○○の緊急修理を行っています

駐車場整備工事 公園工事 来園者用の駐車場を整備します。

施設整備工事 公園工事 休憩場を造っています。

施設整備工事 公園工事 トイレを新しくしています。

点検・補修工事 公園工事 ○○の点検・修理を行っています

付属物工事 公園工事 ○○の（設置・撤去・修理・剪定・植樹）を行っています

港湾（護岸・堤防）の(新設・拡張・改
良）工事

港湾工事 港湾（護岸・堤防）の（新設・拡張・改良）を行っています

道路の(新設・拡幅・改良）工事 港湾工事 道路の（新設・拡幅・改良）を行っています

舗装の（新設・打ち替え・改良）工事 港湾工事 舗装の（新設・打ち替え・改良）を行っています

電線共同溝工事 港湾工事 電線共同溝の設置を行っています

埋設物調査工事 港湾工事 埋設物の調査を行っています

緊急工事 港湾工事 ○○の緊急修理を行っています

点検・補修工事 港湾工事 ○○の点検・修理を行っています

付属物工事 港湾工事 ○○の（設置・撤去・修理・剪定・植樹）を行っています
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区分 主　な　工　種 工事種別 工事標示施設

標準 ○○工事 ○○○○○を行っています

漁港（護岸・堤防）の(新設・拡張・改
良）工事

港湾工事 漁港（護岸・堤防）の（新設・拡張・改良）を行っています

河川（水路・護岸）の(新設・拡幅・改
良）工事

河川工事 河川（水路・護岸）の（新設・拡幅・改良）を行っています

橋の（新設・架け替え・改良）工事 河川工事 橋の（新設・架け替え・改良）を行っています

道路の(新設・拡幅・改良）工事 道路工事 道路の（新設・拡幅・改良）を行っています

舗装の（新設・打ち替え・改良）工事 道路工事 舗装の（新設・打ち替え・改良）を行っています

埋設物調査工事 河川工事 埋設物の調査を行っています

緊急工事 河川工事 ○○の緊急修理を行っています

点検・補修工事 河川工事 ○○の点検・修理を行っています

付属物工事 河川工事 ○○の（設置・撤去・修理・剪定・植樹）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

移設工事 水道工事 水道管の移設を行っています。

調査 水道工事 埋設物の調査を行っています。

修繕・補修工事 水道工事 水道管の点検・修理を行っています。

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

新設(増設・取替・撤去）工事 下水道工事 下水道管の（新設・取替・撤去）を行っています

(浸水対策・耐震)工事 下水道工事 下水道管の（浸水対策・耐震化）を行っています

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

管路工事 下水道工事 下水道管の（新設・取替・撤去）をしてます。

雨水管路工事 下水道工事 雨水の浸水を防ぐため管路を整備します。

処理場工事 下水道工事 汚れた水をきれいにする施設を整備します。

下水道工事 下水道管の（浸水対策・耐震化）を行ってます。

下水道工事 下水道管の移設を行っています。

下水道工事 埋設物の調査を行っています。

下水道工事 下水道管の緊急修理を行っています。

下水道工事 下水道管の点検を行っています。

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・補修を行っています

舗装復旧工事 下水道工事 下水道管の埋設跡の復旧を行っています

水道管の修理を行っています
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区分 主　な　工　種 工事種別 工事標示施設

標準 ○○工事 ○○○○○を行っています

電気工事 電気設備の（新設・取替・撤去）を行っています。

電気工事 電気設備の移設を行っています。

電気工事 埋設物の調査を行っています。

電気工事 電気設備の緊急修理を行っています

電気工事 電気設備の機材を（入れて・出して）います。

電気工事 電気設備の点検・修理を行っています。

電気工事 電柱の撤去を行っています。

ガス工事 ガス管の（新設・取替・撤去）を行っています。

ガス工事 ガス管の修理を行っています。

ガス工事 ガス管の移設を行っています。

ガス工事 埋設物の調査を行っています。

ガス工事 緊急でガス漏れをなおしています。

ガス工事 ガ管の点検・修理を行っています。

電話工事 電話設備の（新設・取替・撤去）を行っています。

電話工事 電話設備の移設を行っています。

電話工事 埋設物の調査を行っています。

電話工事 電話設備の緊急修理を行っています

電話工事 電話設備の機材を（入れて・出して）います。

電話工事 電話設備の点検・修理を行っています。

電話工事 電柱の撤去を行っています。

電話工事 公衆電話ＢＯＸの（新設・撤去）を行っています。

モノレール（出入口）の(新設・拡幅・
改良）工事

モノレール モノレール（出入口）の（新設・拡幅・改良）を行っています

埋設物調査工事 モノレール 埋設物の調査を行っています

緊急工事 モノレール ○○の緊急修理を行っています

点検・補修工事 モノレール ○○の点検・修理を行っています

付属物工事 モノレール ○○の（設置・撤去・修理）を行っています
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適用

１　工事内容は、本表を参考として概ね２０字以内で簡潔明瞭に記載すること。なお、記載の内容については監督員と協議の上、
　　決定すること。

２　本表の工事内容の（　）については、何れかの選択とする。しかし、本表は参考であるため他に適切と認められる内容を示す
　　簡潔な語句があれば監督員と協議の上、決定すること。




