
工事中看板の主な表示例(道路工事以外)

工　事　種　別 工　事　内　容

公園の新設工事 公園新設工事 新しい公園をつくっています

園路の設置工事 園路設置工事 園路を設置しています

遊具の設置工事 遊具設置工事 遊具を設置しています

植栽の設置工事 植栽設置工事 植栽を行っています

遊具の補修工事 遊具補修工事 遊具をなおしています

水処理施設築造工事 水処理施設工事 水処理施設をつくっています

管理棟建築工事 管理棟建築工事 管理棟をつくっています

汚水ポンプ機械設備工事 汚水ポンプ機械設備工事 汚水ポンプの機械設備を設置しています

送風機電気設備工事 送風機電気設備工事 送風機の電気設備を設置しています

川幅を広げています（引堤が主の場合）

川底を掘り下げています（浚渫が主の場合）

川の堤防を高くしています（嵩上、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄが主の場合）

川の改修を行っています（その他の場合、上記の複合）

護岸の設置工事 河川改修工事 川に護岸を設置しています

堤防の耐震対策工事 堤防耐震対策工事 川の堤防の耐震補強を行っています

○○○○新設工事 ○○○○をつくっています（新設の時）

○○○○増設工事 ○○○○を増設しています（増設の時）

○○○○改築工事 ○○○○を改築しています（改築の時）

橋梁の架替工事 橋梁架替工事 橋の架替えを行っています

排水機場の機械設備工事 排水機場の機械設備を設置しています

排水機場の電気設備工事 排水機場の電気設備を設置しています

排水機場の機械設備更新工事 排水機場の機械設備を更新しています

排水機場の電気設備更新工事 排水機場の電気設備を更新しています

排水機場の修繕工事 排水機場修繕工事 排水機場の修繕を行っています

護岸の補修工事 護岸補修工事 川の護岸をなおしています

河床の整正工事 河床整正工事

河床の浚渫工事 河床浚渫工事

法面の補修工事 法面補修工事 川の法面をなおしています

除草工事 除草工事 川の草刈をしています

高木処理、回廊等樹木剪定工事 植栽剪定工事 川の植栽を剪定しています

階段の設置工事 階段設置工事 川に階段を設置しています

魚道の設置工事 魚道設置工事 川に魚道を設置しています

植栽工事 植栽工事 川に植栽をしています

浚渫工事 浚渫工事 川の浚渫を行っています

覆砂工事 覆砂工事 川に覆砂をしています

川底にたまった土砂を取り除いています

公
園
工
事

複数の工事内容が含まれる工事については、工事期間や規制期間が最も長くなる、主たる工事内容について記載する。

表　示　例
区分 主　な　工　事

下
水
道
工
事

河川改修工事

排水機場設備工事

排水機場設備更新工事

橋梁以外の構造物工事
（排水機場、放水路、遊水池、調
整池、堰等）

河
川
工
事

河川改修工事
（一般の河川改修）
（能力アップのある場合）

工事種別の表示例

工事内容の表示例

道路工事保安設備設置基準(案)
　(平成19年4月 愛知県建設部)
の表2 保安設備標準様式図の記号⑥
に示す標示板(名称 : 工事中看板)



工　事　種　別 工　事　内　容

表　示　例
区分 主　な　工　事

堤防の補修工事 堤防補修工事 海岸の堤防をなおしています

護岸の補修工事 護岸補修工事 海岸の護岸をなおしています

突堤の補修工事 突堤補修工事 突堤をなおしています

樋門の補修工事 樋門補修工事 樋門をなおしています

陸閘の補修工事 陸閘補修工事 陸閘をなおしています

灯標の補修工事 灯標補修工事 灯標をなおしています

除草工事 除草工事 海岸堤防（護岸）の草刈を行っています

浚渫工事 浚渫工事 海の浚渫を行っています

護岸工事 護岸工事 海岸の護岸を改築しています

堤防工事 堤防工事 海岸の堤防を改築しています

突堤工事 突堤工事 突堤を設置しています

消波工事 消波工事 消波ブロックを設置しています

潜堤（人工リーフ）工事 潜堤（人工リーフ）工事 潜堤（人工リーフ）を設置しています

離岸堤工事 離岸堤工事 離岸堤を設置しています

灯標工事 灯標工事 灯標を設置しています

養浜工事 養浜工事 砂浜を造成しています

堤防の耐震対策工事 堤防耐震対策工事 海岸の堤防の耐震補強を行っています

樋門工事 樋門工事 樋門を改築しています

陸閘工事 陸閘工事 陸閘を改築しています

急傾斜地の崩壊による被害を防
止する工事

急傾斜地崩壊防止工事 がけ崩れの被害を防ぐ工事を行っています

地すべりによる被害を防止する工
事

地すべり防止工事 地すべりの被害を防ぐ工事を行っています

土石流による被害を防止する工
事

土石流対策工事 土石流の被害を防ぐ工事を行っています

砂防指定地内の普通河川に関す
る工事

【 河川工事の記載例を準用 】 【 河川工事の表示例を準用 】

浚渫工事
(砂防えん堤、流路など)

砂防えん堤浚渫工事
（｢砂防えん堤｣の部分に施設
の名称を記入）

砂防えん堤に貯まった土砂をとりのぞいています
（｢砂防えん堤｣の部分に施設の名称を記入）

仮設工事
（道路、橋梁、クレーンなど）

仮設道路工事
（｢道路｣の部分に施設の名称
を記入）

工事用の道路を設置しています（設置工事の場合）
工事用の道路を撤去しています（撤去工事の場合）
（｢道路｣の部分に施設の名称を記入）
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工　事　種　別 工　事　内　容

表　示　例
区分 主　な　工　事

水域施設の浚渫工事 浚渫工事 漁港の浚渫を行っています

浚渫土の揚土工事 浚渫土揚土工事 浚渫した土を揚土しています

ブロックの製作工事 ブロック製作工事 ブロックを製作しています

護岸の補修工事 護岸補修工事 護岸をなおしています

護岸工事 護岸工事 護岸を改築しています

岸壁工事 岸壁工事 岸壁を改築しています

岸壁工事（新設） 岸壁新設工事 岸壁をつくっています

岸壁の補修工事 岸壁補修工事 岸壁をなおしています

物揚場工事 物揚場工事 物揚場を改築しています

物揚場工事（新設） 物揚場新設工事 物揚場をつくっています

物揚場の補修工事 物揚場補修工事 物揚場をなおしています

係船柱の補修工事 係船柱補修工事 係船柱をなおしています

係船柱の取替工事 係船柱取替工事 係船柱を取替ています

防舷材の設置工事 防舷材設置工事 防舷材を設置しています

防舷材の取替工事 防舷材取替工事 防舷材を取替ています

船揚場の改築 船揚場工事 船揚場を改築しています

船揚場の補修工事 船揚場補修工事 船揚場をなおしています

防波堤の補修工事 防波堤補修工事 防波堤をなおしています

防波堤の改築 防波堤工事 防波堤を改築しています

防波堤工事（新設） 防波堤新設工事 防波堤をつくっています

浮桟橋工事（新設） 浮桟橋設置工事 浮桟橋を設置しています

浮桟橋の補修工事 浮桟橋補修工事 浮桟橋をなおしています

標識の設置工事 標識設置工事 標識を設置しています

照明の設置工事 照明設置工事 照明を設置しています

照明の補修工事 照明補修工事 照明をなおしています

エプロンの補修工事 エプロン補修工事 エプロンをなおしています

エプロンの改築工事 エプロン工事 エプロンを改築しています

臨港道路の工事 【 道路工事の表示例を準用 】 【 道路工事の表示例を準用 】

桟橋の工事（新設） 桟橋新設工事 桟橋をつくっています

桟橋の改築工事 桟橋工事 桟橋を改築しています

桟橋の補修工事 桟橋補修工事 桟橋をなおしています

埋め立て工事 埋め立て工事 ふ頭用地の埋め立てを行っています

漁
港
・
港
湾
工
事


