
  

近隣住民の皆様へ

舗装工事（夜間施工）のお知らせ

平素より、公共工事に関して御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

この度、裏面に示す区域におきまして、傷んだ舗装をなおす工事を実施することになりました。

夜間工事施工中、車両の出入り・騒音・振動・砂塵等により大変ご迷惑をおかけしますが、

安全第一にて工事を進めてゆきますので、御協力のほど宜しくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                       記

平成28年1月

知立市内幸町加藤75
中一建設工業㈱

　 1.工事名　　　舗装道修繕工事（その８）・橋梁修繕工事合併工事

　 2.工事場所　　知立市上重原町・新地町地内　（地図参照）

　 3.工事予定　　・車道舗装工事　 平成28年1月27日～平成28年1月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ・作業時間　PM9：00～AM6：00予定（雨天順延）

　　　　　　　　　　 ・交通規制　片側交互通行

　　　　　　　　　　 ・天候及び工事の進み具合により施工予定日が変更となる場合が

　　　　　　　　　　　 ありますので、ご了承下さい。

　 4.発注者　　　 知立建設事務所　　維持管理課

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-3228
　 5.施工者　　　 中一建設工業株式会社

　　　　　　　　　　 現場担当　　後　藤

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-7111
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近隣住民の皆様へ

舗装工事（夜間施工）のお知らせ

平素より、公共工事に関して御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

この度、裏面に示す区域におきまして、傷んだ舗装をなおす工事を実施することになりました。

夜間工事施工中、車両の出入り・騒音・振動・砂塵等により大変ご迷惑をおかけしますが、

安全第一にて工事を進めてゆきますので、御協力のほど宜しくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                       記

平成28年1月

知立市内幸町加藤75
中一建設工業㈱

　 1.工事名　　　舗装道修繕工事（その８）・橋梁修繕工事合併工事

　 2.工事場所　　知立市上重原町地内　（地図参照）

　 3.工事予定　　・車道舗装工事　 平成28年1月25日～平成28年1月27日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ・作業時間　PM9：00～AM6：00予定（雨天順延）

　　　　　　　　　　 ・交通規制　片側交互通行

　　　　　　　　　　 ・天候及び工事の進み具合により施工予定日が変更となる場合が

　　　　　　　　　　　 ありますので、ご了承下さい。

　 4.発注者　　　 知立建設事務所　　維持管理課

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-3228
　 5.施工者　　　 中一建設工業株式会社

　　　　　　　　　　 現場担当　　後　藤

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-7111
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近隣住民の皆様へ

分離帯修繕工事のお知らせ

平素より、公共工事に関して御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

この度、裏面に示す区域におきまして、分離帯の修繕工事を実施することになりました。

工事施工中、車両の出入り・騒音・振動・砂塵等により大変ご迷惑をおかけしますが、

安全第一にて工事を進めてゆきますので、御協力のほど宜しくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                       記

平成28年1月

知立市内幸町加藤75
中一建設工業㈱

　 1.工事名　　　舗装道修繕工事（その８）・橋梁修繕工事合併工事

　 2.工事場所　　知立市上重原町地内

　 3.工事予定　　・分離帯修繕工事　 平成28年1月20日～平成28年1月21日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ・作業時間　AM9：00～PM5：00予定（雨天順延）

　　　　　　　　　　 ・交通規制　側道通行止め

　　　　　　　　　　 ・天候及び工事の進み具合により施工予定日が変更となる場合が

　　　　　　　　　　　 ありますので、ご了承下さい。

　 4.発注者　　　 知立建設事務所　　維持管理課

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-3228
　 5.施工者　　　 中一建設工業株式会社

　　　　　　　　　　 現場担当　　後　藤

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-7111
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近隣住民の皆様へ

舗装工事のお知らせ

平素より、公共工事に関して御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

この度、裏面に示す区域におきまして、傷んだ舗装をなおす工事を実施することになりました。

工事施工中、車両の出入り・騒音・振動・砂塵等により大変ご迷惑をおかけしますが、

安全第一にて工事を進めてゆきますので、御協力のほど宜しくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                       記

平成28年1月

知立市内幸町加藤75
中一建設工業㈱

　 1.工事名　　　舗装道修繕工事（その８）・橋梁修繕工事合併工事

　 2.工事場所　　知立市南新地2丁目地内　他　（地図参照）

　 3.工事予定　　・車道舗装工事　 平成28年2月1日～平成28年2月4日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ・作業時間　AM9：00～PM5：00予定（雨天順延）

　　　　　　　　　　 ・交通規制　片側交互通行

　　　　　　　　　　 ・天候及び工事の進み具合により施工予定日が変更となる場合が

　　　　　　　　　　　 ありますので、ご了承下さい。

　 4.発注者　　　 知立建設事務所　　維持管理課

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-3228
　 5.施工者　　　 中一建設工業株式会社

　　　　　　　　　　 現場担当　　後　藤

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-7111
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近隣住民の皆様へ

舗装工事のお知らせ

平素より、公共工事に関して御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

この度、裏面に示す区域におきまして、傷んだ舗装をなおす工事を実施することになりました。

工事施工中、車両の出入り・騒音・振動・砂塵等により大変ご迷惑をおかけしますが、

安全第一にて工事を進めてゆきますので、御協力のほど宜しくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                       記

平成28年1月

知立市内幸町加藤75
中一建設工業㈱

　 1.工事名　　　舗装道修繕工事（その８）・橋梁修繕工事合併工事

　 2.工事場所　　知立市上重原町地内　（地図参照）

　 3.工事予定　　・車道舗装工事　 平成28年2月3日～平成28年2月4日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ・作業時間　AM9：00～PM5：00予定（雨天順延）

　　　　　　　　　　 ・交通規制　片側交互通行

　　　　　　　　　　 ・天候及び工事の進み具合により施工予定日が変更となる場合が

　　　　　　　　　　　 ありますので、ご了承下さい。

　 4.発注者　　　 知立建設事務所　　維持管理課

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-3228
　 5.施工者　　　 中一建設工業株式会社

　　　　　　　　　　 現場担当　　後　藤

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-7111
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近隣住民の皆様へ

舗装工事のお知らせ

平素より、公共工事に関して御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

この度、裏面に示す区域におきまして、傷んだ舗装をなおす工事を実施することになりました。

工事施工中、車両の出入り・騒音・振動・砂塵等により大変ご迷惑をおかけしますが、

安全第一にて工事を進めてゆきますので、御協力のほど宜しくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                       記

平成28年1月

知立市内幸町加藤75
中一建設工業㈱

　 1.工事名　　　舗装道修繕工事（その８）・橋梁修繕工事合併工事

　 2.工事場所　　知立市西中町地内　（地図参照）

　 3.工事予定　　・車道舗装工事　 平成28年2月4日～平成28年2月5日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ・作業時間　AM9：00～PM5：00予定（雨天順延）

　　　　　　　　　　 ・交通規制　片側交互通行

　　　　　　　　　　 ・天候及び工事の進み具合により施工予定日が変更となる場合が

　　　　　　　　　　　 ありますので、ご了承下さい。

　 4.発注者　　　 知立建設事務所　　維持管理課

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-3228
　 5.施工者　　　 中一建設工業株式会社

　　　　　　　　　　 現場担当　　後　藤

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-7111
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近隣住民の皆様へ

舗装工事のお知らせ

平素より、公共工事に関して御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

この度、裏面に示す区域におきまして、傷んだ舗装をなおす工事を実施することになりました。

工事施工中、車両の出入り・騒音・振動・砂塵等により大変ご迷惑をおかけしますが、

安全第一にて工事を進めてゆきますので、御協力のほど宜しくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                       記

平成28年1月

知立市内幸町加藤75
中一建設工業㈱

　 1.工事名　　　舗装道修繕工事（その８）・橋梁修繕工事合併工事

　 2.工事場所　　知立市上重原町地内　（地図参照）

　 3.工事予定　　・車道舗装工事　 平成28年2月4日～平成28年2月5日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ・作業時間　AM9：00～PM5：00予定（雨天順延）

　　　　　　　　　　 ・交通規制　片側交互通行

　　　　　　　　　　 ・天候及び工事の進み具合により施工予定日が変更となる場合が

　　　　　　　　　　　 ありますので、ご了承下さい。

　 4.発注者　　　 知立建設事務所　　維持管理課

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-3228
　 5.施工者　　　 中一建設工業株式会社

　　　　　　　　　　 現場担当　　後　藤

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-7111
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近隣住民の皆様へ

舗装工事のお知らせ

平素より、公共工事に関して御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

この度、裏面に示す区域におきまして、傷んだ舗装をなおす工事を実施することになりました。

工事施工中、車両の出入り・騒音・振動・砂塵等により大変ご迷惑をおかけしますが、

安全第一にて工事を進めてゆきますので、御協力のほど宜しくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                       記

平成28年1月

知立市内幸町加藤75
中一建設工業㈱

　 1.工事名　　　舗装道修繕工事（その８）・橋梁修繕工事合併工事

　 2.工事場所　　知立市西中町地内　（地図参照）

　 3.工事予定　　・車道舗装工事　 平成28年2月5日～平成28年2月6日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ・作業時間　AM9：00～PM5：00予定（雨天順延）

　　　　　　　　　　 ・交通規制　片側交互通行

　　　　　　　　　　 ・天候及び工事の進み具合により施工予定日が変更となる場合が

　　　　　　　　　　　 ありますので、ご了承下さい。

　 4.発注者　　　 知立建設事務所　　維持管理課

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-3228
　 5.施工者　　　 中一建設工業株式会社

　　　　　　　　　　 現場担当　　後　藤

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-7111
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近隣住民の皆様へ

舗装工事のお知らせ

平素より、公共工事に関して御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

この度、裏面に示す区域におきまして、傷んだ舗装をなおす工事を実施することになりました。

工事施工中、車両の出入り・騒音・振動・砂塵等により大変ご迷惑をおかけしますが、

安全第一にて工事を進めてゆきますので、御協力のほど宜しくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                       記

平成28年1月

知立市内幸町加藤75
中一建設工業㈱

　 1.工事名　　　舗装道修繕工事（その８）・橋梁修繕工事合併工事

　 2.工事場所　　刈谷市野田町地内　（地図参照）

　 3.工事予定　　・車道舗装工事　 平成28年2月6日（予備日平成28年2月13日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ・作業時間　AM9：00～PM5：00予定

　　　　　　　　　　 ・交通規制　片側交互通行

　　　　　　　　　　 ・天候及び工事の進み具合により施工予定日が変更となる場合が

　　　　　　　　　　　 ありますので、ご了承下さい。

　 4.発注者　　　 知立建設事務所　　維持管理課

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-3228
　 5.施工者　　　 中一建設工業株式会社

　　　　　　　　　　 現場担当　　後　藤

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-7111
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近隣住民の皆様へ

歩道舗装工事のお知らせ

平素より、公共工事に関して御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

この度、裏面に示す区域におきまして、歩道工事を実施することになりました。

工事施工中、車両の出入り・騒音・振動・砂塵等により大変ご迷惑をおかけしますが、

安全第一にて工事を進めてゆきますので、御協力のほど宜しくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                       記

平成28年1月

知立市内幸町加藤75
中一建設工業㈱

　 1.工事名　　　舗装道修繕工事（その８）・橋梁修繕工事合併工事

　 2.工事場所　　知立市西中町地内　（地図参照）

　 3.工事予定　　・歩道舗装工事　 平成28年2月9日～平成28年2月10日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ・作業時間　AM9：00～PM5：00予定

　　　　　　　　　　 ・交通規制　片側交互通行

　　　　　　　　　　 ・天候及び工事の進み具合により施工予定日が変更となる場合が

　　　　　　　　　　　 ありますので、ご了承下さい。

　 4.発注者　　　 知立建設事務所　　維持管理課

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-3228
　 5.施工者　　　 中一建設工業株式会社

　　　　　　　　　　 現場担当　　後　藤

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-7111
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近隣住民の皆様へ

舗装工事（夜間施工）のお知らせ

平素より、公共工事に関して御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。

この度、裏面に示す区域におきまして、傷んだ舗装をなおす工事を実施することになりました。

夜間工事施工中、車両の出入り・騒音・振動・砂塵等により大変ご迷惑をおかけしますが、

安全第一にて工事を進めてゆきますので、御協力のほど宜しくお願い申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                       記

平成28年1月

知立市内幸町加藤75
中一建設工業㈱

　 1.工事名　　　舗装道修繕工事（その８）・橋梁修繕工事合併工事

　 2.工事場所　　知立市本町地内他　（地図参照）

　 3.工事予定　　・車道舗装工事　 平成28年2月22日～平成28年2月25日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ・作業時間　PM9：00～AM6：00予定（雨天順延）

　　　　　　　　　　 ・交通規制　片側交互通行

　　　　　　　　　　 ・天候及び工事の進み具合により施工予定日が変更となる場合が

　　　　　　　　　　　 ありますので、ご了承下さい。

　 4.発注者　　　 知立建設事務所　　維持管理課

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-3228
　 5.施工者　　　 中一建設工業株式会社

　　　　　　　　　　 現場担当　　後　藤

　　　　　　　　　　 TEL0566-82-7111
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