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平成２６年度 土木部 ２月補正要求概要

国国国国のののの追加配分追加配分追加配分追加配分をををを活用活用活用活用したしたしたした事業費事業費事業費事業費のののの増額増額増額増額

○（新）地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

・道の駅の情報設備等の整備を進めます。 ３，０００万円

一般会計一般会計一般会計一般会計 合計合計合計合計 △△△△５４３５４３５４３５４３億億億億２２２２，，，，９７５９７５９７５９７５万円万円万円万円

●●●●国国国国のののの追加配分追加配分追加配分追加配分をををを活用活用活用活用したしたしたした事業費事業費事業費事業費のののの増額増額増額増額

２１２１２１２１億億億億１１１１，，，，６３３６３３６３３６３３万円万円万円万円

●●●●年間所要見込年間所要見込年間所要見込年間所要見込みによるみによるみによるみによる補正補正補正補正

△△△△５６４５６４５６４５６４億億億億４４４４，，，，６０８６０８６０８６０８万円万円万円万円

補正予算の規模

１ 国の補正予算による交付金等

を活用し、防災対策等必要な事業

の増額補正を行います。

２ 年間所要見込みによる補正を

行います。

補正予算の概要

主な事業内容

・道の駅の情報設備等の整備を進めます。 ３，０００万円

・地域住民及び市町村が主体となったまちづくりを支援します。

１億１，５００万円

・地域型住宅を建設する子育て世帯や高齢者世帯等を支援します。

４，１５０万円

○緊急防災対策等

・土砂災害警戒区域等を指定するための基礎調査を推進します。

４億８，０００万円

年間所要見込年間所要見込年間所要見込年間所要見込みによるみによるみによるみによる補正補正補正補正

○冬期間の安全・安心な交通確保を図ります。 ６億３，９８３万円

○復興公営住宅整備（整備計画見直しに伴う減） △２９２億４，３６４万円
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【事業の概要】 道の駅の情報設備等の整備を進めます

土木部 ２月補正予算

事業の概要

○道の駅の地域活性化及び地域防災拠点としての強化を図るため、情報設備等の整備を進めます。

◇「道の駅」地域拠点機能強化事業◇「道の駅」地域拠点機能強化事業◇「道の駅」地域拠点機能強化事業◇「道の駅」地域拠点機能強化事業

ＰＲＰＲＰＲＰＲサイトサイトサイトサイト構築構築構築構築

既存既存既存既存媒体媒体媒体媒体へへへへ連携連携連携連携

道の駅

取組取組取組取組イメージイメージイメージイメージ

情報設備等情報設備等情報設備等情報設備等をををを整備整備整備整備するするするする道道道道のののの駅駅駅駅はははは、、、、県県県県がががが管理管理管理管理するするするする

道路沿線道路沿線道路沿線道路沿線のののの２０２０２０２０箇所箇所箇所箇所ですですですです。。。。

川川川川 俣俣俣俣

裏裏裏裏磐梯磐梯磐梯磐梯

喜多の喜多の喜多の喜多の郷郷郷郷

位置図位置図位置図位置図

※※※※この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先 ：：：： 道路整備課道路整備課道路整備課道路整備課 主幹主幹主幹主幹 和田和田和田和田 （電話（電話（電話（電話024024024024----521521521521----7502 7502 7502 7502 県庁内線県庁内線県庁内線県庁内線3570 3570 3570 3570 ）））） １１１１福島県土木部福島県土木部福島県土木部福島県土木部

①①①①無料公衆無線無料公衆無線無料公衆無線無料公衆無線LANLANLANLAN、、、、大型大型大型大型ディスプレイのディスプレイのディスプレイのディスプレイの整備整備整備整備

②②②②地域地域地域地域のののの魅力魅力魅力魅力ををををPRPRPRPRするサイトのするサイトのするサイトのするサイトの構築構築構築構築

③③③③災害時災害時災害時災害時（（（（停電時停電時停電時停電時））））にににに備備備備えたえたえたえた非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源のののの整備整備整備整備

タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネル

（（（（ﾀﾌﾞﾚｯﾄﾀﾌﾞﾚｯﾄﾀﾌﾞﾚｯﾄﾀﾌﾞﾚｯﾄ））））

知りたい情報を検索

【メニュー】

・道路情報
・ライブカメラ
・観光情報
・物産情報 【menu】

・Road 
information

・Live camera
・Sightseeing

information
・Product

information

道路交通情報

ライブカメラ

⾼速道路

観光情報

物産情報

ふくしまＤＣ

ようこそ！道の駅●●へ

English

WiWiWiWi----FiFiFiFi

接続時に

初期画面

ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ向け

日本語、外国語対応

大型大型大型大型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

道路・気象情報

をﾘｱﾙﾀｲﾑに

川川川川 俣俣俣俣

ばんだいばんだいばんだいばんだい

尾瀬街道尾瀬街道尾瀬街道尾瀬街道

みしま宿みしま宿みしま宿みしま宿
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【事業の概要】 地域住民及び市町村が主体となったまちづくりを支援します

土木部 ２月補正予算

事業の概要

○ 地域住民及び市町村が主体となって地域の宝（資源）を磨き上げ、活用していくための

各種計画の策定を支援します。

○ 地域主体のまちづくりを促進するため、計画に基づき実施する観光施設や商店街等を結

ぶ路地整備や、花や緑による修景整備等を支援します。

◇まちづくり支援事業◇まちづくり支援事業◇まちづくり支援事業◇まちづくり支援事業

（１）計画策定（１）計画策定（１）計画策定（１）計画策定 （２）施設等整備（２）施設等整備（２）施設等整備（２）施設等整備

市町村が策定する「歴史的風致維持向上計画」及び
地域づくり計画に基づき、県と市町村、住民が連携して

ポケットパークや路地の整備、花や緑での修景整備を行

※※※※この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先 ：：：： まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課 主幹兼副課長主幹兼副課長主幹兼副課長主幹兼副課長 佐藤佐藤佐藤佐藤

（電話（電話（電話（電話024024024024----521521521521----8372 8372 8372 8372 県庁内線県庁内線県庁内線県庁内線3638363836383638））））

福島県土木部福島県土木部福島県土木部福島県土木部

「景観計画」の策定を支援します。

また、県は地域住民や市町村とともに「地域づくり計

画」策定を行います。

ポケットパークや路地の整備、花や緑での修景整備を行

い、面的な魅力向上を図ります。

ワークショップの様子

ポケットパーク整備

（県、市町村）

路地整備

（市町村）

花・緑の整備

（住民）

２２２２



【事業の概要】 地域型住宅を建設する子育て世帯や高齢者世帯等を支援します

土木部 ２月補正予算

事業の概要

○子育て世帯や高齢者世帯等が、県内の住宅生産事業者と県産木材を活用する地域型住宅を

建設した場合に県産品等と交換できるポイントを交付します。

◇ふくしまエコ・プラス住宅応援事業◇ふくしまエコ・プラス住宅応援事業◇ふくしまエコ・プラス住宅応援事業◇ふくしまエコ・プラス住宅応援事業

最大

200棟

交付

福福福福 島島島島 県県県県

補助金交付

〈ポイント交付対象〉

①子育て世帯が建設した住宅 または、

高齢者等に配慮したバリアフリー住宅

②県内で自らが居住するための住宅

※※※※この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先 ：：：： 建築指導課建築指導課建築指導課建築指導課 主幹兼副課長主幹兼副課長主幹兼副課長主幹兼副課長 新関新関新関新関 （電話（電話（電話（電話024024024024----521521521521----7522 7522 7522 7522 県庁内線県庁内線県庁内線県庁内線3667 3667 3667 3667 ）））） ３３３３福島県土木部福島県土木部福島県土木部福島県土木部

ポイント発行

商品

発注

商品

発送

交交交交

換換換換

商商商商

品品品品

提提提提

供供供供

事事事事

業業業業

者者者者

１ポイント＝１円

補助金交付

【【【【建築主建築主建築主建築主】】】】 一般一般一般一般向向向向けけけけ

被災者被災者被災者被災者・・・・

避難者向避難者向避難者向避難者向けけけけ

【【【【団体団体団体団体】】】】ポイントポイントポイントポイント発行発行発行発行・・・・交換窓口交換窓口交換窓口交換窓口

３０万

ポイント

ポイント発行

・交換申請

２０万

ポイント

②県内で自らが居住するための住宅

③県内の住宅生産事業者が施工した住宅

④所定量以上の県産木材を使用した住宅

※森と住まいのエコポイント事業と併用可

安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心・・・・快適快適快適快適なななな住住住住まいづくりまいづくりまいづくりまいづくり



【事業の概要】 土砂災害警戒区域等を指定するための基礎調査を推進します

土木部 ２月補正予算

事業の概要

○平成２６年８月豪雨により広島市で発生した土砂災害等を踏まえ、土砂災害から県民の生

命や財産を守るため、土砂災害警戒区域等の指定に必要な基礎調査を追加で実施します。

◇交付金事業（砂防）◇交付金事業（砂防）◇交付金事業（砂防）◇交付金事業（砂防）

※※※※この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先 ：：：： 砂防課砂防課砂防課砂防課 主幹兼副課長主幹兼副課長主幹兼副課長主幹兼副課長 鍋野鍋野鍋野鍋野 （電話（電話（電話（電話024024024024----521521521521----7491 7491 7491 7491 県庁内線県庁内線県庁内線県庁内線3611 3611 3611 3611 ）））） ４４４４福島県土木部福島県土木部福島県土木部福島県土木部



【事業の概要】 冬期間の安全・安心な交通確保を図ります

土木部 ２月補正予算

事業の概要

○安全・安心な交通確保に向け、迅速な除雪を行います。

◇除雪事業◇除雪事業◇除雪事業◇除雪事業

会津地方

会津地方での平成26年度の降雪状況は、

（2月10日現在）

近年稀にみる大雪となっているため、必要な

予算を確保し、安全安心な道路ネットワーク

を確保します。

※※※※この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先この資料に関する問い合わせ先 ：：：： 道路道路道路道路管理管理管理管理課課課課 主幹主幹主幹主幹 青山青山青山青山 （電話（電話（電話（電話024024024024----521521521521----7468 7468 7468 7468 県庁内線県庁内線県庁内線県庁内線3564 3564 3564 3564 ）））） ５５５５福島県土木部福島県土木部福島県土木部福島県土木部

只見町寄岩地内で警戒積雪深280cmを超過

(2/10 7:30現在 301cm)

降雪状況降雪状況降雪状況降雪状況

至至至至 檜枝岐檜枝岐檜枝岐檜枝岐

国道国道国道国道401401401401号号号号

（南会津町）（南会津町）（南会津町）（南会津町）

除雪除雪除雪除雪状況状況状況状況


