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◆福島県土木部の年間の行事予定から、毎月の出来事

をとりまとめてお知らせします。 

※ 下  線  は、今回新たに追記した事項です。  

 
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 海の日20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

【今日は何の日？】 /海の月間/河川愛護月間/海岸愛護月間  

１日  建築士の日/７日  川の日  

--------------------------------------------------------------  

◎１（水）～３１日（金） 第３２回福島県建築文化賞作品

募集  

・連絡先：建築住宅課 /024-521-7986 

◎4 日（土） （仮称）ひろの防災緑地サポーターズクラブ 

「どんぐりプロジェクト」どんぐり株分けイベント 

・連絡先：富岡土木事務所  道路・橋梁課 /0240-23-6605 

◎７日（火） 県中建設事務所と（一社）福島県測量設計

業協会県中支部との建設行政に関する意見交換会  

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1403 

◎１０日（金） 国道３４９号  御代田バイパス開通式（伊

達市） 

・連絡先：県北建設事務所 /電話： 024-522-2117 

道路整備課 /電話： 024-521-7476 

◎２１日（火）～３１日（金） 森と湖に親しむ旬間  

・連絡先：鮫川水系ダム管理事務所 /0246-63-2155 

◎２２日（水）～３０日（木） 施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型積算方式に

関する説明会及び積算ｼｽﾃﾑ操作研修（職員＋市町村） 

・連絡先：技術管理課 /024-521-7461 

◎２３日（木） 福島県県中建設事務所管内工事安全推

進協議会総会  

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1402 

◎２５日（土） おなはま海遊祭（いわき市）（～２６日） 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所 /0246-53-7118 

◎２６日（日） 小玉ダム（いわき市）体験ツアー 

・連絡先：小玉ダム管理事務所 /0246-83-2861 

◎２６日（日） 四時ダムまつり（いわき市） 

・連絡先：鮫川水系ダム管理事務所 /0246-63-2155 

◎２７日（月） 楢葉町  復旧・復興事業起工式  

・連絡先：富岡土木事務所  河川・海岸課 /0240-23-6615 

◎２９日（水） 福島県建設業協会との意見交換会（県庁

本庁舎） 

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎３０日（木） 「都庁舎前花壇育成プロジェクト」花の定

植イベント（都庁前） 

・連絡先：いわき建設事務所 /0246-24-6143 
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【今日は何の日？】 10 日  道の日/道路ふれあい月間         

--------------------------------------------------------------  

◎１日（土） 日中ひざわ湖まつり（喜多方市） 

・連絡先  日中ダム管理所 /電話： 0241-36-2014 

◎４日（火） 福島県建設業合同就職説明会（郡山市民

文化センター） 

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎４日（火）～７日（金） 土木工事における新たな積算方

式に関する説明会（入札参加者向け） 

・連絡先：技術管理課 /024-521-7461 

◎８日（土） ハイスクール世界サミットｉｎ福島  

・連絡先  道路計画課 /電話： 024-521-7469 

◎８・９日（土・日） ふくしま住まいと暮らしフェア（郡山会

場） 

・連絡先  建築指導課 /電話： 024-521-7528 

◎上旬  道の日イベント（民間人による道路パトロール） 

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1403 

◎福島空港航空機不法奪取事案対応訓練  

・連絡先  福島空港事務所 /電話： 0247-57-1111 

◎上旬  平成２７年度福島県優良委託業務表彰式  

・連絡先  技術管理課 /電話： 024-521-8126 

◎下旬  平成２７年度福島県優良道路愛護団体等表彰

式  

・連絡先  道路計画課 /電話： 024-521-7472 

◎２７日（木） （仮称）ひろの防災緑地ワークショップ 

・連絡先：富岡土木事務所  道路・橋梁課 /0240-23-6605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 ７月   

イベントカレンダー ２０１５(平成２７年) （福島県土木部） 
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【今日は何の日？】 １日  防災の日/１０日  下水道の日  

     /１０日  屋外広告の日/２０日  空の日/２０日  バスの日  

--------------------------------------------------------------  

◎ ６日（日） こまちダム祭り（小野町） 

・連絡先：三春土木事務所 /電話： 0247-62-3151 

◎６日（日）下水道まつり（大滝根水環境センター（田村

市）） 

・連絡先  県中流域下水道建設事務所 /電話： 024-958-3861 

◎９日（水） 甲子トンネル防災訓練  

・連絡先  県南建設事務所 /電話： 0248-23-1633 

◎１０日（木） 大峠トンネル防災訓練  

・連絡先  大峠道路管理所 /電話： 0241-36-2805 

◎１１日（金） 土湯トンネル防災訓練  

・連絡先  県北建設事務所 /電話： 0242-64-3478 

◎１３日（日）下水道まつり（あだたら清流センター（二本

松市）） 

・連絡先  県中流域下水道建設事務所 /電話： 024-958-3861 

◎１７日（木） 相馬港・小名浜港合同テロ対策総合訓練  

・連絡先  相馬港湾建設事務所 /電話： 0244-26-7214 

◎中旬  下水道まつり（あだたら清流センター（二本松

市）・大滝根水環境センター（田村市）） 

・連絡先  県中流域下水道建設事務所 /電話： 024-958-3861 

◎１９日（土） 福島空港「空の日」フェスティバル 

・連絡先  福島空港事務所 /電話： 0247-57-1111 

◎中旬  会津縦貫北道路（湯川南 IC～会津若松北 IC）

開通  

・連絡先  高速道路室 /電話 :024-521-7448 

◎平成２７年度福島県建設業新分野進出優良企業表

彰式  

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 
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【今日は何の日？】 ４日都市景観の日/都市緑化月間/住宅月間    

--------------------------------------------------------------  

◎福島空港消火救難総合訓練(図上訓練) 

・連絡先  福島空港事務所 /電話： 0247-57-1111 

◎１１日（日） 小名浜絆まつり（いわき市） 

・連絡先  いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6143 

◎ ２５日（日） 第１４回とうろく君祭り（石川町） 

・連絡先：あぶくま高原道路管理事務所 /電話： 0247-55-3546 

◎平成２７年度優秀施工者福島県知事顕彰式  

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「土木部メールマガジン」配信のお知らせ【登録無料】 

------------------------------------------------------ 

福島県土木部では、公共事業に対しての理解を得るために、多くの県

民の皆様を対象に説明責任を果たすことが重要であると考えており、土

木部が行っている「土木部の催し」「地域づくりに関する情報」「公共

土木施設の復旧・復興の状況」「道路通行規制情報」等、様々な取組み

を分かりやすい形で直接御覧頂けるよう情報発信しています。  

１．提供情報【毎週発信】  

（１）土木部の催し   （２）地域づくりに関する情報  

（３）公共土木施設の復旧・復興の状況  （４）道路通行規制情報   

（５）その他  

２．アドレスの登録  

（１）【土木部メルマガ希望又は、解除】をお書きのうえ、メールを

送信して下さい。  

なお、別の受信先を希望する場合は併せて【メールアドレス】

を記入して下さい。  

doboku_mailmagazine@pref.fukushima.lg.jp 

（２）携帯電話等での登録には、右記もご利用になれます。  

１０月 ９月 

イベントカレンダー ２０１５(平成２７年) （福島県土木部） 


