
 

年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール ２０１６(平成２８年度) （福島県土木部） 

 ◆福島県土木部の年間の行事予定から、毎月の出来事をまとめ

てお知らせします。なお、過去分も主要な出来事として掲載します。 

※ 下  線  は、今回新たに追記した事項です。 

 
【今日は何の日？】 河川美化月間                      

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

◎１日（金） 「浜通り地方の復旧・復興加速化  

～事業概要～（2016 年度版）」発行  

・連絡先：土木企画課（システム担当） /電話： 024－ 521－ 7886 

◎８日（金） 磐梯吾妻スカイラインの再開通  

・連絡先：道路管理課 /電話： 024－ 521－ 7474 

     県北建設事務所  吾妻土湯道路管理所 /電話：0242-64-3478 

◎１５日（金） 磐梯山ゴールドライン、磐梯吾妻レーク 

ライン再開通（磐梯町） 

・連絡先：喜多方建設事務所 /電話： 0241-24-5704 

猪苗代土木事務所 /電話： 0241-62-3102 

◎会津レクリエーション公園再開園  

・連絡先：会津若松建設事務所 /電話： 0242－ 29－ 5450 

 
【今日は何の日？】 水防月間                         

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

◎１４日(土) ふくしまおおぞらフェスタ２０１６ 

・連絡先：福島空港事務所 /電話： 0247-57-1111 

◎２１日(土)・２２日（日） 

 ご当地こども夢フェスタｉｎしらかわ 2016（白河市） 

・連絡先：広報課 /電話： 024-521-7015 

◎２９日(日) 栗子ﾊｲｳｪｲ５０周年記念行事（米沢市） 

・連絡先：高速道路室 /電話： 024-521-7448 

 

【今日は何の日？】 １日  景観の日/３日  測量の日  

            /まちづくり月間/土砂災害防止月間        

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

◎１日（水） 土砂災害防止に関する絵画・作文募集  

（９月１５日まで） 

・連絡先：砂防課 024-521-7493 

◎１日（水）富岡町河川･海岸復旧工事  合同安全祈願祭  

・連絡先：富岡土木事務所  河川・海岸課 /電話 0240-23-6606 

◎２日（木） 平成２８年度第１回福島県建設工事復旧・

復興南会津地方連絡協議会  

・連絡先：南会津建設事務所 /電話： 0241-62-5322 

◎５日（日） 平成２８年度福島県水防訓練  

（会津若松市） 

・連絡先：河川整備課 /電話： 024－ 521－ 7483 

◎１７日（金）  福島県における復興祈念公園のあり方

（基本構想への県提言）の復興大臣への手交  

・連絡先：まちづくり推進課 /電話： 024－ 521－ 7510 

◎２７日（月）～８月３１日（水） 福島県復興公営住宅  

第５期募集  

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-7519 

・申込先：福島県復興公営住宅入居支援センター /電話：024-522-3320 

◎下旬  災害対応模擬訓練（ロールプレイング方式） 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6117 

◎土砂災害防止月間パネル展示（県庁内） 

・連絡先：砂防課 024-521-7493 

◎土砂災害防止に関する新聞・広報誌による広報  

（県政広報） 

・連絡先：砂防課 024-521-7493 

 
【今日は何の日？】 １日  建築士の日/７日  川の日  

            /海の月間/河川愛護月間/海岸愛護月間    

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

◎１日（金）～２９日（金） 第３３回福島県建築文化賞  

作品募集  

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024－ 521－ 7986 

◎３日（日） 復興公営住宅『城北団地』の内覧会  

・連絡先：会津若松建設事務所 /電話： 0242-29-5450 

◎６日（水） 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 

◎７日（木） 第２回小名浜港長期構想検討委員会  

・連絡先：港湾課 /電話： 024-521-7497 

◎９日（土） （都）三函台山線湯本跨線橋渡橋式  

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6125 

◎９日（土）～１０日（日） 海フェス２０１６（岩間海岸） 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6143 

◎２１日（木）磐梯吾妻スカイラインの再開通  

（不動沢橋～浄土平区間） 

※２１日（木）７時から「一方通行」で再開通  

※２８日（木）７時から「一方通行規制解除」  

・連絡先：道路管理課 /電話： 024－ 521－ 7468 

◎２１日（木）～３１日（日） 「森と湖に親しむ旬間」ダム 

まつり〖ダム見学などのイベント開催〗（県管理ダム） 

・連絡先：河川整備課 /電話： 024－ 521－ 7487 

◎２３日（土）  

堀川ダムまつり 

・連絡先：県南建設事務所 /電話： 0248-23-1603 

日中ひざわ湖まつり 

・連絡先：大峠・日中総合管理事務所 /電話： 0241-36-2014 

◎２４日（日） 小玉ダム（いわき市）体験ツアー 

・連絡先：いわき建設事務所： 0246-83-2861 

◎２９日（金） 「花壇育成プロジェクト」花の定植イベント 

（東京都庁舎前） 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6143 

◎３１日（日） しときダムまつり 

・連絡先：鮫川水系ダム管理事務所 /電話： 0246－ 63－ 2155 

７月 

６月 

５月 

４月 

年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール ２０１６(平成２８年度) （福島県土木部） 
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年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール ２０１６(平成２８年度) （福島県土木部） 

 

 

【今日は何の日？】 10 日  道の日/道路ふれあい月間  

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

◎初旬  道の日イベント（小学生などによる道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ） 

・連絡先：県南建設事務所 /電話： 0248-23-1603 

・連絡先：会津若松建設事務所 /電話： 0242-29-5450 

◎１日（月） 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 

◎８日（水）  福島県優良土木・建築委託業務表彰式  

・連絡先：技術管理課 /電話： 024-521-7460 

◎９日（火）  双葉町海岸災害復旧工事  安全祈願祭  

・着工式  

・連絡先：相双建設事務所 /電話： 0244-26-1285 

◎１０日（水）  道の日イベント 

（小・中学生や高校生などによる道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ） 

・連絡先：県北建設事務所 /電話： 024-521-2528 

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1403 

・連絡先：棚倉土木事務所 /電話： 0247-23-3131 

・連絡先：南会津建設事務所 /電話： 0241-62-5318 

・連絡先：山口土木事務所 /電話： 0241-72-2233 

・連絡先：相双建設事務所 /電話： 0244-26-1183 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6120 

◎１０日（水）  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 

◎１０日（水）～３０日（火） 復旧･復興進捗状況写真展  

（いわき・ら・ら・ミュウ） 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6143 

◎２６日（金）  福島県道路愛護会長表彰式  

・連絡先：道路計画課 /電話： 024-521-7472 

 

 

 

【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  

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

◎４日（日） こまちダムまつり（小野町） 

・連絡先：三春土木事務所 /電話： 0247-62-3153 

◎４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 

◎８日（木）～９日（金） 

空港施設メンテナンスブロック会議(東京ブロック) 

・連絡先：空港施設室  /電話： 024-521-7501 

◎９日（金） 

甲子トンネル防災訓練  

・連絡先：県南建設事務所 /電話： 0248-23-1603 

南会津建設事務所 /電話： 0241-62-5318 

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 

◎上旬  防災教育出前講座  

・連絡先：棚倉土木事務所 /電話： 0247-23-3131 

◎１１日（日） 

東北中央自動車道（福島 JCT～福島大笹生 IC）開通式  

・連絡先：高速道路室 /電話： 024-521-7448 

県北建設事務所 /電話： 024-521-2562 

◎11 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 

◎１３日（火）福島県優良建設工事表彰式  

・連絡先：技術管理課 /電話： 024-521-7460 

◎１４日（水） 国営追悼・祈念施設（仮称）設置に 

関する要望  

・連絡先：まちづくり推進課 /電話： 024-521-7510 

◎１４日（水） 小名浜港・相馬港合同テロ対策総合訓練  

・連絡先：小名浜港湾建設事務所 /電話： 0246-53-7121 

◎１５日（木） 大峠トンネル防災訓練  

・連絡先：大峠・日中総合管理事務所 /電話： 0241-36-2805 

◎１６日（金） 復興公営住宅『北原団地』の 

鍵引き渡し式  

・連絡先：相双建設事務所 /電話： 0244-26-1224 

◎１７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 

◎２０日（火） 桜川竣工式（三春町） 

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1437 

◎２３日（金） 第１回福島県における復興祈念公園  

基本構想検討調査有識者委員会  

・連絡先：まちづくり推進課 /電話： 024-521-7510 

 
【今日は何の日？】 ４日都市景観の日/都市緑化月間/住生活月間    

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

◎９日（日） 汐風竹町フェスタ（いわき市） 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6143 

◎２１日（金） 舘岩川・桧沢川改良復旧事業合同  

安全祈願祭・起工式（南会津町） 

・連絡先：南会津建設事務所 /電話： 0241-62-5328 

◎２７日（木） 国道１２１号下郷田島バイパス 

中心杭設置式（南会津町） 

・連絡先：南会津建設事務所 /電話： 0241-62-5325 

◎２７日（木） 除雪安全祈願祭/始動式  

・連絡先：南会津建設事務所 /電話： 0241-62-5321 

・連絡先：山口土木事務所 /電話： 0241-72-2233 

◎２８日（金） 東北地方治水大会（福島市） 

・連絡先：河川整備課 /電話： 024－ 521－ 7483 

◎２９日（土） 埓浜防災緑地植樹祭２０１６（新地町） 

・連絡先：相双建設事務所 /電話： 0244-26-1261 

◎中旬  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 

１０月 

９月 

８月 
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年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール ２０１６(平成２８年度) （福島県土木部） 

 

【今日は何の日？】 ５日  津波防災の日/１１日  公共建築の日  

          /１８日  土木の日/建設業取引適正化推進月間  

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

◎１日（火） 優秀施工者福島県知事顕彰式  

（福島市・杉妻会館） 

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎１日（火） 復興公営住宅「平沢団地」入居開始  

（三春町） 

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1415 

◎３日（木） 第１４回あづまの郷ウォーク大会  

～歩こう秋のふくしま～ 

・連絡先：まちづくり推進課 /電話： 024-521-7507 

◎４日（金） 国道１１５号土湯道路除雪機械出動式  

・連絡先：県北建設事務所 /電話： 0242-64-3478 

◎７日（月） 除雪安全祈願祭/始動式  

（会津若松市･三島町） 

・連絡先：会津若松建設事務所 /電話： 0242－ 29－ 5450 

◎９日（水） 除雪安全祈願祭・出動式  

（あぶくま高原道路） 

・連絡先：あぶくま高原道路管理事務所 /電話： 0247-55-3546 

◎１１日（金） 砂利採取業務主任者試験  

（福島市・県庁  本庁舎５階正庁） 

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎１１日（金）、１２日（土） 

 全国街道交流会議  第 11 回全国大会「福島大会」 
・連絡先：高速道路室 /電話： 024-521-7448 

◎１２日（土） ふくしま道の駅・空の駅まつり（福島空港） 

・連絡先：道路整備課 /電話： 024－ 521－ 7475 

◎１２日（土） 第１５回とうろく君祭り 

（ふくしま道の駅・空の駅まつりと同時開催） 

・連絡先：あぶくま高原道路管理事務所 /電話： 0247-55-3546 

◎１３日（日） 福島空港消火救難総合訓練  

・連絡先：福島空港事務所 /電話： 0247-57-1111 

◎１５日（火） 復興公営住宅『西町団地（第１住区）』の 

鍵引渡し式  

・連絡先：相双建設事務所 /電話： 0244-26-1224 

◎１９日（土） 道の駅「猪苗代」オープン 

・連絡先：道路整備課 /電話： 024－ 521－ 7475 

◎１９日（土） 小名浜道路起工式  

・連絡先：道路整備課 /電話： 024－ 521－ 7476 

◎２１日（月） 建設業法令遵守等講習会  

（福島県青少年会館） 

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎２４日（木） 地域に生きる建設企業経営講座  

（郡山市・福島県ハイテクプラザ） 

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎２１日（月） 第２回福島県における復興祈念公園  

基本構想検討調査有識者委員会  

・連絡先：まちづくり推進課 /電話： 024-521-7510 

◎２５日（金） 除雪機械出動式  

・連絡先：相双建設事務所 /電話： 0244-26-1221 

◎２８日（月） 相馬港セミナー 

・連絡先：相馬港湾建設事務所 /電話： 0244-26-7214 

◎２９日（火） 国道 349 号（土鍋工区）開通式  

・連絡先：道路整備課 /電話： 024－ 521－ 7476 

◎２９日（火） 復興公営住宅『南町団地』の鍵引渡し式  

・連絡先：相双建設事務所 /電話： 0244-26-1224 

◎３０日（水） 第３回小名浜港長期構想検討委員会  

・連絡先：港湾課 /電話： 024-521-7497 

◎３０日（水） 赤留塔寺線船杉工区開通式  

・連絡先：会津若松建設事務所 /電話： 0242－ 29－ 5440 

◎中旬  磐梯吾妻スカイライン(福島市)冬期通行止め 

・連絡先：県北建設事務所 /電話： 0242-64-3478 

◎中旬  道路除雪業務従事団体・従事者感謝状贈呈式  

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024－ 935－ 1403 

◎中旬  防災教育出前講座  

・連絡先：棚倉土木事務所 /電話： 0247-23-3131 

◎中旬  除雪機械始動式  

・連絡先：猪苗代土木事務所 /電話： 0242-62-3102 

◎下旬  復興公営住宅『壁沢団地』竣工式  

・連絡先：県北建設事務所 /電話： 024-521-2574 

◎下旬  国道３４９号土鍋工区開通式（古殿町） 

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024－ 935－ 1402 

 
【今日は何の日？】 １～７日  雪崩防災週間               

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

◎１日（木） 現場公開（浅見川地区防災緑地など） 

・連絡先：土木企画課 /電話： 024-521-7886 

◎２日（金） 平成２８年度第２回安全パトロール 

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1402 

◎５日（月） 復興公営住宅（南湖南団地、白坂団地） 

鍵引渡し式及び内覧会  

・連絡先：県南建設事務所  

建築住宅課 /電話： 0248-23-1635（鍵引渡し式）  

行  政  課 /電話： 0248-23-1607（内覧会）  

◎６日（火） 優良河川愛護団体感謝状贈呈  

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1403 

◎９日（金）、１０日（土） 

日本風景街道大学ふくしま浜街道校  
・連絡先：道路計画課 /電話： 024-521-7469 

◎９日（金） 優良河川愛護団体表彰贈呈式 
・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6120 

◎１２日（月） 県中建設事務所庁舎移転  

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1419 

◎１２日（月） 「花壇育成プロジェクト」参加団体募集  

（１月１０日まで） 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6143 

◎２０日（火） 復旧･復興進捗状況写真展  

（３月３１日まで） 

１２月 

１1 月 
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年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール ２０１６(平成２８年度) （福島県土木部） 

 （いわき海浜自然の家） 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6143 

◎２６日（月） 国道１１８号若松西ＢＰ部分開通式  

・連絡先：会津若松建設事務所 /電話： 0242－ 29－ 5440 

◎下旬  復興公営住宅「守山団地」の一部入居開始  

（郡山市） 

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1415 

◎下旬  復興公営住宅「石崎北団地」、「石崎南団地」 

入居開始（田村市） 

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1415 

 

【今日は何の日？】 17 日  防災とボランティアの日                               

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

◎１３日（金） 雪崩防災に関するラジオ広報【県政広報】 

（ふくしまＦＭ「キビタンスマイル」） 

・連絡先：砂防課 024-521-7493 

◎１５日（日） 復旧･復興進捗状況写真展  

（いわき駅前タクシー広場） 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6143 

◎２５日（水） 第３回福島県における復興祈念公園  

基本構想検討調査有識者委員会  

・連絡先：まちづくり推進課 /電話： 024-521-7510 

◎２６日（木） 第３３回福島県建築文化賞表彰式  

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-7986 

◎２８日（土）、２９日（日） 復旧･復興進捗状況写真展  

（生涯学習プラザ） 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6143 

◎３０日（月） 第２４回福島県地方港湾審議会  

・連絡先：港湾課 /電話： 024-521-7497 

◎３１日（火） 平成２８年度地域づくり交流会  

・連絡先：まちづくり推進課 /電話： 024-521-7511 

◎上旬  福島空港不法侵入事案対応訓練  

・連絡先：福島空港事務所 /電話： 0247-57-1111 

◎下旬  災害対応模擬訓練（ロールプレイング方式） 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6120 

 

【今日は何の日？】                               

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

◎１日（水） 小名浜港セミナー 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所 /電話： 0246-53-7124 

◎７日（火） ふくしまの未来を拓く業務発表会  

・連絡先：技術管理課 /電話： 024-521-7460 

◎１０日（金）～２０日（月） 復旧･復興進捗状況写真展  

（ラトブ１F） 

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6143 

◎１８日（土） 小名浜港見学会  

・連絡先：小名浜港湾建設事務所 /電話： 0246-53-7126 

 

◎１９日（日） いわき石川線（才鉢工区）起工式  

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246－ 24－ 6103 

◎２０日（月） 第１３回「労働災害防止の標語」 

優秀作品表彰式（県中建設事務所） 

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1402 

 

 

【今日は何の日？】                               

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

◎１３日（月） 道路除雪業務に対する感謝状贈呈式  

・連絡先：会津若松建設事務所 /電話： 0242-29-5450 

◎１８日（土） 古くなった橋や新しく架けた橋の 

現地見学会（いわき市内） 

・連絡先：道路管理課 /電話： 024-521-7474 

◎１８日（土） ＳＯＭＡ浜フェス２０１７・植樹祭  

          （原釜尾浜防災緑地・相馬市） 

・連絡先：相双建設事務所 /電話： 0244-24-1261 

◎２２日（水） 弁天川水門現場見学会  

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-35-6048 

◎２６日（日） 東北中央自動車道阿武隈東道路開通式  

・連絡先：高速道路室 /電話： 024-521-7448 

◎復興公営住宅「守山団地」全戸完成  

・県中建設事務所管内全戸完成  

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1415 

 

 

３月  （２０１７年） 

２月  （２０１７年） 

１月  （２０１７年） 
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