
【今昔フォトギャラリー】
昭和10年頃の福島駅前通り（通称：青柳通り）

福島県県北建設事務所

令和元年度管内概要

■平成30年度の主な成果

【ふくしま復興再生道路】
国道114号 山木屋工区 泡吹地トンネル

H30.11.６貫通

【「元気」と「絆」が生まれる地域づくりの支援】
福島停車場線 完成記念式 H30.4.8

【「安らぎ」と「ゆとり」が持てる県民生活の確保】
復興公営住宅 北沢又団地 H31.2月完了



提灯祭り（二本松市）

山舟生あじさい公園 （伊達市）

花見山 （福島市）

秋山の駒ザクラ （川俣町）
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福島駅

相馬福島道路

東北中央道

県北建設事務所の管轄エリアは、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、

大玉村の４市３町１村の８市町村からなり、中通りの北部に位置しています。

面積は、1,753km2で県土面積の12.7%を占めており、人口は約48万人で県人口の25.7%となっ

ています。

地形的には、西に磐梯朝日国立公園の一角をなす安達太良連邦の山々が連なる奥羽山脈、東には

阿武隈高地、その間には阿武隈川流域の信達平野（福島盆地）と３つの地域から形成されており、多

様な自然に恵まれ、果物の豊富な産地となっています。

福島市を中心に行政機能、教育、文化、医療などの都市機能の集積が進んでおり、本県の政治、経

済、文化の中心的役割を担っている。他に東北自動車道、東北新幹線、山形新幹線などの高速交通

網の整備により、首都圏や隣接する宮城県・山形県と短時間で結ばれ、国道１１５号相馬福島道路の

整備による相双地域との連携強化や、東北中央道（福島～米沢）の整備による山形県との連携強化

も期待されています。

１ 管内の概況

県北地方
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１ 管内の概況

(1) 管理施設

管理施設等 概要

■道路

● 県管理道路
一般国道 ： 5路線
主要地方道 ：17路線
一般県道 ：60路線
計82路線 L=912.5km（改良率：80.2% 舗装率：96.9%）

● 交通不能区間 ：4路線4箇所（L=6.9km）
● 冬季交通不能区間 : 6路線9箇所（L＝71.7km）
● 異常気象時通行規制区間：11路線15箇所（L＝105.0km）
● 特殊通行規制区間：４路線7箇所（L＝23.3km）

■河川
● 阿武隈川水系 ：一級河川 82河川
● 指定区間延長 ：L＝608.8km
● 要改修区間 ：L＝382.8km
● 改修済延長（改修率) ：L＝187.9km（49.1%）

■砂防 ●土砂災害危険箇所（1,567箇所）

土石流 ● 土石流危険渓流（901渓流）
Ⅰ類：354渓流 Ⅱ類：545渓流 その他：2渓流
うち要対策箇所：346箇所 概成箇所：51箇所 整備率：14.7%

● 砂防指定地：191箇所

地すべり ● 地すべり危険箇所：15箇所 うち概成箇所：6箇所 整備率：40.0%
● 地すべり防止区域： 7箇所、面積140.04ha

急傾斜地

● 急傾斜地崩壊危険箇所（651箇所）
Ⅰ類：201箇所 Ⅱ類 ：450箇所
うち要対策箇所：177箇所 概成箇所：55箇所 整備率：30.5%

● 急傾斜地崩壊危険区域：71箇所

■都市計画
● 都市計画区域面積：60,362ha
● 都市計画道路 ● 県営都市公園

決定延長 ：359.41km 公園名：あづま総合運動公園
改良済延長 ：229.87km 面積 ：98.2ha
改良率 : 64.0%

■県営住宅 ● 県営住宅団地
団地数： 26団地 うち復興公営住宅 10団地
棟数 ： 255棟 146棟
戸数 ：2,715戸 878戸
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資料：福島県現住人口調査月報、国土地理院、国県道現況調書

人口 面積 人口密度

管内道路実延長(m)
(H30.4.1)

特殊立法
適用区分

○：全域指定
△：一部指定

（人） （k㎡) (1km2当り）

国道

県道

計
山
村
振
興

豪
雪

過
疎

都
市
計
画
区
域

（R1.5.1)

A

(H30.10.1)

B A/B 主要地方道 一般県道

福島市 287,444 767.72 376.5 83,728 116,673 115,291 315,692 △ △ △

二本松市 55,651 344.42 163.2 58,658 44,352 89,140 192,150 △ △

伊達市 59,544 265.12 227.7 64,980 46,657 81,257 192,894 △ △

本宮市 30,591 88.02 348.3 0 30,437 34,709 65,146 △

桑折町 11,723 42.97 278.2 0 2,641 14,361 17,002 △

国見町 8,964 37.95 240.8 0 8,275 15,051 23,326 △

川俣町 13,142 127.70 106.1 40,284 14,248 7,740 62,272 △ ○ △

大玉村 8,950 79.44 111.3 0 6,300 30,531 36,831 △ △

合計 476,009 1,753.34 273.6 247,650 269,583 388,080 905,313 

県全体 1,849,261 13,783.90 134.2 1,524,754 1,902,465 2,312,511 5,739,730 

県全体に対す
る割合

25.7% 12.7% 16.2% 14.2% 16.8% 15.8%

注）国道は県管理のみ（国直轄管理含まず）

注）道路合計延長は、管轄区域が他市町村に及ぶ場合等があり加算しても合わない場合がある

１ 管内の概況

(2) 管内市町村の概要

市町
村名

区

分
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２ 県北建設事務所概要

(1) 内部組織図
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平成31年4月1日

職員数の推移

平成２２年度 平成３０年度 平成３１年度

県北建設 県北建設 県北建設

【正職員】 【正職員】 【正職員】

　事務　３２名 　事務　３２名 　事務　３３名

　技術　６５名 　技術　５７名 　技術　５６名

　技能　　６名 　技能　　５名 　技能　５名

　計　　１０３名 　計　　　９４名 　計　　　９４名

【自治法派遣】 【自治法派遣】

広島県　　２名 　神奈川県　２名

　合計　９６名 　合計　　９６名
保原土木 保原土木 保原土木
【正職員】 【正職員】 【正職員】

　事務　　３名 　事務　　３名 　事務　　３名
　技術　　８名 　技術　　６名 　技術　　６名
　技能　　４名 　技能　　４名 　技能　　４名

　計　　　１５名 　計　　　１３名 　計　　　１３名
二本松土木 二本松土木 二本松土木
【正職員】 【正職員】 【正職員】

　事務　　３名 　事務　　３名 　事務　　４名
　技術　　７名 　技術　　８名 　技術　　８名
　技能　　３名 　技能　　３名 　技能　　２名

　計　　　１３名 　計　　　１４名 　計　　　１４名

総合計　１３１名 　総合計　１２３名 　総合計　１２３名

平成30年4月1日

総 務 課

業 務 課

主幹(兼)建築住宅部長 建築住宅課

主幹(兼)保原土木事務所長

業 務 課

総 務 課

主幹(兼)二本松土木事務所長

河川砂防課
河川砂防担当 (1)

河川砂防担当 (2)

指導審査担当

営 繕 担 当

企 画 調 査 課

地域づくり推進担当

主幹(兼)企画管理部長

管理調整担当

事 業 部 長

主幹（吾妻土湯道路管理担当） 所員

主幹(兼)専門技術管理員、専門技術管理員

道路計画担当

道 路 課 道路整備担当 (1)

道路整備担当 (2)

所

長

次

長

管 理 課

地域保全担当

【耶麻郡猪苗代町駐在】（吾妻土湯道路管理所）

主幹(兼)総務部長 行 政 課 行 政 担 当

用 地 担 当 (1)
（福島市・二本松市・伊達市・本宮

市・国見町・大玉村）
用 地 課

総 務 担 当

総 務 課
経 理 担 当

用 地 担 当 (2)
（福島市・二本松市・桑折町・川俣町

の一部）

（ふくしま復興再生道路以外の一般事

業（福島市・二本松市・伊達市・本宮

市・桑折町・国見町・川俣町・大玉村）

（ふくしま復興再生道路の整備

（福島市 ・伊達市・桑折町・国見町）

（二本松市・本宮市・川俣町・大玉

村）

用 地 担 当 (3) （ふくしま復興再生道路関連）

企画調査担当



1.「元気」と「絆」が生まれる地域づくりを支援します

地域づくりを基本とした社会資本の整備を行い、交流人口の増加につなげることにより、「元気」

と「絆」が生まれる地域を築きます。

社会資本の適正な維持管理や施設の長寿命化を計画的に行い、自然災害から命と財産を守り、社

会資本を健全な状態で次世代へ継承し、「安らぎ」と「ゆとり」が持てる県民生活を築きます。

生活に密着した社会資本の質的改善を行い、日々の暮らしや住まいの質を向上させることにより、

「快適さ」と「やさしさ」が息づく生活環境を築きます。

2.「安らぎ」と「ゆとり」が持てる県民生活を確保します

3. 「快適」と「やさしさ」が息づく生活環境を提供します

(1) 浜通りの復興を支援する連携道路の整備

(2) いで湯回廊・桜回廊などの地域資源を生かした観光・産業を支援する広域交流活性化のた

めの道路の整備や元気な地域を生み出す地域づくり

(3) 県都福島市などと田園地域の一体的な地域形成のための地域間の道路網整備

(4) 高速自動車道と市街地間とのアクセス強化のための道路整備

(5) 岳温泉やスカイラインなどの地域資源（地域の宝）を生かした地域づくり、まちづくりを

地域の人々とともに推進

(6) 豪雨等で被災した県管理施設の早期復旧

(7) 豪雨・地震などの自然災害に強い施設整備

(8) 異常気象時における情報提供・住民避難などのソフト対策

(9) 安全で安心できる冬期交通の確保

(10) 安全で安心して通学出来るための歩道整備及び交差点改良

(11) 県民の安全・安心を確保する維持管理

(12) 原子力災害による避難者のための復興公営住宅の整備

(13) 福島市や伊達市などの中心市街地の活性化や渋滞解消・快適な歩行空間を確保するための

地域と一体となった街なか道路の整備

(14) 県営住宅などのユニバーサルデザイン化

安全・安心な生活環境の整備と高次都市機能を生かした地域づくり
～本県の復興をリードし、輝かしい未来へ向かって～

□３つの基本方針と14の重点施策

□基本目標

２ 県北建設事務所概要

(2) 基本目標と基本方針
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地域の将来像

２ 県北建設事務所概要

(2) 基本目標と基本方針

ライトアップされた「十綱橋」
と摺上川（福島市飯坂町）

旧羽州街道・愛姫も通った宮城県
境「小坂峠」（国見町）

歴史と自然美が息づく国の史跡
名勝「霊山」（伊達市）

女性だけで担ぐ真結女御輿「もと
みや秋祭り」（本宮市）

記録挑戦に盛り上がる
「川俣しゃも祭り」（川俣町）

樹齢800年・さくら回廊のシンボル
「合戦場のしだれ桜」（二本松市）

凡例

広域交流軸：

地域交流軸：

過疎・
中山間地域：

縦横の連携軸：

収穫を終えた晩秋の農耕地
と「安達太良連峰」 （大玉村）
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●令和元年度県北建設事務所予算の内訳

２ 県北建設事務所概要

(3) 予算の状況

●令和元年度県北建設事務所予算の構成比

単位：百万円

予算額及び伸び率 平成30年度 令和元年度（H31） 伸び率(%)

計 現年 繰越 計 現年 繰越 現年＋繰越 現年

事業区分 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (D/A) (E/B)

道路 11,690.8 6,573.9 5,116.9 14,327.5 10,116.1 4,211.4 1.23 1.54

うち復興再生道路 5,644.1 2,674.3 2,969.8 7,496.0 5,776.0 1,720.0 1.33 2.16

公園・街路 1,315.9 895.3 420.6 2,078.9 1,603.9 475.0 1.58 1.79

河川 750.0 448.1 301.9 1,914.0 785.2 1.128.8 2.55 1.75

砂防 820.1 529.7 290.4 723.0 263.2 459.8 0.88 0.50

住宅営繕 1,679.3 315.0 1,364.3 241.0 241.0 0.0 0.14 0.77

うち復興公営住宅 1,360.8 0.0 1,360.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

災害復旧 699.4 53.2 646.2 159.0 0.0 159.0 0.23 0.00

維持補修
(道路・河川・住宅等）

5,172.3 4,344.0 828.3 5,809.9 4,394.3 1,415.6 1.12 1.01

除染 33.1 33.1 0.0 88.2 88.2 0.0 2.66 2.66

その他 207.3 189.1 18.2 263.1 223.7 39.4 1.27 1.18

合計 22,368.2 13,381.4 8,986.8 25,604.6 17,715.6 7,889.0 1.14 1.32

注）予算内示後において事業執行管理システムより出力したものであり、旅費・賃金等は含まない

注）復興再生道路は「ふくしま復興再生道路」の5工区の集計

●県北建設事務所予算の推移 単位：億円

（最終予算ベース）

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

98.1 
124.4 

150.4 155.7 
190.5 

228.6 213.6 219.5 
170.3 177.2 

20.4 

35.4 

48.3 
73.6 

89.1 

79.0 95.3 74.2 

84.7 78.9 

現 年 【繰越】

道路

56%

公園・街路

8%

河川

7%

砂防

3%

住宅営繕

1%

災害復旧

1%

維持補修

23%

除染

0%その他

1%

道路

公園・街路

河川

砂防

住宅営繕

災害復旧

維持補修

除染
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「こころをひとつに一歩ずつ！」

組織運営目標：基本方針（スローガン）

① 私たちは、笑顔で挨拶、さわやかな応対をします。

② 私たちは、丁寧でわかりやすい説明、積極的な広報をします。

③ 私たちは、苦情・要望には感謝の気持ちで現場面談、迅速に対応します。

④ 私たちは、原理・原則を遵守し、日々の研鑽に努め、適正な事務執行の

徹底を図ります。

⑤ 私たちは、報告・連絡・相談を徹底し、情報共有した風通しのよい職場

づくりに努めます。

⑥ 私たちは、県民に喜ばれる仕事をします。

⑦ 私たちは、「こころをひとつに一歩ずつ！」目に見える形での社会資本

の整備、管理に取り組んでまいります。

① 明るく元気にあいさつし、さわやかな職場環境をつくりましょう。

② 速やかな報・連・相で円滑に仕事をしましょう。

③ 日々の研鑽に努め、適正に業務を遂行しましょう。

④ 慣例にとらわれず、 挑戦（チャレンジ）して

シンカ（進化、新化、深化）に努めましょう。

⑤ 目配り、気配り、心配りを心掛けましょう。

⑥ きずなを深め、情報を共有し、協力しましょう。

外部行動規準 ～県民への約束～

内部行動規準 ～職場コミュニティ～

２ 県北建設事務所概要

(4) 事務所スタンダード
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●意見や要望

県民からの電話や手紙、メール、及び地元代表者などからの陳情・要望活動で寄せられる意見
や要望に耳を傾けています。また、要望のあった箇所について、積極的に地域の方々と一緒に現
地調査をおこないます。

●計画

地域の方々と、ワークショップや懇談会等を通じて、どのようにすれば地域にとってより良く
なるのかを話し合い、対応策を考えます。
例えば、道路に関する要望の場合、その道路を新しく作り替えるのか（バイパス整備）、現在

の道路を広げるのか（現道拡幅）、現在の道路を改修するのか（現道対策）等を地域の方々の意
見を聞きながら検討します。

●設計

各種調査や測量を行い、あらゆる方々に使いやすいこと（ユニバーサルデザイン）や、そこに
生きている動物や植物の保護・保全等を考えながら、設計を行います。
設計の内容については、事業説明会等において、地元の方々に説明を行い決定します。

●用地などの契約

設計図書を基に、現地で用地境界線や用地買収線を明らかにして、土地の権利を持つ方々と立
会を行います。また、工事に支障となる建物について、立ち入り調査を行います。次に、土地や
建物を所有する方々の理解を得て、工事に必要な土地の譲渡や建物の補償を行うための契約をし
ます。

●工事

入札により工事を発注して、地域の理解と協力のもとに、工事を行います。
工事中は、建設事務所の職員により、発注した施設が適切な手順で、設計どおりに作られてい

るかを現場にて随時確認します。
工事現場には、工事名や工事概要、受注者、発注者などの情報を記載した工事看板が設置され

るほか、現場責任者には腕章の装着を義務づけています。

●竣工

工事が終わり施設が完成することを竣工と呼びますが、竣工後、県の専門検査員による検査を
行います。これに合格した施設について、施工業者から引き渡しを受けて、工事が完了します。
大規模な工事については、地元の方々と開通式等を行い、これまで協力して下さった地域の

方々とともに完成を祝います。

●維持管理

修理や手入れをしながら、施設ができるだけ長く使えるように、地域の方々と一緒に維持管理
をします。
現在、『うつくしまの道、サポート制度』や、『うつくしまの川、サポート制度』によって、

多くの方々とともに施設の維持管理を行っています。

３ 事業概要

(1) 事業の進め方
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●「元気」と「きずな」が生まれる地域づくりを支援します

 浜通りの復興を支援する連携道路の整備

(2) 道路

３ 事業概要

 いで湯回廊や桜回廊などの地域資源を生かした観光・産業を支援する広域交流活性化のた
めの道路の整備や元気な地域を生み出す地域づくり

・国道１１４号 山木屋１工区 [川俣町小綱木]

L=3,084m  W=6.0(9.75)m

R1：用地補償、改良舗装工、
橋梁工、トンネル工

・国道１１４号 山木屋2工区 [川俣町山木屋]

L=1,600m  W=6.0(9.75)m

R1：用地補償、改良舗装工

・国道１１４号 山木屋３工区 [川俣町山木屋] 

L=5,300m  W=6.0(9.75)m

R1：用地補償、改良舗装工

・国道３４９号 大綱木工区 [川俣町大綱木]   

L=4,220m  W=6.5(10.25)m

R1：物件調査、用地補償、改良舗装工

【交付金事業（道路）（再生・復興）】

国道３４９号 大綱木１工区（川俣町）

・国道３４９号 梁川バイパス [伊達市梁川町]

L=2,750m  W=6.5(14.5)m

R1：橋梁上部工、道路改良工、用地補償 等

国道３４９号 梁川バイパス（伊達市梁川町）

【交付金事業（道路）（再生・復興）】

 県都福島市などと田園地域の一体的な地域形成のための地域間の道路網の整備

・霊山松川線 逢隈橋 [福島市飯野町・松川町]

L= 1,200.0 m  W=6.5(10.5)m

R1：旧橋撤去工、改良舗装工

・本宮三春線 高木工区 [本宮市高木]

L=1,500m   W=6.0(12.0)m

R1：用地補償、道路改良工

霊山松川線 逢隈橋（福島市飯野町・松川町）

【市町村合併支援道路整備事業】

逢隈橋 完成写真
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平成29年4月25日開通

国道１１４号 山木屋１工区（川俣町）

１号橋

２号橋

至浪江町

広瀬川

至宮城県

至保原

至松川町
至霊山

阿武隈川

至伊達市

至二本松市



(2) 道路

３ 事業概要

二本松金屋線 上ノ橋工区（本宮市仁井田）

・ 二本松金屋線 上ノ橋工区 [本宮市仁井田]

L=670m W=6.0(14.0)m

R1：改良舗装工、旧橋撤去

・ 上名倉飯坂伊達線 上八反田橋工区 [福島市大笹生]

L=200m W=6.5(10.25)m

R1：橋梁上部工

【交付金事業（道路）】

 高速自動車道と市街地間のアクセス強化のための道路整備

土湯温泉線 中町（福島市松川町）
東北中央道へのアクセス道路

・上名倉飯坂伊達線 大笹生２工区

[福島市大笹生]

L= 2,060m  W=6.5(22.5)m

R1：用地補償 等

上名倉飯坂伊達線（福島市大笹生）福島大笹生2工区

【道路橋りょう改良事業（県単）】

福島松川スマートIC へのアクセス道路

・ 土湯温泉線 中町工区 [福島市松川町]

L=420m W=6.0(12.0)m

R1：用地補償

【交付金事業（道路）】
・福島吾妻裏磐梯線 北谷地交差点
［福島市笹木野］

L= 300m  W=6.0(12.0)m

R1：測量設計
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福島吾妻裏磐梯線 北谷地交差（福島市笹木野）

 安全で安心して通学出来るための歩道整備及び交差点改良

至二本松市

阿武隈川

至上名倉

至土湯温泉

至上名倉

至高湯

至福島駅



(3) 河川

３ 事業概要

●「安らぎ」と「ゆとり」が持てる県民生活を確保します

安達太田川（二本松市太田）開削護岸

【交付金事業（河川）】

蛭川（福島市瀬上町） 開削護岸

・広瀬川 [川俣町] L= 3,130 m  R1：用地補償

・蛭川 [福島市瀬上町] L= 1,800 m  R1：橋梁設計、仮道工

・東根川(支川古川)[伊達市保原町] L= 7,696 m  R1：開削築堤工、用地補償

・伝樋川 [伊達市梁川町] L= 3,400 m  R1：橋梁上部工（繰越）

橋梁下部工（繰越）、道路改良工

・安達太田川 [二本松市太田］ L= 811 m R1：道路改良工、落差工、護岸工

みなさんの生命や財産を守るため、水害の危険がある河川の河積を拡大することや、堤防を築造し

たり、川の幅・深さを広げたりすることなどが河川の工事です。

伝樋川（伊達市梁川町） 氾濫状況 伝樋川（伊達市梁川町） 整備完了箇所
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伝樋川

安達太田川

蛭川



土石流やがけ崩れ、地すべりなどの土砂災害が発生するおそれのある箇所において、みなさん

の生命や家、公共施設等を守るため、砂防ダムや擁壁工などの工事を行います。

(4) 砂防

３ 事業概要

 豪雨・地震などの自然災害に強い施設整備

・羽根山 [福島市大笹生] ～H30 ： 法面工

【交付金事業（砂防）】

【交付金事業（急傾斜）】

・東八川 [福島市松川町] ～R1 ： 砂防えん堤
・藤入川 [福島市松川町] ～R1 ： 砂防えん堤（繰越）
・七曲の沢 [川俣町] ～R1 ： 砂防えん堤（繰越）

H30法面工完了（羽根山地区）

[福島市大笹生]

H29砂防えん堤完了（小戸屋沢筋）

[二本松市百目木]

平成25年8月豪雨により被災（後沢川）[二本松市西新殿]
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後沢川

国道459号
東太郎橋

Ｈ29砂防えん堤、渓流保全工完了（後沢川）
[二本松市西新殿]



(4) 砂防

３ 事業概要

【緊急砂防等災害関連事業（急傾斜）】

 異常気象時における情報提供・住民避難などのソフト対策

1,583箇所の調査を実施し公表する（平成31年3月末時点：1,567箇所調査完了）

（令和元年度は農林所管地すべり16箇所を公表し完了予定）

急傾斜地の崩壊
傾斜度が３０°以上である土地
が崩壊する現象

地すべり
土地の一部が地下水等に起因し
て滑る自然現象

土石流
山腹が崩壊して生じた土石等又は
渓流の土石等が水と一体となって
流下する自然現象

【土砂災害危険区域基礎調査】

法面処理（中ノ内地区）[伊達市梁川町山舟生]

 豪雨等で被災した県管理施設の早期復旧

・中ノ内 [伊達市梁川町山舟生] H29完了

H27.9 関東・東北豪雨による崩落
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・福島飯坂線 （福島市 森合ガード）

(5) 国土強靱化

３ 事業概要

［冠水対策：排水設備（ポンプ）の停電対策等］

15

全国でも大規模な自然災害が頻発している状況を受け、緊急点検を実施し、みなさんの生命や財

産、公共施設等を守るため、治水対策、土砂災害対策、冠水対策など、様々な対策を行います。

 防災・減災、国土強靱化に向けた施設の整備・更新

山舟生川砂防えん堤（梁川町）

［治水対策：河道掘削、樹木伐採等］

洪水氾濫などに対応した河道掘削・樹木

伐採等を実施します。

R1施工箇所：八反田川（福島市）

東根川（古川）（伊達市）

滝川（国見町）

佐久間川（桑折町）

広瀬川（川俣町）

小浜川（二本松市）

百日川（本宮市）

杉田川（大玉村）等

［土砂災害対策：砂防えん堤補強等］

土砂氾濫などに対応した砂防えん堤工、

ひび割れ対策工等を実施します。

R1施工箇所：上ノ堂（福島市）

松川（福島市）

坊田沢（伊達市）

山舟生川（伊達市）

小谷ノ沢（川俣町） 等

古川（伊達市）

雨水による冠水に対応した排水施設の停

電対策工を実施します。

R1施工箇所：福島飯坂線 森合ガード

飯坂保原線 鎌田ガード

※そのほか、道路の落石対策、橋梁の耐震対策、
堤防の天端補強（舗装）対策なども実施します。



あづま総合運動公園は、広域都市公園として昭和42年に明治百年記念事業の一つとして計画されたのが始

まりで、平成7年にふくしま国体のメイン会場として使用されたあづま陸上競技場をはじめ、あづま総合体

育館、あづま球場等のスポーツ施設のほか、サイクルスポーツ広場、トリムの森等のレクリエーション施設

があり、人々の心身のリフレッシュや健康づくりに応えるための様々な施設が整備されています。

県北建設事務所では、利用者が快適にスポーツや散歩ができるようにスポーツ施設やレクリエーション施

設の維持修繕に努めています。

なお、野球場につきましては、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、野球・ソフトボール競技

の一会場となっております。

※公園の運営と日常管理は指定管理者（公益財団法人福島県都市公園・緑化協会）に委託しております。

(6) 公園

３ 事業概要

【あづま総合運動公園の管理】
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公園名 種別
都市計画決定（最終）

開設面積 主要施設
面積 年月日 番号

あづま総合
運動公園

広域 98.2ha H4.11.24
福島県告示第

1272号
98.2ha

陸上競技場
野球場

総合体育館
広場

ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂ広場
民家園

平成30年4月1日現在

県営あづま球場は、東京２０２０大会（東京オリンピック）野球・オリンピック競技開催に向け、グ

ラウンドの人工芝化等の改修工事を平成３０年１１月から令和元年９月末（予定）までの期間で実施し

ております。

【東京２０２０大会（東京オリンピック）に向けた県営あづま球場の改修工事】



十綱橋ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ＆まちづくり活性化支援
・福島飯坂線 （福島市）

(7) 地域づくり

３ 事業概要

［福島駅前通りリニューアル整備］

福島駅前通り（県道 福島停車場線）は、福島駅
東口から国道13号に至る駅前地区の中心的道路です。
しかし、歩道の傾斜やアーケードの老朽化、それら
に加え店舗撤退等や利用者の減少といった課題を抱
えています。
そのため、県、福島市、地元が連携し、快適・安

全でゆとりある人にやさしい歩行環境の形成、沿道
店舗等と道路空間が一体となって賑わいを創出する
ことを目指し、道路空間の再整備を実施しました。

国道４５９号 岳温泉周辺地区

［二本松市岳温泉地区(国道459号)］

平成18年度から「地域づくり懇談会」を開催し、
地元の方々との意見交換を通して、岳温泉の活性
化について話し合いを行い、地元の要望であった
国道459号の歩道設置工事を実施しました。

【地域づくり・まちづくりを支援しています】

魅力ある地域づくりや地域の活性化を図るため、
『元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業』を実
施しています。

① 地域のみなさんが主役となり、地域の歴史や文化
などの地域資源を活用して、「個性と魅力ある美
しい地域づくり」や「交流人口の拡大」について
の施策を、地域のみなさんや市町村、関係団体等
と連携しながら策定していきます。

② 施策については、県や地域のみなさん、市町村、
関係団体等が役割分担し、ソフト・ハード両面か
ら推進することにより、地域に愛着と誇りをもち、
活気のある地域社会の実現を目指します。

③ 他地区との交流・連携や他事業（サポート事業や
まちづくり交付金事業等）と組み合わせにより、
広域的で、より充実した地域づくりを目指します。
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福島停車場線 リニューアル整備 H29完了

ウォーキングイベント状況



今なお避難生活を続ける方々に対して安全・安心な住まいを提供するため、復興公営住宅を建
設しています。

・地域のシンボルとして親しまれる校舎や交番をつくっています

経年劣化による老朽化や教育課程の変更などを受け、新しい校舎の建設を実施しています。また、
警察官が地域の安全と平穏を確保するために、駐在所などの建設を実施しています。

・誰もが安全で使い易い建物にするために段差をなくしたり手すりをつけたりしています

多くの様々な人が利用する公共建築物において、「ある特定の人のための特別な配慮」というバ
リアフリーの考え方を一歩進めたユニバーサルデザインの考え方を取り組んでいます。

日本列島はその成り立ちから地震と深く関係して
おり、平成7年1月に発生した兵庫県南部地震をは
じめとして、新潟県中越地震、岩手宮城内陸地震な
どから最近の熊本地震まで各地で大きな地震が発生
し、多くの被害が出ています。
中でも平成23年3月11日に発生した、千年に一度

というM9.0の東北地方太平洋沖地震では、本県の
公共建築物においても大きな被害を受けました。
公共建築物は防災拠点施設、避難施設等として重

要な役割を担っているため、大災害に備えて耐震補
強工事を行っています。 耐震ブレース《福島商業高校（福島市）》

(8) 建築住宅

３ 事業概要

●「安らぎ」と「ゆとり」が持てる県民生活を確保します

 原子力災害による避難者のための復興公営住宅の整備

 豪雨・地震などの自然災害に強い施設整備

復興公営住宅 《北沢又団地（福島市市）》
木造(CLT工法)3階建て60戸(H31.2.竣工)

復興公営住宅 《表団地（二本松市）》
RC(PC)造4階建て44戸(H29.5.23竣工)
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・みなさんの生命・健康・財産・安全を守るため

みなさんの生命、健康および財産の保護を図るとともに、建築物を利用する人の安全を

守るため、以下の業務を行っています。

①建築物の検査

建築物が完成した時の検査はもとより、共同

住宅等で一定規模以上のものについては、完成

後に見えなくなる構造部分等を確認するため、

中間検査を行っています。

②違反建築の取り締まり

違反行為の未然防止や改善を図るため、関係

市町村との連携による定期パトロールを実施す

るとともに、必要な改善指導を行っています。

③建築物の立入調査

不特定多数の人が利用する建築物に対して、

関係消防署と合同で立入調査を行い、維持管理

に関する改善指導を行ったり、建築物や建築設

備に関する各種相談に対応しています。

④適正な廃棄物処理の誘導

建築工事等から発生する資材の再資源化等を

促進し、環境の保全を図るため、解体工事等の

内容について報告を受けたり、定期的なパト

ロール等を実施しています。

(8) 建築住宅

３ 事業概要
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・建築物に関する申請、届出、相談を受けています

【主な申請・届出等】

①「建築基準法」に基づく各種手続（建築確認・中間検査・完了検査・定期報告等）

建築物等を建築する場合に事前に内容を審査するとともに、建築工事の中間や完成時
の検査等を行っています。

また、不特定多数の人が使用する一定規模以上の建築物や建築設備については、所有
者に定期的な報告を求め、維持管理等の適正等を審査しています。

②「建築物省エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）」に基づく届出

一定規模以上の建築物を新築・増改築する際に、エネルギー消費性能を確保するため
の構造及び設備に関して、法律で定める基準値以下となっているか事前に審査していま
す。

③「建設リサイクル法（建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律）」に基づく届出

一定規模以上の建築物や工作物を解体、新築・増築等する際に発生するコンクリート
や木材等の廃棄物について、適正に再資源化等が行われているか審査しています。

④「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられ
た優良な住宅について審査しています。

【各種相談窓口等】

上記業務のほか、下記のような相談や情報提供も行っています。

①高齢者向け住宅に関する情報提供

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者向けの賃貸住宅、または、
有料老人ホームであって、基準を満たすサービスを提供する事業者は、サービス付き高
齢者向け住宅について、登録を受けることができます。

②住宅確保要配慮者のための住宅に関する情報提供

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、賃貸人
が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、登録を受けることができます。

③その他の相談

住宅リフォームや、シックハウス、アスベスト等に関する相談も受け付けています。
建築に関するその他の問題も含め、お気軽にご相談ください。

(8) 建築住宅

３ 事業概要
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●道路パトロール

県の管理する道路の状況や交通の状況を常に把握し、道路及び付属物の異常や不法占用等に対

して適切かつ迅速な措置を講じて道路を常に良好に保つために行っています。

●河川パトロール

県の管理する河川を清潔かつ良好な状況に保ち、かつ正しい利用に供し、河川管理の万全を期す

るために行っております。

またパトロールにおいては重点区間を設定し、県管理河川を月２回程度実施しております。(重点

区間とは市街地、重要水防区域、重要構造物、不法投棄箇所、地元要望箇所の区間となります。)

パトロールは行政職１名、運転手１名、河川巡視員１名の計３名で行っております。

(9) 維持管理 道路・河川パトロール

３ 事業概要

□パトロール種類

1）平常時パトロール

・下記以外のパトロール、各月の重点項目を設定し、行政職１、運転手１、道路補修員１の

3名1班とし、２班体制にて実施

2）異常時パトロール

・大雨等の注意報が発令された段階以降のパトロール及び建設事務所長又は土木事務所長が

異常時と判断し、指示したパトロール

3）地震時パトロール

・震度４以上の地震が発生した段階においてのパトロール

4）主要構造物パトロール

・主要な構造物を定期的に点検するためのパトロール

5）夜間パトロール

・県管理照明灯の切れがないか確認する等のパトロール

道路の異常を点検している様子舗装穴埋め
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●水防非常配備体制

①地方水防本部体制とは

②地方水防本部体制

一般災害、地震災害等の危機管理に対応するため、土木部の災害時配備体制の区分に
従い、建設事務所・土木事務所に「地方水防本部」を設置することとしています。

水防第一配備体制
○警報発令時及び震度４以上の地震発生時

６班（土木事務所は２～３班）の輪番。一班は８名程度で構成。

水防第二配備体制
○警報発令中で災害の恐れがある場合及び震度５弱以上の地震発生時

所属の約半数で構成。土木事務所は県北からの応戦班あり。

水防第三配備体制

○大規模災害が発生する恐れがある場合及び震度６弱以上の地震発生時

所属人数の全員を動員する完全な体制とする。

③各分担

区分 役割１ 役割２ 役割３ 役割４

班指導者 現場情報の総括
緊急ﾊﾟﾄﾛｰﾙの総
括

情報連絡班の総
括

一般者等の広報
対応

災害情報
連絡班

現場の情報収集
維持委託業者を
含む緊急ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
の連絡指示

災害や事故等の
情報収集

流総ｼｽﾃﾑによる
気象情報の監視
や報告

観測巡視班
緊急ﾊﾟﾄﾛｰﾙの実
施

災害や事故など
の現場指揮

土砂災害情報
連絡班

土砂災害の情報
収集

土砂災害警戒情
報の受信や発信

土砂災害の調査
や報告

住宅情報
連絡班

本庁建築総室と
の連絡

住家や公共建物
の被害に関する
情報収集

他機関からの情
報収集

情報総括班
各種情報の取り
まとめ

副本部長への報
告

本庁各課への報
告

他機関からの情
報収集

(9) 維持管理 危機・災害対応①

３ 事業概要
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【H28.8.16～8.31豪雨及び台風7・9・10号】 金額：千円

着工率 完了率

管内 工種 件数 決定額 件数 金額 （％） 件数 金額 （％） 未竣工 未着工

A A' B B' B/A C C' C/A B-C A-B

河川 5 100,384 5 68,059 100.0% 4 48,622 80.0% 1 0

道路 4 61,081 4 57,183 100.0% 4 58,022 100.0% 0 0

河川 1 12,289 1 9,995 100.0% 1 9,995 100.0% 0 0

道路 3 16,252 3 16,043 100.0% 3 16,043 100.0% 0 0

河川 3 37,700 3 40,334 100.0% 3 40,334 100.0% 0 0

道路

合計 16 227,706 16 191,614 100.0% 15 173,016 93.8% 1 0

※全採択箇所N＝17箇所　査定決定額C＝261,264千円

※県北の2個所はH29災の内未成となり、着工済1箇所は打切り精算、未着工1箇所は削除

【H29.10.19～10.23台風21号】 金額：千円

着工率 完了率

管内 工種 件数 決定額 件数 金額 （％） 件数 金額 （％） 未竣工 未着工

A A' B B' B/A C C' C/A B-C A-B

河川 13 337,368 13 345,731 100.0% 11 114,120 84.6% 2 0

道路

河川 7 88,725 7 86,934 100.0% 7 86,934 100.0% 0 0

道路 2 7,764 2 8,198 100.0% 2 8,198 100.0% 0 0

河川 10 90,126 10 94,680 100.0% 10 94,680 100.0% 0 0

道路

合計 32 523,983 32 535,543 100.0% 30 303,932 93.8% 2 0

【H30.8.7～8.9台風13号及び8.10～8.11豪雨】 金額：千円

着工率 完了率

管内 工種 件数 決定額 件数 金額 （％） 件数 金額 （％） 未竣工 未着工

A A' B B' B/A C C' C/A B-C A-B

河川

道路 1 31,166 1 28,918 100.0% 0 0 0.0% 1 0

河川 10 141,374 2 23,326 20.0% 0 0 0.0% 2 8

道路

河川

道路

合計 11 172,540 3 52,244 27.3% 0 0 0.0% 3 8

県北建設事務所
（吾妻土湯の道路災）

保原土木事務所

二本松土木事務所

査定決定箇所 着工箇所 残箇所

査定決定箇所 着工箇所 完了箇所 残箇所

完了箇所

県北建設事務所
（吾妻土湯の道路3件含む）

保原土木事務所

二本松土木事務所

査定決定箇所

二本松土木事務所

着工箇所 完了箇所 残箇所

県北建設事務所

保原土木事務所

H30被災状況

●管内土木施設災害復旧状況（平成28、29、30年災） 平成31年3月31日現在

(9) 維持管理 危機・災害対応②

３ 事業概要
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道路法、河川法による占用許可や、都市計画法による開発許可、建設業法に基づく建設業許可および
経営事項審査、宅建業法に基づく免許登録、建築士法に基づく建築士事務所の定期報告、県営住宅の
入居決定や特殊車両の通行許可などの事務を行政課で行っています。

①道路や河川の一部を使うような場合(道路法、河川法)

車の出入り口を新しく作るため、側溝に蓋を掛けたり、縁石ブロックを撤去する場合は道路管理者の承
認が必要です。また、道路を使用する場合は、警察署の使用許可と道路管理者の占用許可の両方が
必要な場合があります。河川に対して自由使用の範囲を超える使用には、河川管理者の許可が必要で
す。

②「開発」という言葉をよく聞きますが、何のことですか(都市計画法)

都市計画法においては、「開発行為」を行うことを言います。法律では「主として建築物の建築又は特
定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。」と定められています。例えば、
建築物を建築することなどを目的に、造成工事をしたり、農地から宅地へ土地の利用状況を変更するなど
です。開発行為をしたい土地の都市計画区域区分、規模や用途などにより制限があり、許可が必要とな
ります。

③建築士事務所・建築士の登録をするには(建築士法)

1. 建築士事務所

平成22年7月1日より、建築士事務所登録申請等に関する窓口は、福島県建築士事務所協会
（指定登録機関）となりました。

社団法人福島県建築士事務所協会 福島市五月町4-25 TEL 024-521-4033

2. 建築士免許

平成22年7月1日より、建築士登録申請等に関する窓口は、福島県建築士会（指定登録機
関）となりました。

社団法人福島県建築士会 福島市中町4-20 TEL 024-523-1532

※「設計等の業務に関する報告書」は毎年事業年度終了後３月以内に建設事務所行政課に提出
することになっています。

④県営住宅に入居するには

県営住宅の入居者募集等については、特定非営利活
動法人循環型社会推進センター（県北地区県営住宅
管理事務所）へ委託しています。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

URL：http://www.npo-junkan.jp/

(10) 許認可 各種認可事務等

３ 事業概要
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行政課は許認可事務の窓口です。許認可を受けるため、また、許認可を受けてから何らかの変更が生じ
た場合には各法律等に基づいた手続きが必要です。種々のケースがありますが、不明な点があれば気軽にご
相談・お問い合わせください。

①道路・河川の使用、占用に関する申請

道路の工事の承認、道路の占用許可や河川使用及び占用に関する申請は、内容により添付する書
類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

②建設業許可申請及び許可の変更届

一定の金額以上の建設工事を請け負う場合には、建設業の許可が必要です。許可申請に当たっては、
許可の要件を満たしていなければなりません。要件に合致している場合には、所定の書類を添えて申請し
ていただきます。なお、申請には、手数料（福島県収入証紙）が必要となります。新規許可の場合9万
円、許可の更新の場合5万円がかかります。決算年度終了後４ヶ月以内に変更届を提出する必要があ
ります。

また、許可を受けた後に許可申請の内容に変更が生じた場合にも、決められた期限内に変更届を提
出する必要があります。

③宅建取引業者免許申請及び宅建取引士登録申請と変更届出

1. 宅地建物取引業者免許申請

新規の申請および更新を受け付けています。宅地建物取引業者免許申請書に所定の書類を添付
して申請してください。なお、申請手数料（福島県収入証紙）は、33,000円です。

2. 宅地建物取引士登録申請

福島県が実施する宅地建物取引士資格試験合格者の宅地建物取引士登録を受け付けています。
宅地建物取引士登録申請書に所定の書類を添付して申請してください。なお、申請手数料（福島
県収入証紙）は、37,000円です。

※「宅地建物取引業者免許申請」「宅地建物取引士登録申請」とも、登録事項に変更があった場合
には、変更内容に応じた変更届が必要となります。

④都市計画法による許可・証明書申請（福島市、二本松市、伊達市を除く）

都市計画区域（市街化区域・市街化調整区域）及びその他の区域において、開発許可又は建築
許可が必要な場合には、許可申請が必要です。また、市街化調整区域内等で建築確認を受ける場合、
都市計画法に適合していること（開発許可不要であること）を証する書面の交付(＝都市計画法施行
規則第60条による証明)が必要となります。

(10) 許認可 各種許認可に関する手続き

３ 事業概要
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４ 沿革

明治 18 年 道路看守制が設けられ、看守2名をして万世大路（現国道13号線）の修繕を行う。

明治 22 年 道路補修は一時郡役所に移管される。

明治 27 年 北部土木区の設置 ((東部→富岡、西部→若松、南部→須賀川) ４土木監督区とする。)

明治 38 年 福島土木監督所と改め、信夫・伊達・安達及び安積郡の一部を管轄し事務所を県庁内に設ける。

大正 14 年 事務所を県会議事堂内に移転。

昭和 10 年 福島市上浜町３番地に移転。

昭和 19 年 保原土木監督所の設置（伊達一円 県内16監督所となる。）

昭和 21 年 二本松土木監督所の設置（安達郡）

昭和 30 年 機構改革により土木事務所と改称。

昭和 35 年 福島市桜木町４－６に新築移転。

昭和 44 年 機構改革により福島建設事務所と改称し、保原土木事務所・二本松土木事務所の行政区域を包括

した。

(両土木事務所は名称をそのまま、事業規模を縮小し、建設事務所長の管轄となる。)

昭和 46 年 県庁西庁舎の新築により、4階北側に移転。

昭和 48 年 福島市黒岩地内に道路舗装補修作業車両・補修員待機所を、福島建設事務所黒岩分室として新

築。

昭和 49 年 ６課16係２土木事務所となる。

昭和 53 年 ７課15係２土木事務所となる。

昭和 58 年 保原合同庁舎の新築により、保原土木事務所は同庁舎２階（現在地）に移転。

昭和 60 年 二本松合同庁舎の新築により、二本松土木事務所は同庁舎２階（現在地）に移転。

昭和 63 年 ７課16係２土木事務所となる。

平成 元 年 ８課16係２土木事務所となる。

平成 2 年 ７課16係２土木事務所となる。

平成 3 年 事務所を県庁東分庁舎4階に移転。

平成 4 年 ７課17係２土木事務所となる（国体関連事業係新設）

平成 6 年 ８課17係２土木事務所となる。

機構改革により県北建設事務所と改称。

平成 8 年 組織改正により国体関連事業係を廃止し、道路第３係を新設。

平成 14 年 六角川床上浸水対策室を新設。

平成 15 年 グループ制導入による組織改正。

平成 18 年 六角川床上浸水対策室を廃止し、六角川整備担当を設置。

平成 20 年 グループ制を廃止し、2部10課2土木事務所となる。

平成 21 年 六角川整備担当を廃止。

平成 22 年 組織改正により都市・施設課を廃止し、管理課を新設。

平成 23 年 3月11日の東日本大震災により事務所を移転

総務部、企画管理部、事業部は、福島市中町7番17号「中町会館」

建築住宅部は、福島市大町７番２５号「アクティ大町」

平成 26 年 吾妻土湯道路管理所の新設

平成 28 年 県庁北庁舎へ事務所を移転（8月29日）
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５ 管轄図
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●県北建設事務所

〒960-8670

福島市杉妻町2-16 県庁北庁舎６階

・総務課 ・行政課 ・用地課

・企画調査課 ・管理課 ・道路課

・河川砂防課 ・建築住宅課

TEL 024-521-2494 FAX 024-521-2849

E-mail kenpoku.ken@pref.fukushima.lg.jp

６ 位置図

県北建設事務所
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●保原土木事務所

〒960-0634

伊達市保原町大泉字大地内124番

保原合同庁舎２階

TEL 024-575-2151

FAX 024-574-2019

E-mail hobara.doboku@pref.fukushima.lg.jp

●二本松土木事務所

〒964-0915

二本松市金色424番地の1

二本松合同庁舎２階

TEL 0243-22-1151

FAX 0243-62-2019

E-mail nihonmatsu.doboku@pref.fukushima.lg.jp

●吾妻土湯道路管理所

（耶麻郡猪苗代町駐在）

〒969-2751

耶麻郡猪苗代町若宮字朴木平甲2963番地の9

TEL 0242-64-3478

FAX 0242-64-3479

≪幹線道路の異常を発見したら≫
道路緊急ダイヤル＃９９１０へ(24時間受付)
※ダイヤル式電話ではご利用になれません

≪緊急通報以外の道路相談は≫
「道の相談室」0120-106-497へ(24時間受付)

E-mail：michiq-a@thr.mlit.go.jp

６ 位置図

保原土木事務所・二本松土木事務所・吾妻土湯道路管理所

29





〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県庁北庁舎６階

電話(024)521-2494

県北建設事務所

県北建設事務所 検 索


