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福島県土木部メールマガジン ３２９号 令和元年１０月９日発行 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

★ライブカメラでセーフティドライブ！ 

主要な県道及び国道の状況が確認できます。 

http://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html 

 

┏【 今週のCONTENTS 】……………………………  

 

【 トピック 】 

 ◆県、市町村職員が道路橋の点検・診断技術を学ぶ「令和元年度第１回橋梁点検研修会」を

開催します（10/10） 

 

【 復旧・復興関連情報 】 

 ◆土木企画課が「災害復旧工事進捗状況【東日本大震災】（９月末）」を更新しました 

 ◆建築住宅課が「応急仮設住宅・借上げ住宅・公営住宅の進捗状況（入居状況）（９月末）」

を更新しました 

 ◆いわき建設事務所が「復旧・復興だよりVol.37」を発行しました 

 

【 土木部各課、出先機関の取組・お知らせ 】 

 ◆砂防課が土砂災害警戒区域等を新たに１６５箇所（枝番含み１６７箇所）を追加指定しま

した 

◆まちづくり推進課が「まちづくり瓦版～うつくしま、まちづくり推進レポート～Vol.67」

を発行しました 

◆県北建設事務所が「県北建設ニューズレターVol.22」を発行しました 

 ◆県北建設事務所がスカイライン紅葉情報を更新しました 

 ◆とうろく君が「羽鳥湖周辺環境美化活動」に参加しました（9/25） 

 ◆とうろく君が「令和元年度桜川河川清掃」に参加しました（9/27） 

 ◆とうろく君が「那須九尾まつり」に参加しました（9/29） 

 ◆須賀川土木事務所が「庁舎建替え進捗状況（９月末）」を更新しました 

 ◆県南建設事務所が「令和元年度県南建設事務所第２回所内研修会」を実施しました（9/24

） 

 ◆猪苗代土木事務所がゴールドライン及びレークラインの紅葉情報を更新しました 

 ◆いわき建設事務所が「ひと波会だより」を発行しました 

 

【 交通規制情報 】 

 ◆国道２８９号甲子トンネル通行規制（8/26～11/29）のお知らせ 

 

【 各種募集情報 】 

 ◆【締切迫る】砂利採取業務主任者試験の実施のお知らせ 

◆【締切迫る】令和元年度第４回福島県復興公営住宅入居者募集のお知らせ 

 ◆震災伝承施設第二次募集のお知らせ 

◆令和元年度「福島県空き家・ふるさと復興支援事業」募集のお知らせ 
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 ◆令和元年度「福島県空き家再生・子育て支援事業」募集のお知らせ 

 ◆令和元年度新規事業「福島県安心空き家取得促進事業」募集のお知らせ 

 ◆令和元年度「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業」募集のお知らせ 

 

┗…………………………………………………… 

 

〓〓〓★【 トピック 】★〓〓〓 

 

◆県、市町村職員が道路橋の点検・診断技術を学ぶ「令和元年度第１回橋梁点検研修会」を開

催します。 

 

令和元年１０月１０日（木）に会津若松市湊公民館（座学）及び湊４２号橋（現場研修）に

て、道路の維持管理に携わる県・市町村の職員を対象として、道路橋の点検・診断に必要な知

識及び技能の習得を目的とした橋梁点検の研修会を開催します。当日は、点検や診断の座学、

実際の橋梁を利用した点検や診断などの実演・講義による現地研修が行われます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/351131.pdf 

問い合わせ先：道路管理課 

 

 

 

〓〓〓★【 復旧・復興関連情報 】★〓〓〓 

 

◆土木企画課が「災害復旧工事進捗状況【東日本大震災】（９月末）」を更新しました。 

 

東日本大震災で被害を受けた福島県の公共土木施設の災害復旧工事については、９８％の箇

所で着手し、９６％の箇所で完了しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/saigaifukkyu-1.html 

問い合わせ先：土木企画課 

 

◆建築住宅課が「応急仮設住宅・借上げ住宅・公営住宅の進捗状況（入居状況）（９月末）」を

更新しました。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-nyuukyojoukyou.html 

問い合わせ先：建築住宅課 

 

◆いわき建設事務所が「復旧・復興だよりVol.37」を発行しました。 

 

 「無事故無災害で造り上げるために」をテーマに、工事が進む小名浜道路において現場を担

う監理技術者の想いなどについて紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/life/448458_1137085_misc.pdf 

問い合わせ先：いわき建設事務所 
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〓〓〓★【 土木部各課・出先機関の取組・お知らせ 】★〓〓〓 

 

◆砂防課が土砂災害警戒区域等を新たに１６５箇所（枝番含み１６７箇所）を追加指定しまし

た。 

 

http://www4.pref.fukushima.jp/sabou/newmain.html 

問い合わせ先：砂防課 

 

◆まちづくり推進課が「まちづくり瓦版～うつくしま、まちづくり推進レポート～Vol.67」を

発行しました。 

 

 歴まち計画認定都市の事例紹介（群馬県甘楽町）や令和元年度地域づくり交流会開催のお知

らせなどについて紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/351191.pdf 

問い合わせ先：まちづくり推進課 

 

◆県北建設事務所が「県北建設ニューズレターVol.22」を発行しました。 

 

 「道で咲かせよう東北の花プロジェクト～復興五輪版～」の一環として実施したイベントの

様子や令和元年度福島県優良建設工事表彰における管内の受賞事業などについて紹介していま

す。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/352159.pdf 

問い合わせ先：県北建設事務所 

 

◆県北建設事務所がスカイライン紅葉情報を更新しました。 

 

 磐梯吾妻スカイラインの紅葉情報をお届けしています。紅葉は、例年９月下旬～１０月上旬

が見頃です。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41310a/skyline-kouyou-info.html 

問い合わせ先：県北建設事務所吾妻土湯道路管理所 

 

◆とうろく君が「羽鳥湖周辺環境美化活動」に参加しました。 

 

 令和元年９月２５（水）に羽鳥湖周辺にて、関係機関をはじめ多くの参加者が集まり、道路

沿いやサイクリングロードなどでゴミ拾いが行われ、とうろく君も頑張ってゴミ拾いをしまし

た。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/tourokukun-room/r1-hatorikobika.html 

問い合わせ先：県中建設事務所 

 

◆とうろく君が「令和元年度桜川河川清掃」に参加しました。 

 

 令和元年９月２７日（金）に桜川にて、関係機関や住民をはじめ多くの参加者が集まり、河

川の草刈りや集草作業が行われ、とうろく君も一緒に草集めを手伝い、川をきれいにするため

に頑張りました。 
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http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/tourokukun-room/r1-sakurakawa-clean.html 

問い合わせ先：県中建設事務所 

 

◆とうろく君が「那須九尾まつり」に参加しました。 

 

 令和元年９月２９日（日）に栃木県那須町余笹川ふれあい公園にて「第１７回那須九尾まつ

り」が開催され、とうろく君は、会場の子供たちから大人気で、たくさん抱きつかれていまし

た。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/tourokukun-room/r1-nasu-9b.html 

問い合わせ先：県中建設事務所 

 

◆須賀川土木事務所が「庁舎建替え進捗状況（９月末）」を更新しました。 

 

 庁舎建替え工事は９月末現在、２階木構造建方を進めています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/life/449375_1139610_misc.pdf 

問い合わせ先：須賀川土木事務所 

 

◆県南建設事務所が「令和元年度県南建設事務所第２回所内研修会」を実施しました。 

 

 令和元年９月２４日（火）に第２回所内研修会を実施し、新・担い手３法や新技術、長寿命

化などについて研修を行いました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/351732.pdf 

問い合わせ先：県南建設事務所 

 

◆猪苗代土木事務所がゴールドライン及びレークラインの紅葉情報を更新しました。 

 

 磐梯山ゴールドライン、磐梯吾妻レークラインの紅葉情報をお届けしています。例年の見頃

は、１０月中旬から１１月上旬です。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41351a/kouyou-goldline-lakeline.html 

問い合わせ先：猪苗代土木事務所 

 

◆いわき建設事務所が「ひと波会だより」を発行しました。 

 

 職員ボランティアによる新川のゴミ拾いの様子などについて紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/351737.pdf 

問い合わせ先：いわき建設事務所 

 

 

 

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

 

【 交通規制情報 】 

 

◆国道２８９号甲子（かし）トンネル（下郷町～西郷村）通行規制についてお知らせします。 
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国道２８９号甲子（かし）トンネル改修工事のため片側交互通行の交通規制を行っています

。 

規制内容（片側交互通行）：甲子トンネル内工事区間前後（約０．７ｋｍ） 終日 

期  間：令和元年８月２６日（月）～１０月１２日（土） 

     令和元年１１月１８日（月）～１１月２９日（金）（１１月２３日（土）、１１月

２４日（日）を除く） 

※平成３１年３月２５日（月）から夜間通行止めを行いながら工事を行ってきましたが、工事

の進捗が図られたことから、当初予定していた令和元年９月及び１０月の夜間通行止めは行

いません。 

 

詳しくは、下記アドレスをご覧ください。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/342170.pdf 

問い合わせ先：道路管理課、県南建設事務所 

 

 

 

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

 

【 各種募集情報 】 

 

◆【締切迫る】砂利採取業務主任者試験の実施についてお知らせします。 

 

 受付期間は令和元年１０月１１日（金）までです。試験日は令和元年１１月８日（金）です

。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/jyarisaisyushikenjissi.html 

問い合わせ先：建設産業室 

 

◆【締切迫る】令和元年度第４回福島県復興公営住宅入居者を募集しています。 

 

 受付期間は令和元年１０月１１日（金）までです。今後の第５回以降の募集については、ホ

ームページを確認してください。 

＜記者発表資料はこちら＞ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/350257.pdf 

＜令和元年度第４回福島県復興公営住宅入居者募集に関するホームページはこちら＞ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065a/fukkoukouei-1-4.html 

問い合わせ先：建築住宅課 

 

◆震災伝承施設を募集（第二次）しています。 

 

 震災伝承ネットワーク協議会は、東日本大震災の実情や教訓を伝承する施設として震災伝承

施設を募集（第二次）しています。 

http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/kisya/kisyah/images/73856_1.pdf 

問い合わせ先：震災伝承ネットワーク協議会事務局（国土交通省東北地方整備局企画部） 
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◆令和元年度「福島県空き家・ふるさと復興支援事業」を募集しています。 

 

 受付期間は令和元年１２月２７日（金）までです。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyafurusato.html 

問い合わせ先：建築指導課 

 

◆令和元年度「福島県空き家再生・子育て支援事業」を募集しています。 

 

 受付期間は令和元年１２月２７日（金）までです。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyakosodate.html 

問い合わせ先：建築指導課 

 

◆令和元年度新規事業「福島県安心空き家取得促進事業」を募集しています。 

 

 受付期間は令和２年２月２８日（金）までです。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyakannsinn.html 

問い合わせ先：建築指導課 

 

◆令和元年度「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業」を募集しています。 

 

 受付期間は令和２年２月２８日（金）までです。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/point.html 

問い合わせ先：建築指導課 

 

 

 

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

 

【 継続掲載情報 】 

 

≪発注予定情報≫ 

 

◆発注見通しが確認できます。 

  

各建設事務所の発注見通しのページへ移動できます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/h27hachuu.html 

 

≪その他≫  

    

◆ライブカメラで道路や河川の現況を発信しています。  

 

主要な国道・県道及び河川などの現況をライブカメラでリアルタイムに発信しています。お

出かけ・防災などにライブカメラの情報を活用してください。  
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下記アドレスからご覧ください。 

 

【福島県管理道路状況】  

＜地図から確認＞  

http://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html 

＜ライブカメラ一覧から確認＞  

http://opsv1.a-road.info/camv2/camList1.php?GID  

問い合わせ先：道路管理課  

 

【福島県管理河川状況】 

＜只見川＞  

http://tadamigawa.info/  

問い合わせ先：河川整備課  

 

【その他のライブカメラ】  

＜防災情報リンク集＞  

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/bousaijouhou.html 

問い合わせ先：土木企画課  

 

◆福島空港から運航しているチャーター便情報や、キャンペーン情報を掲載しています。（空

港施設室） 

 

＜チャーター便運航のお知らせ＞ 

http://www.fks-ab.co.jp/info/ 

 

〔国内〕 

 ・種子島チャーター便 

  令和元年１０月１９日（土）（往路便）～１０月２１日（月）（復路便） （３日間） 

  令和元年１０月２３日（水）（往路便）～１０月２５日（金）（復路便） （３日間） 

 

 ・名古屋（小牧）チャーター便 

  令和元年１０月１０日（木）（往路便）～１０月１２日（土）（復路便） （３日間） 

 

 ・隠岐チャーター便 

  令和元年１０月１０日（木）（往路便）～１０月１２日（土）（復路便） （３日間） 

 

 ・石見チャーター便 

  令和元年１０月１３日（日）（往路便）～１０月１５日（火）（復路便） （３日間） 

  令和元年１０月１６日（水）（往路便）～１０月１８日（金）（復路便） （３日間） 

 

〔国際〕 

・台湾チャーター便 

  平成３１年４月から２年間 毎週（木）（往路便）～（日）（復路便） （４日間） 
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 ・ベトナムチャーター便 

  令和元年１１月１日（金）（往路便）～１１月５日（火）（復路便） （５日間） 

  令和元年１１月２０日（水）（往路便）～１１月２４日（日）（復路便） （５日間） 

 

＜イベント情報のお知らせ＞ 

https://www.fks-ab.co.jp/guide/ 

 

 ・大冒険！ウルトラマンＡＲスタンプラリー２０１９inふくしま 

  令和元年７月１１日（木）～１２月８日（日） 

                               など 

 

 

 

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

    

≪Facebookページ≫  

★土木部の各所属が様々な情報を発信していますので、是非御覧ください。  

    

◆ふくしまから はじめよう。（福島県公式）  

https://www.facebook.com/FutureFromFukushima 

    

◆道路管理課 

https://www.facebook.com/fukushima.dourokanri 

 

◆二本松土木事務所 

https://www.facebook.com/nihonmatsudoboku 

 

◆会津若松建設事務所・宮下土木事務所  

https://www.facebook.com/AizuwakamatsuKensetsu 

 

◆猪苗代土木事務所 

https://www.facebook.com/InawashiroDoboku 

 

◆山口土木事務所 

https://www.facebook.com/yamaguchidoboku 

 

◆相双建設事務所 

https://www.facebook.com/sousoukensetsu  

 

◆富岡土木事務所 

https://www.facebook.com/tomiokadoboku?fref=pb 

 

◆福島空港事務所 
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https://www.facebook.com/福島空港公園活用隊-763125470452428/?epa=SEARCH_BOX 

 

≪Instagramページ≫  

 

◆南会津建設事務所  

https://www.instagram.com/minamiaizu_const 

＜ＨＰで掲載記事詳細がご覧になれます＞ 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/insta.html 

 

◆相双建設事務所 

https://www.instagram.com/sousou_kensetsu/ 

 

◆いわき建設事務所  

https://www.instagram.com/iwaki_const/ 

 

◆小名浜港湾建設事務所  

https://www.instagram.com/onahamaport.fco/ 

 

≪twitterページ≫  

    

◆道路管理課  

https://twitter.com/fukushima_douro 

 

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

    

≪過去のメールマガジンはこちらから≫  

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/doboku-mm.html    

    

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

    

◆メルマガへの御意見等は下記までお願いします。  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

土木企画課(システム担当)  

〒960－8670 福島市杉妻町2-16  

024-521-7886  

doboku_mailmagazine@pref.fukushima.lg.jp    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/fukushima_douro

