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福島県土木部メールマガジン ３７７号 令和２年１０月１４日発行 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

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

 

【 福島県統計課からのお知らせ 】 

 

★国勢調査への回答をお願いします。 

 

 日本に住むすべての人と世帯を対象として令和２年１０月１日（木）現在で、国勢調査が実

施されています。１０月８日（木）以降、回答がお済みでない方、まだインターネット回答が

可能です（１０月２０日（火）まで受け付けています）。または、調査員が回答のお願いに伺い

ますので、ぜひ、お早めにご回答を御願いします。 

＜インターネット回答は下記へ【事前配布のログインＩＤをご準備ください。】＞ 

https://www.e-kokusei.go.jp 

 

 

 

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

 

★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 

 

★福島県土木部が取り組んでいる令和元年東日本台風関連情報が確認できます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a 

 

┏【 今週のCONTENTS 】……………………………  

 

【 令和元年東日本台風関連情報 】 

 ◆土木企画課が「災害復旧工事進捗状況【令和元年東日本台風等】（９月末）」を更新しまし

た 

 ◆河川計画課が「福島県緊急水災害対策プロジェクト」の進捗状況（９月末）を更新しまし

た 

 ◆須賀川土木事務所が水災害対策を進めています（９月末） 

◆会津若松建設事務所が「工事かわら版【主要地方道会津若松三島線銀山橋災害復旧工事（

第１号）】」を発行しました 

 ◆相双建設事務所が令和元年東日本台風等災害復旧の進み具合を更新しました 

 

【 東日本大震災復旧・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 

 

【 土木部各課、出先機関の取組・お知らせ 】 

https://www.e-kokusei.go.jp/
http://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a


2 

 ◆河川整備課が令和２年災第２次査定結果について公表しました 

◆砂防課が土砂災害警戒区域等を追加指定しました 

◆小名浜港において特定外来生物「ヒアリ等」は確認されませんでした 

 ◆県北建設事務所がスカイライン紅葉情報をお知らせしています 

 ◆あぶくま高原道路管理事務所が「あぶくま高原道路ニュース１０月号」を発行しました 

◆県南建設事務所が小学生を対象とした建設現場見学会を開催しました（10/6） 

◆猪苗代土木事務所がゴールドライン・レークライン紅葉情報をお知らせしています 

 ◆小名浜港湾建設事務所が中学生を対象とした港内見学を実施しました（10/9） 

 

【 交通規制情報 】 

 ◆国道１２１号大峠道路通行規制のお知らせ 

 

【 各種募集情報 】 

◆震災伝承施設募集のお知らせ 

 ◆令和２年度新規事業「来てふくしま体験住宅提供事業」募集のお知らせ 

 ◆令和２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 

 ◆令和２年度「福島県安心空き家取得促進事業」募集のお知らせ 

 ◆令和２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２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 

 ◆「来てふくしま住宅取得支援事業」募集のお知らせ 

 

┗…………………………………………………… 

 

〓〓〓★【 令和元年東日本台風関連情報 】★〓〓〓 

 

◆土木企画課が「災害復旧工事進捗状況【令和元年東日本台風等】（９月末）」を更新しました

。 

  

 令和元年東日本台風等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、７

７％の箇所で着手し、４％の箇所で完了しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/saigaifukkyu-19.html 

問い合わせ先：土木企画課 

 

◆河川計画課が「福島県緊急水災害対策プロジェクト」の進捗状況（９月末）を更新しました

。 

 

 福島県緊急水災害対策プロジェクトで推進する１０項目について、取組の内容や進捗状況を

確認できます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045a/mizusaigai-0.html 

問い合わせ先：河川計画課 

 

◆須賀川土木事務所が水災害対策を進めています（９月末）。 

 

 頻発化・激甚化する水災害に備え、雨水が河川を円滑に流れ下るよう、河川内に溜まった土

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/saigaifukkyu-19.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045a/mizusaigai-0.html
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砂の掘削や繁茂した樹木の伐採等を進めています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41322a/sukagawadoboku-suigaitaisaku-.html 

問い合わせ先：須賀川土木事務所 

 

◆会津若松建設事務所が「工事かわら版【主要地方道会津若松三島線銀山橋災害復旧工事（第

１号）】」を発行しました 

 

 工事スケジュールや進捗状況などについて紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/408246.pdf 

問い合わせ先：会津若松建設事務所 

 

◆相双建設事務所が令和元年東日本台風等災害復旧の進み具合を更新しました。 

 

 宇田川や小泉川の改良復旧事業等、災害復旧事業の進捗状況及び河川の河道掘削等の実施状

況などについて紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41370a/r1typoon-sousou.html 

問い合わせ先：相双建設事務所 

 

 

 

〓〓〓★【 東日本大震災復旧・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、９９％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 

 

 

 

〓〓〓★【 土木部各課、出先機関の取組・お知らせ 】★〓〓〓 

 

◆河川整備課が令和２年災第２次査定結果について公表しました。 

 

 令和２年１０月５日（月）～９日（金）まで、伊達市、二本松市、喜多方市、石川町、会津

美里町、西会津町、北塩原村において、地すべりや令和２年７月の豪雨により被災した県及び

市町村管理の公共土木施設に係る、国の災害査定が実施されました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045b/kasenseibi-top.html 

問い合わせ先：河川整備課 

 

◆砂防課が土砂災害警戒区域等を追加指定しました。 

 

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

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41322a/sukagawadoboku-suigaitaisaku-.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/408246.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41370a/r1typoon-sousou.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/saigaifukkyu-1.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045b/kasenseibi-top.html
http://www4.pref.fukushima.jp/sabou/newmain.html
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問い合わせ先：砂防課 

 

◆小名浜港において特定外来生物「ヒアリ等」は確認されませんでした。 

 

 環境省が、小名浜港において特定外来生物「ヒアリ」及び「アカカミアリ」の侵入状況を確

認するため、令和２年９月９日（水）に調査を実施しましたが、「ヒアリ等」は確認されません

でした。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/407924.pdf 

問い合わせ先：港湾課 

 

◆県北建設事務所がスカイライン紅葉情報をお知らせしています。 

 

 磐梯吾妻スカイラインの紅葉は、例年９月下旬から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 

 

◆あぶくま高原道路管理事務所が「あぶくま高原道路ニュース１０月号」を発行しました。 

 

 １０月の作業内容や区画線の引き直し工事の完了などについて紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41324a/abukumanews.html 

問い合わせ先：あぶくま高原道路管理事務所 

 

◆県南建設事務所が小学生を対象とした建設現場見学会を開催しました。 

 

 令和２年１０月６日（火）に国道２８９号渡瀬バイパスにて、鮫川村立鮫川小学校の児童を

対象に建設現場見学会を開催し、ＩＣＴ建機試乗体験やＩＣＴ現場測量体験、ドローン撮影体

験等を行いました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/408169.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・レークライン紅葉情報をお知らせしています。 

 

 磐梯山ゴールドライン・磐梯吾妻レークラインの紅葉は、例年１０月中旬から１１月上旬が

見頃です。 

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 

 

◆小名浜港湾建設事務所が中学生を対象とした港内見学を実施しました。 

 

 令和２年１０月９日（金）に、平田村立ひらた清風中学校の２年生、６１名が港内見学で小

名浜港を訪れ、小名浜港の役割や東日本大震災による被害や復旧・復興状況について学びまし

た。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/408673.pdf 

問い合わせ先：小名浜港湾建設事務所 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/407924.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41310a/skyline-kouyou-info.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41324a/abukumanews.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/408169.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41351a/kouyou-goldline-lakeline.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/408673.pdf
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--------------------------------  

 

【 交通規制情報 】 

 

◆国道１２１号大峠道路通行規制についてお知らせしています。 

 

 令和２年８月２０日（木）～１１月３０日（月）まで、施設更新工事のため、大峠トンネル

の喜多方側坑口で昼夜連続で片側交互通行の規制を実施しています。幅３ｍ・高さ３．８ｍを

超える特殊車両は、国道１３号を迂回通行してください。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41353a/ootouge-kisei.html 

問い合わせ先：大峠・日中総合管理事務所 

 

 

 

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

 

【 各種募集情報 】 

 

◆震災伝承施設を随時募集しています。 

 

 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

施設を随時募集しています。 

http://www.thr.mlit.go.jp/sinsaidensyou/youkou/ 

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企画課

） 

 

◆令和２年度新規事業「来てふくしま体験住宅提供事業」を募集しています。 

 

募集期間は令和２年１２月２５日（金）までです。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065a/kitefukushima.html 

問い合わせ先：建築住宅課 

 

◆令和２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。 

 

 募集期間は令和３年２月２６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 

 

◆令和２年度「福島県安心空き家取得促進事業」を募集しています。 

 

募集期間は令和３年２月２６日（金）までです。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41353a/ootouge-kisei.html
http://www.thr.mlit.go.jp/sinsaidensyou/youkou/
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/point.html
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https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyakannsinn.html 

問い合わせ先：建築指導課 

 

◆令和２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。 

 

 募集期間は令和２年１２月２５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２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。 

 

 募集期間は令和２年１２月２５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 

 

◆「来てふくしま住宅取得支援事業」を募集しています。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/kitefukushima.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/hattyuumitoosi.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。  

 

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＞  

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyakannsinn.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyakosodate.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyafurusato.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/kitefukushima.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/hattyuumitoosi.html
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http://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html 

＜ライブカメラ一覧から確認＞  

http://absv1.f-road.info/ca/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] 

・広島チャーター  ：令和２年１０月２４日（土）～２６日（月） 

・八丈島チャーター ：令和２年１０月２７日（火）～２９日（木） 

・奄美チャーター  ：令和２年１０月２８日（水）～３０日（金） 

・山口チャーター  ：令和２年１０月２９日（木）～３１日（土） 

・種子島チャーター ：令和２年１０月３０日（金）～１１月１日（日） 

・奄美チャーター  ：令和２年１１月１日（日）～３日（火・祝） 

 

＜イベント情報のお知らせ＞ 

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

 

＜福島空港ビジネス楽得キャンペーン実施中！（～令和３年１月３１日（日）まで）＞ 

 「福島空港サポート企業」として登録いただいた企業団体の役員または従業員が、出張等で

福島空港をご利用いただいた場合、利用回数に応じて特典商品をもれなく登録企業・団体へ進

呈します。（※ただし特典がなくなり次第終了となります） 

詳細はこちら 

http://fukushima-airport-supocam.jp 

 

＜ＩＢＥＸエアラインズ「いいね！ふくしまキャンペーン」実施中！（令和２年１０月２４日

（土）まで）＞ 

 福島－大阪間の運賃が最大６割引！（12,940円）で利用できます。 

詳細はこちら 

https://www.ibexair.co.jp 

 

http://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html
http://absv1.f-road.info/ca/camList1.php?GID
http://tadamigawa.info/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/bousaijouhou.html
http://www.fks-ab.co.jp/info
https://www.fks-ab.co.jp/guide
http://fukushima-airport-supocam.jp/
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--------------------------------  

    

≪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 

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/ 

 

https://www.facebook.com/FutureFromFukushima
https://www.facebook.com/fukushima.dourokanri
https://www.facebook.com/nihonmatsudoboku
https://www.facebook.com/AizuwakamatsuKensetsu
https://www.facebook.com/InawashiroDoboku
https://www.facebook.com/yamaguchidoboku
https://www.facebook.com/sousoukensetsu
https://www.facebook.com/tomiokadoboku?fref=pb
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/minamiaizu_const
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/insta.html
https://www.instagram.com/sousou_kensetsu/
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◆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.instagram.com/iwaki_const/
https://www.instagram.com/onahamaport.fco/
https://twitter.com/fukushima_douro
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/doboku-mm.html

