
◆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  復興公営住宅（第１期）募集開始  

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-7518 

◎８日  磐梯吾妻スカイライン再開通式 （福島市） 

・連絡先：県北建設事務所 /電話： 024-522-2115 

◎１８日  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 

◎１９日  東北「道の駅スタンプラリー」開始 （平成２７年１月１５日まで）  

・連絡先：道路整備課 /電話： 024-521-7475 

◎２２日  桧原トンネル開通（北塩原村） 

・連絡先：喜多方建設事務所 /電話： 0241-24-5705 

 
【今日は何の日？】 水防月間                         

◎２日  堀川ダム見学会開始（西郷村） 

・連絡先：県南建設事務所 /電話： 0248-23-1633 

◎１２日  ＵＲ都市機構へ復興公営住宅の整備を要請  

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-8634 

◎２７日  小沼崎バイパス工事起工式 （国道１１８号/下郷町）  

・連絡先：南会津建設事務所 /電話： 0241-62-5303 

 

【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  水防訓練（会津若松市） 

・連絡先：河川整備課 /電話： 024-521-7644 

◎４日  全国街路事業ｺﾝｸｰﾙ表彰・特別賞受賞 （東京都）  

・連絡先：喜多方建設事務所 /電話： 0241-24-5705 

 
【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  福島県建築文化賞作品・募集（～３１日） 

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-7986 

◎２１日  森と湖に親しむ旬間（～３１日） 

・連絡先：河川整備課 /電話： 024-521-7485 

◎２６日  市民の広場「ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ(相馬市)」 

・連絡先：相馬港湾建設事務所 /電話： 0244-36-5029 

◎２６日  小名浜海遊祭(いわき市)（～２７日） 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所 /電話： 0246-53-7118 

◎２８日  第２回親子建設現場見学会（福島市～いわき市）  

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

 
【今日は何の日？】 10 日  道の日/道路ふれあい月間         

◎６日  「福島県道路除雪表彰制度」による表彰式  

・連絡先：南会津建設事務所 /電話： 0241-62-5320 

◎６日  道の日の活動（～１１日） 

（民間道路パトロール/道路美化/道路愛護啓発） 

・連絡先：道路計画課 /電話： 024-521-7472  

◎２３日  ふくしまみんなの住宅フェア・郡山会場（～24 日） 

・連絡先：建築指導課 /電話： 024-521-7528 

◎２６日  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 

◎２８日  道の駅「からむし織の里しょうわ（昭和村）」開所  

・連絡先：道路整備課 /電話： 024-521-7475 

 
【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  

◎２日  大規模災害時における緊急点検の応援に関する

協定の締結式（一般社団法人日本橋梁建設協会） 

・連絡先：土木企画課 /電話： 024-521-7890 

◎７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 

◎１０日  土湯トンネル防災訓練 （県北建設事務所） 

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

◎１３日  福島空港「空の日フェスティバル」（玉川村） 

・連絡先：福島空港事務所 /電話： 0247-57-1111 

◎１５日まで 土砂災害防止に関する絵画・作文の募集  

・連絡先：砂防課 /電話： 024-521-7493 

◎２０日  ふくしまみんなの住宅フェア・南相馬会場（～２１日）  

・連絡先：建築指導課 /電話： 024-521-7528 

◎２６日  県道いわき石川線（才鉢地内）暫定交通開放  

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6121 

◎２７日  下水道フォーラム 2014（棚倉町） 

・連絡先：公益法人福島県下水道公社 /電話： 024-524-3510 

 
【今日は何の日？】 ４日都市景観の日/都市緑化月間/住宅月間    

◎ ２日  道の駅「あいづ 湯川・会津坂下(湯川村)」開所  

・連絡先：道路整備課  電話： 024-521-7475 

◎ ４日  ふくしまみんなの住宅フェア・福島会場 （～５日） 

・連絡先：建築指導課 /電話： 024-521-7528 

◎ ９日  福島県建設業協会との意見交換会  

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎ １１日  歩く県道「道普請（人力による街道修繕）」（会津坂下町束松峠）（～１２日）  

・連絡先：会津若松建設事務所 /電話： 0242-29-5455 

◎ １７日  復興公営住宅（マスコミ向け）内覧会 /日和田、八山田団地【郡山市内】  

・連絡先：建築住宅課（復興住宅担当） /電話： 024-521-8634 

◎ ２４日  第５７回建築士会全国大会「ふくしま大会」（郡山市）  
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【 主 要 事 業 】

スケジュール ２０１４(平成２６年度) （福島県土木部） 

 



・連絡先：建築指導課 /電話： 024-521-7523 

◎２８日  除雪安全祈願祭・始動式（南会津建設事務所） 

・連絡先：道路管理課 /電話： 024-521-7468 

◎ ３０日  福島空港ハイジャック対応訓練(福島空港) 

・連絡先：福島空港事務所 /電話： 0247－ 57－ 1111 

【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  ふくしまみんなの住宅フェア・いわき会場 （～２日） 

・連絡先：建築指導課 /電話： 024-521-7528 

◎２日  田島ダム施設見学会（南会津町） 

・連絡先：南会津建設事務所 /電話： 0241-62-5322 

◎ ５日  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 

◎７日  復興公営住宅鍵引渡し式/日和田団地１号棟・八山田団地１

号棟（郡山市） 

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-7518 

◎１３日  四時ダム（いわき市）ESCO 事業起工式  

・連絡先：河川整備課 /電話： 024-521-7487 

◎ １４日  砂利採取業務主任者試験 （県庁本庁舎  正庁） 

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎１５日  県道会津若松裏磐梯線（ゴールドライン）、県道福島吾妻裏磐梯線

（レイクライン）、県道福島吾妻裏磐梯線（スカイライン）冬期通行止め  

・連絡先：道路管理課 /電話： 024-521-7468 

◎１５日  復興公営住宅 (日和田・八山田 )入居開始 （郡山市） 

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-7518 

◎１８日  大規模災害時における緊急点検の応援に関する協定の

締結式（一般社団法人建設コンサルタンツ協会東北支部）  

・連絡先：土木企画課 /電話： 024-521-7890 

◎１９日  優秀施工者福島県知事顕彰式 （杉妻会館） 

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎１９日  復旧・復興工事現場のマスコミ公開（広野町 /いわき

市）、２１日  （南相馬市/相馬市/新地町） 

・連絡先：土木企画課 /電話： 024-521-7886 

◎２３日  アクアマリンパーク秋フェア（小名浜港） 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所  企画調査課 /電話： 0246-53-7126 

◎２７日  地域に生きる建設企業経営講座 （21 世紀建設館） 

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎除雪安全祈願祭・始動式（各地） 

・連絡先：道路管理課 /電話： 024-521-7468 

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

◎６日  常磐自動車道（浪江 IC～山元 IC）開通  

・連絡先：高速道路室 /電話： 024-521-7478 

◎１４日  福島空港消火救難総合訓練（福島空港） 

・連絡先：福島空港事務所 /電話： 0247-57-1111 

◎１５日  復興公営住宅鍵引渡し式、年貢町団地２・３号棟（会津若松市）  

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-7518 

◎１８日  建設業合同就職説明会（郡山市） 

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎２２日  福島県建築文化賞作品・記者発表  

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-7986 

◎冬期道路通行止め（各地） 

・連絡先：道路管理課 /電話： 024-521-7468 

 

◎１５日  雪崩防災に関するラジオ広報【県政広報】 

・連絡先：砂防課 /電話： 024-521-7493 

◎２３日  福島県建築文化賞表彰式・講演会（福島市） 

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-7986 

◎２０日  県道いわき石川線（才鉢地内）全面交通開放  

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6121 

◎２０日  平成２６年度地域づくり交流会（郡山市） 

・連絡先：まちづくり推進課 /電話： 024-521-7511 

◎２７日  復興公営住宅鍵引し渡式/下神白団地１・２号棟（いわき市）  

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-7518 

 

◎１０日  ふくしまの未来を拓く業務発表会（福島市・県民ホール）  

・連絡先：技術管理課 /電話： 024-521-7460 

◎１４日  「海岸堤防の復旧」に関するテレビ広報 【県政広報】 

・連絡先：河川整備課 /電話： 024-521-7894 

◎１７日  福島空港不法侵入事案対応訓練(福島空港) 

・連絡先：福島空港事務所 /電話： 0247-57-1111 

◎２０日  あぶくま高原道路・道の駅とくとくキャンペーン当選者発表  

・連絡先：県中建設事務所 /電話： 024-935-1449 

◎２４日  喜多方地方地域づくり交流会（喜多方市） 

・連絡先： /電話： 0241-24-5707 

◎２７日  地域の共助を考えるシンポジウム（福島市・県文化センター）  

・連絡先：建築指導課 /電話： 024-521-7528 

 

◎１日  常磐自動車道全線開通 （開通区間：常磐富岡 IC～浪江 IC） 

・連絡先：高速道路室 /電話： 024-521-7478 

◎６日  ＥＳＣＯ事業現場見学会（いわき市/四時ダム） 

・連絡先：鮫川水系ダム管理事務所 /電話： 0246-63-2155 

◎１５日  ふくしま復興を考えるシンポジウム２０１５（福島市、ホテル辰巳屋）   

・連絡先：企画調整課 /電話： 024-521-7129 

◎１７日  建設業合同就職説明会 （郡山市、ビックパレットふくしま）  

・主催 /一般社団法人  福島県建設業協会  共催 /厚生労働省福島労働局  

・連絡先：建設産業室 /電話： 024-521-7452 

◎１４日  合宿の郷「磐梯山チャレンジパーク」ワークショップ（磐梯町） 

・連絡先：喜多方建設事務所 /電話： 0241-24-5707 

◎２４日  県道小野富岡線（吉間田工区）開通式 （いわき市）  

・連絡先：いわき建設事務所 /電話： 0246-24-6125 

◎復興公営住宅入居開始/北信団地・笹谷団地 （福島市） 

・連絡先：建築住宅課 /電話： 024-521-7518 

３月  （２０１５年） 

２月  （２０１５年） 

１月  （２０１５年） 

１２月 

１1 月 
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