
 

 

年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール 平成３０年度 （福島県土木部） 

【発行】福島県土木部土木企画課（システム担当）     【ホームページ】 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/ 

【住所】〒960-8670 福島市杉妻町 2-16・県庁本庁舎 1 階  【電話番号】 024-521-7886                平成３１年 ２月２８日時点 

◆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。 

※ 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                     

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

◎２日（月） 「浜通り地方の復旧・復興加速化 

～事業概要～（2018 年度版）」発行 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎８日（日） 福島駅前通りリニューアル完成記念 

ハルフェスオープニングセレモニー 

・連絡先：県北建設事務所/024－521－2512 

◎１３日（金） 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：0242－29－5451 

◎１７日（火） 磐梯吾妻スカイライン再開通 

・連絡先：道路管理課/電話：024－521－7474 

・連絡先：県北建設事務所 吾妻土湯道路管理所 

/電話：0242－64－3478 

◎２０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 

・連絡先：猪苗代土木事務所/電話：0242－62－3102 

◎２０日（金） 日中ダム洪水対応演習（伝達訓練等） 

・連絡先：大峠・日中総合管理事務所/電話：0241－36－2014 

◎２１日（土） 松川大洲地区海岸・大浜地区海岸・ 

市道大洲松川線合同竣工式（相馬市） 

・連絡先：河川整備課    /電話：024－521－7894 

・連絡先：相双建設事務所  /電話：0244－26－1194 

・連絡先：相馬港湾建設事務所/電話：0244－26－8665 

◎２２日（木） 県道原町海老相馬線南海老・蒲庭工区 

開通式 

・連絡先：道路整備課/電話：024－521－7502 

◎２６日（木） 西吾妻スカイバレー再開通 

・連絡先：猪苗代土木事務所/電話：0242－62－3102 

 

 
【今日は何の日？】 水防月間                        

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

◎３日（木・祝） 福島空港開港２５周年記念 

２０１８春の福島空港まつり 

・連絡先：福島空港事務所/電話：0247－57－1111 

◎８日（火） 平成３０年度福島県建設業新分野進出 

企業認定交付式 

・連絡先：相双建設事務所/電話：0244－26－1225 

◎２１日（月）～６月１日（金） インフラ復旧・復興 

パネル展（福島市子どもの夢を育む施設 こむこむ館） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

 

 

 

【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（金） 土砂災害情報伝達訓練 

・連絡先：砂防課/電話：024－521－7493 

◎１日（金） 土砂災害防止に関する絵画・作文募集 

（９月１６日まで） 

・連絡先：砂防課/電話：024－521－7493 

◎２日（土） 福島県における復興祈念公園シンポジウム 

・連絡先：まちづくり推進課/電話：024－521－7510 

◎２日（土）～３０日（土） 平成３０年度第１回「ふくしま 

ＭＥ（基礎）コース」育成講座 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7890 

◎３日（日） 福島県水防訓練（いわき市） 

・連絡先：河川整備課/電話：024－521－7483 

◎７日（木）～１１日（月） 伝えたい！福来う（ふっこう） 

いわきの魅力写真展（コラッセふくしま） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎１１日（月）～２５日（月） インフラ復旧・復興パネル展 

（道の駅国見 あつかしの郷） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎２６日（火） 防災教育出前講座 

（棚倉町立山岡小学校） 

・連絡先：棚倉土木事務所/電話：0247－33－3131 

◎土砂災害防止に関するテレビ・ラジオ・新聞による広報 

（県政広報） 

・連絡先：砂防課/電話：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 

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

◎２日（月）～４日（水） インフラ復旧・復興パネル展 

（コラッセふくしま） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎２日（月）～３１日（火） 第３５回福島県建築文化賞 

作品募集 

・連絡先：建築住宅課/電話：024－521－7520 

◎７日（土） 河川愛護クリーンアップ（谷津川放流路） 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1603 

◎１１日（水） 地域に生きる建設企業経営講座 

・連絡先：建設産業室/電話：024－521－7884 

◎１９日（木） 建設現場見学会（南会津方部） 

・連絡先：建設産業室   /電話：024-521-7884 

・連絡先：南会津建設事務所/電話：0241-62-5322 

◎２１日（土）～３１（火） 「森と湖に親しむ旬間」ダムまつ 

り（ダム見学など） 

・連絡先：河川整備課/電話：024－521－7487 

４月 

５月 

６月 

７月 



 

 

年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール 平成３０年度 （福島県土木部） 

【発行】福島県土木部土木企画課（システム担当）     【ホームページ】 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/ 

【住所】〒960-8670 福島市杉妻町 2-16・県庁本庁舎 1 階  【電話番号】 024-521-7886                平成３１年 ２月２８日時点 

 

◎２１日（土） 堀川ダムまつり 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1603 

◎２２日（日） 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 

◎２２日（日） 小玉ダム体験ツアー 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6121 

◎２６日（木）～２７日（金） 東日本大震災・原子力災害 

からの住まいの復興・再生に関する研修会 

・連絡先：建築住宅課/電話：024－521－8387 

◎２７日（金） 平成３０年度まちづくり講習会 

・連絡先:都市計画課/電話:024－521－7508 

◎２８日（土） こまちダム祭り 

・連絡先：三春土木事務所/電話:0247－62－3151 

◎２８日（土）～２９日（日） おなはま海遊祭 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

◎２９日（日） 四時ダムまつり 

・連絡先：鮫川水系ダム管理事務所/電話：0246－63－2155 

 

 

【今日は何の日？】 １０日 道の日/道路ふれあい月間 

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

◎９日（木）～２９日（水） 伝えたい！福来う（ふっこう） 

いわきの魅力写真展（いわき・ら・ら・ミュウ） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

◎１０日（金） 道の日イベント（道路美化作業、小学生・ 

高校生などによる道路パトロール） 

・連絡先：県北建設事務所  /電話：024－521－2519 

・連絡先：保原土木事務所  /電話：024－575－2151 

・連絡先：県中建設事務所  /電話：024－935－1455 

・連絡先：三春土木事務所  /電話：0247－62－3151 

・連絡先：須賀川土木事務所 /電話：0248－75－3196 

・連絡先：石川土木事務所  /電話：0247－26－2138 

・連絡先：県南建設事務所  /電話：0248－23－1603 

・連絡先：棚倉土木事務所  /電話：0247－33－3131 
・連絡先：会津若松建設事務所/電話：0242－29－5444 

・連絡先：喜多方建設事務所 /電話：0241－24－5718 

・連絡先：猪苗代土木事務所 /電話：0242－62－3102 

・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：0241－82－2234 

・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 

・連絡先：勿来土木事務所  /電話：0246－63－2131 

◎１５日（水）～３０日（木） インフラ復旧・復興パネル展 

（福島テルサ） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎１７日（金）～９月２２日（土） 平成３０年度第２回 

  「ふくしまＭＥ（基礎）コース」育成講座 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7890 

 

◎２９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 

 

 

【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/建築物防災週間（秋期） 

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

◎５日（水） 国道１１５号土湯トンネル防災訓練 

・連絡先：吾妻土湯道路管理所/電話：0242－64－3478 

◎５日（水） 国道１２１号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 

◎６日（木） 国道２８９号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 

◎６日（木） 福島県建設業新分野進出優良企業 

表彰式 

・連絡先：建設産業室/電話：024－521－7884 

◎６日（木） 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 

◎６日（木） 川の案内人（棚倉町立高野小学校） 

・連絡先：棚倉土木事務所/電話：0247－33－3131 

◎７日（金） 小学生を対象とした建設現場見学会 

・連絡先：県南建設事務所/電話：024－823－1617 

◎８日（土） 県北浄化センター「下水道まつり」 

・連絡先：下水道課/電話：024－521－7514 

◎９日（日） ふくしま道の駅・空の駅まつり 

・連絡先：道路整備課/電話：024－521－7502 

◎９日（日） 大滝根水環境センター「下水道まつり」 

・連絡先：下水道課/電話：024－521－7514 

◎１３日（木） 「うつくしまの道・サポート制度」調印式 

（白河市本町） 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1617 

◎１４日（金）～２８日（金）伝えたい！福来う（ふっこう） 

いわきの魅力写真展（道の駅あいづ湯川・会津坂下） 

（道の駅猪苗代） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎１４日（金）～１５日（土） 県・市町村連携ＰＲイベント 

（ＪＲ有楽町駅前） 

・連絡先：土木企画課     /電話：024－521－7886 

・連絡先：いわき建設事務所  /電話：0246－24－6143 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

◎１５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 

◎１５日（土） あだたら清流センター｢下水道まつり｣ 

・連絡先：下水道課/電話：024－521－7514 

◎１３（木） うつくしま道サポート協定調印式 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1603 

◎２８日（金） 小名浜道路「設計協議に関する覚書合同

調印式」 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6141 

 

８月 

９月 



 

 

年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール 平成３０年度 （福島県土木部） 

【発行】福島県土木部土木企画課（システム担当）     【ホームページ】 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/ 

【住所】〒960-8670 福島市杉妻町 2-16・県庁本庁舎 1 階  【電話番号】 024-521-7886                平成３１年 ２月２８日時点 

◎２９日（土） ふくしま・いわき盛りだくさんフェスタ 

２０１８ｉｎ友部ＳＡ（常磐自動車道友部ＳＡ下り） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎３０日（日） 快適生活 下水道フォーラム２０１８ 

・連絡先：下水道課/電話：024－521－7514 

 

 
【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/違反建築防止月間 

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

◎１日（月） 除雪功労者表彰式 

・連絡先：相双建設事務所/電話：0244－26－1221 

◎６日（土） いわき大交流フェスタ２０１８ 

（２１世紀の森公園） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎１２日（金） 小学生を対象とした建設現場見学会 

・連絡先：県中建設事務所/電話：024－935－1449 

◎１２日（金） 道路除雪業務感謝状贈呈式 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1603 

◎１４日（日） 海あるき町あるき 江名の町再発見 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

◎１４日（日） 消火救難総合訓練 

・連絡先：福島空港事務所/電話：0247－57－1111 

◎１６日（火） 防災教育出前講座 

（棚倉町立近津小学校） 

・連絡先：棚倉土木事務所/電話：0247－33－3131 

◎１８日（木） 防災教育出前講座 

（矢祭町立矢祭小学校） 

・連絡先：棚倉土木事務所/電話：0247－33－3131 

◎１８日（木）～１９日（金） 県・市町村連携ＰＲイベント 

（上野公園広場） 

・連絡先：いわき建設事務所  /電話：0246－24－6143 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

◎２３日（火） 防災出前講座（白河市立釜子小学校） 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1603 

◎２３日（火） 除雪出動式 

・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：0241－72－2234 

◎２７日（土） 県・市町村連携ＰＲイベント 

（道の駅あいづ湯川・会津坂下） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎２５日（木）～２６日（金） 屋外広告物講習会 

・連絡先：都市計画課/電話：024－521－7508 

◎２９日（月）～１１月２日（金） 公共建築パネル展 

（県庁渡り廊下） 

・連絡先：営繕課/電話：024－521－7526 

 

 

 

 

 

【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（木）～２０日（火） 伝えたい！福来う（ふっこう） 

いわきの魅力写真展（いわき・ら・ら・ミュウ） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

◎２日（金） 防災教育出前講座（いわき市立綴小学校） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6120 

◎３日（土） 第１６回あづまの郷ウォーク大会 

・連絡先：まちづくり推進課/電話：024－521－7507 

◎５日（月） 西吾妻スカイバレー冬期通行止め 

・連絡先：猪苗代土木事務所/電話：0242－62－3102 

◎５日（月） 国道１１５号土湯道路除雪機械出動式 

・連絡先：吾妻土湯道路管理所/電話：0242－64－3478 

◎６日（火） 第２回福島県ＩＣＴ活用工事講習会 

・連絡先：技術管理課/電話：024－521－7458 

◎６日（火） 防災教育出前講座（いわき市立錦小学校） 

・連絡先：勿来土木事務所/電話：0246－63－2131 

◎７日（水） 除雪業務に対する感謝状の贈呈式 

・連絡先：石川土木事務所/電話：0247－26－2138 

◎９日（金） 除雪業務に対する感謝状の贈呈式 

・連絡先：県中建設事務所 /電話：024－935－1403 

・連絡先：須賀川土木事務所/電話：0248－75－3196 

◎９日（金） 除雪機械始動式 

・連絡先：会津若松建設事務所  /電話：0242－29－5451 

・連絡先：喜多方建設事務所   /電話：0241－24－5718 

・連絡先：猪苗代土木事務所   /電話:0242－62－3102 

・連絡先：あぶくま高原道路管理事務所 

/電話:0247－55－3545 

◎１０日（土） 県・市町村連携ＰＲイベント（守谷ＳＡ） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎１０日（土）～１１日（日） 米沢～会津～日光「道の駅」 

うまいもん祭り 

・連絡先：道路計画課    /電話:024－521－7469 

・連絡先：会津若松建設事務所/電話：0242－29－5336 

◎１０日（土）～１２月１５日（土） 平成３０年度第１回 

  「ふくしまＭＥ（防災）コース」育成講座 

  「ふくしまＭＥ（保全）コース」育成講座 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7890 

◎１３日（火） 建設業法令遵守等講習会 

・連絡先：建設産業室/電話：024－521－7884 

◎１３日（火） 第３回福島県ＩＣＴ活用工事講習会 

・連絡先：技術管理課/電話：024－521－7458 

◎１４日（水） 防災出前講座 

（白河市立白河中央中学校） 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1603 

 

 

１０月 

１１月 



 

 

年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール 平成３０年度 （福島県土木部） 

【発行】福島県土木部土木企画課（システム担当）     【ホームページ】 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/ 

【住所】〒960-8670 福島市杉妻町 2-16・県庁本庁舎 1 階  【電話番号】 024-521-7886                平成３１年 ２月２８日時点 

◎１５日（木） 磐梯山ゴールドライン､磐梯吾妻レークライ 

ン冬期通行止め 

・連絡先:猪苗代土木事務所/電話: 0242－62－3102 

◎１６日（金） 工事現場見学会（雪割橋） 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1603 

◎１８日（日） 県・市町村連携ＰＲイベント 

（セデッテかしま） 

・連絡先：土木企画課   /電話：024－521－7886 

・連絡先：建築指導課   /電話：024－521－7528 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎１９日（月） 「うつくしまの道・サポート制度」調印式 

（矢吹町神田地区） 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1603 

◎２０日（火） 柳津昭和線 大成沢工区開通式 

・連絡先：道路整備課    /電話:024－521－7502 

・連絡先：会津若松建設事務所/電話：0242－29－5403 

◎２０日（火） 除雪業務に対する感謝状の贈呈式 

・連絡先：三春土木事務所/電話:0247－62－3151 

◎２１日（水） 国道４０１号（仮称）博士トンネル着工式 

・連絡先：道路整備課    /電話:024－521－7502 

・連絡先：会津若松建設事務所/電話：0242－29－5403 

◎２６日（月） 優秀施工者福島県知事顕彰式 

・連絡先：建設産業室/電話：024－521－7884 

◎２７日（火） 相馬亘理線（新地工区）の小学生向け 

現場見学会 

・連絡先：相双建設事務所/電話：0244－26－1228 

◎２７日（火） 航空機不法奪取事件対応訓練 

・連絡先：福島空港事務所/電話：0247－57－1111 

◎２９日（木） 防災出前講座（西郷村立米小学校） 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1603 

◎２９日（木） 国道１２１号 下郷田島バイパス起工式 

・連絡先：高速道路室   /電話：024－521－7478 

・連絡先：南会津建設事務所/電話：0241－62－5303 

◎２９日（木） 除雪出動式 

・連絡先：相双建設事務所/電話：0244－26－1221 

 

 
【今日は何の日？】 １～７日 雪崩防災週間 

/建設業取引適正化推進月間 

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

◎６日（木） 高校生による復興公営住宅勿来酒井団地

へのクリスマスイルミネーション設置・点灯 

・連絡先：建築住宅課/電話：024－521－8387 

◎８日（土） 高校球児による現場作業体験（あづま球場） 

・連絡先：県北建設事務所/電話：024－521－2513 

◎９日（日） ふくしま大交流フェスタ２０１８ 復旧・復興 

事業紹介（東京国際フォーラム） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎１１日（火） 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 

 

◎１８日（火） 防災教育出前講座 

（いわき市立小名浜第三小学校） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6120 

◎雪崩防災に関するテレビ広報（県政広報） 

・連絡先：砂防課/電話：024－521－7493 

 

 

【今日は何の日？】 １７日 防災とボランティアの日            

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

◎１３日（日） 東北自動車道郡山中央スマートＩＣ 

開通式 
・連絡先：高速道路室/電話：024－521－3575 

 

◎１７日（木） 平成３０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 

◎１９日（土） 豊間四倉線 東舞子橋渡橋式 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－35－6045 

◎２３日（水） 第３５回福島県建築文化賞表彰式 

・連絡先：建築住宅課/電話：024－521－7520 

◎２６日（土）～２７日（日） 県・市町村連携ＰＲイベント 

（羽田空港） 

・連絡先：土木企画課   /電話：024－521－7886 

・連絡先：相双建設事務所 /電話：0244－26－1228 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎３１日（木）～２月５日（火） 戦前の建設工事写真展 

（コラッセふくしま） 

・連絡先：県北建設事務所/電話：024－521－2513 

◎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 

 

 

【今日は何の日？】   

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

◎１日（金） ふくしまの未来を拓く業務発表会 

（とうほう・みんなの文化センター） 

・連絡先：技術管理課/電話：024－521－7460 

◎１日（金）～１５日（金） 伝えたい！福来う（ふっこう） 

いわきの魅力写真展（道の駅あいづ湯川・会津坂下） 

（道の駅猪苗代） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143  

◎６日（水） 第４回福島県ＩＣＴ活用工事講習会 

（国道２８９号青生野工区） 

・連絡先：技術管理課/電話：024－521－7460 

◎８日（金）～１８日（月） 伝えたい！福来う（ふっこう） 

いわきの魅力写真展（ラトブ） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎１２日（火）～１４日（木） インフラ復旧・復興パネル展 

（コラッセふくしま） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

１２月 

１月 （２０１９年） 

２月 （２０１９年） 



 

 

年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール 平成３０年度 （福島県土木部） 

【発行】福島県土木部土木企画課（システム担当）     【ホームページ】 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/ 

【住所】〒960-8670 福島市杉妻町 2-16・県庁本庁舎 1 階  【電話番号】 024-521-7886                平成３１年 ２月２８日時点 

 

 

◎１６日（土） 復興祈念公園ワークショップ 

（福島県いわき合同庁舎） 

・連絡先：まちづくり推進課/電話：024－521－7510 

◎２３日（土）～３月７日（木） インフラ復旧・復興 

パネル展（福島県立図書館） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

 

 

【今日は何の日？】 建築物防災週間（春期）                             

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

◎１日（金）～１５日（金） みやぎ復興まちづくりパネル展 

【福島県の復興状況展示】（仙台市青葉通地下道） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎２日（土） 永崎地区復旧・復興事業竣工式 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－35－6047 

◎４日（月）～７日（木） 伝えたい！福来う（ふっこう） 

いわきの魅力写真展（コラッセふくしま） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎８日（金）～１０日（日） ふくしま・いわき盛りだくさん 

フェスタｉｎミデッテ（日本橋ふくしま館 MIDETTE） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎８日（金）～２１日（木）戦前の建設工事写真展 

（福島県立図書館） 

・連絡先：県北建設事務所/電話：024－521－2513 

◎９日（土） 浜通り復興支援・観光誘客イベントｉｎ 

海ほたるＰＡ（東京湾アクアライン海ほたるＰＡ） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎１１日（月） 第８回３．１１ふくしま希望の灯り 

～キャンドルナイト～（いわき市平中央公園） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎１６日（土） 豊間地区復旧・復興事業竣工式 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－35－6045 

◎１７日（日） 磐越自動車道 田村スマートＩＣ開通式 

・連絡先：高速道路室/電話：024－521－3575 

◎２１日（木） 常磐自動車道 ならはスマートＩＣ開通式 

・連絡先：高速道路室/電話：024－521－3575 

◎２２日（金）～４月３日（水） 伝えたい！福来う（ふっこ 

う）いわきの魅力写真展（福島県立図書館） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

◎２３日（土） 国道１１８号 若松西バイパス開通式 

・連絡先：会津若松建設事務所/電話：0242－29－5403 

◎２４日（日） 国道２８９号 南倉沢バイパス３工区 

完成式 

・連絡先：道路整備課   /電話：024－521－7502 

・連絡先：南会津建設事務所/電話：0241－62－5303 

◎３１日（日） 常磐自動車道 大熊ＩＣ開通式 

・連絡先：高速道路室/電話：024－521－3575 

 

 

 

 

 

 

「県内道路等画像情報」のお知らせ 

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

福島県内の主な道路について、ライブカメラの映像がご覧

になれます。 

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

 

携帯電話等からは、右記もご利用になれます。 

 

 

 

 

「防災情報リンク集」のお知らせ 

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

福島県管理の道路交通規制情報や河川水位情報などがご確

認いただけます。 

 

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

 

携帯電話等からは、右記もご利用になれます。 

 

 

 

 

◆「土木部メールマガジン」配信のお知らせ【登録無料】 

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

福県土木部では、公共事業に対しての理解を得るために、

多くの県民の皆様を対象に説明責任を果たすことが重要であ

ると考えており、土木部が行っている「土木部の催し」「地

域づくりに関する情報」「公共土木施設の復旧・復興の状況

」「道路通行規制情報」等、様々な取組みを分かりやすい形

で直接御覧頂けるよう情報発信しています。 

１．提供情報【毎週水曜配信】 

（１）土木部の催し  （２）地域づくりに関する情報 

（３）公共土木施設の復旧・復興の状況 

（４）道路通行規制情報 

（５）その他 

２．アドレスの登録 

（１）土木部メルマガの配信を希望される方は【メルマガ配信

希望】とお書きのうえ、メールを送信して下さい。なお、

別の受信先を希望する場合は併せて【メールアドレス】を

記入して下さい。 

doboku_mailmagazine@pref.fukushima.lg.jp 

（２）携帯電話等での登録には、 

右記もご利用になれます。 

 

 

 

 

 

 

 

３月 （２０１９年） 


