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福島県土木部メールマガジン ３３０号 令和元年１０月１６日発行 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

★防災リンク集 

交通情報、河川・土砂災害・波情報、気象情報、道路・河川等ライブカメラが確認できます

。 

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

 

┏【 今週のCONTENTS 】……………………………  

 

【 台風１９号関連情報 】 

 ◆道路管理課が通行規制一覧表を公表しています 

 ◆通行止区間の迂回路としてあぶくま高原道路が利用できます 

 ◆原町川俣線の全面通行止めを解除しました（10/15） 

 

【 復旧・復興関連情報 】 

 ◆「久之浜地区復旧・復興事業竣工式」を開催しました（10/9） 

 ◆河川整備課が令和元年（平成３１年）災第２次査定結果について公表しました 

 ◆建築住宅課が「災害公営住宅（帰還者向け）の進捗状況（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 】 

 ◆河川整備課が釈迦堂川において洪水浸水想定区域図を作成しました 

◆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 

◆県中建設事務所が「県中建設ニューズレター（令和元年度第２四半期）」を発行しました 

 ◆棚倉土木事務所が久慈川の河川美化活動を実施しました 

 ◆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 

 ◆鮫川水系ダム管理事務所が流れ着く流木（流木提供）について更新しました 

 ◆鮫川水系ダム管理事務所が「さめがわ【第６６号】」を発行しました 

 ◆鮫川水系ダム管理事務所が「ようこそ四時ダムへ」を更新しました 

 ◆県北流域下水道建設事務所が事務所周辺環境美化活動を実施しました 

 

【 交通規制情報 】 

 ◆会津若松柳津線会津大橋通行規制（9/30～12/20）のお知らせ 

 ◆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 】 

 ◆【新規】「来てふくしま住宅取得支援事業」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 

 ◆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 
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┗…………………………………………………… 

 

〓〓〓★【 台風１９号関連情報 】★〓〓〓 

 

◆道路管理課が通行規制一覧表を公表しています。 

 

 台風１９号による県管理道路の通行規制の箇所一覧をご覧になれます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41035c/keihou7.html 

問い合わせ先：道路管理課 

 

◆通行止区間の迂回路としてあぶくま高原道路が利用できます。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41324a/abukum-tukoudome-r01-19.html 

問い合わせ先：あぶくま高原道路管理事務所 

 

◆原町川俣線の全面通行止めを解除しました。 

 

 台風１９号による全面通行止め（路面陥没）を令和元年１０月１５日（火）２１時に解除し

ました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/353389.pdf 

問い合わせ先：道路管理課 

 

 

 

〓〓〓★【 復旧・復興関連情報 】★〓〓〓 

 

◆「久之浜地区復旧・復興事業竣工式」を開催しました。 

 

 令和元年１０月９日（水）にいわき市久之浜町にて、久之浜地区の復旧・復興事業の完了を

祝い、久之浜地区復旧・復興事業竣工式を開催しました。竣工式では、「防災緑地づくり協定式

典」や「テープカット・くす玉開披」のほか、地元の海神乱舞（わだつみらんぶ）の「ヨサコ

イ演舞」、久之浜子ども園園児の「パラバルーン」が行われました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/353414.pdf 

問い合わせ先：いわき建設事務所 

 

◆河川整備課が令和元年（平成３１年）災第２次査定結果について公表しました。 

 

令和元年７月２３日（火）～２４日（水）の豪雨により被災した二本松市管理の公共土木施

設に係る、国の災害査定が実施されました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/351933.pdf 

問い合わせ先：河川整備課 

 

◆建築住宅課が「災害公営住宅（帰還者向け）の進捗状況（９月末）」を更新しました。 
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http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/352446.pdf 

問い合わせ先：建築住宅課 

 

 

 

〓〓〓★【 土木部各課・出先機関の取組・お知らせ 】★〓〓〓 

 

◆河川整備課が釈迦堂川において洪水浸水想定区域図を作成しました。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045b/kouzuisinsou.html 

問い合わせ先：河川整備課 

 

◆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 

 

◆県中建設事務所が「県中建設ニューズレター（令和元年度第２四半期）」を発行しました。 

 

 「道路ふれあい月間」道路美化作業や豪雨から子供の命を守る出前講座、（仮称）石川トンネ

ルの安全祈願祭の様子などについて紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/life/449987_1141411_misc.pdf 

問い合わせ先：県中建設事務所 

 

◆棚倉土木事務所が久慈川の河川美化活動を実施しました。 

 

 矢祭町山野井・金沢区の皆様が、久慈川河川美化活動のため今年２回目の河川除草を実施し

ました。河川堤防及びサイクリングロード（矢祭棚倉自転車道線）が快適な河川空間になりま

した。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/life/450463_1143179_misc.pdf 

問い合わせ先：棚倉土木事務所 

 

◆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 

 

◆鮫川水系ダム管理事務所が流れ着く流木（流木提供）について更新しました。 

 

 高柴ダム・四時ダムの流木提供について、台風１５号・１９号の影響による流木災害対応の
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ため、令和元年度実施予定の流木提供は中止させていただきます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41383a/ryuboku.html 

問い合わせ先：鮫川水系ダム管理事務所 

 

◆鮫川水系ダム管理事務所が「さめがわ【第６６号】」を発行しました。 

 

 台風１５号（ファクサイ）の接近に伴うダムの状況や「ようこそ！四時ダムへ！！」などに

ついて紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/352853.pdf 

問い合わせ先：鮫川水系ダム管理事務所 

 

◆鮫川水系ダム管理事務所が「ようこそ四時ダムへ」を更新しました。 

 

 令和元年度の校外学習の実績をまとめています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41383a/youkoso.html 

問い合わせ先：鮫川水系ダム管理事務所 

 

◆県北流域下水道建設事務所が事務所周辺環境美化活動を実施しました。 

 

 県北流域下水道建設事務所の有志が昼休みの時間を使い、ゴミ拾いを行いました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/352595.pdf 

問い合わせ先：県北流域下水道建設事務所 

 

 

 

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

 

【 交通規制情報 】 

 

◆会津若松柳津線会津大橋通行規制についてお知らせします。 

 

 自転車道との立体交差化工事のため片側交互通行及び大型車通行止の交通規制を行っていま

す。 

規制内容（片側交互通行及び大型車通行止）：立体交差化工事区間前後 終日 

期  間：令和元年９月３０日（月）～１２月２０日（金） 

 詳しくは、下記アドレスをご覧ください。 

＜通行規制についてはこちら＞ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/353061.pdf 

＜道路改良工事についてはこちら＞ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/353062.pdf 

問い合わせ先：会津若松建設事務所 

 

◆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 】 

 

◆【新規】「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 

 

◆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） 

 

◆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。 
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 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。  

 

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  
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【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） 

 

〔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） 

 

 ・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 
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◆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/ 

 

◆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 

 

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

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


