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福島県土木部メールマガジン ３４０号 令和元年１２月２７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号等関連情報 】 

 ◆道路管理課が道路通行規制箇所一覧表を公表しています（随時） 

 ◆土木企画課が福島県内のイトーヨーカドー３店舗にて台風１９号の被害状況等についての

パネル展を開催します（1/11～17,1/20～26,1/27～2/3） 

 ◆土木企画課が「ふくしま大交流フェスタ２０１９」（東京国際フォーラム）に参加し、台

風第１９号の被害状況等について紹介しました（12/21） 

 ◆河川整備課が令和元年災第６次の結果について公表しました 

 ◆須賀川土木事務所が令和元年台風１９号災害への対応について公表しました 

 ◆南会津建設事務所が令和元年台風１９号豪雨災害の概要を公表しました 

 

【 復旧・復興関連情報 】 

 ◆ まちづくり推進課が「津波被災地復興まちづくり事業進みぐあい（１２月）」及び「防災

集団移転事業進みぐあい（１２月）」を更新しました 

 

【 土木部各課、出先機関の取組・お知らせ 】 

 ◆土木企画課が「土木部イベントカレンダー＆年間スケジュール（１２月末）」を更新しま

した 

 ◆建設産業室が学生との就職に関する座談会を開催しました（12/10,11,13） 

 ◆建設産業室が持続可能な地域インフラの維持管理のあり方を考えるシンポジウムを開催し

ます（1/30） 

 ◆建設産業室が第１１回福島県建設工事復旧・復興本庁連絡協議会を開催しました（12/26

） 

◆砂防課が土砂災害警戒区域等を新たに１０４箇所（枝番含み１１０箇所）追加指定しまし

た 

◆建築住宅課が第３６回福島県建築文化賞受賞作品を発表しました 

◆営繕課が進めている須賀川土木事務所の改築工事で「Nearly ZEB」認証を取得しました 

 ◆小名浜港湾建設事務所が小名浜港での「ヒアリ」「アカカミアリ」点検結果（12/18）につ

いて公表しました 

 

【 交通規制情報 】 

 ◆南会津建設事務所管内冬期通行止規制のお知らせ（随時） 

 ◆国道２８８号交通規制のお知らせ 
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【 各種募集情報 】 

 ◆震災伝承施設第二次募集のお知らせ 

 ◆令和２年測量士・測量士補試験受験案内の交付のお知らせ 

 ◆「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 

 

┗…………………………………………………… 

 

〓〓〓★【 台風１９号関等連情報 】★〓〓〓 

 

◆道路管理課が道路通行規制箇所一覧表を公表しています（随時）。 

 

 台風１９号等による県管理道路の通行規制箇所一覧をご覧になれます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41035c/dourokisei1910251600.html 

問い合わせ先：道路管理課 

 

◆土木企画課が福島県内のイトーヨーカドー３店舗にて台風１９号の被害状況等についてのパ

ネル展を開催します。 

 

 令和２年１月１１日（土）～１７日（金）までイトーヨーカドー郡山店、令和２年１月２０

日（月）～２６日（日）までイトーヨーカドー平店、令和２年１月２７日（月）～２月３日（

月）までイトーヨーカドー福島店にて、台風１９号の被害状況等についてのパネル展を開催し

ます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/362692.pdf 

問い合わせ先：土木企画課 

 

◆土木企画課が「ふくしま大交流フェスタ２０１９」（東京国際フォーラム）に参加し、台風

第１９号の被害状況等について紹介しました。 

 

 令和元年１２月２１日（土）に東京国際フォーラムにて開催された「ふくしま大交流フェス

タ２０１９」に参加し、台風１９号の被害状況等について、パネルや映像を用いて紹介しまし

た。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/363604.pdf 

問い合わせ先：土木企画課 

 

◆河川整備課が令和元年災第６次の結果について公表しました。 

 

 令和元年１２月１６日（月）～２０日（金）まで県北、南会津建設事務所管内にて、令和元

年１０月１２日（土）から１３日（日）の台風１９号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/uploaded/attachment/363525.pdf 

問い合わせ先：河川整備課 
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◆須賀川土木事務所が令和元年台風１９号災害への対応について公表しました。 

 

 須賀川土木事務所管内令和元年台風１９号災害の概要及び県道母畑須賀川線（小作田付近）

の通行規制解除について紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41322a/sukagawadoboku-r1-saigai.html 

問い合わせ先：須賀川土木事務所 

 

◆南会津建設事務所が令和元年台風１９号豪雨災害の概要を公表しました。 

 

 令和元年台風１９号豪雨災害概要版及び職員派遣状況について紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/r01gouu.html 

問い合わせ先：南会津建設事務所 

 

 

 

〓〓〓★【 復旧・復興関連情報 】★〓〓〓 

 

◆まちづくり推進課が「津波被災地復興まちづくり事業進みぐあい（１２月）」及び「防災集

団移転事業進みぐあい（１２月）」を更新しました。 

 

＜津波被災地復興まちづくり事業進みぐあいはこちら＞ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/362619.pdf 

＜防災集団移転事業進みぐあいはこちら＞ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/362620.pdf 

問い合わせ先：まちづくり推進課 

 

 

 

〓〓〓★【 土木部各課・出先機関の取組・お知らせ 】★〓〓〓 

 

◆土木企画課が「土木部イベントカレンダー＆年間スケジュール（１２月末）」を更新しまし

た。 

 

＜イベントカレンダーはこちら＞ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/363620.pdf 

＜年間スケジュールはこちら＞ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/363619.pdf 

問い合わせ先：土木企画課 

 

◆建設産業室が学生との就職に関する座談会を開催しました。 

 

 令和元年１２月１０日（火）に福島工業高等専門学校、令和元年１２月１１日（水）に福島

明成高等学校、令和元年１２月１３日（金）に二本松工業高等学校及び福島大学にて、学生の

就職に対する考えや、不安に感じていることなどを把握するとともに、就職するにあたっての
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不安や心配ごとの解消や、座談会をきっかけに就職について考える機会としてもらうことを目

的に、学生との座談会を開催しました。 

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

問い合わせ先：建設産業室 

 

◆建設産業室が持続可能な地域インフラの維持管理のあり方を考えるシンポジウムを開催しま

す。 

 

 令和２年１月３０日（木）に福島県ハイテクプラザにて、安心で希望の持てる地域社会の創

造に向けて、社会資本の持続可能な維持管理のあり方を提案する場として、シンポジウムを開

催します。 

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

問い合わせ先：建設産業室 

 

◆建設産業室が第１１回福島県建設工事復旧・復興本庁連絡協議会を開催しました。 

 

 令和元年１２月２６日（木）に、台風１９号等に伴う災害復旧工事の発注が本格化すること

に先立ち、復旧工事の円滑かつ効果的な実施を目的として、関係機関での情報交換及び施工確

保対策の情報共有を行う協議会を実施しました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/shinsai02.html 

問い合わせ先：建設産業室 

 

◆砂防課が土砂災害警戒区域等を新たに１０４箇所（枝番含み１１０箇所）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 

 

◆建築住宅課が第３６回福島県建築文化賞受賞作品を発表しました。 

 

 地域の周辺環境に調和し、景観上優れている建築物等を表彰する第３６回福島県建築文化賞

の受賞作品が決定しました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065a/36kenchikubunkasyo.html 

問い合わせ先：建築住宅課 

 

◆営繕課が進めている須賀川土木事務所の改築工事で「Nearly ZEB」認証を取得しました。 

 

 須賀川土木事務所の改築工事をモデルにＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化を進

めており、この度、建築物省エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ）の「Nearly ZEB」の認証を

庁舎として東北で初めて取得しました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065c/sukagawadobokuzimushozebninsyou.html 

問い合わせ先：営繕課 

 

◆小名浜港湾建設事務所が小名浜港での「ヒアリ」「アカカミアリ」点検結果（12/18）につい
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て公表しました。 

 

 令和元年１２月１８日（水）に小名浜港大剣コンテナヤード外周において、福島県が目視点

検を実施した結果、「ヒアリ」「アカカミアリ」は確認されませんでした。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/362579.pdf 

問い合わせ先：小名浜港湾建設事務所 

 

 

 

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

 

【 交通規制情報 】 

 

◆南会津建設事務所管内冬期通行規制のお知らせ 

 

 冬期通行止区間の規制情報一覧をご覧になれます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/dourojouhou.html 

問い合わせ先：南会津建設事務所 

 

◆国道２８８号交通規制のお知らせ 

  

 台風１９号により、片側交互通行としていた国道２８８号（三春町上舞木字戸ノ内地内）に

ついて、令和元年１２月２７日（金）午後１時００分から令和２年１月７日（火）午前８時３

０分まで片側交互通行を解除します。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41321a/kisei.html 

問い合わせ先：三春土木事務所 

 

 

 

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

 

【 各種募集情報 】 

 

◆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２年測量士・測量士補試験受験案内の交付を行います。 

 

 受験案内及び受験願書の交付は令和２年１月６日（月）からです。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/sokuryousiganshokoufu.html 
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問い合わせ先：建設産業室 

 

◆「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 

 

◆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。  

 

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 
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＜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〕 

 ・長崎チャーター便 

  令和元年１２月２９日（日）（往路便）～令和２年１月１日（水）（復路便）（４日間） 

 

〔国際〕 

 ・ハワイチャーター便 

  令和元年１２月２９日（日）（往路便）～令和２年１月２日（木）（復路便）（６日間） 

 

＜イベント情報のお知らせ＞ 

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

 

 ・福島県橋友会「橋の絵」コンクール わたしのふくしま「ゆめのはし」２０１９作品展示

会 

  令和元１２月２４日（火）～令和２年１月８日（水） 

                           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）  
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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/ 

 

◆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≫  
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◆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    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


