
 

 

年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール 令和元年度 （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 4 階 【電話番号】024-521-7886                  令和２年 ３月 ５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。 

★印の行事は一般の皆様の参加・観覧等が可能です。 

※ 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                     

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

◎１１日（木）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 

◎１８日（木）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 

◎１９日（金）新地町海釣り公園（相馬港５号ふ頭）開園 

・連絡先：相馬港湾建設事務所/電：0244－26－8812 

★１９日（金）～５月２４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） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

★２２日（月）～２６日（金）福島県インフラ復旧・復興 

パネル展（宮城県庁１階ロビー） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎２５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（金）第１８回とうろく君まつり（ジュピアランドひらた） 

  ・連絡先：県中建設事務所/電話：024－935－1449 

◎１０日（金）「道で咲かせよう東北の花プロジェクト」種ま

き教室 

・連絡先：県北建設事務所/電話：024－521－2512 

★１０日（金）～２４日（金）いわき展-きらめくヒカリはいわ

きから（写真展 道の駅猪苗代） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

★１１日（土）２０１９春の福島空港まつり 

・連絡先：福島空港事務所/電話：0247－57－1111 

★１７日（金）～１８日（土）県・市町村と連携した PR イベ

ント（ラゾーナ川崎） 

・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 

★２０日（月）平成３１年度まちづくり講習会（会津若松ワ

シントンホテル） 

・連絡先：都市計画課/電話：024－521－7508 

◎２３日（木）ICT 活用工事現場支援モデル事業報告会 

・連絡先：技術管理課/電話：024－521－7460 

◎２６日（日）２０１９阿武隈川上流総合水防演習 

（郡山市） 

・連絡先：河川整備課/電話：024－521－7483 

◎３０日（木）四倉地区復旧・復興事業竣工式 

・連絡先：港湾課/電話：024－521－7496 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－35－6046 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

 

 

【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（土）～７月６日（土）ＭＥ育成講座第４回「ふくしま

ＭＥ（基礎）コース」 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7890 

◎３日（月）土砂災害情報伝達訓練 

・連絡先：砂防課/電話：024－521－7493 

★３日（月）土砂災害防止に関する絵画・作文募集 

（９月１７日（火）まで） 

・連絡先：砂防課/電話：024－521－7493 

★１５日（土）県・市町村連携ＰＲイベント（道の駅伊達の

郷りょうぜん） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

★２９日（土）～３０日（日）県・市町村連携ＰＲイベント

（三井アウトレットパーク仙台港） 

・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 

★土砂災害防止月間パネル展（県庁内） 

・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 

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

★１日（月）～３１日（水）第３６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 

◎５日（金）「道で咲かせよう東北の花プロジェクト」花植え

イベント 

・連絡先：県北建設事務所/電話：024－521－2512 

◎５日（金）国道３９９号戸渡２工区開通式 

・連絡先：道路整備課/電話：024-521-7502 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6103 

★６日（土）～７日（日）県・市町村連携ＰＲイベント（りんく

うプレミアム・アウトレット） 

・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 

★９日（火）地域に生きる建設企業経営講座（浜通り会

４月 

５月 

６月 

７月 



 

 

年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール 令和元年度 （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 4 階 【電話番号】024-521-7886                  令和２年 ３月 ５日時点 

場・県いわき合同庁舎（いわき市）） 

・連絡先：建設産業室/電話：024－521－7884 

◎１３日（土）海開き式 勿来海水浴場、薄磯海水浴場、

四倉海水浴場、久ノ浜・波立海水浴場 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

★１６日（火）～１９日（金）いわき展-きらめくヒカリはいわ

きから（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 

★１６日（火）地域に生きる建設企業経営講座（中通り会

場・県ハイテクプラザ（郡山市）） 

・連絡先：建設産業室/電話：024－521－7884 

◎２０日（土）河川愛護クリーンアップ（谷津田川放水路） 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1603 

★２０日（土）～３１日（水）ダムに関する事業紹介（展示）

（四時ダム） 

・連絡先：鮫川水系ダム管理事務所/電話：0246－63－2155 

★２１日(日)～３１(水)「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 

★２１日（日）小玉ダム体験ツアー（小玉ダム） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6849 

★２１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 

★２３日（火）地域に生きる建設企業経営講座（会津会

場・会津若松市北会津支所ﾋﾟｶﾘﾝﾎｰﾙ（会津若松市）） 

・連絡先：建設産業室/電話：024－521－7884 

★２６日（金）～８月１日（木）福島県インフラ復旧・復興

パネル展（全国自治体職員サッカー選手権大会（Ｊヴィ

レッジ）） 

・連絡先：土木企画課/電話：0246－521－7886 

★２７日（土）～２８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 

★27 日（土）堀川ダムまつり 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1603 

★２７日（土）こまちダムまつり 

・連絡先：三春土木事務所/電話：0247－62－3151 

★２８日（日）「県営あづま球場をつくろう」イベント 

・連絡先：県北建設事務所/電話：024－521－2512 

★２８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 

・連絡先：四時川流域ダムまつり実行委員会事務局(いわき市

川部公民館)/電話：0246－64－7645 

 

 

【今日は何の日？】 １０日 道の日/道路ふれあい月間 

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

◎２日（金）令和元年度福島県優良土木・建築委託業

務表彰式 

・連絡先：技術管理課/電話：024－521－7460 

★１０日（土）～９月８日（金）いわき展-きらめくヒカリはい

わきから（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 

★１７日（土）～１８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 

★１９日（月）～２０日（火）ふくしま・いわき盛りだくさんフ

ェスタＩn 東京都庁 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

★１９日（月）～３０日（金）福島県インフラ復旧・復興パ

ネル展（福島市こむこむ館） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎２３日（金）～９月２８日（土）ＭＥ育成講座第２回「ふく

しまＭＥ（防災）コース」 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7890 

★３１日（土）～９月１日（日）県・市町村連携ＰＲイベント

（ららぽーと横浜） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎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：会津若松建設事務所/電話：0242－29－5444 

・連絡先：宮下土木事務所/電話：0241－52－2312 

・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：0241－62－5321 

・連絡先：山口土木事務所/電話：0241－72－2234 

・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 

 

 

【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） 

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

◎４日（水）岩間地区復旧・復興事業竣工式 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－35-6046 

◎５日（木）令和元年度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 

◎５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：0248－23－1633 

◎６日（金）国道１１５号土湯トンネル防災訓練 

・連絡先：県北建設事務所吾妻土湯道路管理所 

/電話：0242－64－3478 

★８日（日）ふくしま道の駅・空の駅まつり 

８月 

９月 
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【 主 要 事 業 】

スケジュール 令和元年度 （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 4 階 【電話番号】024-521-7886                  令和２年 ３月 ５日時点 

・連絡先：道路整備課/電話：024－521－7475 

★８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 

・連絡先：公益財団法人福島県下水道公社 

/電話：024－524－3510 

★９日（月）～１０日（火）県・市町村連携ＰＲイベント（上

野公園） 

・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：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 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

◎１０日（火）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 

★１３日（金）～１０月４日（金）いわき展-きらめくヒカリは

いわきから（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（土）～１６日（月）建設業界で働く人等の写真

展（コラッセふくしま） 

・連絡先：県北建設事務所/電話：024－521－2512 

★１４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 

・連絡先：公益財団法人福島県下水道公社 

/電話：024－524－3510 

★１７日（火）～２０日（金）東日本大震災からの復興まち

づくりパネル展～いわて、みやぎ、ふくしま～（コラッセふ

くしま） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

★２１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 

★２１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 

★２２日（日）江名マリンフェスティバル 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

★２４日（火）～１０月４日（金）東日本大震災からの復興

まちづくりパネル展～いわて、みやぎ、ふくしま～（福島

県庁２階渡り廊下） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

★２８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 

・連絡先：公益財団法人福島県下水道公社 

/電話：024－524－3510 

★２９日（日）下水道フォーラム（南相馬市小高生涯学習

センター） 

・連絡先：下水道課/電話：024－521－7514 

・連絡先：公益財団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 

/住生活月間/違反建築防止月間 

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

◎１日（火）双葉町駅西側第一地区一団地の復興再生

拠点市街地形成施設事業起工式  

・連絡先：相双建設事務所/電話：0244－26－1257 

★５日（土）ふたばワールド２０１９（J ヴィレッジ） 

・連絡先：相双建設事務所/電話：0244－26－1228 

★５日（土）～６日（日）県・市町村連携ＰＲイベント（佐野

プレミアム・アウトレット） 

・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 

◎９日（水）久之浜地区復旧・復興事業竣工式 

・連絡先：まちづくり推進課/電話：024－521－7511 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－35－6046 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

◎１０日（木）～１１日（金）令和元年度屋外広告物講習

会  

・連絡先：都市計画課/電話：024－521－7508 

◎１７日（木）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：024－521－7452 

◎２５日（金）除雪機械始動式 

・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 

◎２８日（月）道路除雪業務感謝状贈呈式 

・連絡先：南会津建設事務所/電話：0241－62－5321 

◎２９日（火）優秀施工者福島県知事顕彰式 

・連絡先：建設産業室/電話：024－521－7452 

 

【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 

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

★３日（日）第 17 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 

◎６日（水）除雪機械出動式 

・連絡先：あぶくま高原道路管理事務所/電話：0247－55－3545 

◎７日（木）除雪機械始動式 

・連絡先：猪苗代土木事務所/電話：0242－62－3102 

★９日（土）～１０日（日）米沢～会津～日光「道の駅」う

まいもん祭り（道の駅あいづ湯川・会津坂下） 

・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（日）磐梯吾妻スカイライン冬期通行止め 

・連絡先：県北建設事務所吾妻土湯道路管理所 

/電話：0242－64－3478 

１０月 

１１月 



 

 

年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール 令和元年度 （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 4 階 【電話番号】024-521-7886                  令和２年 ３月 ５日時点 

 

◎１１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 

◎１１日（月）建設業法令遵守等講習会（パルセ飯坂） 

・連絡先：建設産業室/電話：024－521－7452 

◎１２日（火）除雪機械始動式 

・連絡先：宮下土木事務所/電話：0241－52－2312 

◎１３日（水）除雪機械始動式 

・連絡先：会津若松建設事務所/電話：0242－29－5459 

◎１４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 

◎２１日（木）福島県道路除雪感謝状贈呈式 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1617 

・連絡先：棚倉土木事務所/電話：0247－33－3131 

★２５日（月）～２９日（金）公共建築パネル展（本庁舎・

西庁舎２階連絡通路） 

・連絡先：営繕課/電話：024－521－7526 

 

 
【今日は何の日？】 １～７日 雪崩防災週間 

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

★２１日（土）ふくしま大交流フェスタ２０１９（東京国際フ

ォーラム） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎２２日（日）東北中央自動車道相馬福島道路（相馬ＩＣ

～相馬山上ＩＣ）開通式 

・連絡先：高速道路室/電話：024－521－7448 

★２４日（火）～２７日（金）福島県インフラ復旧・復興＆

令和元年台風第１９号による福島県内の公共土木施

設被害パネル展（コラッセふくしま） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

 

 

【今日は何の日？】 １７日 防災とボランティアの日                              

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

★１１日（土）～１７日（金）令和元年台風第１９号による

福島県内の公共土木施設被害パネル展（イトーヨーカド

ー郡山店） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

★２０日（月）～２６日（日）令和元年台風第１９号による

福島県内の公共土木施設被害パネル展（イトーヨーカド

ー平店） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎２０日（月）第３６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 

◎２３日（木）第 1 回県土づくりプラン県南地域懇談会 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248－23－1617 

★２５日（土）～２６日（日）県・市町村連携ＰＲイベント（イ

オンモールいわき小名浜） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

★２７日（月）～２月３日（月）令和元年台風第１９号によ

る福島県内の公共土木施設被害パネル展（イトーヨー

カドー福島店） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

★３０日（木）「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（福島県ハイテクプラザ） 

・連絡先：建設産業室/電話：024－521－7452 

 

 

【今日は何の日？】   

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

★３日（月）～１８日（火）東日本大震災からの復興まち

づくりパネル展～いわて、みやぎ、ふくしま～（岩手県庁） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎４日（火）国道２８８号（仮称）小塚トンネル着工式 

・連絡先：相双建設事務所/電話：0244－26－1192 

★５日（水）ふくしまの未来を拓く業務発表会 

・連絡先：技術管理課/電話：024－521－7460 

★１６日（日）いわき交流ひろば（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 

・連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246－53－7126 

★１７日（月）～２８日（金）いわき展-きらめくヒカリはいわ

きから（写真展 いわき市ラトブ） 

・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 

★２５日（火）～２８日（金）いわき展-きらめくヒカリはいわ

きから（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 

◎２９日（土）東日本大震災復興支援コンサート 2020 に

おける写真展（埼玉県久喜市） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246－24－6143 

 

 

【今日は何の日？】 建築物防災週間（春期）               

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

★２日（月）～１３日（金）東日本大震災からの復興まち

づくりパネル展～いわて、みやぎ、ふくしま～（仙台市青

葉通り地下道） 

・連絡先：土木企画課/電話：024－521－7886 

◎７日（土）常磐自動車道常磐双葉ＩＣ開通 

・連絡先：高速道路室/電話：024－521－7448 

◎８日（日）広野小高線天神工区開通 

・連絡先：道路整備課/電話：024－521－7502 

・連絡先：富岡土木事務所/電話：0240－23－6531 

◎１６日（月）須賀 川 土 木 事 務 所 ＺＥＢ見 学 会 ・説 明 会

（須賀川市役所、須賀川土木事務所） 

１２月 

１月 （２０２０年） 

２月 （２０２０年） 

３月 （２０２０年） 



 

 

年間
【 主 要 事 業 】

スケジュール 令和元年度 （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 4 階 【電話番号】024-521-7886                  令和２年 ３月 ５日時点 

 ・連絡先：営繕課/電話：024－521－7527 

◎２６日（木）須賀川土木事務所新事務所開所式 

・連絡先：須賀川土木事務所/電話：0248－75－3196 

★２６日（木）～２７日（金）須賀川土木事務所所蔵古地

図と写真展（須賀川土木事務所） 

・連絡先：須賀川土木事務所/電話：0248－75－3196 

 

 

「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.h

tml 

 

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/bousaijouho

u.html 

 

携帯電話等からは、右記もご利用になれます。 

 

 

 

「土木部関係ＳＮＳリンク集」のお知らせ 

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

土木部の各所属がＳＮＳにより様々な情報を発信していま

すのでご覧下さい。 

 

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

sns.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。 

 

 

 

 


