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福島県土木部メールマガジン ３４９号 令和２年３月１１日発行 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

★東日本大震災から９年が経過 

 今後も工事の進捗など復旧・復興の状況について、積極的に情報を発信していきます。 

 

┏【 今週のCONTENTS 】……………………………  

 

【 台風第１９号等関連情報 】 

 ◆土木企画課が「復旧・復興インフォメーション（台風第１９号関連）Vol.57」を発行しま

した 

 ◆須賀川土木事務所が「災害復旧進捗状況（２月末）」を更新しました 

 

【 復旧・復興関連情報 】 

 ◆土木企画課が岩手県・宮城県と連携して宮城県仙台市にて「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～」を開催しています（～3/13） 

 ◆建築住宅課が「帰還者のための災害公営住宅等の進捗状況（２月末）」を更新しました 

 ◆建築住宅課が「応急仮設住宅・借上げ住宅・公営住宅の進捗状況（入居状況）（２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 】 

 ◆道路整備課が「福島県自転車活用推進計画（案）」に関する県民意見公募の結果について

公表しました 

 ◆令和２年度小名浜マリンブリッジの一般開放を行います（5/5,7/26,8/16,9/20） 

 ◆営繕課が福島県立医科大学保健科学部新築工事（工事の状況（２月末））について更新し

ました 

 ◆営繕課が県有建築物における再生可能エネルギーの導入状況について更新しました 

 ◆須賀川土木事務所ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）見学会・説明会の開催を延

期します 

 ◆県中建設事務所が右支夏井川、社川、阿武隈川の洪水浸水想定区域を指定しました 

 ◆須賀川土木事務所が「庁舎建替え進捗状況（２月末）」を更新しました 

 ◆あぶくま高原道路管理事務所が「あぶくま高原道路ニュース３月号」を発行しました 

 ◆県南建設事務所が第３回所内研修会を実施しました（3/4） 

 ◆棚倉土木事務所が「花園しだれ桜」（棚倉町）の動画を公開します（3/16） 

 ◆（愛称）花園さくらパーク「うつくしまの道・サポート制度」に関する合意書を締結しま

す（3/17） 

 ◆相馬港湾建設事務所が相馬港における新型コロナウイルスに係る対応について更新しまし

た 

 ◆小名浜港東港地区に初めて貨物船が入港しました（3/4） 

 ◆県北流域下水道建設事務所がコンプライアンス研修会（第２回）を開催しました（2/26） 

 

【 交通規制情報 】 

 ◆会津若松建設事務所管内冬期通行止規制のお知らせ（随時） 
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 ◆南会津建設事務所管内冬期通行止規制のお知らせ（随時） 

 

【 各種募集情報 】 

 ◆震災伝承施設第二次募集のお知らせ 

 ◆「来てふくしま住宅取得支援事業」募集のお知らせ 

 ◆令和２年二級建築士・木造建築士試験案内のお知らせ 

 

┗…………………………………………………… 

 

〓〓〓★【 台風第１９号関等連情報 】★〓〓〓 

 

◆土木企画課が「復旧・復興インフォメーション（台風第１９号関連）Vol.57」を発行しまし

た。 

 

 令和元年台風第１９号等における災害査定の決定額や自治法派遣職員の応援状況などについ

て紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/dobokufukkou-top.html 

問い合わせ先：土木企画課 

 

◆須賀川土木事務所が「災害復旧進捗状況（２月末）」を更新しました。 

 

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 

 

 

 

〓〓〓★【 復旧・復興関連情報 】★〓〓〓 

 

◆土木企画課が岩手県・宮城県と連携して宮城県仙台市にて「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～」を開催しています。 

 

 令和２年３月１３日（金）まで宮城県仙台市青葉通地下道ギャラリーにて、復興まちづくり

をテーマとして、震災の記憶の風化防止とこれまでのご支援に対する感謝の気持ちを込め、津

波の被害状況及び被災地の復興状況を伝えるパネル展を、３県合同で開催しています。本県は

、東日本大震災に加え、令和元年台風第１９号に関するパネルも展示しています。 

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

問い合わせ先：土木企画課 

 

◆建築住宅課が「帰還者のための災害公営住宅等の進捗状況（２月末）」を更新しました。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-saigaikoueitou.html 

問い合わせ先：建築住宅課 

 

◆建築住宅課が「応急仮設住宅・借上げ住宅・公営住宅の進捗状況（入居状況）（２月末）」を
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更新しました。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-nyuukyojoukyou.html 

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 】★〓〓〓 

 

◆道路整備課が「福島県自転車活用推進計画（案）」に関する県民意見公募の結果について公

表しました。 

 

 福島県では、「福島県自転車活用推進計画」を策定するにあたり、うつくしま県民公募（パブ

リック・コメント）制度に基づき、「福島県自転車活用推進計画（案）」について県民の皆様か

ら意見を募集しました。その結果と意見に対する県の考え方についてお知らせします。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41035d/jitensyakatuyou-ikenkoubo.html 

問い合わせ先：道路整備課 

 

◆令和２年度小名浜マリンブリッジの一般開放を行います。 

 

 令和２年５月５日（火）、７月２６日（日）、８月１６日（日）及び９月２０日（日）に小名

浜マリンブリッジの一般開放を行います。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045d/kouwanhoudou.html 

問い合わせ先：港湾課、小名浜港湾建設事務所 

 

◆営繕課が福島県立医科大学保健科学部新築工事（工事の状況（２月末））について更新しま

した。 

 

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

問い合わせ先：営繕課 

 

◆営繕課が県有建築物における再生可能エネルギーの導入状況について更新しました。 

 

 原子力災害の被災県である本県は、復興に向けて「原子力に依存しない安全・安心で持続的

に発展可能な社会づくり」を基本理念に掲げ、再生可能エネルギーの導入拡大による「再生可

能エネルギー先駆けの地」の実現を目指しています。今回、県有建築物における再生可能エネ

ルギーの導入状況を取りまとめましたので、お知らせします。 

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

問い合わせ先：営繕課 

 

◆須賀川土木事務所ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）見学会・説明会の開催を延期

します。 

 

 令和２年３月１６日（月）に開催予定の「須賀川土木事務所ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネル
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ギー・ビル）見学会・説明会」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止や参加者の安全

確保の観点から、開催を延期することとしました。なお、新たな開催日については、今後の動

向を踏まえ、改めてお知らせします。 

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

問い合わせ先：営繕課 

 

◆県中建設事務所が右支夏井川、社川、阿武隈川の洪水浸水想定区域を指定しました。 

 

 水防法の一部改正に基づき、洪水浸水想定区域を指定しました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/kasenshinsui.html 

問い合わせ先：県中建設事務所 

 

◆須賀川土木事務所が「庁舎建替え進捗状況（２月末）」を更新しました。 

 

 庁舎建替え工事は２月末現在、令和２年３月２６日（木）の新事務所開所に向け、仕上げの

作業を行っています。 

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

問い合わせ先：須賀川土木事務所 

 

◆あぶくま高原道路管理事務所が「あぶくま高原道路ニュース３月号」を発行しました。 

 

 ３月の作業内容やフェンス補修工事の実施、玉川ＩＣの照明交換工事の完了などについて紹

介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41324a/abukumanews.html 

問い合わせ先：あぶくま高原道路管理事務所 

 

◆県南建設事務所が第３回所内研修会を実施しました。 

 

 令和２年３月４日（水）に第３回所内研修会を実施し、①所長講話、②工事設計書等の修正

指摘箇所、③建設工事事故事例・労働災害防止等参考資料、④社会インフラ、⑤新技術の活用

、⑥災害復旧、⑦所内安全パトロールの結果、⑧ワークライフバランスの実践、について発表

しました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41330a/ibento.html 

問い合わせ先：県南建設事務所 

 

◆棚倉土木事務所が「花園しだれ桜」（棚倉町）の動画を公開します。 

 

 棚倉土木事務所では、「花園しだれ桜」の魅力をより多くの方に発信していくために、YouTu

beで視聴できるＰＲ動画を作成しました。時間帯や見る角度によって変わる「花園しだれ桜」

の様々な表情を撮影し、周囲の田園風景も含めて楽しんでいただける動画に仕上げました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41331a/200309hanazonodouga.html 

問い合わせ先：棚倉土木事務所 

 

◆（愛称）花園さくらパーク「うつくしまの道・サポート制度」に関する合意書を締結します
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。 

 

 福島県、棚倉町及び棚倉町観光協会花園支部は、棚倉土木事務所が新たに整備した県道磐城

棚倉停車場線「（愛称）花園さくらパーク」（棚倉町大字花園地内）の完成に合わせ、「うつ

くしまの道・サポート制度」に関する合意書を締結します。「（愛称）花園さくらパーク」は

、平成２８年度から整備事業をスタートし、棚倉町の有名な「花園しだれ桜」を見渡すところ

に、桜を愛する多くの方々が安心して訪れられるように、公共駐車場や日よけになる四阿を新

たに整備し、本年３月に完成を迎えました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41331a/200309hanazonotyouinnsiki.html 

問い合わせ先：棚倉土木事務所 

 

◆相馬港湾建設事務所が相馬港における新型コロナウイルスに係る対応について更新しました

。 

 

 水際対策の抜本的強化に向けた更なる政府の取組について更新しました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41390a/koronauirusu.html 

問い合わせ先：相馬港湾建設事務所 

 

◆小名浜港東港地区に初めて貨物船が入港しました。 

 

 令和２年３月４日（水）に小名浜港において、暫定供用を開始している東港地区に初めての

貨物船が入港しました。船から貨物を降ろす荷役作業は、令和２年３月６日（金）から開始さ

れました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41400a/topics30.html 

問い合わせ先：小名浜港湾建設事務所 

 

◆県北流域下水道建設事務所がコンプライアンス研修会（第２回）を開催しました。 

 

 令和２年２月２６日（水）に今年度第２回目となるコンプライアンス研修会を開催し、「福

島県職員のための男女共同参画ガイドライン」及び「ハラスメントの防止」について講義を受

けました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/374024.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 】 

 

◆会津若松建設事務所管内冬期通行止規制のお知らせ（随時） 

 

 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/41340a/wakamatsukensetsu-koutuukisei.html 



6

問い合わせ先：会津若松建設事務所 

 

◆南会津建設事務所管内冬期通行規制のお知らせ（随時） 

 

 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 

 

 

 

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

 

【 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） 

 

◆「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２年二級建築士・木造建築士試験を実施します。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/372541.pdf 

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 
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≪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  

 

【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〕 

 

 ・広島チャーター便 

  令和２年３月１８日（水）（往路便）～２０日（金）（復路便）（３日間） 

 

 ・与那国・宮古チャーター便 

  令和２年３月２１日（土）（往路便）～２３日（月）（復路便）（３日間） 

 

＜イベント情報のお知らせ＞ 

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

 

 ・東日本大震災・原子力災害パネル展 



8

  令和２年３月３日（火）～３月１８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）  

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 
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◆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 

 

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

    

≪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    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


