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福島県土木部メールマガジン ３８１号 令和２年１１月１１日発行 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

★ライブカメラでセーフティドライブ！ 

主要な県道及び国道の状況が確認できます。 

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

 

★福島県土木部が取り組んでいる令和元年東日本台風関連情報が確認できます。 

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

 

┏【 今週のCONTENTS 】……………………………  

 

【 令和元年東日本台風関連情報 】 

 ◆土木企画課が「災害復旧工事進捗状況【令和元年東日本台風等】（１０月末）」を更新しま

した 

 

【 東日本大震災復旧・復興関連情報 】 

 ◆土木企画課が「災害復旧工事進捗状況【東日本大震災】（１０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 】 

 ◆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（１０月末）」を更新しま

した 

 ◆建設産業室が令和２年度優秀施工者福島県知事顕彰式を開催しました（11/4） 

 ◆建築住宅課が新型コロナウイルス感染症拡大による県営住宅の一時提供についてお知らせ

しています 

 ◆営繕課が福島県立医科大学保健科学部新築工事の状況（１０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１１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（10/28） 

 ◆喜多方建設事務所及び猪苗代土木事務所が除雪従事者に対する感謝状の贈呈式を開催しま

す（11/16） 

 ◆いわき建設事務所及び勿来土木事務所が除雪作業へのご協力についてお知らせしています 

 ◆小名浜港で今年初めてサンマが水揚げされました（11/4） 

 ◆福島空港事務所が福島空港管理業務等について紹介しています 

 

【 他部局の取組・お知らせ 】 

 ◆ロボット産業推進室がロボット・航空宇宙フェスタふくしま２０２０を開催します（11/2

7,28） 

 

【 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（随時） 

 

【 各種募集情報 】 

◆震災伝承施設募集のお知らせ 

http://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a
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 ◆令和２年度新規事業「来てふくしま体験住宅提供事業」募集のお知らせ 

 ◆令和２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 

 ◆令和２年度「福島県安心空き家取得促進事業」募集のお知らせ 

 ◆令和２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２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 

 ◆「来てふくしま住宅取得支援事業」募集のお知らせ 

 

┗…………………………………………………… 

 

〓〓〓★【 令和元年東日本台風関連情報 】★〓〓〓 

 

◆土木企画課が「災害復旧工事進捗状況【令和元年東日本台風等】（１０月末）」を更新しまし

た。 

 

 令和元年東日本台風等で被害を受けた福島県の公共土木施設の災害復旧工事については、８

３％の箇所で着手し、６％の箇所で完了しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/saigaifukkyu-19.html 

問い合わせ先：土木企画課 

 

 

 

〓〓〓★【 東日本大震災復旧・復興関連情報 】★〓〓〓 

 

◆土木企画課が「災害復旧工事進捗状況【東日本大震災】（１０月末）」を更新しました。 

 

 東日本大震災で被害を受けた福島県の公共土木施設の災害復旧工事については、９９％の箇

所で着手し、９７％の箇所で完了しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/saigaifukkyu-1.html 

問い合わせ先：土木企画課 

 

 

 

〓〓〓★【 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（１０月末）」を更新しまし

た。 

 

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

問い合わせ先：土木企画課 

 

◆建設産業室が令和２年度優秀施工者福島県知事顕彰式を開催しました。 

 

 令和２年１１月４日（水）に令和２年度優秀施工者福島県知事顕彰式を開催し、２名の方が

受賞されました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/saigaifukkyu-19.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/saigaifukkyu-1.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/doboku-sukejyuuru.html
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http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/kensyoushiki.html 

問い合わせ先：建設産業室 

 

◆建築住宅課が新型コロナウイルス感染症拡大による県営住宅の一時提供についてお知らせし

ています。 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、解雇等により住居からの退去を余儀なくされた方に

対し、県営住宅の空き住戸を一時提供します。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065a/coronavirus-keneijuutakuteikyou.html 

問い合わせ先：建築住宅課 

 

◆営繕課が福島県立医科大学保健科学部新築工事の状況（１０月末）を更新しました。 

 

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

問い合わせ先：営繕課 

 

◆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１１月号」を発行しました。 

 

 １１月の作業内容や除雪機械出動式・除雪作業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/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１０月２８日（水）に第３回所内研修会を栃木県大田原土木事務所、那須塩原市及

び那須町と合同で開催し、国道２９４号白河バイパス南湖トンネル工事の施工状況を見学しま

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 

 

◆喜多方建設事務所及び猪苗代土木事務所が除雪従事者に対する感謝状の贈呈式を開催しま

す。 

 

令和２年１１月１６日（月）に除雪従事者に対する感謝状の贈呈式を開催し、永年にわたり

道路除雪業務にご尽力いただいた企業及び除雪に従事した方々に対して、感謝状を贈呈しま

す。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41350a/r02puresuririsu.html 

問い合わせ先：喜多方建設事務所、猪苗代土木事務所 

 

◆いわき建設事務所及び勿来土木事務所が除雪作業へのご協力についてお知らせしています。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/jyosetsusagyou.html 

問い合わせ先：いわき建設事務所、勿来土木事務所 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/kensyoushiki.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065a/coronavirus-keneijuutakuteikyou.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065c/hokenkagaku.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41324a/abukumanews.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41330a/ibento.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41350a/r02puresuririsu.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/jyosetsusagyou.html


4 

 

◆小名浜港で今年初めてサンマが水揚げされました。 

 

 令和２年１１月４日（水）朝に小名浜漁港区にて北海道沖で捕れたサンマ約２０ｔが今年初

めて水揚げされました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/412465.pdf 

問い合わせ先：小名浜港湾建設事務所 

 

◆福島空港事務所が福島空港管理業務等について紹介しています。 

 

 施設の点検・管理状況や各種訓練の状況などについて紹介しています。令和２年１０月１８

日（日）には令和２年度福島空港消火救難総合訓練が実施されました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41410a/kanrigyomu.html 

問い合わせ先：福島空港事務所 

 

 

 

〓〓〓★【 他部局の取組・お知らせ 】★〓〓〓 

 

◆ロボット産業推進室がロボット・航空宇宙フェスタふくしま２０２０を開催します。 

 

 令和２年１１月２７日（金）、２８日（土）に郡山市ビックパレットふくしまで第６回目とな

るロボット・航空宇宙フェスタふくしま２０２０を開催します。全国の関連企業の皆様に、技

術展示、出展者プレゼン等を通じた技術・情報の発信、並びに商談・交流の場を提供する展示

会です。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021f/robot-aerospace-fes2020-kaisai.html 

問い合わせ先：ロボット産業推進室 

 

 

 

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

 

【 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（随時） 

 

 冬期通行止め区間の規制情報をご覧になれます。 

＜南会津建設事務所ホームページ＞ 

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

＜山口土木事務所ホームページ＞ 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41361a/road.html 

問い合わせ先：南会津建設事務所、山口土木事務所 

 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/412465.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41410a/kanrigyomu.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021f/robot-aerospace-fes2020-kaisai.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/dourojouhou.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41361a/road.html
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--------------------------------  

 

【 各種募集情報 】 

 

◆震災伝承施設を随時募集しています。 

 

 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

施設を随時募集しています。 

http://www.thr.mlit.go.jp/sinsaidensyou/youkou/ 

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企画課

） 

 

◆令和２年度新規事業「来てふくしま体験住宅提供事業」を募集しています。 

 

募集期間は令和２年１２月２５日（金）までです。 

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

問い合わせ先：建築住宅課 

 

◆令和２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。 

 

 募集期間は令和３年２月２６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 

 

◆令和２年度「福島県安心空き家取得促進事業」を募集しています。 

 

募集期間は令和３年２月２６日（金）までです。 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyakannsinn.html 

問い合わせ先：建築指導課 

 

◆令和２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。 

 

 募集期間は令和２年１２月２５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２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。 

 

 募集期間は令和２年１２月２５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 

 

◆「来てふくしま住宅取得支援事業」を募集しています。 

http://www.thr.mlit.go.jp/sinsaidensyou/youkou/
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/point.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyakannsinn.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyakosodate.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyafurusato.html
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http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/kitefukushima.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/hattyuumitoosi.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://absv1.f-road.info/ca/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

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/kitefukushima.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/hattyuumitoosi.html
http://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html
http://absv1.f-road.info/ca/camList1.php?GID
http://tadamigawa.info/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/bousaijouhou.html
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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] 

・石垣島チャーター ：令和２年１２月１２日（土）～１４日（月） 

・奄美チャーター  ：令和２年１２月１５日（火）～１７（木） 

・石垣島チャーター ：令和２年１２月１８日（金）～２０日（日） 

・沖縄チャーター  ：令和２年１２月２５日（金）～２７日（日） 

・沖縄チャーター  ：令和２年１２月２７日（日）～２９日（火）ｚX 

・沖縄チャーター  ：令和３年１月２１日（木）～２３日（土） 

 

＜イベント情報のお知らせ＞ 

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

 

＜福島空港ビジネス楽得キャンペーン実施中！（～令和３年１月３１日（日）まで）＞ 

 「福島空港サポート企業」として登録いただいた企業団体の役員または従業員が、出張等で

福島空港をご利用いただいた場合、利用回数に応じて特典商品をもれなく登録企業・団体へ進

呈します。（※ただし特典がなくなり次第終了となります） 

詳細はこちら 

http://fukushima-airport-supocam.jp 

 

＜ＩＢＥＸエアラインズ「いいね！ふくしまキャンペーン」実施中！（令和２年１１月２３日

（月）まで）＞ 

 福島－大阪間の運賃が最大６割引！（12,940円）で利用できます。 

詳細はこちら 

https://www.ibexair.co.jp 

 

 

 

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

    

≪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 

 

http://www.fks-ab.co.jp/info
https://www.fks-ab.co.jp/guide
http://fukushima-airport-supocam.jp/
https://www.facebook.com/FutureFromFukushima
https://www.facebook.com/fukushima.dourokanri
https://www.facebook.com/nihonmatsudoboku
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◆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 

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

    

≪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 

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

    

https://www.facebook.com/AizuwakamatsuKensetsu
https://www.facebook.com/InawashiroDoboku
https://www.facebook.com/yamaguchidoboku
https://www.facebook.com/sousoukensetsu
https://www.facebook.com/tomiokadoboku?fref=pb
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/minamiaizu_const
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/insta.html
https://www.instagram.com/sousou_kensetsu/
https://www.instagram.com/iwaki_const/
https://www.instagram.com/onahamaport.fco/
https://twitter.com/fukushima_douro
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/doboku-mm.html
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◆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    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


