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福島県土木部メールマガジン ４１２号 令和３年６月３０日発行 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

--------------福島県「新型コロナウイルス感染症重点対策期間」------------------------ 

 

 県民の皆さまへのお願い 

    「感染拡大地域との往来は自粛を」【６月１日（火）から３０日（水）】 

 

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

 

★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３年２月地震関連情報 】 

 

【 令和元年東日本台風関連情報 】 

 ◆県北建設事務所から「県道平松梁川線の大型車通行止」のお知らせ 

 

【 東日本大震災復旧・復興関連情報 】 

 

【 土木部各課、出先機関の取組・お知らせ 】 

 ◆土木企画課が「土木部年間スケジュール（６月末）」を更新しました 

 ◆技術管理課が「令和３年度土木部公共事業執行計画」を公表しました 

 ◆道路計画課が「福島県新広域道路交通ビジョン及び福島県新広域道路計画」を策定しまし 

  た 

 ◆河川整備課が「洪水浸水想定区域図」を公表しました 

 ◆河川整備課が「福島県水防計画書（令和３年度修正版）」を策定しました 

 ◆県北建設事務所が「月舘サイクリングマップ」を作成しました 

 ◆県南建設事務所から主な事業箇所についてのお知らせ 

◆喜多方建設事務所が「喜多方建設ニューズレターVol.2、Vol.3」を発行しました 

 

【 交通規制情報 】 

◆あぶくま高原道路管理事務所から「矢吹インターチェンジ夜間一部通行止め」のお知らせ 

◆高速道路室から「常磐自動車道（広野ＩＣ～新地ＩＣ間）夜間通行止め」のお知らせ 

◆会津若松建設事務所管内冬期通行規制のお知らせ（随時） 

 ◆南会津建設事務所管内冬期通行規制のお知らせ（随時） 

 

http://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a
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【 各種募集情報 】 

 ◆「第３７回福島県建築文化賞」の作品募集のお知らせ【新規】 

 ◆「来て ふくしま 住宅取得支援事業」のお知らせ 

 ◆令和３年度「福島県省エネルギー住宅改修補助事業」のお知らせ 

 ◆令和３年度「福島県多世代同居・近居推進事業」のお知らせ 

◆「国土と交通に関する図画コンクール」についてのお知らせ 

◆令和３年度「来てふくしま体験住宅提供事業」募集のお知らせ 

 ◆震災伝承施設募集のお知らせ 

 ◆公共工事建設発生土の有償民間受入地募集のお知らせ 

 

┗…………………………………………………… 

〓〓〓★【 令和３年２月地震関連情報 】★〓〓〓 

 

 

〓〓〓★【 令和元年東日本台風関連情報 】★〓〓〓 

 

◆県北建設事務所から「県道平松梁川線の大型車通行止」にお知らせします。 

 

 県道平梁川線は、一昨年１０月の台風第１９号等により被害を受け、大型車通行止を行って

いますが、工事進捗により規制解除予定を７月上旬から８月下旬に変更します。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/456776.pdf 

問い合わせ先：県北建設事務所 

 

〓〓〓★【 東日本大震災復旧・復興関連情報 】★〓〓〓 

 

 

〓〓〓★【 土木部各課、出先機関の取組・お知らせ 】★〓〓〓 

 

◆土木企画課が「土木部年間スケジュール（６月末）」を更新しました。 

 

 直近のスケジュールについては、６月１日より土木部メールマガジンにてお知らせいたしま

す。 

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

問い合わせ先：土木企画課 

 

◆技術管理課が「令和３年度土木部公共事業執行計画」を公表しました。 

 

 令和３年度は、東日本大震災前と比べると２倍以上の予算規模となることから、「発注見通し

の速やかな公表」、「債務負担行為の活用や適切な繰越による施工時期の平準化」、「実勢価格の

速やかな反映などによる適切な工事価格の算出」などの対応により、計画的な執行に努めてま

いります。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/jigyou.html 

問い合わせ先：技術管理課 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/456776.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/doboku-sukejyuuru.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/jigyou.html
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◆道路計画課から「福島県新広域道路交通ビジョン及び福島県新広域道路計画」についてお知

らせします。 

 

 「福島県新広域道路交通ビジョン及び福島県新広域道路交通計画」について、令和３年度第

１回福島県幹線道路協議会を経て、令和３年６月２３日（水）に策定しました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41035a/shinkouikidouro-sakutei.html 

問い合わせ先：道路計画課 

 

◆河川整備課が「洪水浸水想定区域図」を公表しました。 

 

阿武隈川水系の「濁川」、「大森川」において洪水浸水区域図を公表しました。 

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

問い合わせ先：河川整備課 

 

◆河川整備課が「福島県水防計画書（令和３年度修正版）」を策定しました。 

 

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

問い合わせ先：河川整備課 

 

◆県北建設事務所が「月舘サイクリングマップ」を作成しました。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/456755.pdf 

問い合わせ先：県北建設事務所 

 

◆県南建設事務所から主な事業箇所についてお知らせします。 

 

 国道２９４号白河バイパスや高橋川の河道掘削等を紹介しています。 

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

問い合わせ先：県南建設事務所 

 

 

◆喜多方建設事務所が「喜多方建設ニューズレターVol.2、Vol.3」を発行しました。 

 

 喜多方合同庁舎の雪室による雪冷房の活用や主要地方道喜多方会津板下線（ふれあい通り）「

三十八間蔵＿蔵庭」などを紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41350a/k-kiroku.html 

問い合わせ先：喜多方建設事務所 

 

 

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

 

【 交通規制情報 】 

◆あぶくま高原道路管理事務所から「矢吹インターチェンジ夜間一部通行止め」をお知らせし

ます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41035a/shinkouikidouro-sakutei.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045b/kouzuisinsou.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045b/topics.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/456755.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41330a/daihyoutekizigyou.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41350a/k-kiroku.html
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 令和３年６月２９日（火）から７月１日（木）の間に、矢吹インターチェンジ夜間一部通行

止めになります。 

https://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 

 

◆高速道路室から「常磐自動車道（広野ＩＣ～新地ＩＣ間）夜間通行止め」をお知らせします 

 。 

 

 令和３年６月７日（月）から７月１６日（金）の間に、常磐自動車道（広野ＩＣ～新地ＩＣ

間）が夜間通行止めになります。 

https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/tohoku/2021/0507/00009769.html 

問い合わせ先：高速道路室 

 

◆会津若松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。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41340a/wakamatsukensetsu-koutuukisei.html 

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 

問い合わせ先：南会津建設事務所 

＜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：山口土木事務所 

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

 

【 各種募集情報 】 

 

◆「第３７回福島県建築文化賞」の作品募集のお知らせ【新規】 

 

 募集期間は令和３年７月１日（木）から令和３年７月３０日（金）までです。 

 

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

問い合わせ先：建築住宅課 

 

◆「来て ふくしま 住宅取得支援事業」についてお知らせします。 

 

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

問い合わせ先：建築指導課 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41324a/abukumanews.html
https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/tohoku/2021/0507/00009769.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41340a/wakamatsukensetsu-koutuukisei.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/dourojouhou.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41361a/road.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065a/houdouhappyoukenchikujyuutakukanren.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/kitefukushima.html
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◆令和３年度「福島県省エネルギー住宅改修補助事業」についてお知らせします。 

 

 募集期間は令和３年６月１日（火）から令和３年８月３１日（火）までです。 

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

問い合わせ先：建築指導課 

 

◆令和３年度「福島県多世代同居・近居推進事業」についてお知らせします。 

 

 募集期間は令和３年６月１日（火）から令和３年９月９日（木）までです。 

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

問い合わせ先：建築指導課 

 

◆令和３年度「国土と交通に関する図画コンクール」についてお知らせします。 

 

 令和３年９月３０日（木）まで、国土交通省が令和３年度「国土と交通に関する図画コンク

ール」について、作品を募集しています。 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/news-1.html 

問い合わせ先：土木企画課 

 

 

◆令和３年度「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３年４月１日（木）から令和４年３月３１日（木）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 

 

◆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

） 

 

◆公共工事建設発生土の有償民間受入地を随時募集しています。 

 

 公共工事の建設発生土のうち、現場内利用や他の工事等への活用が出来ない建設発生土を処

理するため、試行的に民間が設置・運営・管理する有償受入地を随時募集しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/yuushouminkanukeireti.html 

問い合わせ先：技術管理課 

 

 

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/syouenezyuutaku.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/tasedaidoukyokinnkyo.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/news-1.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065a/kitefukushima.html
http://www.thr.mlit.go.jp/sinsaidensyou/youkou/
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/yuushouminkanukeireti.html
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--------------------------------  

 

【 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 

 

 

 

【 土木部イベント情報 】 

福島県土木部の年間の行事予定から、直近行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） 

 

 

・７月 

  １日（木）第３７回福島県建築文化賞作品募集（７月３０日まで） 

連絡先：建築住宅課/電話：024-521-7520 

 

★１日（木）相馬港５号ふ頭緑地公園供用開始 

連絡先：相馬港湾建設事務所/電話：0244-26-8665 

 

★４日（日）小名浜マリンブリッジ一般開放 

連絡先：小名浜港湾建設事務所/電話：0246-53-7126 

 

★５日（月）、７日（水）道で咲かせよう東北の花プロジェクト定植イベント 

連絡先：県北建設事務所/電話：024-521-2514 
 

・８月 

 

 

・９月 

 ★中下旬 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 

 

 

 

≪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。  

 

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

港施設室） 

 

＜チャーター便運航のお知らせ＞ 

http://www.fks-ab.co.jp/info 

 

＜イベント情報のお知らせ＞ 

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

 

 

 

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

    

≪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。  

    

 ◆ひとつ、ひとつ、実現するふくしま。（福島県公式） 

https://www.facebook.com/NotADreamFukushima/ 

 

◆道路管理課 

https://www.facebook.com/fukushima.dourokanri 

 

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
http://www.fks-ab.co.jp/info
https://www.fks-ab.co.jp/guide
https://www.facebook.com/NotADreamFukushima/
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≫  

 

◆建設産業室（福島県建設業産学官連携協議会） 

https://www.instagram.com/fukushima_no_kensetsu 

 

◆県中建設事務所 

https://www.instagram.com/kentyu_public_works_office/ 

 

◆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/ 

 

 

https://www.facebook.com/nihonmatsudoboku
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/fukushima_no_kensetsu
https://www.instagram.com/kentyu_public_works_office/
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/
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≪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    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://twitter.com/fukushima_douro
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/doboku-mm.html

