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福島県土木部メールマガジン ４１９号 令和３年８月１８日発行 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

-------------福島県「非常事態宣言」発令中（新型コロナウイルス感染症）--------------- 

 

 県民の皆さまへのお願い 

「不要不急の外出は自粛ください」【８月８日（日）から３１日（火）】 

 

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

 

-------------------------【「新潟・福島豪雨」から１０年】---------------------------- 

 

 復旧・復興の現状と、災害からの教訓を伝え、今後に備えるため、パネル展やシンポジウム

を開催します。下記ＵＲＬにて、更新していきますので確認願います。 

 

○パネル展 

令和３年７月１７日（土）から９月１５日（水）の間、会津管内及び南会津管内の全１７ 

市町村をリレー方式で行います。 

 

 ○シンポジウム 

  令和３年８月２５日（水）に会津大学において、インフラの被災した姿や復旧状況や当時 

対応した役場職員へインタビューした動画を放映します。また、只見線の全線再開通とアフ 

ターコロナを見据えた会津地域への観光誘致策等についてのパネルディスカッションを行い 

ます。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/fukushimagouu.html 

問い合わせ先：会津地方振興局県民生活課 

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

 

 

★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 】 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/fukushimagouu.html
http://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a
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 ◆須賀川土木事務所が「災害復旧進捗状況（７月末）」を更新しました。 

 

 【 東日本大震災復旧・復興関連情報 】 

 

  

【 土木部各課、出先機関の取組・お知らせ 】 

 ◆土木企画課から県政テレビ番組のお知らせ 

 ◆建設産業室が「県内の大臣許可・知事許可建設業者名簿」を更新しました 

◆喜多方建設事務所が「安全協議会ニューズレター第７号」を掲載しました 

 ◆南会津建設事務所が主な事業箇所（内容と進みぐあい）を更新しました 

 ◆小玉ダム管理所から「ダムカード」・「小玉ダムペーパークラフト」の配布中止についての 

お知らせ 

 ◆相馬港湾建設事務所が相馬港・３漁港のトイレを自動式に改修しました 

 ◆相馬港湾建設事務所から水際の安全対策についてのお知らせ  

 

【 交通規制情報 】 

◆大峠・日中総合管理事務所から「大峠トンネル防災訓練」についてのお知らせ 

◆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） 

 

【 各種募集情報 】 

 ◆港湾課から指定管理者募集についてのお知らせ【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 】★〓〓〓 

 

◆須賀川土木事務所が「災害復旧状況（７月末）」を更新しました。 

 

 令和元年東日本台風による被災箇所を早期に復旧し県民生活の安全・安心を確保すべく、令

和３年３月までに災害復旧工事を４９箇所のうち４９箇所発注し復旧工事を進めており、７月

末までに４１箇所が竣工しました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41322a/sukagawadoboku-r1-saigai-r3-7.html 

問い合わせ先：須賀川土木事務所 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41322a/sukagawadoboku-r1-saigai-r3-7.html
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〓〓〓★【 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 】★〓〓〓 

 

◆土木企画課から県政テレビ番組をお知らせします。 

 

令和３年８月１８日（水）福島テレビ（ＦＴＶ）２０時５４分～２０時５８分にて、令和元

年東日本台風等で支援いただいている派遣職員が紹介されます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010d/kenseitv-schedule.html 

問い合わせ先：土木企画課 

 

◆建設産業室から「県内の大臣許可・知事許可建設業者名簿」を更新しました。 

 

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

問い合わせ先：建設産業室 

 

◆喜多方建設事務所が「安全協議会ニューズレター第７号」を掲載しました。 

 

 令和３年７月に行われた第１回官民合同安全パトロールの実施状況や熱中症の予防について

紹介しています。 

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

問い合わせ先：喜多方建設事務所 

 

◆南会津建設事務所が主な事業箇所（内容と進みぐあい）を更新しました。 

 

 主な事業について、事業内容と進みぐあいを紹介しています。 

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

問い合わせ先：南会津建設事務所 

 

◆小玉ダム管理所から「ダムカード」・「小玉ダムペーパークラフト」の配布中止についてお知 

らせします。 

 

 新型コロナウイルス感染症対策のため、小玉ダムのダムカード及び小玉ダムオリジナルペー

パークラフトの配布を令和３年８月１６日（月）より休止します。再開につきましては、小玉

ダムＨＰでお知らせします。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/kodamadam-top.html 

問い合わせ先：小玉ダム管理所  

 

◆相馬港湾建設事務所が相馬港・３漁港のトイレを自動式に改修しました。 

 

 新型コロナウイルス対策として、トイレの手洗い蛇口と水洗便器を自動式に改修しました。

今後とも、相馬港・釣師浜漁港・松川浦漁港・真野川漁港のトイレの適切なご利用をお願いし

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010d/kenseitv-schedule.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/kyokameibo.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41350a/annzennsuisinn.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/zigyoushinchoku.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/kodamadam-top.html
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ます。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41390a/soma-port-osirase.html 

問い合わせ先：相馬港湾建設事務所 

 

◆相馬港湾建設事務所から水際の安全対策についてお知らせします。 

 

先日、神奈川県横須賀市で女児が両親と夜釣りの際、海に転落する事故がありました。夜間

は照明がなく、事故の際の発見・救助が困難となり大変危険です。ご自身の安全を確保するた

めにもライフジャケットの着用にご協力願います。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41390a/soma-port-osirase.html 

問い合わせ先：相馬港湾建設事務所  

  

 

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

 

【 交通規制情報 】 

◆大峠・日中総合管理事務所から「大峠トンネル防災訓練」についてお知らせします。 

 

 国道１２１号の大峠トンネルで、令和３年９月８日（水）１０時から１０時４０分の間、訓

練のため全面通行止を実施します。当日は迂回路等ご協力をお願いします。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41353a/ootouge-bousaikunren.html 

問い合わせ先：大峠・日中総合管理事務所 

 

◆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 】 

 

◆港湾課から指定管理者募集についてお知らせします。【新規】 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41390a/soma-port-osirase.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41390a/soma-port-osirase.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41353a/ootouge-bousaikunren.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
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 「小名浜港マリーナ施設」及び「中之作港中之作プレジャーボート用指定泊地」における、

指定管理者を募集しています。受付期間は令和３年８月１７日（火）から９月２４日（金）ま

でです。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045d/shiteikannri-sanmarina2021.html 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045d/shiteikannri-nakanosaku2021.html 

問い合わせ先：港湾課 

 

◆「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 

 

◆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

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045d/shiteikannri-sanmarina2021.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045d/shiteikannri-nakanosaku2021.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/kitefukushima.html
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/
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） 

 

◆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 

 

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

 

【 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） 

 

・８月 

 

 

・９月 

  ３日（金）土湯トンネル防災訓練 

連絡先：吾妻土湯道路管理所/電話：0242-64-3478 

 

・１０月 

 

 

 

 

 

≪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/41025b/yuushouminkanukeireti.html
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 

 

◆二本松土木事務所 

https://www.facebook.com/nihonmatsudoboku 

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
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≫  

 

◆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/ 

 

 

≪twitterページ≫  

    

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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◆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

