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福島県土木部メールマガジン ４４６号 令和４年３月１６日発行 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

-------------福島県「新型コロナウイルス感染拡大防止のための基本対策」--------------- 

 

 県民の皆さまへのお願い 

   「都道府県をまたぐ移動や外出の際は感染防止対策を徹底しましょう」 【当面の間】 

 

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

 

 

★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。 

https://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。 

https://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 】･･･（Ｐ２） 

◆須賀川土木事務所が「災害復旧進捗状況（１月末）」を更新しました 

 ◆石川土木事務所が「災害復旧進捗状況（２月末）」を更新しました 

 

【 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 】･･･（Ｐ２～５） 

 ◆土木企画課から「ふくしまＭＥ（更新）講習会」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 

 ◆河川整備課が「洪水浸水想定区域図」を公表しました 

 ◆道路管理課及び河川整備課から「除草機械の貸付」のお知らせ 

 ◆砂防課が土砂災害警戒区域等を新たに追加指定しました 

 ◆都市計画課が「第３４１回福島県開発審査会」を開催します 

 ◆県北建設事務所から「国道１１４号（山木屋１工区）一部供用」のお知らせ 

 ◆県北建設事務所が「雪みちの守りびと」へのエール表彰式を行います 

 ◆県北建設事務所が除雪業務に関する感謝状を贈呈します 

 ◆県中建設事務所がインスタグラムを更新しました 

 ◆喜多方建設事務所が基礎調査の公表を行いました 

 ◆喜多方建設事務所が「喜多方建設ニューズレターVol.10」を更新しました 

https://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a
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 ◆南会津建設事務所がインスタグラムを更新しました 

 ◆いわき建設事務所が「県営いわき公園における放射線量調査結果」を公表しました 

◆いわき建設事務所が夏井川・好間川の改良復旧事業のパンフレットを更新しました。 

 

【 交通規制情報 】･･･（Ｐ５～６） 

 ◆あぶくま高原道路管理事務所から「平田ＩＣから小野ＩＣの終日通行止め」のお知らせ 

◆相馬港湾建設事務所から「松川浦漁港臨港道路の通行止め」のお知らせ 

◆県中建設事務所から「いわき石川線の夜間通行止め」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） 

 

【 各種募集情報 】･･･（Ｐ６） 

◆「来て ふくしま 住宅取得支援事業」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「災害復旧進捗状況（１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、令和４年１月末

までに４９箇所全て竣工しました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41322a/sukagawadoboku-r3-saigai-r4-1.html 

問い合わせ先：須賀川土木事務所 

 

◆石川土木事務所が「災害復旧進捗状況（２月末）」を更新しました。 

 

 ２月末までに ３箇所（鮫川１箇所、社川２箇所）完了しました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41323a/ishikawadoboku-19-futukyuujyoukyou.html 

問い合わせ先：石川土木事務所 

 

〓〓〓★【 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 】★〓〓〓 

 

◆土木企画課から「ふくしまＭＥ（更新）講習会」についてお知らせします。 

 

 公共土木施設に関する知識を有し、点検作業ができる技術者を認定する「ふくしまＭＥ（メ

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41322a/sukagawadoboku-r3-saigai-r4-1.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41323a/ishikawadoboku-19-futukyuujyoukyou.html


3 

ンテナンスエキスパート）について、資格更新のための講習会を令和４年４月２５日（月）に

開催します。受講申請は令和４年３月１６日（水）から４月５日（火）まで受付します。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/499744.pdf 

問い合わせ先：土木企画課 

 

◆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。 

 

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

問い合わせ先：建設産業室 

 

◆河川整備課が「洪水浸水想定区域図」を新たに公表しました。 

 

 阿賀野川水系の濁川、押切川、姥堂川、境見川及び三の森川についての洪水浸水想定区域図

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 

 

◆道路管理課及び河川整備課から「除草機械の貸付」についてお知らせします。 

 

 河川や道路の清掃活動や美化活動及び維持管理業務に関して、「除草機械の貸付」を行ってい

ます。詳細につきましては、最寄りの事務所に問い合わせ願います。 

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

問い合わせ先：道路管理課、河川整備課 

 

◆砂防課が土砂災害警戒区域等を新たに追加指定しました。 

 

 土砂災害警戒区域等を新たに７６箇所（枝番含み１１５箇所）追加指定しました。 

http://www4.pref.fukushima.jp/sabou/newmain.html 

問い合わせ先：砂防課 

 

◆都市計画課が「第３４１回福島県開発審査会」を開催します。 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055a/kaihatushinnsakai.html 

問い合わせ先：都市計画課 

 

◆県北建設事務所から「国道１１４号（山木屋１工区）一部供用」についてお知らせします。 

 

 伊達郡川俣町小綱木地内において整備を進めている国道１１４号山木屋１工区において、泡 

吹地トンネルを含む延長４００ｍ区間の工事が完成したため、令和４年３月１８日（金）１０ 

時に一部供用を開始します。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/500002.pdf 

問い合わせ先：県北建設事務所 

 

◆県北建設事務所が「雪みちの守りびと」へのエール表彰式を行います。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/499744.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/kyokameibo.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045b/kouzuisinsou.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045b/topics.html
http://www4.pref.fukushima.jp/sabou/newmain.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055a/kaihatushinnsakai.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/500002.pdf
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 県内全域の方々からいただいた３７通のエール（お手紙）について、最優秀賞及び優秀賞計

３作品を決定しましたので、令和４年３月１９日（土）に表彰式を行います。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/499697.pdf 

問い合わせ先：県北建設事務所 

 

◆県北建設事務所が除雪業務に関する感謝状を贈呈します。 

 

今冬の豪雪において、県北建設事務所管内及び保原土木事務所管内の県管理道路の除雪業務

に尽力された企業に感謝状を令和４年３月１９日（土）に贈呈します。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/499703.pdf 

問い合わせ先：県北建設事務所 

 

◆県中建設事務所がインスタグラムを更新しました。 

 

 須賀川土木事務所管内の令和元年東日本台風による復旧状況を紹介しています。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/kentyu-insta.html 

問い合わせ先：県中建設事務所 

 

◆喜多方建設事務所が基礎調査の公表を行いました。 

 

 土砂災害防止法に基づき、喜多方建設事務所管内（喜多方市、西会津町、猪苗代町、磐梯町

、北塩原村）における、基礎調査結果の公表を行いました。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41350a/kisochosakekka-kitakata.html 

問い合わせ先：喜多方建設事務所 

 

◆喜多方建設事務所が「喜多方建設ニューズレターVol.10」を更新しました。 

 

 雪冷房の活用するため、喜多方合同庁舎の雪室に雪を搬入しました。 

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 

 

◆南会津建設事務所がインスタグラムを更新しました。 

 

 令和４年３月８日（火）に管内の建設業関係者や町村職員等の実務者を対象とした、道路メ

ンテナンスに係る勉強会について紹介しています。 

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

問い合わせ先：南会津建設事務所 

 

◆いわき建設事務所が「県営いわき公園における放射線量調査結果」を公表しました。 

 

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

問い合わせ先：いわき建設事務所 

 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/499697.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/499703.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/kentyu-insta.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41350a/kisochosakekka-kitakata.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41350a/k-kiroku.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/insta.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/iwakikouen-top.html
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◆いわき建設事務所が夏井川・好間川の改良復旧事業のパンフレットを更新しました。 

 

 夏井川・好間川災害復旧助成事業において、狭窄部の伐木掘削工事は、今年度中に全１４箇

所全て完了予定です。 

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

問い合わせ先：いわき建設事務所 

 

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

 

【 交通規制情報 】 

◆あぶくま高原道路管理事務所から「平田ＩＣから小野ＩＣの終日通行止め」についてお知ら 

せします。 

 

 令和４年４月１１日（月）から令和４年９月３０日（金）の期間、平田ＩＣから小野ＩＣは

終日通行止めとなります。期間中は迂回等のご協力をお願いします。 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/495294.pdf 

問い合わせ先：あぶくま高原道路管理事務所 

 

◆相馬港湾建設事務所から「松川浦漁港臨港道路の通行止め」についてお知らせします。 

 

 松川浦漁港臨港道路（相馬市尾浜字松川地内）において、令和４年２月２４日（水）から９

月２１日（木）の期間、終日通行止めとなります。期間中は迂回等のご協力をお願いします。 

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 

 

◆県中建設事務所から「いわき石川線の夜間通行止め」についてお知らせします。 

 

 いわき石川線（石川町大字双里字白坂下地内）において、令和４年３月１７日（木）から３

月２２日（火）の期間で４日間の夜間通行止めを行います。当日は迂回等のご協力をお願いし

ます。 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/493257.pdf  

問い合わせ先：県中建設事務所 

 

◆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。 

https://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＞ 

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

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/natsuiyoshimakankei.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/495294.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41390a/soma-port-osirase.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/493257.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41340a/wakamatsukensetsu-koutuukisei.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/dourojouhou.html
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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＞ 

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

 

【 各種募集情報 】 

 

◆「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 

 

◆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 

https://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。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41361a/road.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/kitefukushima.html
http://www.thr.mlit.go.jp/sinsaidensyou/youkou/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/yuushouminkanukeireti.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/hattyuumitoosi.html
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【 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） 

 

 

３月 

 

◎２日（水）国道１１４号関場トンネル貫通式 

・連絡先：県北建設事務所/電話：024-521-2513 

 

◎６日（日）国道２９４号（白河バイパス）小峰大橋渡橋式 

・連絡先：県南建設事務所/電話：0248-23-1602 

 

◎１１日（金）パネル展（いわき震災伝承みらい館） 

・連絡先：いわき建設事務所/電話：0246-24-6143 

 

◎２４日（木）いわき石川線（才鉢工区）開通 

・連絡先：道路整備課/電話：024-521-7502 

                         いわき建設事務所/電話：0246-24-6103 

 

◎２８日（月） とうほう・みんなのスタジアム照明テスト点灯 

・連絡先：まちづくり推進課/電話：024-521-7507 
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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＞  

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

＜ライブカメラ一覧から確認＞  

https://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】【外部リンク】 

＜只見川＞  

https://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＞【外部リンク】 

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

 

＜イベント情報のお知らせ＞【外部リンク】 

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

 

 

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

    

≪Facebookページ≫ 【外部リンク】 

★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/ 

 

https://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html
https://absv1.f-road.info/ca/camList1.php?GID
https://tadamigawa.info/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/bousaijouhou.html
https://www.fks-ab.co.jp/info
https://www.fks-ab.co.jp/guide
https://www.facebook.com/NotADreamFukushima/
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◆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≫【外部リンク】  

 

◆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/ 

 

◆三春土木事務所 

https://www.instagram.com/miharudoboku/?hl=ja 

 

◆南会津建設事務所  

https://www.instagram.com/minamiaizu_const 

＜ＨＰでも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.facebook.com/fukushima.dourokanri
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/miharudoboku/?hl=ja
https://www.instagram.com/miharudoboku/?hl=ja
https://www.instagram.com/minamiaizu_const
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/insta.html
https://www.instagram.com/sousou_kensetsu/
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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≫ 【外部リンク】 

    

◆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≫  

https://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://www.instagram.com/iwaki_const/
https://www.instagram.com/onahamaport.fco/
https://twitter.com/fukushima_douro
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/doboku-mm.html

