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問合せ先

鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議

事務局：国土交通省下館河川事務所

リーオはＨＰでもご覧いただけます。
リーオはスペイン語で川の意味です。

写真（宇都宮市白沢地先）鬼怒グリーンパークの春

事務局：国土交通省下館河川事務所

（きぬ・こかい情報発信局）

ＴＥＬ：０２９６－２５－２１６１（代表） ＦＡＸ：０２９６－２２－７００９

ＵＲＬ：http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/
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カワラノギク保全活動
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ポピー畑ボランティア除草
開催場所：小貝川ふれあい公園(下妻市堀篭)

問合せ先：小貝川ふれあい花の会(下妻市

都市整備課)0296-43-2111
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カワラノギク保全活動
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17(日)

10(日)

都市整備課)0296 43 2111

開催場所：さくら市ゆうゆうパーク

問合せ先：さくら市商工観光課 028-686-6627

桜まつりｉｎゆうゆうパーク

カワラノギク保全活動
開催場所：鬼怒川左岸氏家大橋上流

問合せ先：うじいえ自然に親しむ会028-682-7123

栃木駅

ＪＲ水戸線

小山駅

下館駅

29(金)～

5/5(木)

５月

４ 鯉のぼりｉｎ岡堰
開催場所：小貝川岡堰中の島周辺

問合せ先：鯉のぼりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 0297-72-6754
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15(日) 開催場所：藤代公民館・小貝川河川敷

問合せ先：ハーブフローの会 0297-83-3862

ｼﾅﾀﾞﾚｽｽﾞﾒｶﾞﾔの駆除

ｴｺﾛｼﾞｰｽｸｰﾙﾊｰﾌﾞﾌﾛｰのつどい

開催場所：鬼怒川左岸氏家大橋上流

問合せ先：うじいえ自然に親しむ会028-682-7123

８(日)

4
月６

22(日) 開催場所：藤代防災ｾﾝﾀｰ北側河川敷

問合せ先：ふじしろまちづくり協議会

0297-83-2281 

小貝川ﾌﾗﾜｰｶﾅﾙ｢春の花まつり｣7
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15(水) ７月

６

開催場所：鬼怒川･小貝川流域河川敷

問合せ先：鬼怒川･小貝川流域ﾈｯﾄﾜｰｸ会議事務局

特定外来種ｵｵｷﾝｹｲｷﾞｸの駆除

ｼﾅﾀﾞﾚｽｽﾞﾒｶﾞﾔの駆除
開催場所：鬼怒川左岸氏家大橋上流

問合せ先：うじいえ自然に親しむ会028-682-7123

5(日)

開催場所：さくら市ゆうゆうパーク

問合せ先 うじいえ自然に親しむ会028 682 7123

第21回鬼怒川･小貝川クリーン大作戦９(土)

67
イベント用に作った池に魚を放
流し、子供達が素手でつかみど
りを楽しむことができます。

みんなで参加してみませんか！

上記については、4月 21日現在で掲載しています。詳細については、問合せ先へお尋ね下さい。

10

24(金) 11

問合せ先 鬼怒川 小貝川流域ﾈｯﾄﾜ ｸ会議事務局

下館河川事務所管理課 0296-25-2169
問合せ先：うじいえ自然に親しむ会028-682-7123

開催場所：さくら市ゆうゆうパーク

問合せ先：うじいえ自然に親しむ会028-682-7123

ホタル観察会
第21回 ﾌｪｽﾀｉｎ鬼怒川 ～魚のつかみどり～

開催場所：小山市大字中島 中島橋下流右岸

問合せ先：小山市建設監理課 0285-22-9204

17(日)



３月１１日東日本大震災により、
東北や関東の河川堤防などが 多数

下館河川事務所では、鬼怒川・小貝川に
おいて堤防法崩れ、クラック、低水護岸
沈下、堤防沈下、隆起などが13４箇所で
確認され、現在、被災箇所の復旧に努め
ています。
なお、被災規模の大きい、小貝川①左岸４２．０ｋ

東北や関東の河川堤防などが、多数
崩壊したり、亀裂が入ったりする被害
が確認されています。

②下妻市鯨地先 ③つくば市上郷地先

なお、被災規模の大きい、小貝川①左岸４２．０ｋ
（茨城県つくば市安食地先）、②右岸３９ｋ付近（茨
城県下妻市鯨地先）、③左岸３５．０ｋ（茨城県つく
ば市上郷地先）、④右岸３１．８ｋ付近（茨城県常総
市上蛇地先）及び⑤右岸１．８ｋ付近（茨城県取手市
宮和田地先）の５箇所については緊急的な復旧工事が
完了しました。

鬼怒川･小貝川においても、地域の皆
さんの安全・安心を守る河川堤防や河川
管理施設が被災しています。

これから雨量の増える時期を迎えよう
としています。大雨等による出水にはよ
りいっそうの注意が必要です。

② 妻市鯨 先
小貝川右岸３９ｋ付近

③ 市 郷 先
小貝川左岸３５ｋ付近

①つくば市安食地先
左岸 付近

りいっそうの注意が必要です。

現在 被災箇所 復旧に努め います

緊急復旧完了

緊急復旧完了

小貝川左岸４２．０ｋ付近

普段穏やかできれいな川の流れが、大雨の時
には想像以上の勢いで濁流となって流れていきま
す。堤防は私たちの家屋や田畑・市街地などのあ
る区域に、川の水をあふれさせることなく下流域
に流して、安全な生活を守る役割を果たしていま

現在、被災箇所の復旧に努めています

⑤取手市宮和田地先

小貝川右岸１．８ｋ付近

す。

大雨が降ると川の
水量が増え、洪水
おそれがありま

増水による危険度を
判断する水位が堤防
には想定されていま

緊急復旧完了

④常総市上蛇地先
小貝川右岸３１．８ｋ付近

のおそれがありま
す。

には想定されていま
す。

緊急的な復旧⼯事が完了しました
今後の余震や⼤⾬による増⽔に注意し、引き続き地域と河川の安全を！。

緊急復旧完了

緊急復旧完了



下館河川事務所からのお知らせ

川辺の散策やサイクリング・各種スポーツの催し
などで河川に接する機会が多くなり河川利用者が

４月１８日～２２日 安全利用点検
点検実施状況

出水期の洪水に備えて流域の各機関と協力した各種取組

などで河川に接する機会が多くなり河川利用者が
増加するゴールデンウィーク前に、水辺周りや階
段、堤防､護岸等について河川を安全に利用でき
るよう点検を行います。点検の結果、危険な箇所
が発見された場合には、改善や注意喚起看板の
設置等の対策を実施します。 水際・護岸・樋管の手すりは安全か点検中

出水期の洪水に備えて流域の各機関と協力した各種取組

５月２６日～３１日

重要水防箇所合同巡視
５月１８日
鬼怒川・小貝川災害情報協議会

洪水による被害の軽減を計るためには、ハザード
マップによる平常時からの啓発が重要であり、本協

プ

洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所
について水防管理団体と共に巡視を行い、洪水時
等に迅速 かつ 的確な水防活動が行えるよう現

湛水の跡

５月２５日 洪水対応演習

議会においてハザードマップ作成のための各種資料
の作成や情報提供などの支援を行っています。

等に迅速、かつ、的確な水防活動が行えるよう現
地において確認を行います。

出水期(６月～10月)の
前に、各関係機関と共に
出水時における洪水予測 湛水の跡

５月１８日鬼怒川･小貝川水防連絡会
出水期を迎え洪水を警戒､防御し洪水による被害を軽

減するため、沿川市町等の水防関
係機関と 必要な河川情報の

出水時における洪水予測
の実施、水防関係機関等
への水防警報･洪水予報
等の情報伝達などの訓
練を行います｡この訓練
は、実践的な演習を行う
ことにより、防災体制に万

第２１回鬼怒川・小貝川クリーン大作戦 統一実施日は、７月９日(土)
鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議（鬼怒川小貝川流域２４市町･茨城県･栃木県･国土交通省で構成）では、河川

愛護月間(７月)の第二土曜日を統一日として 地域と一体となった良好な河川環境の保全･再生を目指し

係機関と、必要な河川情報の
提供や意見交換を行い、洪水時
の協力体制の強化に努めます。

全を期すことを目的として
実施するものです。

リーオでは皆さんのお便りをお待ちしております。川のこと、自然のこと、河川事業

愛護月間(７月)の第二土曜日を統 日として、地域と 体となった良好な河川環境の保全 再生を目指し、
堤防や河川敷に投棄されたゴミの一掃を流域の自治会や子ども会、企業等と共に実施しています。
今年の統一日は、７月９日(土)です。多くの皆様にご参加頂き、河川愛護の意識が広く醸成されるよう御協
力お願いします。開催場所や時間等の詳細については、お住まいの市町にお問い合わせ下さい。

♪皆さんの参加お待ちしています。♪

リ 皆 便りを 待 り す。 、 然 、 事業
に関することなど、電話又はホームページのお問い合わせにお寄せ下さい。

電話番号 ：０２９６－２５－２１６１（代表)
ＨＰ：https：//www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/toiawase/input.htm
鬼怒川・小貝川沿川地域づくりを積極的に支援します。

地域の皆様の相談の窓口となります。お気軽に声をおかけ下さい！


