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                                   鬼怒川・小貝川上下流域  

大規模氾濫に関する減災対策協議会 
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【取り組み内容】  防災訓練・講座・ポスター展示など 
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調査課長  永井 一郎  TEL：0296-25-2171（調査課直通） 
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古河地方記者クラブ、取手記者会、筑波研究学園都市記者会、龍ケ崎記者会、つくば市記者会 

国、県、市町で構成する鬼怒川・小貝川上下流域大規模氾濫に関する

減災対策協議会では、９月３日から 10 日を「水防災意識強化週間」と

定め、水防災を意識する社会の再構築のため集中的に普及・啓発活動に

取り組んでおり、今年で５年目となりました。 

当週間は平成 27 年９月の関東・東北豪雨の教訓を活かし、鬼怒川・

小貝川流域の住民一人ひとりの水防災意識の向上を目的としておりま

す。取り組みの詳細については別紙をご覧下さい。 

水防災意識強化週間（９月３日～10日）取り組み内容 

あおき  たかお
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別紙１

実施日 実施内容
実施主体

問い合わせ先

令和２年７日３１日（金） 避難所開設訓練
場所：結城市内
内容：災害（水害）を想定し、市職員を対象とした避難所開設訓練を開催。

結城市 結城市　防災安全課
tel：0296-34-0411

令和2年8月1日（土）
令和2年8月3日（月）
令和2年8月5日（水）
令和2年8月6日（木）
令和2年8月8日（土）
令和2年8月23日（日）
令和2年8月30日（日）

防災講座
場所：坂東市役所会議室、地区公民館など
内容：利根川の浸水想定区域の住民を対象に、令和元年東日本台風の教訓や、ハ
ザードマップ・避難行動判定フロー等について周知し、マイ・タイムラインの作成を促進
するなどの内容で防災啓発講座を実施します。

坂東市 坂東市　交通防災課
tel：0297-21-2180

令和２年９月中旬 常総市小中学校における防災学習
場所：常総市内の小中学校
内容：常総市内の学校において、マイ・タイムライン作成講座や避難訓練、防災ゲーム
「クロスロード」などを実施します。

常総市 常総市　防災危機管理課
tel：0297－39－6000

令和２年９日５日（土） ○○○と作ろうマイ・タイムライン（マイ・タイムライン作成講座）
場所：YouTubeライブ配信
内容：流域出身のタレントによるマイ・タイムライン作成講座をYouTube上で生配信しま
す。
※詳細は、後日、下館河川事務所ホームページやFacebookでお知らせします。

減災対策協議会 下館河川事務所　調査課
tel：0296-25-2171

令和２年９月１１日（金） マイ・タイムライン作成講座
場所：高根沢町立北小学校
内容：家族構成や生活に合わせた自分自身の防災行動計画「マイ・タイムラン」を作成
します。

高根沢町 高根沢町　地域安全課消防防災係
tel：028-675-8110

令和２年９月１３日（日） 新型コロナ感染症対策を踏まえた避難所開設訓練
場所：常総市指定避難所5か所（ふれあい館・水海道小学校，水海道第一高校，あす
なろの里，石下西中学校）
内容：新型コロナウイルス感染防災を踏まえた避難所開設及び受付・収容等について
訓練を実施する。

常総市 常総市　防災危機管理課
tel：0297－39－6000

令和２年度「水防災意識強化週間」取り組み内容

＊減災対策協議会：鬼怒川・小貝川上下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会
注１：水防災意識強化週間（9月3日～9月10日）を主たる取り組み期間として、同期間の前後においても各イベントを実施予定です。
注２：上表は、令和2年8月31日現在の予定です。変更がある場合がございます。詳細は問合せ先にご確認下さい。



実施日 実施内容
実施主体

問い合わせ先

令和２年９月１3日（日） 出前講座　in　防災キャンプ
場所：茨城県立さしま少年自然の家
内容：防災キャンプ参加者を対象に、下館河川事務所職員による防災に関する出前講
座を実施します。

茨城県立さしま少年自然の家 下館河川事務所　調査課
tel：0296-25-2171

令和２年８月２５日（火） マイ・タイムライン作成講座
場所：坂東市役所多目的ホール
内容：利根川の浸水想定区域がある岩井第二地区の住民をを対象に、マイ・タイムラ
イン作成講座を実施します。

坂東市 坂東市　交通防災課
tel：0297-21-2180

令和２年９月１５日（火） マイ・タイムライン作成講座
場所：坂東市立七郷小学校
内容：利根川の浸水想定区域がある市立七郷小学校5,6年生を対象に、マイ・タイムラ
イン作成講座（授業）を実施します。

坂東市 坂東市　交通防災課
tel：0297-21-2180

令和２年８月下旬 ホームページや広報誌による情報発信
台風や豪雨時に備え、「自らの命は自らが守る」という意識を一人一人が持ち、平時よ
り地域の災害リスクを認識し、災害時にとるべき行動について理解することを目的に、
避難行動判定フローや避難情報のポイントを掲載。また、ハザードエリア内への住民
へ災害時の避難について、チラシを配布。

つくば市 つくば市　市長公室危機管理課
tel：029-883-1111　内線2533

令和２年８月下旬 マイ・タイムライン検討ツール「逃げキッド」リニューアル
マイ・タイムラインを作成するための検討ツール「逃げキッド」を一部リニューアルしまし
た。
※逃げキッドは、下館河川事務所ホームページからダウンロードできます。

減災対策協議会 下館河川事務所　調査課
tel：0296-25-2171

令和２年８月下旬 マイ・タイムライン紹介動画をリニューアル
マイ・タイムラインを紹介する動画「マイ・タイムラインで逃げ遅れゼロ」について、常総
市出身で防災士としても活動している「赤プル」さんに出演いただき、リニューアルしま
した。
※動画は、下館河川事務所ホームページからご覧いただけます。

減災対策協議会 下館河川事務所　調査課
tel：0296-25-2171

令和２年度「水防災意識強化週間」取り組み内容

＊減災対策協議会：鬼怒川・小貝川上下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会
注１：水防災意識強化週間（9月3日～9月10日）を主たる取り組み期間として、同期間の前後においても各イベントを実施予定です。
注２：上表は、令和2年8月31日現在の予定です。変更がある場合がございます。詳細は問合せ先にご確認下さい。



別紙２

実施内容 開催期間 掲載場所 問い合わせ先

9月3日（木）～9月11日（金） 小山市消防本部　2階
小山市消防本部　危機管理課　危機管理係
tｅｌ：0285-39-6661

9月3日（木）～9月11日（金） 真岡市役所　1階
真岡市　市民生活部　市民生活課　危機管理係
tel：0285-83-8396

9月3日（木）～9月11日（金） 矢板市役所　本庁舎1階　市民室
矢板市　市民生活部くらし安全環境課　危機対策班
tel：0287-43-1114

9月3日（木）～9月10日（木）
さくら市役所本庁舎２階
※パンフレット設置のみ

さくら市　総務課　危機管理係
tel：028-681-1111

9月3日（木）～9月11日(金) 上三川町役場１階　町民ホール
上三川町　総務課防災係
tel：0285-56-9115

9月3日（木）～9月11日(金) 益子町役場1F ロビー
益子町　総務課
tel：0285-72-8826

9/7(月)～9/11(金) 芳賀町役場１階
芳賀町　総務企画部総務課地域安全対策係
tel：028-677-6029

8月27日（木）～9月10日（木） 道の駅「湧水の郷しおや」交流館
塩谷町役場　総務課地域安全担当
tel：0287-45-1111

9月3日（木）～9月11日(金) 高根沢町図書館中央館
高根沢町　地域安全課消防防災係
tel：028-675-8110

9月3日（木）～9月11日(金) 栃木県庁本館１５F ロビー
栃木県 県土整備部 河川課
県土防災対策班　Tel：０２８－６２３－２５５１

水防災意識強化週間ポスター掲示実施一覧
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実施内容 開催期間 掲載場所 問い合わせ先

9月3日（木）～9月11日(金)
古河市役所総和庁舎　2階　防災・危
機管理課

古河市　防災・危機管理課
tel：0280-92-3111

9月3日（木）～9月10日(木) 結城市役所本庁舎　及び　市立公民館
結城市　防災安全課
tel：0296-34-0411

8月17日（月）～8月31日（月） 龍ケ崎市役所　1階ホール
龍ケ崎市　危機管理課
teｌ：０２９７－６４－１１１１

9月3日（木）～9月10日(木) 下妻市　本庁舎1階　市民ホール
下妻市　総務部　消防交通課
tel：０２９６－４３－２１１９

9月3日（木）～9月10日(木)
しもだて地域交流センター
（アルテリオ１階ホール）

筑西市役所　消防防災課
tel：０２９６－２４－２１３２

8月5日（水）～8月11日（火）※土日祝日を除く 坂東市役所1階行政情報コーナー
坂東市　交通防災課
tel：0297-21-2180

9月3日（木）～9月11日(金)
きらくやまふれあいの丘「すこやか福祉
館」（つくばみらい市神生530）

つくばみらい市　総務部防災課
teｌ：０２９７－５８－２１１１（内線２５０２）

9月3日（火）～9月11日（金） 八千代町役場　１階　町民ホール
八千代町　消防交通課
tel：0296-48-1111（内線3410）

8月31日（月）～9月4日(金)  利根町役場　1Fイベントホール
利根町役場　総務課
tel：０２９７－６８－２２１１

常設展示 茨城県筑西合庁舎1階　ロビー

9月3日（火）～9月18日（金） 茨城県庁舎　2階県民ホール

9月3日（木）～9月10日(木)
・国土地理院　関東地方測量部　入り
口
・国土地理院　地図と測量の科学館

国土交通省国土地理院　関東地方測量部 防災課
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15
tel：03-5213-2071

9月1日(火)～ 下館河川事務所1階
下館河川事務所　調査課
tel：0296-25-2171

水防災意識強化週間ポスター掲示実施一覧
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茨城県土木部河川課
鬼怒川流域緊急対策推進室
tel：０２９－３０１－４４８９


