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北海道 土砂災害に関する情報伝達訓練 6月3日
北海道・帯広市
ほか

アデスオンライン及び北海道防災情報シス
テムを使用した土砂災害警戒情報の情報伝
達訓練を実施する。

北海道建設部土木局河
川砂防課

011-204-5560

青森県 土砂災害に関する情報伝達訓練 6月4日 青森県
土砂災害に関する情報伝達訓練を防災FAX
等により実施する。（気象台、市町村と連
携）

青森県県土整備部
河川砂防課砂防グルー
プ

017-734-9670

宮城県 土砂災害警戒区域等点検パトロール
6月2日～
6月23日

宮城県

宮城県職員及び各市町村職員並びに宮城
県砂防ボランティア協会が協働し，土砂災
害の恐れのある箇所の点検パトロールを実
施。
本年度は新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から，例年より規模を縮小し，感染
防止対策を徹底の上実施する。

宮城県土木部防災砂防
課

022-211-3232

秋田県 土砂災害に関する情報伝達訓練 6月21日 秋田県・市町村
気象台から発表された土砂災害警戒情報
の市町村長までの伝達をメール、FAX、電
話により実施する。

秋田県建設部
河川砂防課
砂防・防災班

018-860-2518

山形県 土砂災害に関する情報伝達訓練 6月4日 山形県
土砂災害に関する情報伝達訓練を実施す
る。
参加機関：気象台、県、市町村

山形県県土整備部
砂防・災害対策課
砂防企画担当

023-630-2631

福島県 土砂災害防災訓練（情報伝達訓練） 6月7日 福島県
土砂災害に関する情報伝達訓練を電話・
FAXにより、気象台・市町村と合同で実施す
る。

福島県土木部砂防課 024-521-7492

茨城県 土砂災害防止に関する絵画の展示
6月4日～
6月14日

茨城県
昨年度募集した土砂災害防止に関する絵
画コンクールの入賞作品を展示する。

茨城県土木部河川課
水防災・砂防対策室

029-301-4480

茨城県 土砂災害防止に関する絵画の展示
6月1日～
6月10日

茨城県
昨年度募集した土砂災害防止に関する絵
画コンクールの入賞作品を展示する。

茨城県土木部河川課
水防災・砂防対策室

029-301-4480

栃木県 ダイレクトメール送付 6月中 栃木県
土砂災害警戒区域内に住居する約2万世帯
を対象にダイレクトメールを送付し、土砂災
害防止の周知を図る。

栃木県砂防水資源課
砂防技術担当

028-623-2455

群馬県 土砂災害防止啓発ポスターの配布 5.月上旬 群馬県
土砂災害防止啓発ポスターを県内全域に配
布する。

群馬県県土整備部
砂防課砂防管理係

027-226-3631

埼玉県
埼玉県総合土砂災害防止対策推進連
絡会

5月26日 埼玉県
土砂災害防止月間以前に、県や気象台から
市町村に対して、警戒避難に関する情報等
を説明し、関係者間で情報共有する。

埼玉県県土整備部
河川砂防課
荒川上流域・砂防担当

048-830-5141

神奈川県 土砂災害・全国防災訓練 6月 神奈川県・市町 情報受伝達訓練・避難訓練など
神奈川県県土整備局
河川下水道部
砂防海岸課

045-210-6511

新潟県
コンビニエンスストアへの土砂災害啓
発チラシの設置

5月23日～
6月19日

新潟県
土砂災害防止の意識向上のため、県内のコ
ンビニエンスストアに、新潟県が作成した土
砂災害啓発チラシを設置する。

新潟県土木部
砂防課企画調査係

025-280-5424

富山県
県広報番組による土砂災害防止の啓
発

6月 富山県
県のテレビ・CM・ラジオ広報番組を活用し、
土砂災害防止に関する啓発活動を実施す
る。

富山県土木部砂防課 076-444-3341

石川県 土砂災害防止月間広報キャラバン
6月1日～
6月7日

石川県 土砂災害に関する広報活動 石川県砂防課 076-225-1751

福井県 土砂災害防止のラジオ放送 5月28日 福井県
土砂災害防止の啓発を民間ラジオ放送で行
う。

福井県土木部
砂防防災課
砂防・海岸計画グループ

0776-20-0494

山梨県 令和３年度土砂災害・全国防災訓練 6月4日
山梨県・関係市
町村

土砂災害に関する情報伝達訓練をメールに
より実施する。

山梨県県土整備部砂防
課

055-223-1710

長野県
ラジオを活用した土砂災害防止の啓
発

6月4、8、 16、
21日

長野県
ラジオ広報番組を活用し、土砂災害防止に
関する啓発活動を行う。

長野県建設部
砂防課
調査管理係

026-235-7316

岐阜県 土砂災害に関する情報伝達訓練 6月3日
岐阜県・関係市
町村

出水期に備え、市町村と連携した土砂災害
に関する情報伝達訓練を実施する

岐阜県県土整備部
砂防課企画係

058-272-8621

静岡県 土砂災害啓発活動 6月2日 静岡県

ＪＲ静岡駅改札口前コンコースで新型コロナ
ウイルス感染拡大防止を考慮したうえで、土
砂災害防止啓発に関する動画の放映や土
砂災害防止啓発グッズの配架を行う。

静岡県交通基盤部　砂
防課砂防班

054-221-3044

愛知県
県広報番組による土砂災害防止の啓
発

6月3、6、19日 愛知県
県のテレビ・ラジオ広報番組を活用し、土砂
災害防止に関する啓発活動を実施する。

愛知県建設局砂防課 052-954-6558

三重県 諸戸博士のパネル展示
6月28日～

7月2日
三重県

砂防専門書等を著述するなど日本の近代
砂防の礎を築いた諸戸博士のパネル展示
を県庁県民ホールにおいて展示する。

三重県県土整備部
防災砂防課
砂防班

059-224-2697
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大阪府 土砂災害に関する情報伝達訓練 6月11日 大阪府
土砂災害に関する情報伝達訓練をFAX等に
より実施する。

大阪府河川室
河川環境課
砂防G

06－6944－9302

兵庫県
土砂災害防止月間に関する啓発グッ
ズの配布

6月1日～
6月30日

六甲砂防事務
所・兵庫県庁・神
戸市

絵画コンクールの受賞作品を印刷したポ
ケットティッシュやパンフレット、土砂災害の
注意事項を記載したうちわを各機関の事務
所窓口で配布する。

兵庫県庁砂防課
管理班

078-341-7711
(内線4463)

奈良県 土砂災害パネル展

①6月5日～
  6月11日

②6月22日～
  6月27日

奈良県
①県内イオンモール②県立図書情報館にお
いて土砂災害の危険性や、警戒避難につい
て啓発するパネル展を実施する。

奈良県県土マネジメント
部
砂防・災害対策課 災害
対策係　安田・萩岡

0742-27-8521

和歌山県 土砂災害啓発センター特別展示 6月中
和歌山県土砂災
害啓発センター

土砂災害から身を守るために必要な知識や
紀伊半島大水害で発生した土砂災害などに
関する特別展示を行う。

和歌山県砂防課
計画管理班

073-441-3174

鳥取県 土砂災害に関する情報伝達訓練 5月31日 鳥取県
土砂災害に関する情報伝達訓練をメール、
FAXにより実施。（参加機関：国、県、市町
村、消防、警察）

鳥取県県土整備部
治山砂防課

0857-26-7822

島根県 土砂災害防止啓発チラシの配布 6月1日 島根県
島根県で作成した土砂災害啓発用のチラシ
を県内全域各戸に配布する。

島根県土木部砂防課 0852-22-5211

岡山県
土砂災害啓発チラシの配布・ポスター
掲示

6月中 岡山県・市町村
岡山県内市町村庁舎にチラシを設置し、ポ
スターを掲示する。

岡山県土木部
防災砂防課砂防班

086-226-7482

広島県 土砂災害啓発動画の公開
６月１日
(予定)

広島県
広島県砂防課職員が制作した土砂災害啓
発動画を広島県公式youtubeインターネット
チャンネルで公開する。

広島県土木建築局砂防
課

082-513-3942

徳島県 土砂災害に関する情報伝達訓練 6月4日 徳島県
土砂災害に関する情報伝達訓練をメールに
より実施する。

徳島県県土整備部砂防
防災課

088-621-2540

香川県
土砂災害防止に関する絵画・作文の
展示会

6月1日 香川県
県内の小中学生を対象に、令和2年度に募
集した作品のうち、入賞した作品を県庁内
舎内で展示する。

香川県土木部河川砂防
課　砂防・防災グループ

087-832-3544

高知県 土砂災害に関する情報伝達訓練 5月27日 高知県・市町村
土砂災害に関する情報伝達訓練を総合防
災情報システム等により実施する。

高知県土木部
防災砂防課市町村防災
推進担当

088-823-9845

福岡県 土砂災害警戒情報発表訓練 5月26日 福岡県
土砂災害に関する情報伝達訓練をメール、
FAXにより実施（参加機関：気象庁、県、市
町村、消防）

福岡県砂防課
土砂災害対策係

092-643-3689

佐賀県
土砂災害警戒情報伝達訓練（システ
ム）

6月1日 佐賀県・市町
土砂災害警戒情報の伝達訓練を一斉指令
システムにより実施する。

佐賀県県土整備部
河川砂防課砂防担当

0952-25-7162

長崎県 土砂災害防止啓発のためのパネル展
5月24日～
5月31日

長崎県

例年行われている街頭キャンペーンの規模
を縮小し、県庁および佐世保市役所の展示
スペースにてパネル展を実施する。
（県庁については期間未定）

長崎県土木部砂防課砂
防計画班

095-820-4788

大分県
土砂災害警戒区域等啓発チラシの配
布

5月下旬 大分県・市町村
土砂災害警戒区域等啓発用のチラシを県
内全域に配布する

大分県土木建築部砂防
課土砂災害防止対策担
当

097-506-4634

宮崎県
土砂災害に関する情報伝達訓練（メー
ル）

6月6日 宮崎県・市町村
土砂災害に関する情報伝達訓練をメールに
より実施する。

宮崎県県土整備部
計画調査担当

0985-26-7178

鹿児島県
県政広報テレビ番組を活用した土砂
災害防止に関する周知・啓発

5月1日 鹿児島県
民放テレビ局の県政広報番組に県職員が
出演し，「土砂災害から身を守るために」の
テーマで周知・啓発を行った。

鹿児島県土木部砂防課
管理係

099-286-3616


