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自治会
世帯数

※１

配布率
（％）
※２

配付予定時期
※３

洪水ハザード内全世帯数
※１

自治会加入世帯以外での
配布の取組（予定）があれば記載

水戸市 15,478世帯 100% ―

26,566世帯

※この数は、洪水ハザードマップ
の配布など、防災啓発の対象区
域の世帯数を計上しています。
具体的には、浸水想定区域外で
あっても，町内会のエリアが一部
でも浸水想定区域に含まれてい
れば、その町内会のエリア全域

も対象とし算出しています。

―

市町村名
マイ・タイムラインの行き渡り

マイ・タイムラインによる啓発①

別添
茨城県内市町村の避難対策強化に向けた取組状況について

県では、台風などの大雨に備え、洪水ハザード内の逃げ遅れによる人的被害ゼロに向けた取組を市町村と連携して取り組んでおり

ます。

【マイ・タイムラインによる啓発】

余裕をもって安全に避難するために、市町村では、洪水ハザードエリアにお住まいの方にマイ・タイムラインを作成いただけるよう取

り組んでいるところです。

※本表は、市町村における取組状況の途中経過であり、随時更新いたします。
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マイ・タイムラインによる啓発①

日立市 3,891世帯 100% ― 3,891世帯 ―

土浦市 14,225世帯 100% ― 16,125世帯 ―

古河市 35,323世帯 100% ― 58,826世帯

SNS,動画等を通じ、市役所各庁舎に配布してあ
る「古河市ハザードマップ・ガイドブック」を入手
し、その中にあるマイ・タイムラインを作成するよ
う啓発している。
また、市内への全転入者へ「古河市ハザード
マップ・ガイドブック」を配布している。

石岡市 約3,200世帯 100% ― 4,781世帯 ―

結城市 3,616世帯 100% ― 4,209世帯 ―
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龍ケ崎市 16,656世帯 100% ― 16,694世帯 ―

下妻市 8,848世帯 100%

　　　　　　　13,545世帯

※洪水ハザードにかかる世帯を
含む自治会（町内会）の全世帯
数

―

常総市 15,834世帯 100% ― 15,376世帯 ―

常陸太田市 17,398世帯 100% ― 17,398世帯
・全戸配布以外にも、市役所本庁及び各支所並
びに郵便局やコンビニエンスストアでも配布。
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高萩市 1,785世帯 100% ― 4,123世帯

・防災マップ冊子に災害への備えとして、マイ・タ
イムライン作成様式を掲載し、平成３１年３月、
宅配業者による全戸配布を実施。

・自主防災組織連絡協議会にてマイ・タイムライ
ンについて言及している。また出前講座にて作
成支援を実施中。

・産業祭に防災ブースを出展。マイ・タイムライン
講座を実施し、防災意識を啓発した。
ブース来訪者：300人

北茨城市 5,060世帯 100% ― 8,640世帯
市内各施設へチラシを設置し、HP及び防災メー
ル等により周知を図る。

笠間市 6,751世帯 100% ― 8,720世帯
加入しているかいないかを把握するのは困難で
あることから今後検討する。

取手市 44,327世帯 100% ― 約31,000世帯
県作成のマイ・タイムライン啓発チラシを令和4
年9月末に区長及び市政協力員を通し全戸に配
布済み。よって100％を達成。



自治会
世帯数

※１

配布率
（％）
※２

配付予定時期
※３

洪水ハザード内全世帯数
※１

自治会加入世帯以外での
配布の取組（予定）があれば記載

市町村名
マイ・タイムラインの行き渡り

マイ・タイムラインによる啓発①

牛久市 （洪水ハザードなし）

つくば市 4,179世帯 100% ― 6,420世帯 ―

ひたちなか市 約4,400世帯 100% ― 約3,600世帯 市ホームページなどによる啓発を予定

鹿嶋市 2,338世帯 100% ― 5,216世帯

潮来市 4,743世帯 100% ― 8,871世帯 ―

守谷市 約950世帯 100% ―

　　　　　　　　約950世帯

※一部地域については、浸水面
積から世帯数を算出。なお、想
定浸水深が床下50ｃｍ未満の世
帯は計上していない。

広報紙（８月１０日号）及びホームページにマイ・
タイムラインに関する記事を掲載済み。
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常陸大宮市 1,988世帯 100% ― 2,209世帯 ―

那珂市 2,429世帯 100% ― 3,199世帯 ―

筑西市 10,076世帯 100% ― 14,096世帯

　7月1日号の広報紙で県の「web版マイ・タイム
ラインを作ろう」を案内し、アクセスして作成でき
るように周知済
　また、市HPでもマイタイムライン作成を促進

坂東市 10,020世帯 100% ― 16,333世帯
市ホームページに掲載している。
市内の小中学校等にてマイ・タイムライン作成
講座を実施している。

稲敷市 精査中 100% ― 精査中
市ホームページへの掲載等、啓発方法を検討
中

かすみがうら市 499世帯 100% ― 499世帯 ―

桜川市 （洪水ハザードなし）
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神栖市 6,461世帯 100% ― 5,488世帯 ―

行方市 5,475世帯 100% ― 7,860世帯

・市ホームページ掲載による啓発
・各庁舎窓口にて、わが家のタイムライン（マイ・
タイムライン）を添付した「行方市防災ハザード
マップ」を配布

鉾田市 3,706世帯 100% ― 6,765世帯 ―

つくばみらい市 5,433世帯 100% ― 10,921世帯 令和3年8月に全戸配布済み

小美玉市

 　　572世帯

※洪水ハザード
にかかる世帯を
含む行政区の
内、回覧を配付
する世帯数

100% ―

　　　　　　　　1,031世帯

※洪水ハザードがかかる世帯を
含む行政区の全世帯数

コミュニティで実施する防災訓練で配布する。

茨城町 8,518世帯 100% ― 3,863世帯 ―
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大洗町 2,513世帯 100% ― 1,219世帯 町内会を通して配布

城里町 1,633世帯 100% ― 2,764世帯 役場や支所、公民館等の公共施設での配布

東海村 2,379世帯 100% ― 4,317世帯 ―

大子町 95世帯 100% ― 95世帯 ・各コミュニティセンターに掲示し啓発予定

美浦村 1,456世帯 100% ― 2,383世帯

・広報誌およびホームページへの掲載

・公民館等での配布

・防災講座等での配布

阿見町 814世帯 100% ― 982世帯 ―
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河内町 2,748世帯 100% ― 3,400世帯
・町広報誌にマイタイムラインの作成呼びかけ
・防災士連絡会にて「逃げキッド」を使ったマイタ
イムレイン作成講習会を実施した

八千代町 3,109世帯 100% ― 4,642世帯
町内各公共施設での窓口掲示、ホームページ
への掲載

五霞町 1,647世帯 100% ― 3,382世帯
公共施設や商業施設等に広報7月号び我が家
のタイムラインを配置

境町 5,972世帯 100% ― 8,819世帯 ―

利根町 6,999世帯 100% ― 4,530世帯 ―

※１：令和４年に県が公表した中小河川の浸水想定区域について、市町村におけるハザードマップを策定中のところがあるため、今後、対象とな
る世帯数が増加することがある。

※２：マイ・タイムラインを行き渡らせた世帯数（配布を含む）/洪水ハザード内の自治会結成世帯数×100

※３：令和４年８月末日までに配布が見込まれる場合は、全世帯にマイ・タイムラインの配布が完了する予定時期を記載。


