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台風１８号による大雨等に係る被害状況等について 

 

  平成２７年９月１６日現在 

  

１．気象警報等発表・避難勧告等の対応 

【９月９日】 

１４:２０ 消防団に準備配備 指令 

河川の巡視及び橋の両側に配置し、警戒を行う。 

１８:４４ 【気象情報】大雨（土砂災害）・洪水警報 発表 

１９:５５ 【気象情報】土砂災害警戒情報 発表 

２１:０５ 【対策本部】第１回災害対策本部会議 開催 

本部長、副本部長、消防長、消防団長他本部員２０名が国分寺庁舎に

参集、待機 

２２:３０ 【避難勧告】避難勧告 発令 

姿川流域の上古山、細谷、箕輪、砂田（関根井）、川中子の 45 世帯、

約 120人対象。消防団員により個別訪問を行う。 

２３:２３ 【気象情報】大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報 発表 

【９月１０日】 

０:２０ 【気象情報】大雨特別（土砂災害・浸水害）・洪水警報 発表 

６:００ 【対策本部】第２回災害対策本部会議 開催 

全職員に対してメール配信、主幹以上の職員招集要請１５５名 

７:３０ 【対策本部】第３回災害対策本部会議 開催 

１０:００ 【対策本部】第４回災害対策本部会議 開催 

１２:２３ 【気象情報】大雨特別（土砂災害）・洪水警報 発表 

１４:００ 【対策本部】第５回災害対策本部会議 開催 

１７:００ 【対策本部】第６回災害対策本部会議 開催 

１７:３０ 【避難勧告】避難勧告 解除 

１７:３０ 【対策本部】災害対策本部 解散（準備配備へ移行） 

２０:００ 【気象情報】大雨特別（土砂災害）警報 発表 

２３:５５ 【気象情報】土砂災害警戒情報 解除 

【９月１１日】 

０:０９ 【気象情報】大雨警報 解除 

２.主な被害 

（１）人的被害   無し 

資料１ 

（安全安心課） 
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（２）住家被害   床上浸水 8軒（細谷、 紫
ムラサキ

） 

床下浸水 5軒（上古山、箕輪、柴
シバ

） 

宅地内流入２１軒（箕輪、緑、烏ケ森） 

（３）土砂災害   無し 

（４）車両水損   ４台（川中子２台、下古山２台） 

（５）道路被害   道路流失１カ所、路肩洗掘６カ所、 

通行止め及び交通規制９カ所（復旧９カ所） 

（６）アンダー冠水  １カ所（しもつけアンダー２：スーパーオータニ西側）復旧 

（７）橋梁通行止め  １１橋（弥五郎次橋、関沢橋、東田橋、細谷橋、姿橋、上河原

橋、雷橋、宮前橋、御使者橋、紫橋、姿橋）通行止め解除 

（８）農作物被害  水稲、イチゴ（苗）、キュウリ、ナス、ブロッコリー５品目 

被害面積５３.８ha、 被害想定金額７４，３０５千円 

（９月１１日１０時現在） 

（９）農業生産施設被害  護岸損壊３カ所、用排水路の土砂等堆積６カ所、農道損壊

１３カ所、越流３カ所 

（10）公園被害   姿川近隣の公園で冠水２カ所 

 

３.避難所の状況 

※ 緑小学校にも開設準備したが、避難者は無し。 

 

避難所 世帯数 人数 備  考 

上古山集落センター １ ２ ９月９日 

中大領公民館 ７ １６ ９月９日 

箕輪公民館 ４ １１ ９月９日 

国分寺公民館 ３ １０ ９月９日 

国分寺西小学校 ４ ８ ９月９日 

ふれあい館 ５ ２１ ９月１０日 

スポーツ交流館 １ ２ ９月１２日 

合 計 ２５ ７０  



 

地元農畜産物普及事業概要 

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）を活用し、本市の優良

な農畜産物を東京圏で PRするために、地元農畜産物普及事業を実施します。 

 

■生産技術向上の講習会 

■若手園芸・畜産農業者の育成研究 

■園芸・畜産農業者とレストランシェフとの交流会 

■園芸・畜産農業者と個人消費者の試食交流会 

■下野市内の園芸・畜産農業者での生産現場体験 

■東京で下野市産農畜産物を利用したメニュー開発 

■地元シェフのメニュー開発 

■東京で開催されるマルシェなどへの出展支援 

【具体的な実施案】 

 

〇東京ベジツアー 

 食のキーマンから東京の食トレンドを学び、食べ、交流する一日 

 

〇宇都宮大学による野菜セミナー（道の駅しもつけ） 

 アブラナ科を中心に野菜の機能 美味しく食べるヒントをレクチャー 

    

〇野菜料理セミナー 

 トップ料理研究家による野菜料理セミナー。新鮮な野菜だからこそ美味しく食べる料理の秘訣、

どうぞご期待下さい 

 

〇じゃがいも品種拡大セミナー  

 数種類のじゃがいもなど新しい野菜を、東京から来る料理人と一緒に育ててみませんか。収穫後

はメニュー研究会があります 

 

〇ポテト料理研究会（東京） 

 新しい野菜には新しいメニューが必要です。美味しく食べるために料理人、料理研究家、消費者、

マスコミなど、消費地のキーマンと共に研究します 

 

〇料理人の下野市農家見学＆懇親会 

  東京のホテル・レストランなどのトップシェフ達を中心に、いちご農家、野菜農家、道の駅など

の見学・交流会を行います。達人との出会いを楽しみにしてください 

 

〇マルシェ出展 

 生産農家が東京のマルシェに出展するとはどんな意味があるのかを知る為の視察ツアー、 

ノウハウを学んだら出展してみませんか 

資料２ 

（農政課） 



  

◆育成事業 ＜ベジ・トレンドセミナー＞ 

 

日本と世界の野菜料理のトレンド、外食・中食・家庭内での食事メニューの現実から見えること、

消費者が野菜に望むこと、生産者に望むことなどを中心に「野菜料理の今」を麺屋武蔵社長の矢都

木二郎さん、野菜料理研究の一人者庄司いずみさんという料理のプロから話を伺います。お二人と

も野菜料理の達人ですので、今日から役に立つ料理のヒント等も聞けます。 

 トークショー終了後は、麺屋武蔵のベジラーメンで使う野菜出汁（だし）や具材等と庄司さん提

唱の「野菜のおすし」の試食です。最新野菜トレンドを実体験した上での意見交換は必ずや意義あ

る時間となります。 

【プランニングプロデューサー 渡辺幸裕 氏】 

   

〇日時  １０月１６日（金）  

     ・１部 午後２時～（ベジ・トレンドセミナー・野菜メニュー披露 ） 

     ・２部 午後４時～午後５時３０分 （意見交換会）   

 

〇場所  道の駅しもつけ 研修室  

 

講師  矢都木二郎（麺屋武蔵社長）  

＜プロフィール＞  

      日本におけるラーメンブームの火付け役「麺屋武蔵」の社長。仕事柄幅広いジャンル

の料理を研究、多くの料理人と交流している食の伝道師。香りと味の強い野菜「エビベ

ジ」（下野市・海老原ファーム）を使用した完全ベジタリアン向け「ビーガンラーメン」

を開発、メディアで注目を浴びている。 

 

講師  庄司いずみ（野菜料理家）  

 ＜プロフィール＞  

      様々な切り口での野菜料理本を多数出版、ブログ「vege dining 野菜のごはん」は

エキサイトブログで総合ランキング１位を獲得するなど、野菜好きの方にはカリスマ的

存在。著書「作る人のためのベジタリアン・パーフェクト・ブック」で野菜料理の重要

性をアピール、オリンピックを控えた料理界で話題になっている。  

〇参加費 無料  

 

〇定員  先着８０名  

 

〇申し込み 

 農政課へ別紙のベジ・トレンドセミナー及び地元農畜産物普及事業「参加申込書」用紙をご提出

ください。（FAX 可）  

 事前申し込みのため、必ず締切日までにお申込みください。  

  

〇締切  １０月６日（火）  

  

〇問い合わせ  下野市農政課 TEL 48-2143  FAX 48-1424  



== 旅行代金 :    

※本モニターツアーは、下野市シティプロモーション推進事業（平成 26 ～ 27 年度地方
　創生先行型交付金事業）の一環で行われます。本旅行の食事、観光、体験に関するモニ
　ターを募集しています。上記内容についてのアンケートをご提出いただきます。
※旅行代金含まれるもの　旅行日程に明示したバス代、昼食代、各見学箇所の入場代、
諸　税等これらの費用はお客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻
し　いたしません。
※旅行代金に含まれないもの（一例）集合場所までの交通費、個人的費用など
※詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたしますので、ご確認の上、お申込みください。

添乗員：同行しません／食事条件：昼食１回

総合旅行業務取扱管理者：喜澤秀行　担当：小松原誠広
観光庁長官登録旅行業務第1578号　日本旅行業協会正会員
企画・協力：下野市（商工観光課所管）　旅行企画・実施　株式会社JTB関東

抽選で40名様

タイトルに『下野市モニターツアー』と記載して、参加される全員のお名前フルネームと年齢、代表者の住所、当
日の連絡先　お知らせください。※抽選の結果9/18頃最終案内　発送またはメール致します。尚、迷惑メール設
定でＰＣメール拒否されているかたは、上記アドレス解除お願いします。当選してもメールが送れない場合は無
効となります。
　※応募された個人情報は本ツアーの抽選業務のみの使用とさせていただきます。

8月31日（月）2015年

大宮駅 8：00 → （バスで移動） → 10：00 しもつけ風土記の丘資料館（見学・はにわ
づくり体験）11：15 →11：30 下野市内（昼食）12：15 →12：30 グリムの森（第４回
グリムの森フェスティバル～ビール祭り・屋外模擬店など自由行動～） 13：30→ 下
野市内めぐり（車窓見学：自治医大大学、ニュータウンなど）  → 15：00 道の駅しも
つけ（ショッピング）15：30 →  大宮駅着17：30頃　

栃木県下野市シティプロモーション推進事業モニターツアー

houjinoyama_hp@kanto.jtb.jp

旅行期間：2015年9月27日（日）

下野の歴史を見て、学ぶ「しもつけ風土記の丘資料館」で、
埴輪（はにわ）づくりにチャレンジ！

第４回グリムの森フェスティバル
　毎年恒例となったグリムの森フェス
ティバルはたくさんの人で賑わいます。
屋外模擬店やドイツビールと家庭料理
が堪能できるビールまつりは特に好評
です。

道の駅しもつけ
　地元の新鮮で安全な野菜や物産の販売、地元食
材を活かした様々なグルメが楽しめます。
下野市の魅力を存分に感じられるふれあいの場！

（大人・小人  食事が必要な方は大人と同額）
お１人様 1,000円楽しい一日楽しい一日

埴輪づく
り

体験
グリムの森

フェスティ
バル+

下野ブランド
認定品付き！

（最少催行人員15名）

募集人員

40名様

応募は
メールか
FAXで

しもつけし

受付締切　2015年9月11日（金） PM17:00まで

日帰り※貸切バス利用

定休日：土・日曜・祝日



現　　行

　高校生　：　15,000円／月 高校生

高校生

　年賦・半年賦

大学生
① 30,000円×１２月×４年間　＝　1,440,000円 (月額返済　15,000円）

② 40,000円×１２月×４年間　＝　1,920,000円 (月額返済　16,000円）

③ 50,000円×１２月×４年間　＝　2,400,000円 (月額返済　20,000円）

④ 30,000円×１２月×４年間　＋　500,000円　＝　1,940,000円　　　(月額返済　約16,200円）

⑤ 40,000円×１２月×４年間　＋　300,000円　＝　2,220,000円　　　(月額返済　18,500円）

高校生
Ⓐ 20,000円×１２月×３年間　＝　720,000円 (月額返済　10,000円）

Ⓑ 20,000円×１２月×３年間　＋　100,000円　＝　820,000円　　　(月額返済　約11,400円）

下野市奨学金制度について

　①30,000円／月

　②40,000円／月

　③50,000円／月

　Ⓐ20,000円／月

改正後

　大学生　：　30,000円／月 大学生

　高校生
　20,000円　⇒　貸与期間の２倍（6年）

　40,000円　⇒　貸与期間の２．５倍（１０年）

入学一時金

修学資金
月　　　額

　一時金の制度なし

償　　　還

　大学生で入学一時金併用　⇒貸付期間の２．５倍（１０年）

　年賦・半年賦・月賦

　④30,000円／月　＋　入学一時金　500,000円

　⑤40,000円／月　＋　入学一時金　300,00０円

　　50,000円／月　（一時金なし）　

　Ⓑ20,000円／月　＋　入学一時金　100,000円

　５0,000円　⇒　貸与期間の２．５倍（１０年）

　貸与期間の２倍の期間内に償還

　　高校生　　　　　 ⇒６年（２倍）
　　大学生（４年制）⇒８年（２倍）

　大学生（４年制）
　30,000円　⇒　貸与期間の２倍（８年）

大学生

選択制 

条例改正部分 

貸付額及び返済額の例 

資料４ 

条例改正部分 

（教育総務課） 


