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平成の水害を将来へ活かす

一人ひとりの防災行動計画

平成 年 月関東・東北豪雨によって鬼怒川・小貝川流域は浸水被害
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いる。同じことを繰り返さない「逃げ遅れゼロ」への取り組みとは？

中学生向けの防災学習教材セット「逃げキッド」の配布などを進めて

個人レベルで作成する「みんなでタイムラインプロジェクト」や、小・

氾濫に関する減災対策協議会」を立ち上げた。今、
「タイムライン」を

を受けた。そこで市町や茨城県、国が「鬼怒川・小貝川下流域大規模
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鬼怒川・小貝川の流域全体で取り組みが進む
「みんなでタイムラインプロジェク
ト」。写真は上から宇都宮市上河内東小学校、下妻市東部中学校、取手生活セ
ンター、下妻市東部中学校の様子 提供：国土交通省関東地方整備局下館河川事務所
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鬼怒川下流域での被害
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もので「事前防災行動計画」など
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対応が求められる組織でつくられ
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付き合わせ調整を図ることでスム
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集めた。日本でも２０１４年より
国土交通省が普及に向け動きはじ
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平成27年9月関東・東北豪雨によって鬼怒川の
堤防が決壊した箇所と浸水域
平成27年9月関東・東北豪雨で決壊した鬼怒川左岸21.0km付近からの氾濫の様子。
溢水7カ所、
漏水などの被害が発生した 提供：国土交通省関東地方整備局下館河川事務所
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1決壊した付近を上流から見る。破線で囲
んだ箇所が決壊地点 23かつて決壊した
堤内地と左岸堤防。現在はきれいに修復
されている 4平成27年9月関東・東北豪
雨の被害を後世に伝えるため、
堤防上につ
くられた碑 5現地を案内してくれた国土交
通省下館河川事務所の事務所長、青山
貞雄さん
（右）
と、激甚災害対策特別緊急
事業推進室の専門官を務める齊田勇志さ
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（中）
と近藤好之さん
（左）
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「マイ・タイムライン」で
「逃げ遅れゼロ」を
続いて「ハードとソフトを一体
化した対策」という考え方をベー
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がりを強くする効果が期待されて

ら作成することで、住民間のつな
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のと同じように、マイ・タイムラ
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ということだ。

いる。
場は？ と検索を重ねてしまった。
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協議会では今、学校に通う子ど

（２０１９年５月

日取材）

する共通のフォーマットでもある

さらに作業を続けて感じたのは、
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6常総市のモデル地区
（根新田）
で住民、行政、気
象庁、学識者などが参加して行なわれた「マイ・タイ
ムライン検討会」提供：国土交通省関東地方整備局下館
河川事務所 7マイ
・タイムラインの取り組みについて
語る国土交通省下館河川事務所の調査課長、永
井一郎さん 8小・中学生向けのマイ・タイムライン
教材「逃げキッド」。流域外の活用も広がっている
9「逃げキッド」
を利用してつくられた
「マイ・タイムラ
イン」 10 小・中学生への啓発活動を担当する国土
交通省下館河川事務所の国土交通技官、山田真
衣さんと子どもたちから贈られたメッセージボード

もたちを通じたマイ・タイムライ
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ンの普及を進めている。子どもで
も理解がしやすいように平易な言
葉でタイムラインづくりをガイド
するツール「逃げキッド」を制作
し、小・中学校などで啓発活動を
行なっている。
マイ・タイムラインづくりを経
験した子どもが家に持ち帰って、
家族にタイムラインの重要性を働
きかける、そんな広がりも期待し
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た取り組みだ。すでに流域の住民
１万人がタイムラインづくりに取
り組んでおり、協議会ではこの輪
をさらに広げていこうとしている。

情報を受け入れ
自助に役立てる
取材を終え、自分でもマイ・タ
イムラインをつくってみようと思
い「逃げキッド」の封を開けてみ
た。最初に聞かれるのは住んでい
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る場所の「浸水深は？」「浸水継続
時間は？」といった質問だった。

6

