（様式１）

平成30年３月29日

つくば市市長公室危機管理課

つくば市記者会 御中

～みんなでタイムラインプロジェクト～
「逃げキッド」によりマイ・タイムラインの輪を広げます
項目(あてはまるものすべてにチェック)
□イベント・会議等の事前周知依頼
□イベント・会議以外の事業の周知依頼
□その他（

☑イベント・会議等の取材依頼
□参加者募集の周知依頼
）

全５枚（本紙含む）

標記について，国土交通省とともにプレスリリースします。
詳細は，２枚目以降の記者発表資料を御覧ください。
また，内容についての詳細なお問い合わせは，国土交通省関東地方整備局下館河川事務所へお願いいた
します。

平成３０年３月２９日（木）
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

記者発表資料
～みんなでタイムラインプロジェクト～
｢逃げキッド｣によりマイ・タイムラインの輪を広げます
市町、県、国で構成する鬼怒川・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、
「みんな
でタイムラインプロジェクト」を推進しています。
昨年 9 月には、小中学生向けのマイ・タイムライン教材「逃げキッド」を作成し、簡単かつ短時間
でマイ・タイムラインの骨格を学べる教材として、小中学生にとどまらず、一般の方々にも広く使用
されています。
今年度は、5 市で 10 回の講座の他、10 回のイベントを実施し、約 2000 名の流域住民の方々に、こ
の逃げキッドを用いたマイ・タイムラインの作成を行って頂きました。
このたび、教材一式を 1 つの封筒に詰めた“キット※”としてリニューアルしました。次年度は、こ
のリニューアル版「逃げキッド」を用いて、5000 名の流域住民の方々へ拡大することを目標に、関係
機関と連携し、マイ・タイムラインの輪を広げていく予定です。
※キット：ある目的のための道具一式

【 別添資料 】
平成 29 年度「逃げキッド」によるマイ・タイムライン作成一覧（別紙１）
「逃げキッド」について（別紙２）
【 参考 】
マイ・タイムラインに関する情報は、下記の下館河川事務所ＨＰにまとめて掲載しています。
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00285.html

発 表 記 者 ク ラ ブ
竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラ
ブ、筑西市記者クラブ、宇都宮市政記者クラブ、古河記者クラブ、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
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先

国土交通省 関東地方整備局
下館河川事務所
副 所 長 石田 和也
TEL：0296-25-2161
調査課長 星尾 日明
TEL：0296-25-2171

別 紙 １

平成29年度 「逃げキッド」によるマイ・タイムライン作成一覧
H30.3.29時点
開催日

9月1日

取組内容

平成２９年度 常総市小中学校
一斉学校防災訓練

場所

参加人数

常総市立大生小学校

150

常総市立菅原小学校

30

常総市立三妻小学校

215

常総市立水海道小学校

130

常総市立豊田小学校

120

常総市立鬼怒中学校

180

9月3日

お天気キャスターとつくろう マイ・タイムライン
〜自分の逃げ方を考えよう〜

宇都宮大学

100

9月9日

お天気キャスターとつくろう マイ・タイムライン
〜自分の逃げ方を考えよう〜

筑西市立生涯学習センター
（ペアーノ）

150

9月23日

工事見学会

鬼怒川右岸
結城市上山川地先

20

10月8日

工事見学会

鬼怒川左岸
常総市若宮戸地先

20

10月19日

出前講座

筑西市立鳥羽小学校

20

10月20日

工事見学会

鬼怒川右岸
結城市上山川地先

20

10月25日

鬼怒川・小貝川減災対策協議会
担当者会議

県西生涯学習センター（筑西市）

40

10月28日

工事見学会

鬼怒川右岸
常総市向石下地先

50

11月11日

マイ・タイムライン講座

龍ケ崎市川原代コミュニティセンター

40

11月21日

マイ・タイムライン講座

さくら市蒲須坂公民館

30

11月24日

筑西市学校防災研修会

筑西市スピカビル

40

11月27日

出前講座

筑西市立養蚕小学校

60

12月2日

工事見学会

鬼怒川左岸
下妻市前河原地先

20

12月10日

常総ペアウォーク2017
お天気キャスター 防災セミナー

常総市上三坂地先

60

1月22日

出前講座

下妻市立豊加美小学校

30

1月30日

小貝川激特事業着手３０年シンポジウム
お天気キャスターとつくろう マイ・タイムライン
〜自分の逃げ方を考えよう〜

県西生涯学習センター（筑西市）

260

2月14日

出前講座

下妻市立下妻中学校

190

2月22日

出前講座

下妻市立高道祖小学校

35

3月25日

工事見学会

小貝川右岸
常総市箕輪町地先

30

合計

2040

※参加人数については、下館河川事務所で把握している概ねの人数を記載しております。

マイ･タイムラインとは…

別紙２

マイ・タイムラインの検討の過程で…

！ リスクを認識できる
・自分の家が浸水してしまう
・避難所まで遠い など

！ コミュニケーションの輪が広がる

！ いつ、

どうやって逃げるかがわかる ・意見交換することで知り合いになれる
・なにを持っていく？
・いつ逃げる？ 誰と逃げる？
・危険な場所をよけて逃げるには？

・ご近所とのつながりが強く、ふとくなる

･ マイ・タイムラインができると…

！ 災害時の防災行動チェックリストで対応の漏れを防止
！ 災害時の判断をサポート

小中学生向けマイ・タイムライン 〜逃げキッド〜
学校関係者と協力し、防災教育に役立つような小中学生向け教材として作成
～逃げキッド～の由来
マイ・タイムライン検討の道具一式（キット）に、
子供（キッド）にも検討してもらいたいという気持ちを込めて、
「逃げきるぞ！」と鬼怒川・小貝川地域の方言で呼びかけると・・・逃げキッド！

封筒をあけると・・・

下記の教材がはいっています

「逃げキッド」で学べること
川の水が氾濫するまでの一連の流れを理解し、命を守るための準備・行動を考える

① 「台風が発生」してから「川の水が
氾濫」するまでを知る

② 「台風が発生」してから「川の水が
氾濫」するまでの備えを考える

③ マイ・タイムラインを作成

下館河川事務所HPからアクセスできます。
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00285.html

「逃げキッド」によるマイ・タイムラインの展開事例
【展開事例 ①】
９月１日 平成２９年度常総市小中学校
一斉学校防災訓練
【実施場所】 常総市内 ６校の小中学校
【参加人数】 約８００名
学校の職員、大学生サポーターが、自ら講師となって
マイ・タイムラインの作成をサポート

【展開事例 ②】
９月３日 お天気キャスターとつくろうマイ・タイムライン
～自分の逃げ方を考えよう～
【実施場所】 宇都宮大学陽東キャンパス
【参加人数】 約１００名
お天気キャスター（気象予報士）による、気象や水害
の話を聞きながら マイ・タイムラインを作成

「逃げキッド」によるマイ・タイムラインの展開事例
【展開事例 ④】

【展開事例 ③】
１１月１１日 龍ケ崎市川原代地区
マイ・タイムライン講座

１１月２１日 さくら市蒲須坂地区
マイ・タイムライン講座

【実施場所】 龍ケ崎市川原代コミュニティセンター
【参加人数】 約４０名

【実施場所】 さくら市蒲須坂公民館
【参加人数】 約３０名

自治体職員が自らファシリテータとなり、気象の講座も
交えながら地区住民と一緒にマイ・タイムラインを作成

自主防災組織の方々からの要請を受け、市の防災担
当者も参加したマイ・タイムライン作成講座を実施

記録集の作成・公表 〜逃げキッド〜
小中学校でのマイ・タイムライン作成に至るまでの経緯をとりまとめた記録集を作成
防災教育の促進と、地域防災力の向上に役立つように編集

学校関係者と協力し、防災教育
に役立つような記録集としてとり
まとめました。
「逃げキッド」は、一般の方々のマイ・タイ
ムライン作成にも広く使用されています。
是非ご覧ください！

【目次】
１．学校関係者との打合せ
２．各学校使用教材の作成及び実施方法の調整
３．学校教員への研修
４．関係者との打合せ
５．報道発表資料
６．各学校の実施内容
７．児童が作成したマイ・タイムラインの代表事例
８．防災教育に参加した児童の声
９．報道機関により取り上げられた情報等の紹介
小学生が作成したマイ・タイムラインの例

下館河川事務所HPからアクセスできます。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000697845.pdf

