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「逃げ遅れゼロを目指して！」 

 ～マイ・タイムライン講演会を開催します～ 

  
概     要 

 
 
 
 
 
 

●ＮＰＯ法人 ドラゴンリバー交流会は、「水害から命を守る講演

会」と題してマイ・タイムラインを紹介する講演会を開催しま

す。（詳細は別紙１を参照） 

 

日時：平成 29年 12 月 17 日（日）13:30～ 

会場：福井市フェニックス・プラザ 地下大会議室 

（福井県福井市田原１− １３− ６） 

 

●関東・東北豪雨で大きな被害を受けた鬼怒川流域で取り組まれ

た「みんなでタイムラインプロジェクト」※１に携わられた一

般財団法人河川情報センターの鮎川 一史氏をお迎えし、鬼怒

川におけるマイ・タイムラインプロジェクトの概要と効果を紹

介していただきます。 

●このほか、福井河川国道事務所や福井地方気象台をはじめ福井

県、福井市などの防災担当者から水害時の避難に役立つ情報を

ご紹介します。 

●また会場では、完成から１０年を迎えた激特事業「三郎丸地区

低水護岸工事」のアニバーサリープロジェクト※２や今年の「わ

が家の防災マップコンテスト」※３の入賞作品の展示も行いま

す。ぜひご来場ください。（詳細は別紙２、３を参照） 

  
取  扱  い － 

  
配  布  場  所 福井県政記者クラブ 

  
問 合 せ 先 

 
 
 

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 

副所長（河川）  田村
た む ら

 友
とも

秀
ひで

 

河川管理第一課長 山本
やまもと

 一浩
かずひろ

 

電話：0776-35-2661（代表） 



別紙１ 

水害から命を守る講演会 

「マイ・タイムライン逃げ遅れゼロを目指して！」 概要 

 

【日時】平成 29 年 12 月 17 日（日） 13:30～15:30 

【会場】福井市フェニックス・プラザ 地下大会議室（福井県福井市田原１− １３− ６） 

【主催】特定非営利活動法人ドラゴンリバー交流会 

【後援】福井河川国道事務所 福井地方気象台 福井県 福井市 

【プログラム】  

１３：３０ 主催者挨拶（開会） 

１３：４０ 講演 

１、『水害時の住民一人ひとりの行動計画について 

～鬼怒川流域での事例～』 

一般財団法人河川情報センター 流域情報事業部 鮎川 一史氏 

１４：２０  ２、『河川管理者による減災対策の取組』 

福井河川国道事務所 副所長 田村 友秀氏 

３、『気象台が発表する防災気象情報』 

福井地方気象台 防災管理官 楯嘉 淳氏 

４、『福井県が提供する雨量・河川水位等に関する情報ついて』 

福井県土木部砂防防災課 防災グループ 主任 吉川 寛治氏 

５、『風水害時に福井市から発令される避難情報の活用』 

福井市市民生活部危機管理室 主幹 石橋 英夫氏 

１５：２５ 主催者まとめ 

１５：３０ 閉会 

 
※１ みんなでタイムラインプロジェクト 

平成２７年９月の関東・東北豪雨をきっかけに住民一人ひとりが自分自身に合った避

難に必要な情報・判断・行動を把握し「自分の逃げ方」を手に入れるため「マイ・タイ

ムライン」を自ら検討するプロジェクト。 
 



別紙２ 
※２ アニバーサリープロジェクト 

完成から一定期間経過した治水施設について、地域の方々と、その生い立ちを振り返

り、果たしてきた役割や地域の水害・土砂災害リスクについて再認識していただく取り

組み。 

＜国土交通省 HP でアニバーサリープロジェクトを紹介しています＞ 

http://www.mlit.go.jp/river/annipro/index.html 
 
 

■アニバーサリープロジェクト  

～激特事業「三郎丸地区低水護岸工事」の完成から１０年～ 

 

九頭竜川水系日野川では、福井豪雨等による災害の再度発生の防止を図るために完成

した「三郎丸地区低水護岸工事」が今年、10 周年を迎えました。 

その役割について再認識して頂くため、アニバーサリープロジェクトの一環としてパネ

ルにより事業をご紹介します。 

 

参考：三郎丸地区低水護岸工事（河川激甚災害対策特別緊急事業）は平成１６年の福井豪

雨を経緯とし、足羽川からの洪水を安全に流すことを目的に平成１７年度に着手し、

平成１９年度に完成した事業。 

 
 
 
 
 
 
 

 
＜国土交通省ＨＰにてアニバーサリープロジェクトを紹介しています＞ 

http://www.mlit.go.jp/river/annipro/index.html 
 

http://www.mlit.go.jp/river/annipro/index.html
http://www.mlit.go.jp/river/annipro/index.html


別紙３ 
※３ わが家の防災マップコンテスト 

「地域の危険や避難場所などが分かる地図や、地域について調べたこと」、「家族で

決める約束事」、「取り組んで分かったこと、感想」をテーマに、本コンテストを通し

て、日頃の防災意識の向上等を目的として開催しています。 

福井豪雨から１０年が経過した平成２６年から開催し今年で４回目を迎えました。 

主催：福井豪雨から１０年ふくいの水防災を考える会 

(国土交通省近畿地方整備局、福井地方気象台、福井県、福井市、鯖江市、

あわら市、小浜市、坂井市、若狭町、池田町） 

ＮＨＫ福井放送局、福井新聞社 

 

＜福井河川国道事務所ＨＰで「ふくい水防災を考える会」の活動や過去の入賞作品等を紹介しています＞ 

http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/bousai/contest/index.html 

 
 

平成 29 年度 最優秀賞作品 平成 29 年度 募集ポスター 

http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/bousai/contest/index.html


水害から命を守る講演会

「 マ イ ・ タ イ ム ラ イ ン

入 場
無 料

日 程

時 間

会 場

講 師

2017年 12月17日 （日）

13:30～15:30

福井市フェニックスプラザ地下大会議室

鮎川 一史 氏（一財）河川情報センター

お問い合わせ・お申し込み：特定非営利活動法人ドラゴンリバー交流会

0776-33-1850

〒918-8031 福井市種池2丁目305（福井市治水記念館内）

Info＠doragon.or.jp ホームページ http://www.doragon.or.jp/

TEL

住所

e-mail

写真を
入れてください

写真を
入れてください

主催 ： 特定非営利活動法人 ドラゴンリバー交流会

後援 ： 福井河川国道事務所 ・ 福井地方気象台 ・ 福井県 ・ 福井市

講演内容

逃げ遅れゼロを目指して！」

「水害時の住民一人ひとりの行動計画について
～鬼怒川流域での事例～」

（お申し込みは裏面をご利用ください）



～講演内容～

１、 マイ・タイムラインとは
～下館河川事務所と鬼怒川流域住民の
マイタイムラインノート取組事例紹介～
一般財団法人 河川情報センター
流域情報事業部 鮎川 一史 氏

２、 『河川管理者による減災対策の取組』
福井河川国道事務所

３、 『気象台が発表する防災気象情報』
福井地方気象台
講師：防災管理官 楯 嘉淳 氏

４、 『福井県が提供する雨量・河川水位等に関する情報ついて 』
福井県

５、 『風水害時に福井市から発令される避難情報の活用』
福井市

講演会参加申込書

締切り期日平成29年12月11日
ドラゴンリバー交流会宛

地区名を記入

連絡協議会名 ： 地区自主防災連絡協議会 様

参加者数 名

連絡先お名前 連絡先電話番号

＊ お申込先 ３３－１８５０（電話・ファックス共用） E-mail  info＠doragon.or.jp


