
厚真地区緊急対応タイムライン（試行版）の策定・運用
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・崩壊した斜面に落ち残りやクラックがある。
・崩壊しなかった斜面でも緩みが発生
・道路は応急処置まで（斜面対策未）
・土石流危険渓流や急傾斜地崩壊危険箇所が　　　
　多数点在

少量の降雨でも斜面崩壊の恐れ
（これまでに経験ない）

住民の命を守るため
避難が遅れることなくできるように

タイムラインを取り入れる



厚真地区緊急対応タイムライン（試行版）の策定・運用
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専門家
（東京大学）　松尾客員教授
（愛知工大）　横田教授
（北海道大学）小山内特任教授
（東邦大学）　村中非常勤講師

防災関係機関
（厚真町）総務課、消防署
（北海道）北海道警察、北海道危機対策課、
　　　　　胆振総合振興局、室蘭建設管理部
（　国　）北海道開発局、室蘭開発建設部
　　　　　気象庁、室蘭地方気象台
　　　　　陸上自衛隊
　　　　　　　　　　　　

　
　
　
　
参
　
加
　
者



タイムラインとは
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災害の発生を前提に、

防災関係機関が連携して

災害時に発生する状況を

予め想定し共有した上で、

「いつ」「誰が」「何をするか」に着目して、

防災行動とその実施主体を

時系列的に整理した計画。



タイムラインの効果
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１．先を見越した早め早めの行動ができる。

２．各機関の責任が明確化

３．防災行動の抜け、漏れ、落ちを防止

４．各機関で顔の見える関係を作る。

５．ふりかえりにより改善を容易に



タイムラインのステージ区分
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災害警戒から発生及び復旧までの状況に対して、防災対応を段階に区分

ステージ
区　分

対 応 行　動　内　容 対　応　行　動　例

ステージ１ 準 備 災害対応に必要な
事前の調整や確認を行う

施設の点検
資機材の点検・準備
人員の調整・確保

ステージ２ 注 意 迅速な対応が取れるよう
体制強化、状況確認を行う

防災体制の強化
注意喚起の周知
パトロールの実施

ステージ３
早 期
対 応

被害の最小化を目指した周知広報を
行うとともに時間を要する行動につい
て早めの対応を行う

避難所の開設
避難行動要支援者の避難
水防活動・応急活動の実施

ステージ４
警 戒
対 応 最大限被害の軽減を図る行動を行う 避難勧告の発表

ステージ５
緊 急
対 応

切迫した状況に対し、命を守るための
緊急的な対応を行う

避難指示の発表
職員・現場対応者の退避



これまでの取り組み概要
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・平成30北海道胆振東部地震後の出水期や及び融雪期における洪水・土砂災害に
備え、事前対応行動を検討する「意思決定ワーキング」を設置し、「平成30年
北海道胆振東部地震後における厚真地区緊急対応タイムライン（以下、厚真地
区緊急対応TL）」を策定した。

・意思決定ワーキングでは、厚真町総務課、消防署厚真支署、北海道開発局、北
海道、北海道警察、自衛隊、専門家等が参画し、災害対応時における厚真町の
意思決定に関する判断基準や支援体制等について検討した。

・平成30年の台風第24号、第25号では、厚真地区緊急対応TLの試行運用を行い、
各関係機関が連携した危険区域内の住民へ避難の呼びかけや避難誘導、危険区
域内への道路の通行止め等を実施した。

・試行運用後に、各関係機関が実施した
　防災行動についてふりかえり、厚真地
　区緊急対応TLの改善を行った。

計画・策定
（Plan）

試行運用
（Do）

ふりかえり
（Check）

改善
（Action）

PDCA
サイクル

タイムラインのPDCAサイクル



 第1回 意思決定ワーキング

日時：平成30年9月18日（火）
場所：厚真町役場議事堂
内容：
・タイムラインのイメージ共有
・本ワーキングにおける作業方針の共有
・可能性のあるリスクと防災対応の検討
・緊急対応TL（たたき台）の確認
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 第2回 意思決定ワーキング
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日時：平成30年9月27日（木）
場所：厚真町役場議事堂
内容：
・TL策定に向けた課題と対応方針の共有
・土砂災害の危険箇所と浸水想定区域の共有
・災害警戒時の道路の通行止めの検討
・TL運用の判断基準の検討
・テレビ会議によるTL運用支援の調整



 台風第24号対応
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期間：平成30年9月29日（土）～
　　　　　　　　　　10月2日（火）
最大TLステージ：ステージ4

TL運用会議数：6回
TL運用会議内容：
・気象情報やダム情報の共有
・通行規制・避難範囲の共有



 第3回 意思決定ワーキング
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日時：平成30年10月5日（金）14:00～15:00

場所：厚真町役場2階会議室
内容：
北海道大学農学研究院 小山内先生による講演
・土砂災害の現象について
・地震による土砂災害の状況
・天然ダム（河道埋塞）の影響など

小山内先生の説明資料より



 台風第25号対応
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期間：平成30年10月5日（金）～
　　　　　　　　　　10月7日（日）
最大TLステージ：ステージ4

TL運用会議数：5回
TL運用会議内容：
・気象情報やダム情報の共有
・通行規制・避難範囲の共有（住宅地図活用）



 台風第24号対応　（タイムラインの試行運用）
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ステージ 月日 時 間 主 な 内 容

１（準備） 9/29   9:00 　　　防災無線による注意喚起、台風説明会

２（注意） 16:00
３（早期） 9/30 12:00 （町）　避難準備の発令、高齢者等に避難開始

14:30
４（警戒） 15:00 （道）　道道3区間の通行規制開始（車両の追出し）

（町）　避難勧告の発令（土砂災害危険対象エリア）

（町・消防）　住民への声掛け

17:00 （町）　住民の避難完了　　　（道）　道道の通行規制終了　　

18:00 （会議）　避難拒否者の確認

10/1 10:00  
13:00 （道）　道路の安全点検開始

15:00 （道）　１区間の点検完了・通行規制解除

16:00 （道）　２区間の点検完了　（解除は明日）

10/2 10:00 （道）　２区間の通行規制解除　　　（町）　避難勧告の解除



 台風第25号対応　（タイムラインの試行運用）
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ステージ 月日 時 間 主 な 内 容

１（準備） 10/5 16:00 　　　防災無線による注意喚起、台風説明会

２（注意） 10/6 10:00 防災無線による注意喚起、避難所準備

３（早期） 14:00 （町）　避難準備の発令、高齢者等に避難開始

４（警戒） 16:00 （道）　道道3区間の通行規制開始　　【暗くなる前に】
（町）　避難勧告の発令（土砂災害危険対象エリア）

（町・消防）　住民への声掛け

16:05
18:00 （町）　住民の避難完了　　　（道）　道道の通行規制終了　　

19:00 （会議）　避難拒否者の確認

10/7 12:30  
13:00 （道）　道路の安全点検開始

15:30 （道）　３区間の点検完了　２区間は通行規制解除
　　　　１区間は危険箇所が確認されたので規制継続
（町）　避難勧告の解除



道路の交通規制箇所
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 第４回 意思決定ワーキング

27ワーキングの様子

ワーキングの結果

日時：平成30年11月7日（水）14:30～16:30

場所：厚真町役場2階会議室
内容：
台風第24号、第25号対応のふりかえり
・うまくいったこと
・改善すべき事、検討すべきこと
・それぞれの要因、対応案



 台風第24号、第25号のふりかえり
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■うまくいったこと

・速やかな避難周知、避難誘導を実施することができた。【厚真町】

・消防と役場・関係機関間で、避難の呼びかけ状況や避難の状況を共有　　
できた。【消防署厚真支所】

・消防職員・消防団が、日没前や大雨前の安全な状況で避難の呼びかけや　
避難誘導等を実施することがができた。【消防署厚真支所】

・タイムラインの取り組みを通じ、円滑に通行止めと避難を実施できた。
【室蘭建設管理部】

・事前に各避難場所への物資等の配分・搬送を実施できた。【青森県（避難
所管理運営支援）】

・台風対応に向けて、他機関（青森県）と連携し、事前に避難所の人員強化
を図れた。【北海道】

・事前に人員の招集ができた。【北海道警察】

■改善すべきこと

・危険区域内であるが、自宅は安全と言って避難しない人がいた。【消防】



 第５回 意思決定ワーキング（事務局会議）
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ワーキングの様子

日時：平成30年12月20日（水）11:00～12:30
　　　平成31年1月30日（水）13:30～15:30

場所：厚真町役場2階会議室
内容：
・通行規制と避難対応のルール化
・TV会議の実施体制の構築
・意思決定（判断基準）の精査



 第６回 意思決定ワーキング
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ワーキングの様子

日時：平成31年2月28日（木）11:00～16：30

場所：厚真町役場前会議室
内容：
・融雪期対応に向けた現地の確認（現地踏査）

・融雪期における防災対応（洪水・土砂災害）の検討
・厚真地区緊急対応タイムラインの運用方法の検討

現地踏査の様子



情報共有システム
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メーリングリスト
円滑で迅速に情報共有できるよう、関係機関及び専門家
によるメーリングリストを整備。

機関名 氏名
厚真町 総務課
国土交通省 水管理・国土保全局
国土交通省 北海道開発局
国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部
北海道 建設部
北海道 胆振総合振興局 室蘭建設管理部
気象庁 室蘭地方気象台
陸上自衛隊 第7師団
東京大学大学院情報学環 総合防災情報研究センター 客員教授 松尾 一郎
愛知工業大学 工学部 教授 横田 崇
北海道大学農学研究院 国土保全学研究室 特任教授 小山内 信智
東邦大学 非常勤講師（元気象庁予報課長） 村中 明
NPO法人 環境防災総合政策研究機構

厚真地区緊急タイムライン　関係機関の皆様

いつもお世話になっております。
厚真町総務課研修防災グループです。
台風第２４号の接近に伴い、本日１６時にタイムラインステージ２に
移行しましたのでお知らせします。
以上です。

よろしくお願いいたします。

メーリングリストによるタイムライン運用状況の共有（TLステージ2への移行）

TV会議システム（TL運用会議）
タイムラインの運用において、町と関係機関と
の情報共有や関係機関による意思決定支援を行
うため、TV会議システムを構築。

TV会議導入機関
　・厚真町総務課
　・室蘭建設管理部

　・室蘭地方気象台
　・室蘭開発建設部

TV会議の様子




