
マイ・タイムライン 
コーディネート講座

2022年6月14日(火)

大分県 防災士キャリアアップ研修

資料１



＜マイ・タイムラインコーディネート講座＞ 
地域の防災学習でおおいたマイ・タイムラインを活用してもらうため、防災に関する知識等
の講義やおおいたマイ・タイムラインの作成方法等の実習を行います。

時間 内容

13:30~13:40 オリエンテーション

13:40~14:40 講義 / 過去の被災地から学ぶ避難計画の重要性 
（防災気象情報・警戒レベル・おおいたマイタイムライン）

14:40~14:50 休憩

14:50~15:50
演習 / マイ・タイムラインの作り方 
（ハザードマップや危険度分布の把握、おおいたマイ・タイムライン作成や
住民への説明手法の実習等）

15:50~16:00 質疑応答

防災士キャリアアップ研修 概要説明 



2022.6.14 
NPO法人リエラ 代表理事 松永鎌矢

過去の被災地から学ぶ 
避難計画の重要性
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災害と死者数
0. まえおき
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出典：内閣府　防災サイクル（加筆）

防災サイクル

災害発生
災害応急対応

復旧・復興

事前準備

予防・減災

・避難所
・被災家屋の片付け
・応急修理

・仮設住宅（建設型・賃貸型）
・災害公営住宅
・商店の再建（ハード面）

・災害復旧工事

（ソフト面）
・避難訓練
・マイタイムライン

災害支援

防災支援

0. まえおき
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2020 令和2年7月豪雨
1.  令和２年７月豪雨の事例
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2020 令和2年7月豪雨
1.  令和２年７月豪雨の事例
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令和2年7月豪雨/日田市中津江(停電・孤立)
1.  令和２年７月豪雨の事例
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令和2年7月豪雨/日田市中津江（携帯電話の不通）
1.  令和２年７月豪雨の事例
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令和2年7月豪雨/要配慮者の安否確認（災害時要援護者）

Aさんは高齢独居男性で、自宅で酸素吸入をしながら生活を送っている。普段
は娘が必要物資を届けに来ている。 

7月8日の朝、安否確認に行き、Aさんに酸素ボンベの残量を確認したところ
「本日、酸素屋さんが配達に来てくれる。大丈夫」と。 
Aさんは耳が遠いこと、歩行は可能だが自力で外に出られないことから、停
電になっていることは理解していたが、土砂災害等の大きな被害が出ている
ことを知らなかった。 
今後の対応方法について相談するため、市役所へ向かったが職員が相当バタ
バタとしている状況。医療系を担当する職員へA氏の状況と残酸素量を伝え、
最終的にAさんはドクターヘリにて病院に向かった。 
民生委員をはじめ地域内でA氏の生活状況や健康上の問題が把握できていた
ので、安否確認を優先し余裕をもって救急搬送の対応ができた。

1.  令和２年７月豪雨の事例
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災害 
リスク＝

危険の原因（ハザード）

発生確率

社会の脆弱性

×

×

災害リスクの３つの要素
2.避難計画を立てる前に
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ハザードマップを確認しよう
2.避難計画を立てる前に
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水害

事前避難 事後避難災害発生

被害が出た後被害が出る前

（１）予測災害‥  気象・火山・津波 
（２）突発災害‥  地震・（火山）

地震
津波

早めの避難
2.避難計画を立てる前に
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警戒レベル

警戒レベル 住民がとるべき行動 　避難情報等 情報発信源

  
警　戒 
 レベル５
 警　戒 
 レベル 4
 警　戒 
 レベル 3
 警　戒 
 レベル 2
 警　戒 
 レベル 1

        危険な場所から全員避難

命の危険 
直ちに安全確保！

        高齢者 障がい者 乳幼児 などと

その支援者は避難、他の住民は準備

        避難に備え、ハザードマップなどにより、 
自らの避難行動を確認

        防災気象情報などの最新情報に注意するなど 
災害への心構えを高める

※身の危険を感じたときは警戒レベルに関わらず避難してください。　 
※必ずしも段階的に発令されるとは限りません

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

洪水注意報 
大雨注意報

警報級の可能性 
（早期注意情報）

市 
町 
村 
が 
発 
令

気 
象 
庁 
が 
発 
表

2.避難計画を立てる前に
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警戒レベルの懸念点
2.避難計画を立てる前に

・避難情報や警戒レベルの発令は「人」が行うため、発令について、必ず
しもジャストタイミングではない。 
・行政等の情報に加えて「避難スイッチ」となる判断材料を増やしておく必
要がある。
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避難スイッチの事例１
2.避難計画を立てる前に

これが最後の放送です。避難路の安全を確認し、すぐに避難をして下
さい。避難が危険と思われたら、すぐに家の２階か、川側、山側から
離れた場所へ移動してください。これで放送を終わります」 

石が濁流で隠れたら避難
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降水ナウキャスト 危機管理型水位形

避難スイッチの事例２
2.避難計画を立てる前に



© kenya matsunaga

避難スイッチの事例３
2.避難計画を立てる前に

警戒レベル１に該当する 
「早期注意情報」を確認する 大分地方気象台
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1.　自分は大丈夫（正常性バイアス） 
2.　災害時は（パニック＋凍結）85% 
3.　大丈夫そうだから戻ろうか 
4.　みんないるから大丈夫（多数派同調性バイアス） 
5.　死ぬときは死ぬ（あきらめる病）

避難計画の必要性
3.マイ・タイムラインの活用

マイ・タイムラインの活用

災害への心理状態

過去の避難できなかった事例

• 　お父さんが避難しないと言うので 
• 　ペットがいるため避難所に行けない　etc
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マイ・タイムライン実践事例

NHK大分HPより

3.マイ・タイムラインの活用
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マイ・タイムラインを作成する前に
3.マイ・タイムラインの活用

自宅 避難所

ハザード ハザードハザード

タイミング

持ち物

避難ルート

マイ・タイムライン作成の際は逆算すること！

災害情報



© kenya matsunaga

マイ・タイムラインの様式（大分県版）
3.マイ・タイムラインの活用
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個人と地区のタイムライン
3.マイ・タイムラインの活用

地区タイムライン

マイ・タイムライン

マイ・タイムライン

マイ・タイムライン

１）個人のタイムライン 
２）地区のタイムライン　の２種類を考える必要あり
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（大分県福祉保健企画課　資料）

個別避難計画の必要性
3.マイ・タイムラインの活用



© kenya matsunaga

要配慮者向けのマイ・タイムライン
3.マイ・タイムラインの活用
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１）個別避難計画の作成が努力義務化（自治体） 
２）避難行動要支援者は計画作成が必要 
３）計画作成の際に、避難行動要支援者だけでは難しいため、 
　　自治会長や民生委員、福祉専門職（ケアマネージャー等） 
　　に協力をお願いするケースが増えると考えられる。 
４）水害時に関して、マイ・タイムラインの有効性が高い

マイ・タイムラインの普及に向けて
3.マイ・タイムラインの活用

マイ・タイムラインの普及



© kenya matsunaga

防災は 愛 だ

支
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