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沙流川平取地区では、近年全国で発生している洪水被害を鑑み、減災対策として多機関連携

型タイムライン（事前防災行動計画）を検討した。また、平成２９年５月３１日には、「沙流

川平取地区水害タイムライン試行版」の協定式を経て運用開始した。 

本稿は、事前防災行動計画を、沙流川流域関係機関による検討会と検証訓練等を実施し、取

りまとめた事例について報告するものである。 
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1.  はじめに 

沙流川は、日高山脈の熊見山(標高 1,175m)に源を発し、

日高町、平取町を経て太平洋に注ぐ幹川流路延長

104km(全国 49 位)、流域面積 1,350km2(全国 49 位)の一級

河川である。国管理区間は、河口から約 46km 区間であ

り、その流域には日高町、平取町の2町からなり流域内

は森林資源などに恵まれ、下流では水田、牧畜等が営ま

れ、近年はトマトや軽種馬の全国有数の産地となってい

る。 

平成 15年 8月の台風 10号による洪水では、流域の 2

町において死者 3 名、家屋全壊 10 戸、半壊・一部損壊

22 戸、床上浸水 79 戸、床下浸水 172 戸、農地被害約 4

千 ha に及ぶ被害が発生し社会及び地域経済に甚大な影

響を与えた。 

 

図-1  沙流川水系位置図 

 

 
図-2  平取町荷菜地区、ヌタップ 

地区（水田及び施設栽培～トマト等） 

 

 
図-3  平成15年8月洪水 

二風谷ダム洪水調節状況（下流から） 
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治水事業は、河道掘削、平取ダムの建設工事等を鋭意

実施のほか、二風谷ダム（平成９年度完成）の管理等と

なり整備途上段階である。 

平取町は、平成 15 年 8 月洪水を経験したことから地

域の防災意識が高く、また、近年の全国で発生している

計画規模を上回る洪水が発生した場合には、甚大な被害

が予想され、減災対策として、多機関連携型タイムライ

ン（事前防災行動計画）を検討することとなった。 

2.  タイムラインとは 

2012年10月29日、米国ニュージャージー州及びニュー

ヨーク州に上陸したハリケーン・サンディは、大都市を

直撃し、地下鉄や地下空間の浸水、交通機関の麻痺、ビ

ジネス活動の停止など、極めて甚大な被害をもたらした。 

一方で、「被害の発生を前提としたタイムライン（事

前防災行動計画）」が、被害を軽減し効果を発揮した。 

米国の法体系や行政機構は、我が国と異なっており、

この行動計画を、そのまま適用することは難しいものの、

その思想と方法は活用することが可能との認識が広まり、

日本でタイムラインとして運用が広まっている。 

 

表-1  ニュージャージー州 ハリケーン用事前行動計画1) 

 

 
 タイムラインは、自治体・関係機関・地域住民・民

間団体等が、災害やそれに伴うリスクを共有し、災害

（警戒）時に、「いつ」「誰が」「何を」するのかを時

系列にとりまとめた事前防災行動計画である。 

 これにより迅速に、円滑にそして的確な行動を目指す

ものである。 

3.  検討の目的と方針 

水害対応における問題として、「情報収集伝達の不

全」、「防災対応の意思決定の遅れ」、「災害対応の準

備不足」、「対応職員の人材不足」などがある。 

これらの問題解決には、住民・自治体・防災関係機関

が連携し、情報や人員・資材等を融通しながら地域全体

で「人命を守る」対応を行う体制や関係の構築、また、

災害発生の早い段階からリスクや情報を共有し、リード

タイムを活かして実施する防災行動が必要である。 

以上を踏まえ、検討にあたり目的と方針は、下記３点

とした。 

① 現場対応者の安全を確保しつつ、必要なマンパワ

ーのもとで、早めに十分な防災対応を実施するた

め、意思決定や防災行動を実施する時間を予め整

理する。 

② 防災対応の「抜け」「漏れ」を防ぎ、他機関の動

きを見据えた行動をするため、各機関の防災対応

の内容・実施タイミングや支援方法など一つの表

で整理し確認する。 

③ 各機関が持つ防災情報や防災対応の内容を共有す

るため、検討過程において地域の住民・自治体・

関係機関が顔を合わせて協議・調整を行う。 

 4.  検討経緯 

沙流川流域19の関係機関が参画し、平成27年12月24日

の準備会を皮切りに５回の検討会と検証訓練を実施した。 

 

表-2  沙流川平取地区水害タイムライン検討会関係機関 

関 係 機 関 

平取町、平取町自治振興会、平取消防団、日高西部消防組合、

札幌方面門別警察署、平取町社会福祉協議会、平取町民生委員

児童委員協議会、平取町国民健康保険病院、道南バス株式会

社、沙流土地改良区、平取建設協会、北海道電力株式会社、東

日本電信電話株式会社、北海道日高振興局、北海道胆振総合振

興局、北海道開発局室蘭開発建設部、気象庁室蘭地方気象台、

日高北部森林管理署、陸上自衛隊～計19機関 

 

 準備会以降の検討内容は下記による。 

 

(1)   準備会（平成27年12月24日） 
関係機関がタイムラインの意義や効果について理解

することを目的とし、有識者による講演、流域の首長と

防災機関の代表者による意見交換会を実施した。 

 
図-4  準備会開催状況 
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(2)   先進地に学ぶ研修会（平成28年1月29日） 
関係機関がタイムラインについて、理解を深めること

を目的とし、有識者による講演のほか、タイムライン策

定の先進自治体から検討の中核となった担当者を招いて

事例について紹介した。 

 
(3)   第1回検討会（平成28年1月29日） 
「災害シナリオの共有」、ワークショップで「想定被

害」「防災行動」「想定課題」について整理した。 

災害シナリオは、「平成15年8月洪水」で堤防決壊し

たことを想定することとした。 
 

9日15時

新潟市付近 9日21時

盛岡市付近

10日02時

えりも岬付近

10日03時

温帯低気圧に変わる

 

図-5  台風経路図 

 

 

図-6  想定シナリオ 
 
(4)   第2回検討会（平成28年2月25日） 
グループワークで「いつ」「誰が」「何を」の中で

「いつ」に当たる防災行動の実施タイミング（トリガ

ー）及び「何を」に当たる防災行動を整理した。 

グループワークは、「意思決定」「住民避難支援」

「住民安全対策」「河川インフラ」「社会インフラ」の

５つのグループ分けとした。 

 

(5)   第3回検討会（平成28年5月31日） 
第2回検討会の議論を集約した「素案」について、

「防災行動項目」及び「実施タイミング」の精査作業を

行った。 

 

(6)   第4回（平成28年7月22日）及び第5回検討会（平成

28年10月26日） 
第3回検討会で精査した素案について関係機関一同に

よる読み合わせを行い役割・連携課題の確認作業を行っ

た。 
この確認作業では、各機関との認識共有に時間を要し

検討会を2回実施することとなった。 
 

 
図-7  第4回検討会開催状況 

 
(7)   第6回検討会（試行訓練）（平成28年11月28日） 

第5回検討会で精査した一次案に基づきタイムライン

立ち上げから災害発生までの一連の流れで各機関の防災

行動の検証訓練を実施した。 

5.  検証訓練結果による問題点 

検証訓練により防災行動及び運用上の問題点について

抽出した事項を下記に示す。 

① 情報を受領した機関から機関内の部署への情報伝

達は、仕組み（方法）を決めておくことが必要。 

② 通行止めに伴う代替ルートの検討を行う機関の明

確化と情報共有が不十分。 

③ 要配慮者の避難誘導では、避難対象地区の要配慮

者リストが必要。 

④ 現場対応者の発災前の撤退・安全確保について事

前に明確化する必要がある。   

etc 

6.  検討会等運用の課題と副次効果 

２カ年かけて、準備会・5回の検討会・検証訓練を実

施したことで、運用の課題と副次効果が見えてきた。 

運用の課題は主に次の4点となった。 

① 関係機関が多く日程調整が難航。 

② 参加者のタイムラインに対する理解や共通認識に

差異があり摺り合わせに手間取った。 
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③ グループワークが長時間に渡り宿題が多発した。 

④ 年度により担当者が変更となる。（年度をまたぐ

検討会では、前任者との認識に差異が生じる） 

 

副次効果としては、関係機関（他機関）の防災行動を

確認することが出来たことと、第5回検討会（平成28

年10月26日）平取町長の開会挨拶に「平成28年8月洪

水では、町の防災対応として、タイムライン検討会を通

じて迅速な対応が出来た」との発言があった様に、顔の

見える関係が構築され情報伝達を円滑に行うことが出来

た。また、周辺自治体も含め防災意識が、より一層向上

された。 

 

 

図-8  第5回検討会平取町長開会挨拶 

7.  課題の対応について 

現在、地域の防災意識の高まりを受けて、平取地区に

続き下流の日高町富川地区について、タイムラインの検

討を行っている。 

平取地区の検討を踏まえ課題の対応を行っているので

下表に示す。 

表-3  課題と対応状況整理表 

課 題 対 応 状 況 

① 関係機関の日程調整 検討会は町長出席を必須とし

町担当者と早目の調整を行っ

ている。 

② 参加者のタイムラインに

対する理解や共通認識に

差異があり摺り合わせに

手間取った。 

各機関、或いは中心人物には

検討会前に必要に応じて個別

で説明を実施。 

なお、平取地区検討会でオブ

ザーバーとして参加したこと

からタイムラインについて研

修会等は実施していない。 

③ グループワークが長時間

に渡り宿題が多発した。 

主題について議論し話題を多

岐にならないようにする。

（ファシリテーターの運用） 

④ 年度による担当者の変更 今後の対応となるが、原則年

度内に検討会を終了させる。

また、２カ年国債による業務

発注を行うことで、検討期間

を長く設定している。 

次年度当初は、担当者の確認

作業を行い必要に応じて個別

に説明を行う。 

なお、平取地区では、年度当初に担当者のメーリング

リストを作成し通信訓練を行った。 

8.  今後の展開 

 先に述べたが、下流の日高町富川地区においてもタイ

ムラインの検討を行っている。 

検討会では、鵡川・沙流川減災対策協議会のメンバー

であるタイムライン未検討の鵡川町にオブザーバーとし

て参加して頂き情報共有を行っていることから、鵡川流

域にも議論が広がると想定される。 

また、各自治体ごとのタイムライン策定後は、流域と

してのタイムラインの展開も考えられることから、それ

を視野に入れながら作業を行っていく。 

9.  おわりに 

平成29年5月31日には、関係機関が集まり「沙流川

平取地区水害タイムライン試行版」の協定式を行い運用

を開始した。 

平成29年度は、9月に台風18号に備え平取地区のタ

イムラインを初めて運用した。 

結果的には、降雨が少量で、立ち上げ（ステージ１）

迄で終了となったが、自治体、気象台、室蘭開発建設部

と円滑な情報交換を行ったことから、顔の見える関係が

継続できていたと考えている。 

今後もタイムラインは、継続的に運用し、精査更新を

行うことで試行版から脱却し、更に地域の減災に資する

タイムラインとなることを目標としている。 

 

 

図-9 平取町長、室蘭気象台長、 

室蘭開発建設部長による協定式 
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