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多機関連携型水害対応ﾀｲﾑﾗｲﾝの運用訓練と課題
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河川の特徴に応じた多様な防災行動を対象とし、関係機関の連携に着目した多機関連携型水
害対応タイムライン「釧路川標茶地区水害タイムライン試行版」が平成３０年１０月完成した。
本報告では、標茶町が関係機関と実施している釧路川標茶地区水害タイムライン試行版の運
用訓練から見えてきた課題、今後の修正に向けた関係機関との連携のあり方等について報告す
る。
キーワード：防災、危機管理、地域交流・連携

用協定式が行われた（写真―２）
平成３０年１０月時点での水害タイムライン試行版の
完成は、北海道内で５番目、道東では初めてとなった。

1. はじめに
釧路川流域では、平成２８年の台風接近および平成３
０年３月の前線を伴った低気圧の影響により記録的な大
雨を記録している。これらの大雨により釧路川では水位
が上昇し、標茶町市街地では避難勧告や避難指示が発令
され、多くの住民が避難を余儀なくされた。
平成２８年の大雨で標茶観測所の水位が避難判断水位
を超え、当時で既往第２位となる水位を観測し、標茶町
としては初めてとなる避難勧告を発令した。当時、標茶
町では河川管理者と市町村長等が作成した「避難勧告着
目型タイムライン」及び、河川管理者からのホットライ
ンの情報を参考として避難勧告を発令する判断を行って
いた。
標茶町ではこの時の経験と課題を踏まえ、「多機関連
携型タイムライン」の作成に向け「釧路川標茶地区水害
タイムライン検討会」（以下：タイムライン検討会）を
平成２９年１１月に設置し、避難勧告着目型タイムライ
ンの行動項目をより細分化し、河川管理者である釧路開
発建設部、釧路地方気象台をはじめ消防組合など釧路川
の防災に関わる機関のほか、市街地の町内会も加えて担
当者が顔を合わせて議論を行い検討を進めた。
タイムライン検討会により、平成２８年８月の大雨の
振り返りや、想定シナリオやリスクの共有を行っていた
矢先に、平成３０年３月の大雨が標茶町を襲った。標茶
水位観測所では氾濫危険水位を超え（写真－１）、標茶
町では初の避難指示（緊急）を発令する事態となった。
これらのことから５回の検討会を経て、平成３０年１
０月５日に「釧路川標茶地区水害タイムライン試行版」
（以下：タイムライン試行版）を完成し、標茶町、釧路
地方気象台および釧路開発建設部によりタイムライン運

Hidetoshi Isshiki,Nobuyuki Wakamatsu,Nobuki Tagami
－ 476 －

写真－１ 平成３０年３月９日の釧路川

写真－２ タイムライン運用協定式の調印式の様子

図－３ タイムラインPDCAサイクルの流れ
図－1 タイムラインステージ
に災害が起こるわけでは無い事、実際の運用において不
具合や改良点が出てくる事、また、人事異動等により担
当者が変わる事もあるため、タイムラインを訓練等で運
用・試行し、振り返り検証を行い改善を行う事を繰り返
す、PDCAサイクル（図―３）が今後重要となる。
タイムライン試行版の完成後、平成３１年３月と令和
元年７月に運用訓練を実施した。
訓練の振り返り・検証から見えてきたタイムラインの
改善点および課題について以下にまとめる。
（１） 第１回運用訓練（平成３１年３月９日）
平成３０年３月のような大規模な出水に向けて、「水
害時における初動対応の確認・検証」と「水害時におけ
る対応上の課題・問題点の抽出」を目的として平成３１
年３月１日に第１回の運用訓練を実施した。（写真－
３）
訓練方式は河川管理者や気象台からの水位や気象情報
を受けて、プレイヤーがタイムラインを確認して行動す
るロールプレイング方式（図―４）で実施した。
この訓練で釧路開発建設部は訓練方法の検討とシナリ
オ等資料の準備、訓練の運営について支援を行った。

図―２ タイムライン対応シート
標茶地区水害タイムラインの特徴としては防災に関わ
る行動をステージ１（台風情報入手）からステージ６
（堤防決壊後）まで分けてタイムラインステージ（図－
１）を作成し、各行動細目について「誰に」「何をどの
ようにするか」の具体的な対応や必要な情報を記載する
「タイムライン対応シート」（図―２）を作成したこと
である。

2. タイムライン実施に向けた運用訓練
タイムラインを作成して安心ではなく、シナリオ通り
Hidetoshi Isshiki,Nobuyuki Wakamatsu,Nobuki Tagami
－ 477 －

写真－３ 運用訓練（１回目 プレイヤー側）

行動細目について不足するものや役割分担の見直しなど、
今後の更新の必要性が見えてきた。
訓練終了後、参加者にアンケートを行い意見・課題の
抽出を行った。主な意見は以下の通りである。
・各対策班と関係機関との連絡調整の追加（全体）
・災害対策に重機の手配等を行動細目に追加。（総務
班）
・避難所開設に向けて施設管理者との連絡調整の追加
（教育対策部）
・スクールバスの委託業者との連絡調整を追加。
（管理班）
・対応が必要な事項が漏れていた等、実際には「こう
いうことも必要だ」という事がわかった。
（全般）
・スクールバスの運休など意思決定が必要な部分につ
いて、ステージ毎にどう判断するか再検討したい。
（管理班）
タイムラインの今後の修正点として上がった項目は整
理、取りまとめを行った。
今回の訓練では、各ステージの基本的な行動項目・細
目を検証することを目的としており、追加・修正につい
て多くの意見が出てくる訓練となった。

図－４ 図上訓練方式

図－５ タイムラインの想定ハザードと訓練範囲
タイムラインの連携について協定を締結している標茶
町、釧路地方気象台、釧路開発建設部が参加し、それぞ
れの担当の職員をプレイヤー（実演者）と、一部職員を
コントローラー（情報付与）に配置した。
訓練のシナリオは堤防決壊の３日前（ステージ１）か
ら避難判断水位を超過し、内水氾濫による避難勧告が発
令され、避難所が開設される状況（ステージ３）までの
行動（図―５）について、実時間を３時間に縮めた。
各ステージでの付与情報は主に気象台からの気象情報
と降雨情報、河川管理者からの河川水位を行動のステー
ジ移行のトリガーとして付与し、訓練を実施した。
訓練前には事前説明会を行い、訓練の進め方やシナリ
オ、各参加者の役割や当日のスケジュール等を説明の上、
訓練参加者の理解を促し、円滑な訓練実施が出来る様に
工夫した。
訓練参加者は主にタイムライン検討会に参加したメン
バーであったが、タイムライン検討会で内容を確認して
以降、初めての運用訓練となった。しかし、事前説明会
を行った事もあり大きなトラブルも無く円滑に進んだ。
気象や河川水位の情報を元に各ステージにおける行動
細目を確認し関係機関とのやり取りを行っていく中で、

（２） 第２回運用訓練（令和元年７月９日）
第２回目の運用訓練は、平成２８年８月の大雨のよう
な夏期の出水に備えることと共に、人事異動により標茶
町役場では内部で半分近くの人が変わったため、新たに
防災担当となった人へのタイムライン試行版の理解促進
と、タイムライン検討会に参加していない職員の目線か
らタイムラインを確認する事を目的に、令和元年７月９
日に訓練を実施した。（写真－４）
訓練では 第１回訓練で出た課題をもとにタイムライ
ン試行版に行動細目等を追加した訓練用タイムラインを
準備して実施した。
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写真－４ 第２回運用訓練（コントローラー側）

も有り、いくつかの項目が未実施となった。
・樋門の閉扉など情報を受けて次の項目を実施するが、
情報が付与されず次の行動が遅れた。
・他の班から指示を受けて行動を行う項目があったが
指示が無く動けなかった。
・気象情報や水位情報のみで指示等を出す形となって
おり、他の機関の対応や作業状況が見えてこない
為、自分の指示のタイミングが間違っていないか
疑問に感じることがあった。

写真－５ 訓練後の意見交換会

実施ステージは第1回訓練と同じステージ１からステ
ージ３までとし、指定緊急避難所や福祉避難所となる施
設の職員も参加し、避難所開設への手続きなども確認し
ながら訓練を実施した。
また、タイムライン検討会に参加していない職員によ
る新たな視点からの意見や課題の収集を行うため、訓練
後に参加者を集めてその場で意見交換会（写真－５）を
行い、その後にアンケートも実施して意見をより多く集
めるする工夫を行った。
a) 意見交換会とアンケートで出た主な意見
・タイムラインの内容について、タイムライン試行版
作成時は総務班と災害対策本部を分けて行動表を
作成していたが、実際にはどちらも動く人が同じ
事と、災害対策本部の意思決定は災害対策本部長
である町長が意思決定を行う為、災害対策本部を
災害対策本部長（町長）に改め、本部機能は総務
班で行うよう役割を再整理。（総務班）
・第1回訓練で課題として上がったスクールバスの運
休判断について、市街地で内水氾濫が発生した際
は全面運休を指示するよう修正。（管理班）
・住民からの問い合わせや報道対応の窓口として、水
道班や建設班が対応していたが、情報の一元化の
ためにめ災害対策本部か総務班で受けて各班に提
供するのが望ましい。（建設班、水道班）
・福祉班では「福祉避難所開設タイムライン」を作成
しており、今回の訓練で活用しながら進めていた
が、時間が短縮されているためうまく実施出来な
かった。（保健福祉班）
・ステージ３以降から行動項目が多くなり、実際の対
応では人手不足が考えられる。（釧路地方気象
台）
b) 訓練の進行についての意見
・連絡にＦＡＸを使うとＦＡＸ到着までに時間を要す
ることから、次のステージに行ってしまったこと

（３） 訓練から見えてきた課題と今後の対応
２回の訓練を踏まえ、課題と今後の対応を以下に記す。
a) 訓練によるふり返りとタイムラインの修正の効果
タイムライン試行版について、訓練でタイムラインシ
ートに沿って実際に行動する事で、行動項目の内容の確
認を行い、漏れや追加する項目を洗い出す方法はタイム
ラインの修正において有効な手段である。
訓練の結果をタイムライン試行版の更新や今後の水害
時の対応に反映させるため、訓練後に参加者による意見
交換会やアンケートを行い、今後の修正方針等について
情報共有することが有効である。
災害時、刻一刻と変化する気象状況や河川の水位に対
して、標茶町や関係機関が迅速に対応できるよう、日頃
から継続的に図上訓練等を行い、タイムライン試行版の
理解促進と見直しを継続的に実施する事が有効である。
b) 訓練方法の課題と対応
訓練方法では主に以下の意見が出ている。
・訓練方法については３日を３時間に圧縮して行うの
は時間的余裕が少ない。
・ステージを進める情報として気象情報や河川水位で
時間経過を表現し進めていたが、タイムラインの
進み具合が分かりづらい。
・他の機関の動きが分からないため自分の指示のタイ
ミングが合っているか分からない。
・標茶町役場の班同士やダミー機関と実際に連絡を取
り合って進める行動細目が有り、ダミーからの付
与情報の不足や、ある班で指示の遅延があり、指
示を受ける班の行動が止まってしまう。
これらの意見より、時間の余裕と情報付与において時
間を意識させる工夫、内水氾濫の状況など詳細な状況付
与が必要な事が課題となった。
情報付与の課題についてはシナリオ作成時に他の付与
項目を増やすことで対応できると考える。また、指示の
遅延については、指示を適切に実施出来るよう訓練を繰
り返すことが有効である。
今回の訓練ではステージ１～３までのを実施していた
が、今後はステージ４～６も含めた訓練を実施し、タイ
ムライン試行版の検証を進める必要があると考える。
継続的な訓練を実施するにあたり、訓練の手引きの作
成や各ステージのタイムラインの読み合わせなど簡易な
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手法を含めた訓練を企画し、タイムラインの検証を行う
事が有効である。
c) 組織、体制の課題
タイムライン運用と実際の対応について以下の意見が
あった。
・ステージ３の後半から行動細目が増加し、実際の災
害で行動細目のリストをすべてをこなすのには人
員が不足するのではないか。
・現地でパトロールや復旧作業を行うよう指示する班
では、現地作業員の人手不足も考えられる。
タイムラインはそのステージで行動漏れが無いように
行う事をリスト化したもので、実際の災害の前に必要な
人員について考えるよいきっかけとなった。
訓練の結果を踏まえて、より実態に合った項目に修正
していくことで、使いやすいタイムラインを作り上げて
いく事が必要となる。
今後は参加機関の他に協定業者など加え、参加機関を
増やして訓練を実施し、連携の観点から訓練を継続して
行い、ふり返りからタイムラインの改善を進めていく事
が重要と考える。

3. タイムラインに繋がる防災教育支援
自然災害から命を守るためには幼少期からの防災教育
が重要で有るといわれている。このため釧路開発建設部
では学校教育における防災教育の支援を積極的に行って
おり、標茶小学校へ防災教育の出前講座を平成２８年か
ら継続して実施している。
平成２８年～２９年は「防災を考える・命を守る行
動」をテーマに災害時にどのような行動をとるかを児童
に考えてもらう授業を行った。
平成３０年および今年度は、タイムライン運用の協定
を締結している標茶町、釧路開発建設部、釧路地方気象
台、釧路河川事務所、北見工業大学が中心となって過去
の出水で避難行動を経験した児童に自ら防災行動を考え
る「マイ・タイムライン」作りにチャレンジした。
(写真－６)

写真－６ 防災学習（標茶町学校）

今年度は、全国で起きた豪雨災害、平成２８年８月と
平成３０年３月の大雨災害の状況と、災害から身を守る
ために役立つ気象や河川の情報について学習を行ったう
えで、タイムラインとは何かの説明を行った後、グルー
プに分かれて台風発生から氾濫までの状況の変化毎に行
動を整理したマイ・タイムラインを作成し、発表を行っ
た。
過去の大雨災害を覚えている児童もいて、避難行動を
経験しているため反応は高く、学んだことを踏まえてマ
イ・タイムラインに必要な行動を書き出していた。
北見工業大学で行った授業後のアンケートでは、学級
の中でみんなの意見が聞けて参考になった、家に帰って
授業の話をしたいとの意見もでており、災害時の行動に
ついて学級や家族で考えるきっかけとなったようである。
4.

終わりに
水害タイムライン試行版の2回の運用訓練は、行動細
目の過不足や問題点の洗い出しに効果的であった。
タイムラインに終わりはないので、今後は訓練の参加
機関を増やしたり、より多くのステージの訓練を行った
り、読み合わせによる簡易な訓練も含めて実施し、ＰＤ
ＣＡサイクルを繰り返し、より充実したタイムラインに
改善を進めていく予定である。

Hidetoshi Isshiki,Nobuyuki Wakamatsu,Nobuki Tagami
－ 480 －

