
マイ・タイムライン講習会について

第7回 米代川大規模氾濫に関する減災対策協議会

資料７



○これまでの取り組み

平成２９年６月に「水防災意識社会」再構築に向けた緊急行動計画が策定された。

その後、平成３０年７月洪水を始め、近年各地で大水害が発生していることを受け、
「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へ意識を変革し、社会全体で
洪水に備える取組を更に充実し加速するため、緊急行動計画が改定され、円滑かつ
迅速な避難の取組として、住民一人一人の適切な避難確保のため、マイ・タイムライン
の作成等を推進が盛り込まれた。

○今後の進め方

地域住民にマイ・タイムラインの必要性及び作成を促すため、各市の広報等を活用し、
周知を行っていく。
また、必要に応じて、出前講座等、住民へマイ・タイムラインの作成を促していく。

マイ・タイムライン作成支援について

これらの状況により、令和元年度に、住民一人一人の、避難計画（マイ・タイムライン）
作成を促すチラシを作成した。

令和元年１０月に、直轄区間３市（能代市、北秋田市、大館市）の防災担当課へ作成
したチラシを提供。
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いざというときに、慌てずに自分の身を守るため、 ・ のマイ･タイムラインを作っておくことが有効です。

台風など洪水が予測されるときは、「 」「 」「 」あらかじめ家族で話し合っておきましょう。

※タイムラインとは“事前の防災行動計画”

西日本豪雨時の被害

平成３０年７月西日本豪雨より

家から出れない時は
２階に避難を！！

あわ ゆうこう

３日前 ２日前～1日前

被害がなかったときでも、

「避難して損した ！」ではなく

「なにも無くてよかったね！」

と家族に言ってあげよう。

情報収集 情報収集

雨が続いているけど

天気、大丈夫かし

ら？心配だわ・・・

天気予報 やハザー

ドマップを確認 。

避難の際に持ち出す

荷物を確認。

水・非常食・薬など。

落ち着いて、

かつ迅速に！

気をつけて

避難しよう。
※足元に注意！

ひ な ん し じ

くすり

避難の実施

じんそく

にもつ

ひがい

【見本】
（件名）
河川氾濫のおそれ
（本文）
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国土交通省『川の防災情報』

「危機管理型水位計情報」を活用！

そ
ん
な
時
は

国土交通省
「川の防災情報」

が 。
と思う前に、
しましょう。

《マイ・タイムラインを作ってみよう！！》

小中学生向けのマイ・タイムライン教材～逃げキッド～

http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00285.html

こうかいさ
き

国土交通省
川の水位情報

雨が強くなって
きたけれど、
川の水位も
上がってるのかな
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各個人が簡単にマイ・タイムラインを作成することが可能な、「逃げキット」が公開されている。
これらを参考に、マイ・タイムラインの作成を今後も促していく。

逃げキットについて
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マイ・タイムラインかんたん検討ガイドについて

・『マイ・タイムラインかんたん検討ガイド』

市町村職員、都道府県職員、国職員、学校教員、報道関

係者、マイ・タイムラインリーダー等（広める人）が「マイ・タイ
ムラインはこんなもの」と教える（周知する）時に使用するも
の。

・『マイ・タイムライン検討のためのワークショップの
進め方【～ワークショップ虎の巻～】』

→市町村の水防災に従事する職員等が主体となり、マイ・

タイムラインワークショップを実施できるよう、事例を参考に
手順、事前準備、参考となる資料等を取りまとめたもの

・『マイ・タイムラインガイド【Ver.1.0】（参考資料）』

→水防災に従事する職員等がマイ・タイムラインについて
詳しく学ぶためのもの

水管理・国土保全局から、マイ・タイムラインかんたん検討ガイド等が下記URLより公開され
ていますので、マイ・タイムライン作成推進の参考としてください。

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/timeline/index.html
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マイ・タイムライン作成講習会について

雄物川流域の横手市において、マイ・タイムラインの作成講習会を開催。
令和元年11月16日には、横手市内の一般の方を対象に実施し、令和元年12月10日には、雄物川流域各自治体及
び雄物川減災対策協議会構成機関の防災担当者を対象に実施している。

米代川減災対策協議会では、令和３年度 能代市を会場に講習会の開催を計画している。
協議会としての取組であることから、能代市だけではなく、協議会構成機関も対象に参加していただく予定。 ５



■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備 等

・利水ダム等９ダムにおける事前放流等の実施、体制構築

（関係者：国、秋田県、岩手県、東北電力㈱、三菱マテリア

ル ㈱、土地改良区など）

・開発行為に対する雨水貯留・浸透施設の設置指導
・雨水貯留浸透施設整備（調整池）
・水田貯留
・砂防堰堤等の整備 ・森林整備・治山対策

藤里町

北秋田市

能代市

H25.8洪水

国道101号 五能線

国道7号

秋田自動車道

国道7号
秋田自動車道

国道105号

国道285号

花輪線

奥羽本線

秋田県

堤防整備（国）

国道7号

堤防整備（国）

河道掘削（国）

米代川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～秋田県北の発展と共にいのちとくらしを守る地域が一体となった治水対策を推進～

○ 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、米代川水系においては、国、県、市
町村等が連携し、河川整備に併せて、水田貯留の対策や防災拠点等の整備などの取り組みを実施することにより、国管理区間においては、
流域で甚大な被害が発生した昭和26年7月洪水（前線）＜上流部で戦後最大＞及び昭和47年7月洪水（前線）＜下流部で戦後最大＞と同規
模の洪水に対して、家屋浸水を防止し、流域における浸水被害の軽減を図る。

河道掘削（国
）

■被害対象を減少させるための対策
・防災拠点等の整備

・立地適正化計画の策定・見直し

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置
・教育機関との連携による出前講座・防災教育の拡充
・講習会等によるマイ・タイムライン普及促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・水害リスク空白域の解消
・避難体制等の強化

凡例

堤防整備

河道掘削

実績浸水範囲（昭和47年7月洪水）

大臣管理区間

下内川

長木川

河道掘削（国）

下内川堤防整備（県）

長木川堤防整備（県）

大館市

小坂町

鹿角市

福士川米
代
川

福士川堤防整備（県）

防災拠点等の整備イメージ
（宮城県大崎市の例）

雨水貯留浸透施設の設置・指導（市） 自主防災組織との連携（市）

災害時情報伝達手段の強化（市）

防災拠点の整備（国）

雨水貯留施設の整備（市）

洪水等ハザードマップの更新・全戸配布（市）

マイタイムライン普及促進（市）

立地適正化計画の策定（市）

※対策事業の代表箇所を旗揚げしている。
※関係機関の取組内容については、
「位置図（詳細版）」P3-4及び「市町村の実情に応じた

取り組み」P45を参照下さい。

※具体的な対策内容については、今後の調査・
検討等により変更となる場合がある。

〔マイ・タイムライン作成講座〕

※水田貯留のイメージ

堤防整備河道掘削

水田貯留
自主防災組織の推進（市）

立地適正化計画による居住誘導（市
）

堤防整備（国）防災マップの作成・全戸配布（市）

情報伝達手段の充実（市）

住民参加による総合的な防災訓練の実施（市）

【参考】 ■■■米代川水系流域治水プロジェクトから抜粋■■■
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

・マイ・タイムラインとは、住民一人ひとりの防災行動計画であり、自分自身がとる防災行動を時系列に整理し、住民自らが考え、命
を守る避難行動を取れるよう考え学ぶもの。
･マイ･タイムライン普及のため、自治体職員向けの講習会や地域住民を対象とした講習会を実施し普及促進を図る。

〇講習会等によるマイ・タイムライン普及促進

国、県、市町村

令和元年10月18日撮影

マイ・タイムライン作成ツール「逃げキッド」地元中学校と連携し、「マイ・タイムライン作成講座」を実施

地元中学校生４名にご参加いただき、災害リスク等の説明後にマイ・タイムライン
作成ツール「逃げキッド」による作成演習を実施した。

自治体職員・地域住民を対象としたマイ・タイムライン作成講習会の実施

自治体職員、自治会・町内会長、自主防災組織、学校関係者などを対象にマ
イ・タイムライン講習会を実施し、その受講者が各自治会や町内会、学校に持
ち帰り、その地域の災害リスクを共有し避難経路や避難のタイミングを考えた
マイ・タイムラインを作成することで、地域住民の防災意識を高める。

災害時に避難誘導のキーマンとなる人を対象に「マイ・タイムライン講習会」
を実施することで、身近に、幅広くマイ・タイムラインの普及を図る。

〔能代市内の中学生へ行ったマイ・タイムライン作成講座〕
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市町村等の実情に応じた取組

■被害対象を減少させるための対策
水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫
・水害リスクを考慮した立地適正化計画の策定及び居住誘導

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・マイ・タイムライン普及促進に向けた取組
・自主防災組織との連携による地域防災力の向上

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・想定最大規模に応じたハザードマップの作成と全戸配布（予
定）

・自主防災組織の強化

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・災害時情報伝達手段（防災ラジオ・防災情報メール）のより
一層の普及
・自主防災組織の結成と活動支援による地域防災力の強化
・洪水等ハザードマップ（防災マップ）の更新・全戸配布及び
Web版の整備

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・河川管理者と協働しながら対策を実施
・想定最大規模に応じたハザードマップの作成と全戸配布■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

流域の雨水貯留機能の向上
・雨水貯留浸透施設（調整池）の整備

■被害対象を減少させるための対策
水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫
・水害リスクを考慮した立地適正化計画（Ｈ３０年度策定済
み）の現状に即した見直しと居住誘導

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・防災マップの作成と全戸配布
・災害時等の情報伝達手段の充実
・住民参加による総合的な防災訓練の実施

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・地域防災計画の定期的な見直し
・地区防災組織との連携強化
・防災訓練や講習会の実施による地域防災力の向上

・想定最大規模に応じたハザードマップの作成と全戸配布

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
避難体制等の強化
・土のうステーションの整備
・想定最大規模に応じたハザードマップの作成と全戸配布
・自主防災組織の強化
・水防訓練の実施能代市 鹿角市

北秋田市

大館市

小坂町

上小阿仁村

藤里町

 地域の特性等を踏まえた各種減災対策を推進

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

８


