
住民個人のための土砂災害タイムライン作成支援に向けて 

-令和元年台風 19 号における住民避難の実態-

応用地質（株）大村さつき 

1．はじめに 
平成 30 年度砂防学会研究発表会において、住民個人

のための土砂災害タイムライン作成補助ツールの検討

について報告した。報告では今後の課題点として、同

様の事例を積み上げ、より使いやすいツールに更新し

ていくことを挙げていた。本検討では、平成 30 年に報

告した住民個人のための土砂災害タイムライン作成補

助ツールの継続検討結果ついて報告する。 

2．個人向けタイムライン作成支援の課題 
家族構成が多様化している現状では、地域で作成す

るタイムラインだけでなく、住民一人ひとりが作成す

るタイムラインが重要となる。このような個人向けタ

イムラインは、国土交通省関東地方整備局下館河川事

務所が 2016 年 10 月から行っている「みんなでタイム

ラインプロジェクト」で使用されているマイ・タイム

ラインが知られている。

平成 30 年の報告時点では、同様な個人向けタイムラ

インはほとんど検討されておらず、筆者は住民個人の

ための土砂災害タイムライン作成補助ツールの検討を

実施した。その後、マイ・タイムラインの取組が全国

に広がり、それらの知見をツールにも取り入れるべき

であると考えられるが、とりまとめ事例はない。

また、作成補助ツールを利用する上で、具体的にど

のような避難行動をとればよいのか、逆にどのような

行動をとっては危険なのかを提示することが必要とな

っている。ただ、過去の災害時に、「避難に成功した」

「避難に失敗した」個人の動きについて、集合的に扱

った研究はあるものの、一人ひとりの動きを扱った検

討は行われていない。 

そこで本検討では、土砂災害タイムライン作成補助

ツールの検討に資するため、全国のマイ・タイムライ

ンへの取組状況のとりまとめと、令和元年台風 19 号時

の個人の避難・被災状況について検討を実施した。

3．全国のマイ・タイムラインの取組状況 

3.1調査方法 

47都道府県の Webページにおいて、タイムライン、

マイ・タイムラインの扱われている状況について調

査した。調査方法は、各都道府県の Web ページにお

いて、「タイムライン」「マイ・タイムライン」を検

索し、「ページを作成している」「ページは作成して

いないが、掲載されている資料等に掲載されている」

「掲載なし」の確認を行うものとした。

 次に、マイ・タイムラインについて扱っている、

市町村・都道府県・国の機関について調査した。調

査方法は、Webの検索サイト（Googleを使用）で、「マ

イ・タイムライン」の検索を行い、検索された Web

ページをもとに、機関名、掲載ページタイトル、掲

載日、タイムラインが扱う災害の種類、Webページの

概要、Webページの URL等について取りまとめた。ま

た、ページで掲載されている資料について収集を行

った。 

3.2調査結果 

 「タイムライン」については、47 都道府県のうち、

全ての都道府県で掲載が確認され、そのうち 15 都府県

で紹介ページが作成されていた。「マイ・タイムライン」

については、26 都道府県で掲載が確認され、そのうち

8 都府県で紹介ページが作成されていた。また、「マイ・

タイムライン」について、Web上で確認したところ、全

部で 76 件確認でき、市町村で 64 件、都道府県で 8 件、

国の機関で 4 件確認された。

マイ・タイムライン掲載ページの内容は、記入様式、

記入例を掲載し、Web ページの本文や解説書でタイムラ

インやタイムラインの作り方を説明するものがほとん

どであった。「みんなでタイムラインプロジェクト」の

ページや資料を引用するパターンも確認される。東京

都の区市については、都が作成したマイ・タイムライ

ン資料配布のお知らせが主となっている。情報の掲載

日については、全 76 件のうち、55 件が 2019 年以降と

なっており、直近の 2 年間で急増していることが確認

された。

対象としている災害は、台風・洪水が多く、土砂災

害については風水害としてまとめて扱われることが多

く、岩手県盛岡市のような土砂災害のタイムラインと

明記されたものはほとんどなかった。台風・風水害以

外に、愛媛県松山市の高潮に関する表記が記載されて

いる事例や、石川県野々市市の大雪に対するマイ・タ

イムラインの掲載も確認された。

記入様式については、タイムラインのみのものだけ

でなく、香川県丸亀市のようにタイムラインを考える

上での前提条件を合わせて記載する様式も見られた。

行動内容については、神奈川県相模原市のように、選

択肢として、タイムラインに張り付けるシールを合わ

せて掲載している市町村も見られた。タイムラインの

時系列は、縦方向に時系列を示すものがほとんどで、

東京都のように横方向に時系列を示すものは少数であ

った。 

図 1 都道府県の Web ページにおける掲載状況 

（2020 年 5 月 6 日時点） 
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4．住民避難の実態 

4.1調査方法 

2019 年 10 月 12 日から 11 月 30 日までの朝日新聞朝

刊の記事から令和元年台風 19号に関する記事を収集し

た。その中で、「住民の避難・被災状況に関する記事」

で「時間の表記があるもの」を抽出した。 

抽出した記事について、場所、避難・被災者の情報

（名前・年齢・性別等）と、避難・被災状況を時系列

表記で取りまとめ、検討を行った。 

時間帯については明確に記載されていない場合、気

象庁の定義に基づき、未明（0：00～3：00）、明け方（3：

00～6：00）、朝（6：00～9：00）、夕方（15：00～18：

00）、夜遅く（21：00～0：00）として検討した。 

避難・被災状況については、避難（事前に避難し、

被災しなかった事例、避難所の状況に関する事例）、被

災未満（浸水被害、土砂災害被害に遭っているが、死

亡せずに済んだ事例）、被災（浸水・土砂災害により被

災して死亡した・死亡したと考えられる事例）の 3 パ

ターンに分けて検討を行った。

4.2調査結果

4.2.1全体
収集した記事から抽出した結果、56事例が抽出できた。 

都道府県別では、茨城県3事例、神奈川県4事例、群馬

県 2 事例、埼玉県１事例、静岡県 4 事例、千葉県 3 事例、

東京都 9 事例、栃木県 4 事例、長野県 10 事例、福島県 9

事例、三重県 1事例、宮城県 6事例、であった。 

避難・被災状況では、避難 13 事例、被災未満 25 事例、

被災 11 事例、被災未満および被災 7 事例（対象が複数人

の事例）であった。 

4.2.2避難 
 避難勧告よりも前に避難した事例が千葉県で 1例あり、11

日の夜から避難所へ移動している。東京都で避難事例が 4

例あるが、一番早い避難時間でも避難勧告から 2時間半が

経過しており、他の 3例では、避難指示（緊急）後 1時間以

上経過してから避難を行っている。避難所の混雑状況の事

例についても、避難指示（緊急）後に混雑が見られ、避難

指示（緊急）後に避難者が増えたことが推測される。また、

一度避難してから、避難勧告が出ている中で、自宅に物を

取りに帰るという行動が行われている事例も確認された。 

避難勧告時すぐに避難できるような事前の準備が必要で

あることを示す事例となると考えられる。 

4.2.3被災未満 
 避難しようとした際に土砂災害が発生した事例、2 階に寝

ていて気付かないうちに浸水していた事例、浸水に気づい

て緊急退避をして難を逃れた事例、避難の移動中に被害

に遭った事例が確認された。一家族の中で被災未満と被

災が分かれる事例も生じている。緊急退避をした事例や避

難の移動中に被災した事例も、外の様子を気にしていたり、

ラジオをかけていたりといった行動が見られるため、災害に

対して無関心であったわけではないと推測される。避難の

移動中に被災している事例は、特別警報発表後に移動を

開始していた。

 被災の経験談として、また、そのような状態になる前に避

難することの必要性、緊急時の次善の策の事例として示す

ことができると考えられる。 

4.2.4被災 
 直前まで知人と連絡を取っていることにより、被災時前の

行動が確認されている事例が多い。事例の中には、同居し

ている家族が避難して、避難先から避難するよう呼び掛け

ても避難せず被災したような事例がある中で、避難所の対

応をしていた職員や、地域住民の避難誘導を行っていたよ

うな防災意識が高いと思われる人が被災している事例も見

られた。前者は業務終了後帰宅途中に、後者は地域の避

難誘導後、ペットがいるため避難所には行かず、親族の家

で被災している。 

 被災の経験談として、親族宅や避難先の安全性や、家族

の状況的に避難所に行くことが難しい場合を考える事例と

して、また、自宅以外にいた場合の行動を考えるための事

例として利用することが可能であると考えられる。 

表 1 避難の実態取りまとめ例（宮城県丸森町） 

5．まとめ 

全国のマイ・タイムラインの事例を収集することに

より、土砂災害タイムライン作成補助ツールの検討に

有用な情報収集が行えた。 

新聞記事の災害事例における個人の行動に着目する

ことで、住民個人のタイムライン検討の上で検討すべ

き課題の事例収集を行うことができた。 

6．今後の課題 

マイ・タイムラインの取組については、今後も全国

で進むことが予想されるため、継続的に情報の収集を

行い、土砂災害タイムライン作成補助ツールの検討に

つなげることが必要である。住民避難の実態について、

は、今回一社の記事のみを使用しているが、他社の記

事では新たな情報を入手できる可能性があるため、他

社の記事についても収集を行い検討を深めることも必

要である。 
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日付
時
間

気象情報
警戒避難情報

12日 0
男性は近くの廻倉地区の区長。12日は家々
を訪ねて無事を確認し、避難所に誘導した。

12

正午過ぎ、自宅の外から避難を呼びかける
声を耳にしたが、阿武隈川まで1㎞以上離れ
ている。「風は弱いし大丈夫だろう」と、テレビ
を見て横になる。

15
15：20町は避難
勧告を発令

16
午後4時頃、軽自動車で役
場に避難。軽自動車水没。
自宅周辺は1階まで浸水。

18

18：45　台風19
号が上陸。大雨
特別警報、茨
城、栃木、新
潟、福島、宮城

男性が、午後6時ごろいったん帰宅（11/12の
記事によると、別の区長が「避難所に来たら」
というと「犬がいるので」と自宅に向かったと
のこと）。別の区長に「自宅の電気がつかなく
なり、妻の実家に来た。心配しないでくださ
い」と電話。

19

19：50町は町内
全域に最高警戒
レベルの災害発
生情報を出す

町役場周辺の中心部は浸水し始めていた。

21
午後9時には家族が隣家の女性に電話で「大
丈夫」と話す。

午後9時ごろ家の電気が消
えた。懐中電灯で外を見る
と、地面を水が覆ってい
た。残ったほうが安全だと
判断し家にとどまった。

午後9時ごろ、そばの扇風機が倒れる音で目
が覚めると、水が畳の上にあふれていた。
水は床下からみるみるわいてきた。慌てて玄
関を開けると、外は濁流が流れていた。床が
30㎝高いトイレにかけこんで、梁に両手でし
がみついた。水はあごの下にまで迫った。水
の中でつま先立ち。

22 30分後水が引き始め一命をとりとめる。

13日 0

5
13日午前5時ごろ近くを通りがかった人が「家
がなくなっている」と異変に気付いた。

6

午前6時ごろ外を見ると大
量の泥や砂利で道路が埋
まっていた。「家のほうに流
れていたらつぶれてい
た。」

8
8：40全地域の大
雨特別警報解除

状況

年齢

558


