
事前防災行動計画（案）について

資料４



一般的に「事前防災行動計画」とは、防災に係わる組
織が連携し、事前に調整を図り、｢いつ｣｢誰が｣｢何を
するのか｣を時系列に整理し、対応行動を定めたもの
です。

事前防災行動計画は「タイ
ムライン」と呼ばれ、ハリケ
ーンを誘因に洪水による災
害を想定して、ハリケーン上
陸（災害発生）までの対応
行動を時系列的に整理した
もので、アメリカで考え出さ
れた概念です。

事前防災行動計画とは
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事前防災行動計画（案）作成方針（平成２７年度）
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○想定する誘因：台風等に伴う豪雨

○想定する災害：土砂災害

（大規模土砂災害を含む）

○作成する事前防災行動計画
２つの行動計画を作成する。

①台風の接近～各種気象情報の発表→警戒避難対応
→土砂災害の発生

②天然ダム形成から決壊までの対応

（満水（決壊）予想時刻を「発災（0時）」とする）
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「事前防災行動計画」作成のメリット

◎台風等に伴う豪雨の際に、関係機関毎に適切な対応

を漏れなく実施することができます。

◎関係機関との連携対応のタイミングが把握できます。

◎平常時に実施する合同防災訓練や情報伝達訓練で活

用することにより、事前に対応行動を確認・検証す

ることができます。

連絡協議会で作成している「事前防災行動計画」は、

災害発生時に入ってくる情報の内容と発信元（誰か

ら）、自機関の対応行動、対応後の情報伝達先（誰

へ）等とその内容をリスト化したものです。
作成のメリット事前防災行動計画
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平成２７年度に検討した事前防災行動計画（案）

時
間
軸

情報等のInput
（誰から・どんな）

情報等のＯｕｔput
（誰へ・どんな）

自機関の対応行動
（チェックリスト形式）

各種情報
（気象・災害など）

・関係機関からの情報
等を「Input」

・自機関において必要
な対応行動をチェック
し、漏れなく実施

・実施したことを関係
機関へ「Output」

事前防災行動計画（高山市）

一部抜粋
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平成２７年度における検討課題

意見前 意見後
高山市

・台風対応調整会議 削除
・浸水や土砂災害の危険性のある地
域の確認【①の96hｒ後を目途に完了】
最接近の24hr前

・浸水や土砂災害の危険性のある地
域の確認

・管内の防災機関調整会議 削除
②台風情報
（3日先までの位置と暴風
域の予報）

・国や県、気象台との連絡手段（窓
口、TEL、FAX等））の事前確認【②の
48hr後を目途に完了】　最接近の24hr
前

・国や県、気象台との連絡手段（窓
口、TEL、FAX等））の事前確認

・避難場所の確認【②の48hr後を目途
に完了】最接近の48hr前

削除

・報道機関対応 ・報道機関対応の確認
・避難場所の開設準備・開設決定
【⑥の★hr後を目途に完了】　最接近
の12hr前

削除

・警戒避難方針の検討【③の　hr後を
目途に完了】最接近の12hr前

・警戒避難方針の検討【③の２hr後を
目途に完了】

・避難準備情報の発表
(この時点では必ずしも発表するもの
ではない)

・避難場所の確認

・避難行動要支援者等への避難呼び
かけ

削除

・避難行動要支援者の避難誘導
【避難準備情報の0.5hr後を目途に完
了】

削除

④大雨・洪水注意報 - ・避難場所の開設検討・開設準備
⑥大雨洪水警報 【警戒体制】 【警戒体制】　災害警戒本部の設置

- 【非常体制】災害対策本部の設置
・首長あるいは首長代理により避難勧
告の発令ができる体制の構築
【⑥の★hr後を目途に完了】　最接近
12hr前

・首長あるいは首長代理により避難勧
告の発令ができる体制の構築

⑧土砂災害警戒情報 ・避難誘導【避難勧告の　hr後を目途
に完了】

・避難誘導【避難勧告の1.0hr後を目途
に完了】

⑪大雨・暴風特別警報 ・避難勧告・指示対象地区の範囲が
十分であるかどうかなど、実施済みの
措置内容を確認、追加措置の検討
【⑥の0.5hr後を目途に完了】

・避難勧告・指示対象地区の範囲が
十分であるかどうかなど、実施済みの
措置内容を確認、追加措置の検討

⑭降り終わり、今後降雨の
予報なし

・災害対策本部の設置 削除

⑥大雨洪水警報 ・災害対策警戒本部設置・消防団招
集

削除

⑦土砂災害警戒判定メッ
シュ情報で大雨警報の土
壌雨量指数基準を超過

- ・災害対策警戒本部設置・消防団招
集

⑫がけ崩れ・土石流発生 【非常体制】 【非常体制】　災害対策本部設置
　→本部設置の報告

⑦土砂災害警戒判定メッ
シュ情報で大雨警報の土
壌雨量指数基準を超過

飛騨市

機関名 状況
対応行動

①台風情報
（5日先までの位置予報）

雨の降り始め

③強い降雨を伴う台風が接
近・通過することが予想さ
れる

ご意見なし

白川村

意見前 意見後
・河道閉塞（天然ダム）発見の広報 削除

・山地災害対策緊急展開チーム派遣
の調整

削除

・山地災害対策緊急展開チーム受入
れの調整（派遣要請後24時間後に到
着）

削除

・通知（土砂災害緊急情報）の受理 削除
・河道閉塞（天然ダム）監視・観測の
検討

削除

・河道閉塞（天然ダム）応急対策の検
討

削除

・河道閉塞（天然ダム）監視・観測の
実施

削除

・河道閉塞（天然ダム）応急対策の施
工

削除

①台風情報
（5日先までの位置予報）

- ・施工中の工事現場、許可工事等へ
の注意喚起
≪output≫工事現場での台風接近時
の対応準備（県土木事務所）

雨の降り始め - ・台風説明会の開催
・災害情報集約センター設置 削除
・本部連絡員会議開催 削除

⑤国道・主要地方道・県道
◆雨量規制（連続雨量●～
●㎜、時間雨量●～●mm

・管理道路（雨量規制区間）通行止
【⑤の後、速やかに完了】

・本部連絡員会議開催

⑥大雨洪水警報 - 【警戒第1体制】
（大雨警報（土砂災害）発表の場合は
警戒第2体制）

⑦土砂災害警戒判定メッ
シュ情報で大雨警報の土
壌雨量指数基準を超過

- 【警戒第2体制】
（県内市町村で避難準備情報が発表
された場合）

・災害警戒本部の設置 削除
【第１非常体制】 【第１非常体制】（岐阜県災害対策本

部）
・第1非常体制本部員会議開催 削除

⑨土砂災害警戒情報の基
準を実況で超過

- 【第2非常体制】（岐阜県災害対策本
部）

【第2非常体制】 削除
第2非常体制本部員会議開催 削除

⑫がけ崩れ・土石流発生 ・災害箇所の現地確認【⑫の★hr後を
目途に完了】

・災害箇所の現地確認

⑬降雨は小康化 ・降雨後巡視・点検の準備【⑬の★hr
後を目途に完了】

・降雨後巡視・点検の準備

・降雨後巡視・点検の実施【⑭の★hr
後を目途に完了】

・降雨後巡視・点検の実施

・災害箇所の現地確認【⑬の★hr後を
目途に完了】

・災害箇所の現地確認

⑰土砂災害緊急情報 ・通行規制・県管理施設の対応の検
討【⑯の★hr後を目途に完了】

・通行規制・県管理施設の対応の検
討

-24hr ・通行規制・県管理施設対応の実施
【天然ダム決壊の★hr前までに完了】

・通行規制・県管理施設対応の実施

機関名 状況
対応行動

⑮緊急調査の着手

-48hr

⑰土砂災害緊急情報岐阜県
防災課

④大雨・洪水注意報

⑧土砂災害警戒情報

⑩特別警報に準ずる情報

⑭降り終わり、今後降雨の
予報なし

岐阜県
砂防課

意見前 意見後
- ・台風説明会の開催

- ・本部連絡員会議の視聴
・高山市・飛騨市・白川村に対し避難
準備情報発表の検討状況を確認

【警戒第2体制】の事前に実施

【警戒第2体制】 【警戒第2体制】(避難準備情報発令
時）

⑭降り終わり、今後降雨の
予報なし

・リエゾンの受け入れ 削除

⑯河道閉塞（天然ダム）決
壊予想時期の算出

- ≪input≫（仮称）土砂災害時緊急連
絡調整会議の準備・参加依頼（国）
・（仮称）土砂災害時緊急連絡調整会
議の準備・参加

・河道閉塞（天然ダム）監視・観測の
検討

削除

・河道閉塞（天然ダム）応急対策の検
討

削除

・河道閉塞（天然ダム）監視・観測の
実施

削除

・河道閉塞（天然ダム）応急対策の施
工

削除

岐阜県
飛騨農林
事務所

⑨土砂災害警戒情報の基
準を実況で超過

・高山市・飛騨市・白川村に対し避難
指示発令の助言

・高山市・白川村に対し避難指示発令
の助言

⑭降り終わり、今後降雨の
予報なし

・災害発生情報の入手 ・災害発生情報の入手（情報収集要
員の派遣）

⑮緊急調査の着手 ・高山市・飛騨市・白川村の災害対応
の支援

・高山市・白川村の災害対応の支援

⑰土砂災害緊急情報 ・緊急調査結果の広報 ・緊急調査結果の広報（県庁砂防課
の広報フォロー、マスコミ支局単位へ
の周知等）

⑨土砂災害警戒情報の基
準を実況で超過

・高山市・飛騨市・白川村に対し避難
指示発令の助言

・高山市・飛騨市に対し避難指示発令
の助言

⑮緊急調査の着手 ・高山市・飛騨市・白川村の災害対応
の支援

・高山市・飛騨市の災害対応の支援

林野庁
飛騨森林
管理署

⑭降り終わり、今後降雨の
予報なし

≪output≫所管施設の点検（職員）
【○班体制で○日で完了】

≪output≫所管施設の点検（職員）

高山国道
事務所

⑥大雨洪水警報 ・担当職員による、防災気象情報の収
集・把握

・担当職員による、防災気象情報・道
路状況の収集・把握

⑩特別警報に準ずる情報 【警戒体制】 【警戒体制】
※降雨状況、災害発生状況によって
は、非常体制に移行する。

- 道路規制情報の確認、資機材の調達
方法、搬入ルートの検討

所管施設の巡視・点検指示 所管施設の巡視・点検指示
※道路状況を道路管理者へ確認後実
施

⑮緊急調査の着手 緊急調査着手 応急対策の検討

機関名 状況
対応行動

岐阜県
高山土木
事務所

岐阜県
古川土木
事務所

⑭降り終わり、今後降雨の
予報なし

神通川
水系砂防
事務所

雨の降り始め

⑦土砂災害警戒判定メッ
シュ情報で大雨警報の土
壌雨量指数基準を超過

-48hr

⑰土砂災害緊急情報

岐阜県
飛騨県
事務所

ご意見なし

誤字修正の指摘

今後の課題

○関係機関による対応行動の確認が必要
（意見照会中）。

○事前防災行動計画(案)の合同防災訓練
等による検証が必要。

○連携が必要な関係機関の対応項目が把
握できる様式等の再検討が必要。

意見照会により関係機関より出された意見（一部抜粋）
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平成２８年度における「事前防災行動計画」の検討内容

①意見照会内容を踏まえた「事前防災行動計

画（案）」の対応行動の更新

②連絡協議会、幹事会、合同防災訓練等にお

ける「事前防災行動計画（案）」の確認・

検証の実施

③関係機関の連携を考慮した様式の検討
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平成２８年度における事前防災行動計画の作成工程

平成28年度第１回 幹事会
平成28年5月24日

合同防災訓練
平成28年11月中旬（予定）

第３回幹事会
平成28年12月下旬（予定）

：参加機関の皆様にご協力いただく作業

連絡協議会
平成28年6月6日

・事前防災行動計画（素案）の提示、説明
・事前防災行動計画（案）作成工程の説明
（事前防災行動計画（案）の意見照会依頼）

・各機関の対応行動調整
・事前防災行動計画（案）の修正

・事前防災行動計画（案）の検証

・各機関の対応行動再調整
・事前防災行動計画（案）の修正

・事前防災行動計画（案）の確認・了承

・事前防災行動計画（案）の提示

・事前防災行動計画（案）の作成状況の提示

・事前防災行動計画（案）の確認・意見照会

平成28年度第２回 幹事会
平成28年9月下旬（予定） ・事前防災行動計画（案）の更新内容の確認

・事前防災行動計画（案）の意見照会


