
令和2年度第1回 狛江市防災カレッジ

東京マイ・タイムラインセミナー
～マイ・タイムラインを作ってみよう！！～

令和２年８月２９日 東京都総務局
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①地域の風水害リスクを把握する
②避難情報・気象情報などの意味を理解する
③より安全な行動を考える

「東京マイ・タイムライン」の概要・作成ナビ１

マイ・タイムライン作成に当たってのポイント２

「マイ・タイムライン」を作ってみよう！４

本日の流れ

＜５分＞

＜２０分＞

＜４５分＞

①狛江市ハザードマップを確認
②マイ・タイムライン作成（実践）
③作成後の感想・意見交換・講評

VR体験 風水害を疑似体験！３ ＜１５分＞



 平成30年７月豪雨では、防災気象情報の発表が住民の適切な避
難行動に結びつかず、多くの方々が犠牲になりました。

 一方で、風水害の対策を行っている都民は少ない状況です。

出典：「東京の防災プラン進捗レポート2019」より

日頃より水害からの避難を考えるための
「東京マイ・タイムライン」を作成しました。

出典：「平成30年7月豪雨
～中国地方整備局災害対応の記録」より
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「東京マイ・タイムライン」の概要１
＜誕生の背景＞水害を取り巻く状況



都民一人ひとりが、防災気象情報を正しく理解し、
それぞれの環境（地域の状況や家族構成など）に合った
適切な避難行動（マイ・タイムライン）を考えるためのツールです。

「東京マイ・タイムライン」の概要

マイ・タイムラインを作ると…
 災害時にとるべき行動を事前に決められます。
※風水害はある程度の予測が可能です。

 自分の環境に合わせて慌てずに行動できるようになります。

マイ・タイムラインをより良いものにするためには…
 家族、地域の方とよく話し合って考えることが大事

マイ・タイムラインを作ったら…
 いざという時に実践し、振り返って見直してみることが大事
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１
＜東京マイ・タイムラインとは＞



＜東京マイ・タイムラインセット＞
ケースには、➊~➌のものが入っています。
内側にﾏｲ・ﾀｲﾑﾗｲﾝの作成例を載せています。
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➋作成用シール➊作成ガイドブック

➌マイ・タイムラインｼｰﾄ 3種類(台風･大雨･急激な豪雨)

必要な情報ｼｰﾄ 風水害に備えて必要となる情報を紹介

「東京マイ・タイムライン」の概要１

シールは貼り剥がし可能
⇒地域の防災訓練等での検証や家族間で
の話し合いを通じて、マイ･タイムラインを何度でも
見直すことができます！



 ハザードマップや避難情報、気象情報などの風水害に関する基礎知識から東京マイ・タイムライ
ンの作成方法まで動画で学習できる「東京マイ・タイムライン作成ナビ」を公開しています。

 家族や近所の人々に教える場合や自分の復習用にも活用できます。

東京都防災ホームページ 東京マイ・タイムライン作成ナビ
URL： https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/mytimeline/1008172/index.html

参考： 「東京マイ・タイムライン作成ナビ」について
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動画は、一般版と児童版の２種類があります。
どちらも３つのポイントから構成されていて、動画を見ながら学習ができます。

第１部
マイ・タイムライン作成にあたってのポイント

第２部
地域のリスクを知ろう

第３部
マイ・タイムラインをつくろう

多摩川氾濫時に想定さ
れるリスク解説を視聴し

て勉強しましょう！

ご利用はこちらから！



 マイ・タイムラインをパソコンやスマートフォンから簡単に作成・保存できる、デジタル版「東京マイ・
タイムライン」を公開しています。

 スマートフォンで保存できるため、いつでもどこでも閲覧でき、家族等ともマイ・タイムラインを共有
できます。いざという時に家族の行動がわかり安心です。

ご利用はこちらから！

東京都防災ホームページ 作ろう！マイ・タイムライン
URL：https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/mytimeline/try/index.html

参考：デジタル版「東京マイ・タイムライン」について

シートを選択して
警戒レベル毎の
行動を自由記入

保存したデータは
PDF化すると、SNS
などで簡単に共有
できます！
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地域の風水害リスクを把握

➣地域で想定される風水害の種類や特徴を知る
➣ハザードマップの重要性を知ってもらうことが第一歩
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２

ポイント

１

避難情報･気象情報等の意味を理解

➣適切な避難行動の目安となるため、重要な事項
➣警戒レベルも含めて、丁寧な説明が必要

ポイント

２

より安全な行動を決める

➣適切な避難行動に繋がるよう､家族での話し合いが重要

ポイント

３

自らに合った避難行動を検討し、マイ・タイムラインを作成する上で大きなポイントは３つ

ﾏｲ・ﾀｲﾑﾗｲﾝ作成に当たっての３つのポイント



地域で起こり得る風水害の特徴を知る！

☞災害種別に応じて、作成ガイドブックP.6～P.11参照

ハザードマップなどで、地域で起こり得る水害リスクを知る！

☞作成ガイドブックP.22参照

できれば、地域で起きた過去の風水害を知る！

☞作成ガイドブックP.12参照

8

地域の風水害リスクを知る

➣地域で想定される風水害の種類や特徴を確認
➣ハザードマップの重要性を知ってもらうことが第一歩

ポイント

１

２ ﾏｲ・ﾀｲﾑﾗｲﾝ作成に当たっての３つのポイント
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平成30年7月豪雨 倉敷市真備町
実際の浸水範囲(青色)がﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの想定範囲(黒枠)と重なっている

出典：大規模広域豪雨を踏まえた水害対策検討小委員会資料

日頃からハザードマップを確認するようにしましょう！

＜ハザードマップの重要性＞

ハザードマップに
示されたリスクは

現実に
起こり得る

地域の風水害リスクを知る
ポイント

１



ハザードマップに色がついて
いる範囲が浸水の恐れがある
区域です。

＜ハザードマップの見方＞

ハザードマップに示される

避難施設まで避難

してください。

浸水する深さは、
凡例を確認してください。

土砂災害に対しても
色がついている範囲から
避難する必要があります。

（注）避難施設が必ず開
設されるとは限りません。

避難情報の発令に伴い、

自治体HPを確認してく

ださい。

洪水

高潮
土砂災害
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ポイント

１ 地域の風水害リスクを知る



＜大河川と中小河川の違い（例：多摩川と野川）＞

東京都山梨県

大河川：多摩川の流域

中小河川：野川の流域

大河川の様子

【地形図出典】国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 多摩川流域図

中小河川の様子

街中でよく見られる小さな河川
で狭い流域から水が一気に集
まるため、水位が急上昇

（その他：神田川、目黒川、石
神井川、空堀川など）

河川敷にグラウンドがあるような大き
な川で広い流域から水が集まるため
水位がゆっくり上昇
（その他：荒川、江戸川など）
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ポイント

１ 地域の風水害リスクを知る

「狛江市」は大河川（多摩川）
と中小河川（野川）に挟まれた

位置に立地している
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＜土砂災害(特別)警戒区域＞

平成30年7月豪雨では、土砂災害による死者のうち、約9割が

土砂災害警戒区域内等で被災している。

地域の風水害リスクを知る
ポイント

１ 土砂災害警戒区域に指定され
ている「東野川周辺」では

がけ崩れ等にご注意ください！

土砂災害警戒区域・特別警戒区域（令和2年3月現在）

狛江市周辺の土砂災害(特別)警戒区域

東京都全体の土砂災害(特別)警戒区域



＜令和２年７月改訂＞

・避難所・避難場所を一部変更・追加。

＜掲載される水害リスク情報＞

・「大雨時に危険な場所」「危険の程度」
などの情報が示されている。
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5m以上の浸水深
（２階以上）

＜狛江市のハザードマップ＞

洪水（多摩川氾濫版）

地域の風水害リスクを知る
ポイント

１

出典：狛江市洪水ハザードマップ（R2.7）
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＜狛江市のハザードマップ＞

ポイント

１

＜令和２年７月改訂＞

・従来の集中豪雨版を野川氾濫版として改訂。
前提となる想定の降雨量が増加し、浸水の想定範
囲が大幅に拡大。

・また、避難所・避難場所を一部変更・追加

＜掲載される水害リスク情報＞

・「大雨時に危険な場所」「危険の程度」
などの情報が示されている。

洪水（野川氾濫版）

出典：狛江市洪水ハザードマップ（R2.7）

1～3mの浸水深
（１階天井まで）

地域の風水害リスクを知る



 ハザードマップにおいて、「大雨時に危険な場所」、「危険の程度」、「避難場所」、
「避難する方向」などの情報が示されています。

 地域によっては、複数の水害リスクがあることから、必ず全ての災害種別のハザード
マップを確認しましょう。

 避難場所は災害種別ごとに変わるので、必ずハザードマップで確認しましょう。

 避難場所までの経路は、なるべく危険性のある場所（浸水区域や土砂災害警
戒区域等）を避けて設定しましょう。

本日は机上に狛江市のハザードマップを準備していますので、のちほど、ご確認ください。
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まとめ

ポイント

１ 地域の風水害リスクを知る



逃げる目安となる防災気象情報などの意味を学ぶ

☞作成ガイドブックP.24～P.25参照

☞警戒レベルも説明

避難情報や災害種別に応じた気象情報の収集方法を整理

（テレビ、アプリ、自治体・気象庁ホームページ、防災メール、防災行政無線など）

☞「必要な情報」シートで整理可能
（二次元バーコードにスマートフォンをかざして、直接、必要な情報を取得可能）
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避難情報・気象情報等の意味を理解する

➣適切な避難行動の目安となるため、重要な事項
➣警戒レベルの内容を理解しよう

ポイント

２

マイ・タイムライン作成に当たってのポイント２



＜平成30年7月豪雨を教訓とし2019年の出水期(6月頃)より「警戒レベル」を用いて防災気象情報を発表＞

高齢者などの避難に

時間を要する方は、
この段階で避難を

開始！

警戒レベル３
避難準備

警戒レベル４
避難勧告
全ての方が避難を

開始！
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避難情報･気象情報等の意味を理解する
ポイント

２



●●

＜避難を開始するタイミングの目安について＞

避難情報･気象情報等の意味を理解する
ポイント

２

●●

高齢者など避難に時間を要する方
がいる家族構成や広域（遠方）に
避難する場合などは、
「警戒レベル３」で避難を開始する
必要があります。

速やかに避難できる場合も、
「警戒レベル４」では、
全ての方が避難する必要が
あります。
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気象庁のホームページ（台風進路予想図など） 国土交通省ホームページ（ライブカメラ映像など）

参考：台風19号 防災気象情報発表(国)

出典：気象庁ホームページ

出典：江戸川河川事務所ホームページ資料より作成

＜平常時＞

＜出水時（氾濫注意水位超過）＞

＜参考＞
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平常時 令和元年10月11日9時頃
水位：YP+0.9

出水時 令和元年10月13日11時頃
水位：YP+11.25



20時27分発表

15時46分発表

10
月
11
日

(金)

12
日

(土)

11日9時
大型 非常に強い
935hPa 50m/s

11日21時
大型 非常に強い
935hPa 45m/s

12日9時
大型 非常に強い
945hPa 45m/s

12日19時前
伊豆半島に上陸

台風の進路 防災・気象情報の発表

※台風の進路の図及びタイムスケールは
国土交通省タイムラインを活用

台
風
19
号
情
報

6時32分発表

参考：台風19号 防災気象情報発表(テレビ)

※防災・気象情報の発表は、テレビ画面のイメージで整理 20

ｄ
ボタン

ｄボタンでリアルタイム情報を確認できます！



ホーム＞安心・安全 > 緊急災害情報 > 【台風関連情報】避難所を開設し
ています

【台風関連情報】避難所を開設しています

避難勧告の発令に伴い、現在以下の場所に避難所をｊ解説しています。
（午後７時００分現在）

避難所へ避難する際は暖かい服装でおこしください。

開設場所

・第三小学校

・第六小学校

・緑野小学校

・第一中学校

・第二中学校（満員のため新規で避難はできません）

・第三中学校（満員のため新規で避難はできません）

・第四中学校

・上和泉地域センター

・エコルマホール（13日（日曜日）午前８時まで）

避難所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、
屋内の高いところに避難してください。
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参考：台風19号 防災気象情報発表(自治体)

出典：こまえ安心安全情報メール

自治体ホームページ 自治体の防災メール

出典：狛江市ホームページ



参考：鉄道の計画運休の発表（鉄道会社）
＜台風１９号 令和元年10月10～11日 首都圏計画運休発表状況＞

日付 時刻 分 鉄道会社 計画運休の発表内容

10
日

－ 首都圏鉄道各社 12日の計画運休の可能性

11
日

10
時

00分 ＪＲ東海
30分 相鉄
50分 ＪＲ東日本

東海道新幹線 東京-名古屋 12日終日運休
全線 12日10時から順次運休
首都圏在来線 12日10時から順次運休

11
時

00分 小田急
00分 西武

全線 12日正午から本数減 15時から運休
全線 12日13時から順次運休

12
時

00分 京王
00分 東京メトロ

京王線・井の頭線 12日正午から本数減 14時から運休
丸ノ内線・日比谷線・東西線・千代田線・有楽町線・副都心線の一部区間
12日13時から運休

13
時

00分 都営地下鉄

00分 東武
30分 東急

三田線・新宿線の一部区間 12日14時から運休
日暮里舎人ライナー・都電荒川線の全線 12日14時から運休
東上線・伊勢崎線など 12、13両日運休
全線 12日9時から本数減 11時30分から運休

 台風19号では、大雨警報や暴風警報の予報時刻に合わせ、概ね各社が24時間前までに
計画運休を発表しています。

 鉄道を使った避難を行う場合は、計画運休の開始までに避難を完了していないと、鉄道によ
る遠方への避難ができなくなります。

 鉄道で計画運休の可能性が報じられた段階で、今後の行動の段取りを考え、計画運休の
実施までに必要な行動を済ませておくことが重要です。
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○警戒レベル３ 避難準備・高齢者等避難開始
高齢者など避難に時間を要する方がいる家族構成や遠方に
避難する場合などは、この段階で避難を開始！

☞浸水深が深いエリアが広がっている地域にお住まいの方も、

この段階で避難行動を取ることが望ましい

○警戒レベル４ 避難勧告
全ての方が避難を開始している状況！

☞遅くともこの段階で、避難を開始している必要がある

※「避難指示（緊急）」は発令されるとは限らないので、「避難勧告」で避難

○警戒レベル５ 「災害発生情報」は災害が既に発生している状況
この時点で避難できていないのは遅い

☞やむを得ず、避難ができていない場合は命を守るための最善の行動を取ること

避難情報･気象情報等の意味を理解する
ポイント

２



「警戒レベル５ 災害発生情報」ではなく、遅くとも「警戒レベル４ 避難
勧告」で避難を開始している必要があります。

避難情報が発表されていなくても、警戒レベル４（又は３）相当の情
報（気象情報や危険度分布）が発表されている場合は、自発的な避
難も検討しましょう。

警戒レベル4 相当情報 氾濫危険情報、土砂災害警戒情報 等
警戒レベル3 相当情報 氾濫警戒情報、洪水警報 等
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まとめ

避難情報･気象情報等の意味を理解する
ポイント

２



☞マイ・タイムラインで取るべき避難行動をあらかじめ整理し、
あらゆる事態にも対応できるよう、より安全な行動を考える。

25

より安全な行動を考えるポイント

３

より安全な行動をとるためには、どうしたら良いのか？

☞【参考】作成ガイドブック
・内水氾濫時の注意点 … P.９参照
・気象状況ごとの避難のポイント … P.18～P.19参照
・浸水深、浸水継続時間から考える避難する場所 … P.27参照
・地域に対しての行動を考える … P.30参照
・持ち出し品の考え方 …P.31参照

マイ・タイムライン作成に当たってのポイント２
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○大雨や台風の時はこまめに避難情報や気象情報を収集し

早めに避難準備を！

☞夜中に大雨が予想される場合は、暗くなる前に避難することがより安全

○動きやすい格好で、なるべく２人以上で避難

☞身動きの取りやすい服装にするとともに、持ち出し品も現金や常用薬など
必要最小限のものに留める。

☞可能な限り隣近所同士で声をかけ合って避難しましょう。2人以上で行動すれば、
避難場所までの道中で不測の事態があっても助け合って対応できるかもしれません。

○どうしても避難場所への避難が困難なときは､近くの頑丈な建物の２階以上
に避難するか、家の中でより安全な場所
（２階以上、又はがけから離れた部屋など）に避難

より安全な行動を考える
ポイント

３



○避難が遅れた場合・・・
☞ドアの外に30cmの水がたまると、

水圧でドアが開かなくなります！
☞特に、地下にいる時は、
早めに地上階に上がりましょう！

☞水が膝までの深さになると、
歩行が困難になります！

☞冠水した道路を歩くと、
足元が見えない中で、
マンホールや用水路に気づかず
落ちてしまうことがあります！

命を守るため、

このような状態になる前に早めに安全な場所に避難しましょう！

出典：国土交通省「命を守る」ための防災教育イラスト」

30cm

膝まで

参考：避難が遅れた場合に考えられる様々な不測な事態

27



28

①浸水範囲が広域となり、河川から離れた地域でも浸水の恐れ。
②浸水の深さが最大5m以上となり、一般的な住宅の２階以上が浸水する恐れ。
③浸水範囲が多数存在。浸水の深さが最大1～3ｍとなり､1階天井までが浸水の恐れ。

「多摩川氾濫版」による想定される浸水の深さと範囲

①
東和泉四丁目②

「野川氾濫版」による想定される浸水の深さと範囲

野川沿川
西野川一､二丁目
東野川一丁目
岩戸南一丁目

③

＜狛江市ハザードマップで想定されている水害リスク＞



出典：国土交通省京浜河川事務所

多摩川・浅川・大栗川の洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

④浸水の継続時間が最長７２時間となり、停電・断水等、屋内の安全確保時も支障。

＜狛江市の水害リスク：浸水の長期化＞

最長７２時間（３日間以上）
中和泉四丁目、中和泉五丁目、
元和泉四丁目、東和泉一丁目

④

浸水が長引くと、困ること

・ライフラインの停止
（電気･ガス･水道・トイレ･通信）
・物資の供給、救出・搬送の実施が困難
・衛生環境の悪化

29

参考：0.5ｍ以上の浸水が
長時間に継続すると・・・



・２階以上避難でも建物が壊れる恐れ。

・家の中に居続けることは危険になる恐れ。

☞浸水の恐れがない地域へ逃げる。

出典：国土交通省京浜河川事務所

多摩川・浅川・大栗川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域）

➄浸水の氾濫流により木造家屋が倒壊等する恐れが多摩川から市街地にわたる。

＜狛江市の水害リスク：家屋倒壊等の危険性＞

➄

30

参考：流速が速い氾濫流が
襲来すると・・・



参考：新型コロナウイルス感染症に留意した風水害時等の避難

避難は「難」を避けることであり、必ずしも避難所へ行く必要はありません。安全な自宅に留

まる在宅避難も含めて、命を守るために適時に的確な避難行動を取るようにしましょう。

自宅が安全

避
難
が
必
要

台風・大雨時の避難には様々な避難行動があります

在宅避難
縁故避難 公設の避難所

余裕を持って、なるべく早めの避難が重要です！

避難情報発令後(警戒ﾚﾍﾞﾙ３・４)
危険な場所から速やかに避難

事前にハザードマップ等により
避難先が安全かどうかを確認

避難の際には、マスク、体温
計、水、食料、薬、消毒液等
の衛生用品は各自で持参

住んでいる地域の
ハザードマップを確認

備蓄はしっかり一週間分
31

先

避難情報発令前(警戒ﾚﾍﾞﾙ１・２)
安全な親戚・知人宅に
早めの避難



参考：新型コロナウイルス感染症に留意した風水害時等の避難

次の３つが確認できれば、自宅に留まっても安全確保が可能です。

はい はい はい

自宅等の安全な場所にいる方は、
避難場所に行く必要はありません。

※①家屋倒壊等氾濫想定区域や、③浸水継続時間はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住まいの
市町村へお問い合わせください。なお、重ねるハザードマップには記載がありません。

※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション等の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安全確保をすること
も可能です。

出典：内閣府「避難行動判定フロー・避難情報のポイント」

住んでいる地域のハザードマップから、

32

❶家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないか ❷浸水深より居室は高いか ❸水がひくまで我慢できるか、
水・食糧などの備えは十分か



避難は「難」を避けることであり、必ずしも避難所へ行く必要はありません。安全な自宅に留

まる在宅避難も含めて、命を守るために適時に的確な避難行動を取るようにしましょう。

台風・大雨時の避難には様々な避難行動があります

万が一、逃げ遅れた場合や、屋外への避難が危険を伴う場合、

命を守るため、最善の行動を心がけましょう！

建物内の安全な部屋(高層階、がけから離
れた)や近くの頑丈な建物の上層階等へ避難

垂直避難

参考：新型コロナウイルス感染症に留意した風水害時等の避難

33

※豪雨時の車での移動は大変危険です。
移動の道中には、道路の冠水や濁流に巻き込まれて、
車ごと流される可能性もあります。

※狭い車中で泊まる場合には、エコノミークラス症候群を
発症する可能性もあります。

外への避難が危険を伴う場合、車での避難は

かえって危険を招きかねません。！

新型コロナウイルス感染症に留意した風水害時
等の避難は、どんな災害時でも通用します。

！



参考：災害への備え

出典：農林水産省「災害時に備えた食品ストックガイド」

何を

「幸せな気持ちになる」「精神的に落ち着く」
「心が温まる」ものを準備しましょう！

1週間分の備蓄例

どうやって

出典：東京都ＨＰ

「日常備蓄」のサイクルで
日常利用しながら、簡単に備蓄ができます。

「食べながら備蓄」を是非活用しましょう！

34

＜家族の命をつなぐ備蓄食料の例＞
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 まずは自らの身を守る、家族の命を守ることが最優先
 その上で、地域の人々の助け合いについても、このマイ・タイムラインを通じて、地域で

コミュニケーションを取りながら、事前に考えておきましょう

倉敷市 真備（まび）町
•浸水範囲が広く、複数の地区が浸水。多くの
死者が発生した一方で、住民が察知した情報
を基に避難行動を開始し各戸への呼びかけを
行ったことにより全員無事だった地区もあった。

東広島市 黒瀬町 洋国（ようこく）団地
•団地の東側で土石流が発生。一部住民が個
別に早期避難を実施した等により犠牲者がな
かった。平成26年災害以降に自治会が中心
となって避難訓練を実施していた。

出典：平成30年７月豪雨による水害・土砂災害からの
避難に関するワーキンググループ

出典：大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策検討小委員会

ＮＨＫ被災者アンケート
（広島県、岡山県、愛媛県の被災者310人対象）

最初に避難するきっかけになったのは何か？
近所の人の呼びかけ、家族・親族の呼びかけ

で尊い命が救われている

参考：地域に対しての行動を考える



36出典：平成30年７月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ

平時の取組
• ハザードマップは全戸に配布し周知を行っていた。

住民もハザードマップを見ており土砂災害危険箇
所と認識していた。

• 平成26年災害を受けて、年１～２回避難訓練
を実施していたり、市の出前講座を受講していた。

• 事前に民生委員の役員会で高齢者・障がい者
の避難を手伝う担当を決めていた。

平成30年7月豪雨時避難行動
• 要配慮者を含む７名が避難

準備の発令前に自主的に避
難した。

• この時、自治会で事前に決め
ていた要配慮者を支援する担
当者が避難の補助を実施し
た。

• 土石流により被災した家屋に
住んでいた高齢女性は避難準
備の発令前に自主的に避難
していた。

＜東広島市 黒瀬町 洋国団地の例＞

参考：地域に対しての行動を考える

洋国(ようこく)団地の当時の経緯
• 6日17:30：市内全域に避難準備・高齢者等
避難開始発令

• 6日18:50：市内全域に避難勧告発令
• 6日19:45：市内全域に避難指示(緊急)発令
• 7日05:30頃：土石流発生

洋国(ようこく)団地の被害状況
• 全半壊１０軒、床下浸水２０軒
•ただし、死者、けが人なし



 都内で想定される水害リスクを、いつでもどこでも確認できます。

 ＧＰＳ機能を搭載しており、現在地に関連する水害リスクを手軽にかつアニメーションで
わかりやすく確認できます。

▼狛江市周辺の浸水深

参考：「東京都防災アプリ 水害リスクマップ」

ダウンロードは
お手元に配布して
いるチラシから！

現在地でレイヤ
ボタンをタップ

確認したい
水害リスクを選択

確認したい場所（現在地など）
をタップするとアニメーションで表示

37



 河川の氾濫・高潮、土砂災害風水害の脅威をVR(Virtual Reality)動画や360度動画で疑

似体験できる「被災体験編」や、発災のメカニズムや避難の時に注意すべきことを学習できる
「防災学習編」がサイトにてご利用いただけます。

ご利用はこちらから！

東京都防災ホームページ TOKYO VIRTUAL HAZARD -風水害-
URL： https://orgwww2.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000217/1008164.html 38

【視聴にあたって】
この動画では、風水害を再現した映像を使用しています。映像を視聴することで精神的なストレスが感じられることもありますので、
ご自身の判断で視聴いただきますようお願いいたします。

スマートフォン・タブレット端末を利用して360度動画をご視聴いただくには、Youtubeアプリの
ダウンロードが必要です。
市販のＶＲゴーグルをご利用いただくことによって、よりリアリティある映像がご視聴いただけます。

動画を選択

VR体験 風水害を疑似体験！３
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【個人ワーク】マイ・タイムラインを作ってみよう！

マイ･タイムラインシートの作成手順

作成にあたっての３つのポイント内容を思い出しなが
ら・・・



本日は「台風が近づいているとき！」をつくります。
40

マイ・タイムラインを作ってみよう！
マイ・タイムラインには、3種類の行動シートがあります。

台風が近づいて
いるとき

大雨が長引く
とき

短時間の急激な
豪雨が発生する時

風水害リスク

出典：一般社団法人日本標識工業会 「防災標識ガイドブック」



〇作成方法
・自宅や地域の水害リスクや避難場所等を当該地域のハザードマップで確認
・それぞれの地域特性や家族などの状況を踏まえつつ、避難など「私と家族」の適切な防災行動を
検討

・水害が発生しそうなときから発生した後のこともイメージして、「地域」ですべき行動を検討
その際には、「私と家族」の適切な防災行動を中心に、「地域」の行動と両立するよう整理

自分を含めた家族の行動を記入

「私と家族」の欄

地域に関連する自分の行動を記入

「地域」の欄

〇シートの使い方

「必要な情報」の欄

正解は、「河川の氾濫」と「土砂災害」の必要な情報に◎または○を貼付
（狛江市ハザードマップにより、上記の水害リスクが想定されるため）

〇

◎

41

マイ・タイムライン作成方法



➊ハザードマップの確認
⇒｢必要な情報｣のチェック

※ﾏｲ･ﾀｲﾑﾗｲﾝｼｰﾄの必要な情報欄
についても記載してください。

➊

➌ ➎
➏

➋ハザードマップの確認
⇒「避難する場所」の記入

➌「避難開始」
のタイミングを決める

➍「避難準備の開始」
のシールを貼る

➎「避難完了」のシールを貼る

➏行動をより具体化
42

マイ・タイムラインシートの作成手順

➊

➍

P４４

P４５

P４６

P４７

P４８

P４９
P５０ ➋



ハザードマップで水害リスクの有無を確認
(例)この地域では河川の氾濫と土砂災害が発生する可能性がある

43

➊ハザードマップの確認 ⇒ 「必要な情報」のチェック

「必要な情報」シート

マイ・タイムラインシート

◎または○のシールを貼付

「必要な情報シート」と同じシールを貼付

〇大雨と風に関わる気象情報は
必ず確認する。

手順➊マイ・タイムラインシートの作成手順



➋ハザードマップの確認 ⇒ 「避難する場所」の記入

○
○
小
学
校

ハザードマップを見て避難する場所を決める
※避難ルートも一緒に検討しましょう

避難場所を確認し記入する。

〇親戚や知人の家などに避難する場合は、
避難先の自治体ハザードマップも確認する。

44

手順➋マイ・タイムラインシートの作成手順



➌「避難開始」のタイミングを決める

「避難開始」のタイミングを決めると他の対応も決められる。

〇避難するのに時間がかかる場合は警戒レベル３で避難する。
※（広域避難など）避難場所まで遠い場合
※家族に高齢者や障がいをお持ちの方、乳幼児がいる場合
※浸水深が深いエリアが広がっている地域にお住まいの場合

〇遅くとも警戒レベル４では全員避難を開始する。 45

手順➌マイ・タイムラインシートの作成手順



➍「避難準備の開始」のシールを貼る

 「避難開始」よりも前に「避難準備の開始」のシールを貼る。

警戒レベル３ で「避難開始」であれば、警戒レベル２で

警戒レベル４ で「避難開始」であれば、警戒レベル３で

46

手順➍マイ・タイムラインシートの作成手順



➎「避難完了」のシールを貼る

 「避難開始」よりも後に「避難完了」のシールを貼る。

警戒レベル３ で「避難開始」であれば、警戒レベル４で

警戒レベル４ で「避難開始」であれば、警戒レベル４の中で

47

手順➎マイ・タイムラインシートの作成手順



➏行動をより具体化

 「避難準備の開始」「避難開始」「避難完了」のシールを貼り終わったら、

に自由に記入して、避難行動などの具体化を図る。

 シールの下部の「避難にかかる時間」「準備にかかる時間」「作業にかかる時
間」に要すると思われる時間を記入する。

叔父の家に連絡

着替えをバックに詰める

９０１５

５

１０

私
、
妻

48

手順➏マイ・タイムラインシートの作成手順



➏行動をより具体化 地域に対しての行動＋

 自分の身を守ることが最優先ですが、「地区の手助けが必要な方への呼掛け」な
どちょっとしたことでもできることがあれば記入してみましょう。

49

手順➏

要配慮者の確認
５

要配慮者の避難補助
５

お隣の○○さんに呼び掛け
５

地域で協力して、手助けできることがないか、

簡単なことから考えてみよう!!

マイ・タイムラインシートの作成手順


