
おおさかタイムライン防災プロジェクト 大阪府都市整備部河川室

タイムラインの区分と大阪の目指す目標タイムラインの区分と大阪の目指す目標1
プロジェクトの達成目標は、水防災意識社会の再構築に向けた緊急⾏動計画に基づき、2021年
（令和３年度）までに、大阪府内の全市町村において、「洪水」 「土砂災害」 「高潮」 のいずれか
を対象としてタイムライン策定を目指す。
以下に、タイムラインの区分別に、策定主体、目的、目標を示す。

区分 広域タイムライン 市町村タイムライン 地域のタイムライン

策定
主体

国、大阪府 市町村 地域住⺠

概要 ⽐較的⼤きな流域を対象とし、国
や府、市に加え、鉄道やライフライン事
業者等の防災⾏動を整理したタイム
ライン

市町村の地域防災計画
に位置付けた全ての部署
（局）の防災⾏動を整理
したタイムライン

自治会や小学校区など「同
⼀の避難⾏動をとる地区単位
（避難単位）」を対象とし、住
⺠や⾃主防災組織などの防災
⾏動を整理したタイムライン

策定
目的

災害発生に備え実施する、雨水ポ
ンプの運転停止や水門などの施設操
作状況に加え、鉄道運休、道路通
⾏⽌め等の、互いに影響する防災⾏
動をタイムラインとして共有することで、
流域が⼀体となり防災⾏動を実⾏す
るためのタイムライン

市町村の体制構築や避
難所開設準備・運営、避難
情報の発令等、主に住⺠の
避難に関連する市町村の
防災⾏動を的確に⾏う為の
タイムライン

住⺠や⾃主防災組織が、互
いに助け合いながら、自らの判
断も加えたうえで、適切な避難
⾏動を⾏うためのタイムライン

2021年
度までの
到達目
標

⼤きな流域を有し、洪⽔により相当な
被害が生じる恐れのある「洪水予報
河川」において、広域タイムラインを策
定する。

●対象流域
寝屋川流域、安威川流域、⽯川
流域、⼤津川・槇尾川・⽜滝川流域

全ての市町村で、市町村タ
イムラインの策定を目指す。
ただし、既に市町村タイムラ
インとして機能している施策
等がある場合はこの限りでは
ない。

府内の地域数が多いため、数
値目標は設定しない。
ハザードマップ作成や防災訓練
に併せて、地域や住⺠の⾏動
を考える時間をとり、タイムライ
ンを普及させる。

2018年度までの動き2018年度までの動き2

完成したタイムラインを⼿交する寝屋川流域の⾸⻑ら

大阪府や市町村、国に加え、報道機関、ライフ
ライン事業者、鉄道事業者など多くの防災機関の
防災⾏動を記載して作成した流域タイムライン。
2018年8月9日から運用を開始し、平成30年
台風第20号から実運⽤を⾏い、タイムラインの検
討過程で築いた情報共有網を活用し、防災情報
のいち早い共有を⾏った。

リーディングプロジェクト（広域タイムライン）

８月 寝屋川流域⼤規模⽔害タイムライン
完成・運用開始

３月 おおさかタイムライン防災プロジェクトシンポジウム
府内の防災関係者が一堂に会し、タイムライン防災の必要性を共有し、
府内全域に拡げることを意思統一。

① 要配慮者利⽤施設への説明会の開催（約20,000施設）
② 大規模減災協議会にて各種取り組みを開始
③ 全市町村にてホットライン（避難勧告着目型タイムライン）策定・運用開始

６月 「⽔防法の⼀部を改正する法律」施⾏今次水害を踏まえた緊急対応

情報発信・機運醸成・きっかけづくり

１月 タイムラインカンファレンス
全国の先⾏事例や担当者同⼠の意⾒交換、専⾨家による講演
、タイムラインを策定している⾃治体の⾸⻑によるパネルディスカッシ
ョンなど、様々な情報を市町村に向けて発信することで、タイムライ
ン策定に向けた機運醸成に努めた。

自治会や小学校区など小さな区域を対象とし、貝
塚市と住⺠や自主防災組織などが集まって防災
⾏動を整理し作成したコミュニティのタイムライン

ワークショップを⾏う⾙塚市の地域住⺠ら
（旭住宅地区）

リーディングプロジェクト（地域タイムライン）

３月 貝塚市高潮タイムライン完成・運用開始
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2019年３⽉現在でタイムライン策定の
取り組みを進めている市町村

リーディングプロジェクト（市町村タイムライン）

６月 河南町土砂災害タイムライン
完成・運用開始

完成したタイムラインで記念撮影を⾏う河南町⻑ら

河南町の全部局が集まって、土砂災害に
対する防災⾏動を整理して作成したタイムライン。
2018年6月29日から実運用を開始。

広域タイムライン

９月 安威川流域タイムライン着⼿
地域タイムライン

10月 豊能町川尻地区タイムライン完成
広域タイムライン

11月 大阪湾沿岸高潮タイムライン着手
市町村タイムライン

11月 和泉市タイムライン着手
市町村タイムライン

12月 柏原市タイムライン完成
市町村タイムライン

１月 島本町タイムライン着手
地域タイムライン

１月 河南町下河内・平石地区タイムライン完成
地域タイムライン

１月 千早赤阪村上東阪地区タイムライン完成

2017年

2018年

2019年

府内市町村の取り組み状況一覧（H31.４現在）府内市町村の取り組み状況一覧（H31.４現在）3

市町村 広域ＴＬ 市町村ＴＬ 地域ＴＬ 市町村 広域ＴＬ 市町村ＴＬ 地域ＴＬ 市町村 広域ＴＬ 市町村ＴＬ 地域ＴＬ
能勢町 門真市 ● 高石市 ○
豊能町 ● 守口市 ● 泉大津市 ○
箕面市 東大阪市 ● ● 忠岡町 ○
池田市 ※ 八尾市 ● ● 和泉市 ○
豊中市 ○ 柏原市 ● ● 岸和田市 ○
島本町 ○ 藤井寺市 ※ 貝塚市 ○ ●
高槻市 ○ ● 松原市 ※ 熊取町 ○
茨木市 ○ 羽曳野市 ※ 泉佐野市 ○
摂津市 ○ 太子町 ※ 田尻町 ○
吹田市 ○ 河南町 ※ ● ● 泉南市 ○
枚方市 ● 富⽥林市 ※ 阪南市 ○
交野市 ● 大阪狭山市 ※ 岬町 ○
寝屋川市 ● 千早赤阪村 ※ ● 大阪市 ○
四條畷市 ● 河内⻑野市 ※
大東市 ● ● 堺市 〇

府内の43市町村において、タイムライン防災に関する取り組み状況を下表に示す。
●︓策定済 ○︓策定中 ※︓2019年度着手予定

2019年度 着手予定市町村
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