
大規模風水害(台風)に関する熊本県版タイムライン
Weather Crysis report

＜台風発生＞
　●　台風進路予報(随時)

　●　台風説明会実施の検討

　●　県本庁(県本部)と台風説明会打合せ

　●　台風説明会開催 ⇒ 関係機関との調整及び周知

＜台風北上＞
　●　台風に関する九州北部地方気象情報(以降、随時) □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　気象情報の把握 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有

　●　台風に関する熊本県気象情報(以降、随時) 　□　気象庁、消防庁から気象情報を入手 　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握

　●　県本庁(県本部)へ予防的避難実施に係る情報提供 　□　振興局等、市町村へ情報提供

□　市町村への予防的避難の呼びかけの検討

＜台風が接近或いは上陸のおそれあり＞ ＜災害発生のおそれあり＞

　●　県本庁(県本部)及び関係機関への台風説明会実施 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □情報収集、分析及び共有 □情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有

　●　波浪注意報 　□　気象庁、消防庁から気象情報を入手 　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握 □　情報収集、分析及び共有

　●　強風注意報 　□　地誌資料、防災マップ等関係資料の再確認 　□　対処方針の検討 　□　マニュアル等の確認 　□　マニュアル等の確認 　□　部長、審議監、局長及び部内各所属等への情報提供・共有化 　□　気象情報の把握

　□　マニュアル等の確認 　□　連絡網点検 　□　連絡網点検 　□　マニュアル等の確認 　□　マニュアル等の確認

　□　対処方針の検討 　□　対処方針の検討 　□　対処方針の検討

　□　振興局等、市町村へ情報提供

　□　防災ヘリ、県警、自衛隊(ＬＯ派遣)との連携準備

□　振興局等、市町村へ対応体制整備の喚起 □　対応体制の整備 □　対応体制の整備 □　対応体制の整備 □　対応体制の整備

　□　喚起文書の作成・発出 　□　私立学校への注意喚起、休校、被害等の場合の報告依頼 　□　部内各所属への注意喚起、連携確認 　□　待機態勢確認 　□　部内各所属への注意喚起、連携確認

　□　通信システム、情報連絡網等の再点検 　□　情報連絡網等の再点検 □　市町村への避難所運営、救助法適用の対応体制整備の喚起 　□　情報連絡網等の再点検

　□　喚起文書の作成・発出

□　台風説明会開催の準備 □　台風説明会への出席検討 　□　情報連絡網等の再点検(内閣府担当、市町村担当、九州財務局担当、トラック協会担当) □　台風説明会への出席検討

　□　庁内部局、振興局等及び市町村へ台風説明会開催を伝達 　□　出席者の確保 □　台風説明会への出席検討 　□　出席者の確保 □　台風説明会への出席調整

　□　台風説明会資料の作成 　□　出席者の確保 　□　出席者の確保

□　危機管理監による記者会見の準備

　□　記者会見資料の作成

　□　報道機関への通告

□　県災害警戒本部設置の検討、準備 □　県災害警戒本部設置の検討、準備 □　県災害警戒本部設置情報の収集 □　情報収集 □　県災害警戒本部設置情報の収集

　□　設置の時期 　□　空調運転の検討、準備 　□　危機管理防災課への状況確認 　□　県災害警戒本部設置について、危機管理防災課の検討状況確認 　□　危機管理防災課への状況確認 □　県災害警戒本部設置時の対応検討

　□　要員の確保(規模) 　□　部長、審議監、局長、本部員(企画課長)等への情報提供 　□　部長、審議監、局長、本部員(政策課長)等への情報提供 　□　待機体制及び緊急連絡体制の確認

　□　発出文書の作成 　□　要員の確保(規模) 　□　要員の確保(規模)

□　台風説明会の開催 □　台風説明会への出席 □　台風説明会への出席 □　台風説明会へ出席し情報収集・部内周知 □　台風説明会への出席

　□　熊本地方気象台による台風情報の説明 　□　台風情報等の把握　 　□　台風情報等の把握 □　課内の災害待機体制及び情報収集方法の確認 　□　台風情報等の把握 □　台風説明会への出席

　□　台風情報等の把握

　●　高潮注意報 　□　部内各課へ情報提供

　●　大雨注意報

　●　洪水注意報

　●　雷注意報

＜台風が接近或いは上陸のおそれあり＞ ＜災害発生のおそれあり＞

□　市町村への予防的避難の呼びかけの決定 □　私立学校への注意喚起 □　公共交通機関等への情報周知及び □　部長への報告

□　二役報告 □　休校等の情報収集、教育委員会との共有(私立学校関係) 　　対処方針聞取り 　□　部内連絡体制の確認

□　危機管理監による記者会見 □　報道機関への対応(私立学校関係) □　危機管理防災課へ予防的避難に関する避難所設置状況及び避難者

　□　県民への注意喚起 □　部内集客施設閉・開館の検討、決定 　　状況を確認 □　部内集客施設閉・開館の検討、決定

【予防的避難の開始】 　□　予防的避難の呼びかけ □　県ガイドラインや国指針に沿った避難所運営となるように市町村を支援

　●　県本庁(県本部)及び関係機関へ台風特別警報発表の可能性の 　□　市町村への警戒態勢確保要請

　　　台風説明会実施(日中であるか夜間であるかで時間が前後する。) □　市町村避難所開設状況の把握 □　社会福祉施設等への警戒の呼びかけ

　●　台風特別警報発表の可能性の記者会見 　□　開設状況取り纏め

　●　特別警報の可能性を記述した台風に関する熊本県気象情報 □　保健所への通知

　□　衛生管理に関する注意喚起等

□　健康福祉政策課からの情報により、保健所や関係機関から情報収集

【予防的避難の完了】
　●　指定河川洪水予報

（水位に応じて各河川国道事務所と合同で随時、発表解除を実施する。）

　●　特別警報の可能性に言及した台風に関する熊本県気象情報 □　避難準備情報の発令状況の把握 □　避難準備情報の発令状況の把握 □　避難準備情報、避難勧告・指示の発令状況把握 □　避難準備情報の発令状況の把握 □　避難準備情報の発令状況の把握

　●　波浪警報ｏｒ波浪特別警報 　□　発令状況取り纏め 　□　Ｌアラートによる情報収集 　□　情報収集と部内各課への周知 　□　Ｌアラートによる情報収集 　□　Ｌアラートによる情報収集

　●　暴風警報ｏｒ暴風特別警報 【避難勧告、指示発令】 □　市町村の要請によりエリアメール、緊急速報メール、防災情報メールを発報

　●　特別警報発表による台風に関する熊本県気象情報 □　避難勧告、指示の発令状況の把握

　●　県本庁(県本部)へ特別警報発表の連絡 　□　発令状況取り纏め

□　報道機関、県民への対応 □　報道機関、県民への対応 □　報道機関、県民への対応

　□　報道資料作成、リリース

　□　県ＨＰ掲載(避難所開所状況　等)

＜台風が接近或いは上陸の可能性大＞ ＜災害発生のおそれあり＞

＜暴風域＞ □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　気象情報の把握 □　情報収集、分析及び共有

　●　大雨警報ｏｒ大雨特別警報 　□　気象庁、消防庁から気象情報を入手 　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握

　●　高潮警報ｏｒ高潮特別警報 　□　振興局等、市町村へ情報提供 □　健康福祉政策課からの情報により、保健所や関係機関から情報収集

　●　特別警報発表による台風に関する熊本県気象情報 □　報道機関、県民への対応 □　報道機関への対応(私立学校関係) □　報道機関、県民への対応 □　報道機関、県民への対応

　●　洪水警報

　●　土砂災害警戒情報 【応急対策の実施】 □　県災害警戒本部の設置 □　災害警戒体制(待機者の配置) □　県災害警戒本部の設置 □　災害警戒本部設置に関する情報収集・部内周知 □　県災害警戒本部の設置 □　県災害警戒本部設置に伴う災害警戒待機開始

　●　記録的短時間大雨情報 【被災地の拡大、被災者の増大のおそれ】 　□　対処方針の決定 □　空調の運転開始(県災害警戒本部の支援) 　□　要員による情報収集 　□　要員による情報収集 　□　情報収集及び各課等との情報共有

【デマ・風評被害の発生】 　□　関係機関等への通知 　□　空調の運転開始 　□　部長、審議監、局長、本部員(企画課長)及び部内各所属等への 　□　部長、審議監、局長、本部員(政策課長)及び部内各所属等への

　●　人的被害(重傷者・軽傷者　等) 　□　要員による情報収集 　　　情報提供 　　　情報提供 □　県災害警戒本部会議への出席

　●　住家被害(半壊・損傷) □　職員参集メールの発報 □　災害警戒本部会議関係者への連絡と関係者の出席 □　県災害警戒本部会議への出席 □　県災害警戒本部会議への出席 　　　【本部員：商工政策課長】

　◆　河川の氾濫 □　県災害警戒本部会議の開催 　□　部内情報の共有、対処方針の徹底 □　県災害警戒本部会議への出席 　□　部内情報の共有、対処方針の徹底 　□　被害状況、対応方針等の共有

　　　　(堤防の決壊、橋梁等の流失) 　□　情報の共有、対処方針の徹底

　◆　内水氾濫(床上・床下浸水) □　被害状況等の把握 □　大規模災害対応業務職員の派遣に向けた情報収集 □　被害状況等の把握 □　被害状況等の把握 □　被害状況等の把握

　◆　土砂崩壊 　□　被害情報等の収集 　□　被害情報の収集 　□　公共交通事業者から聞き取り 　□　被害情報等の収集(医療機関、社会福祉施設等） 　□　所管施設等の被害情報等の収集

　◆　道路冠水 　□　関係機関への報告 　□　派遣規模(人数、地域)の想定案の作成 　□　所管及び関係施設から聞き取り 　□　県本部への報告 　□　県(警戒)本部への報告

　◆　高潮災害のおそれ 　□　県ＨＰ掲載(被害状況、避難準備情報等の発令状況、避難所開所状況　等) 　□　部局への事前準備連絡 　□　厚生労働省への報告

　◆　孤立地域の発生の可能性 □　二役報告 □　被害情報等の収集、教育委員会との共有(私立学校関係)

　□　気象情報、県内の被害状況、避難情報　等 □　県本部への報告(私立学校関係) □　部長、審議監、局長等報告 □　部長報告 □　部長、審議監、局長等報告

□　九地整、自衛隊等ＬＯ派遣依頼、受入 　□　公共交通機関の被害状況 　□　気象情報、県内被害状況、避難情報　等 　□　気象情報、所管施設等の被害状況　等

□　市町村へのＬＯ派遣の検討、準備 　□　気象情報、所管施設等の被害状況　等 □　先遣隊・保健医療チームの派遣準備

□　自衛隊、緊急消防援助隊への災害派遣要請の検討

□　各種応援協定等に基づく応援要請の検討

□　ＮＥＸＣＯへの高速道路使用確認

□　県災害対策本部の設置(移行)の検討 □　県災害対策本部設置情報の収集 □　災害対策本部設置(移行)に関する情報収集・部内周知 □　県災害対策本部設置情報の収集

　□　設置(移行)の時期 　□　危機管理防災課への状況確認 □　災害待機者の確認、対応準備 　□　危機管理防災課への状況確認 □　災害物資協定締結先企業への支援要請

　□　要員の確保(規模) 　□　部長(本部員)、審議監、局長、部内各所属等への情報提供 　□　部長(本部員)、審議監、局長、部内各所属等への情報提供 　　可能性がある旨の事前連絡

　　　及び要員確保指示 　　　及び要員確保指示

　□　要員の確保(規模) 　□　要員の確保(規模)

県本庁(健康福祉部、健康福祉対策部) 県本庁(環境生活部、環境生活対策部) 県本庁(商工観光労働部、商工観光労働対策部)
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※ 警報等発令時で特に警戒を必要とする場合、「県災害警戒本部」を設置 

※ 特別警報が発表された場合、「県災害対策本部」を設置(自動設置) 

※ 特別警報が発表された場合、「県災害対策本部」を設置(自動設置) 

※ 警報等発令時で特に警戒を必要とする場合、「県災害警戒本部」を設置 

※ 台風の接近或いは上陸が深夜になる可能性も想定する必要あり 

※ 台風の接近或いは上陸が深夜になる可能性も想定する必要あり 

※ 台風の接近或いは上陸が深夜になる可能性も想定する必要あり 



大規模風水害(台風)に関する熊本県版タイムライン
Weather Crysis report

県本庁(健康福祉部、健康福祉対策部) 県本庁(環境生活部、環境生活対策部) 県本庁(商工観光労働部、商工観光労働対策部)気象予警報(熊本地方気象台) 県本庁(総務部、総務対策部) 県本庁(企画振興部、企画振興対策部)

Emergency support function  ,  Activity

事態状況

Timeline

時間 時期 県本庁(危機管理防災課、県災害対策本部室)

＜台風が最接近或いは上陸＞
＜暴風域＞ ＜災害発生＞ □　被害状況等の把握 □　大規模災害対応業務職員の派遣の判断 □　被害状況等の把握 □　被害状況等の把握 □　被害状況等の把握 □　被害状況等の把握

【救命・救助の実施】 　□　被害情報等の収集 　□　危機管理防災課との調整 　□　公共交通事業者から聞き取り 　□　被害情報等の収集(医療機関、社会福祉施設等) 　□　所管施設等の被害情報等の収集 　□　商工観光業関係被害情報等の収集

【応急対策の実施】 　□　関係機関への報告 　□　職員派遣の判断 　□　所管及び関係施設から聞き取り 　□　県本部、厚生労働省への報告等 　□　県(警戒)本部への報告 　□　県(警戒)本部への報告

【被災地の拡大、被災者の増大】 □　二役報告 　（派遣する場合）　　 □　部長、審議監、局長等報告 □　部長報告 □　部長、審議監、局長等報告 　□　被害対応方針の検討

【デマ・風評被害の拡大】 　□　気象情報、県内の被害状況、避難情報　等 　□　派遣規模（人数、地域）の決定 　□　公共交通機関の被害状況 　□　気象情報、県内被害状況、避難情報　等 　□　気象情報、所管施設等の被害状況　等

　●　人的被害(死者、行方不明者　等) 　□　災害対応方針協議 　□　部局との調整 　□　気象情報、所管施設等の被害状況　等

　●　県本庁(県本部)へ職員派遣(今後の気象状況等解説) 　●　住家被害(全壊・半壊・損傷) □　県災害対策本部の設置(移行)、本部会議の開催 　□　派遣者の決定 □　県災害対策本部の設置(移行)、本部会議の開催 □　災害対策方針の検討決定 □　県災害対策本部の設置(移行)、本部会議の開催 □　県災害対策本部設置に伴う災害対策待機開始

　◆　高潮災害発生 　□　気象情報、県内の被害状況、避難情報の収集 <情報G、市町村班> □　被害情報等の収集、教育委員会との共有(私立学校関係) 　□　気象情報の収集・部内提供、所管施設の被害状況等の集約 　□　検病調査班派遣、各保健所へ通知 　□　気象情報の収集・部内提供、所管施設の被害状況等の集約 　□　情報収集及び共有

　◆　河川の氾濫 　□　関係機関へ県災対本部設置の通知、本部会議開催の通知 <総括G> □　県本部への報告(私立学校関係) 　□　所管施設の被害状況等の収集 □　感染症予防、食品衛生対策に関する注意喚起を県HP等で周知 　□　所管施設の被害状況等の収集 □　県災害対策本部会議への出席

　　　　(堤防の決壊、橋梁等の流失) 　□　報道機関への通告 <広報G、広報班> □　報道機関への対応(私立学校関係) 　□　分掌事務に関する情報収集等 □　災害対策本部会議への出席 　□　分掌事務に関する情報収集等 　　　【本部員：商工観光労働部長】

　◆　内水氾濫(床上・床下浸水) 　□　災害対応方針の作成 <総務G> □　災害対策本部会議関係者への連絡と関係者の出席 □　保健所や関係機関から情報収集し、本部へ報告 　□　被害状況、対応方針等の共有

　◆　土砂崩壊 　□　本部会議資料の作成 <総務G> □　被害情報等について、厚生労働省へ報告

　◆　道路冠水 □　関係者の参集(職員参集メールの発報) <通信確保G> □　関係者の参集 □　ＤＣＡＴ協定締結団体への災害対策本部設置の連絡 □　関係者の参集

　◆　孤立地域の発生 □　自衛隊へ災害派遣要請 <総括G> □　先遣隊・保健医療チーム派遣検討

□　県災害医療コーディネーターへの参集要請 <医務班>

□　熊本ＤＭＡＴへの待機要請 <医務班>

□　県災害薬事コーディネーターへの参集要請 <薬務衛生班>

□　災害救助法適用の検討・決定(決定時点は災害規模により流動的）<救助班> □　DCAT派遣要請の検討

□　ヘリコプター運用調整所の設置 <総括G>

□　知事(本部長)記者会見の準備、実施 <総括G、広報G、広報班>

　□　報道機関への通知 <広報G、広報班>

　□　記者会見資料の作成 <総務G>

□　県ホームページへの掲載 <情報G、市町村班、広報G、広報班>

　□　本部会議資料　等 <情報G、市町村班、広報G、広報班> □　関係者の参集

□　知事以下の現地視察等(ヘリ、車両)の検討、準備 <調査団等対応・後方支援G> □　知事以下の現地視察等対応の準備

□　政府調査団等派遣の可能性、対応準備(車両、会議室等) <調査団等対応・後方支援G> 　□　公用車の手配

□　地方災対本部、市町村災対本部へのＬＯ派遣 <総括G> □　政府調査団等受入の可能性、対応準備

□　救援物資の受入と放出 <救助班> 　□　公用車の手配

□　避難所借上げ検討・決定 <救助班>

□　道路、橋梁に関する被害情報収集、取り纏め <道路班> □　厚生労働省所管施設等被害関係補助金の申請検討

□　緊急輸送道路の確保、危険道路の交通統制 <道路班>

□　河川、ダムに関する被害情報収集、取り纏め <河川班>

□　地すべり、崖崩れ等に関する被害情報収集、取り纏め <砂防班> □　ライフラインに関する被害情報収集、取りまとめ

□　消防庁との連絡調整 <消防班>

□　県内広域消防応援の活動調整 <消防班>

□　緊急消防援助隊の派遣要請・活動調整 <消防班> □　大規模災害対応業務職員の派遣

□　熊本ＤＭＡＴへの出動要請

　　　(20名以上の重傷・中等症の傷病者の発生が予想等) <医務班>

□　保健医療チームの派遣

□　DCATの派遣要請

□　各種応援協定に基づく応援要請 <総括G> □　被災市町村から県への物資供給の支援要請

□　医療救護に関する協定に基づく災害支援活動の依頼 <医務班> 　・　県災害対策本部等による物資の調達方法検討に

□　災害支援活動に関する協定等に基づく支援活動の要請 <薬務衛生班> 　　基づく、災害物資協定締結先企業への支援要請

□　日赤、共同募金の募集窓口の確認、義援金募集実施の判断 <救助班> 　　(物資の手配、輸送方法の確認等)

　□　義援金募集実施の場合、義援金箱の設置、金融機関の口座開設、周知広報

□　日赤との救護班派遣の調整 <救助班>

　●　土砂災害警戒情報解除

　●　波浪特別警報解除（波浪警報に切替）

　●　暴風特別警報解除（強風注意報に切替）

　●　高潮特別警報解除（高潮注意報に切替）

　●　大雨特別警報解除（大雨注意報に切替）

　●　特別警報解除による台風に関する熊本県気象情報

　●　県本庁(県本部)へ特別警報解除の連絡

　●　洪水注意報

　●　波浪注意報

　●　災害時支援資料作成及び気象庁ＨＰへの掲載(以降、随時)

　　　

＜台風通過＞
＜強風域＞ 【応急対策の実施】 □　被害状況等の把握 <総括G、情報G、市町村班> □　被害情報等の収集、教育委員会との共有（私立学校関係） □　被害状況等の把握 □　被害状況の把握 □　被害状況等の把握 □　被害状況の把握

　●　県本庁(県本部)へ職員派遣(今後の気象状況等解説) 【被災地の拡大、被災者の増大】 　□　被害情報等の収集 <情報G、市町村班> □　県本部への報告（私立学校関係） 　□　公共交通事業者から聞き取り 　□　被害情報等の収集(医療機関、社会福祉施設等) 　□　所管施設等の被害情報等の収集 　□　商工観光業関係被害情報等の収集

【デマ・風評被害の拡大】 　□　二役、関係機関への報告 <総括G> □　報道機関への対応（私立学校関係） 　□　所管及び関係施設から聞き取り 　□　県本部への報告 　□　県（対策）本部への報告 　□　県(対策)本部への報告

□　災害救助法の適用 <救助班> □　部長、審議監、局長等報告 　□　厚生労働省へ報告 □　部長、審議監、局長等報告

□　知事以下の現地視察等(ヘリ、車両)の実施 <調査団等対応・後方支援G> □　知事以下の現地視察等への対応 　□　気象情報、所管施設等の被害状況及び対応状況　等 □　必要に応じて、補助金等の申請手続き 　□　気象情報、所管施設等の被害状況及び対応状況　等

□　政府調査団等の受入 <調査団等対応・後方支援G> 　□　公用車の運用 □　知事以下の現地視察等への対応(必要時) □　県ボランティアセンター立ち上げの必要性検討 □　知事以下の現地視察等への対応(必要時)

　□　調査団対応方針作成・決定 □　政府調査団等への対応 □　被災した社会福祉施設への支援

　□　会議室等の確保 　□　公用車の運用 　□　被災施設への支援の要否の検討・決定

　□　バス等の手配 　□　他施設での受入体制の確保

　□　連絡先一覧表の作成

　□　調査団名簿の作成

　□　関係市町村及び振興局への連絡

　□　現地調査行程の作成

　□　知事あいさつ案作成

＜台風一過＞ □　検病調査班の派遣

　●　県本庁(県本部)へ職員派遣(今後の気象状況等解説) 【復旧・復興】 □　自衛隊への災害派遣撤収要請 □　被害状況等の把握 □　感染症予防対策 □　被害状況の把握

　□　公共交通事業者から聞き取り □　食品衛生対策 　□　商工観光業関係被害情報等の収集

　□　所管及び関係施設から聞き取り □　災害ボランティアによる復旧活動 　□　九州経済産業局への報告

【デマ・風評被害対策】 □　被害の規模によっては、交通事業者に 　□　市町村及び市町村社協が被災地ボランティアセンター立ち上げ

　　早期復旧対応等を要請 　□　県社協が県センターを立ち上げ

　●　災害時気象資料 　□　物資、資機材、ボランティアやボランティアセンター運営資金等の募集に関する広報

□　被災者生活再建緯線法適用検討・決定

□　県独自支援策運用の検討・決定

□　応急仮設住宅の供給(建設型or借上型)の検討

□　社協へ依頼

　□　被災者向け相談窓口・借入申込窓口の設置(市町村社協が実施)

　□　生活福祉資金貸付制度の広報(県社協・市町村社協が実施)
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□　待機者へ当番の確認、班編成確認

□　待機者、連絡網確認

□　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有

　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握 　□　危機管理防災課、文部科学省から気象情報を入手 　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握

　□　庁内各課、出先機関、県立学校、市町村教委へ情報提供 　□　局各支部へ情報提供

　　　(※　文部科学省からの気象情報は、私学振興課へも情報提供)

□　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有

　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握 　□　気象情報等の把握(危機管理防災課・文部科学省) 　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握

　□　マニュアル等の確認 　□　地誌資料、防災マップ等関係資料の再確認 　□　庁内各課、出先機関、県立学校、市町村教委へ情報提供 　□　局各支部へ情報提供 　□　地誌資料、防災マップ等関係資料の再確認

　□　対処方針の検討 　□　マニュアル等の確認 　　　(※　文部科学省の情報等は、私学振興課へも情報提供) 　□　マニュアル等の確認 　□　マニュアル等の確認

　□　対処方針の検討 　□　教育庁防災計画取扱要領の確認 　□　対処方針の検討 　□　対処方針の検討

　□　振興局等水防区本部、市町村へ情報提供 　□　情報伝達の経路・手順の確認

□　対応体制の整備 　□　国土交通省との連携準備 　□　対処方針の検討

　□　振興局、市町村等へ被害未然防止の注意喚起

　　　　　（農産物被害防止技術対策等） □　関係所属及び機関へ対応体制整備の喚起 □　対応体制の整備 □　対応体制の整備 □　対応体制の整備

　□　情報連絡網、被害状況報告手順等の確認 　□　関係機関との連携確認 　□　庁内各課、出先機関、県立学校、市町村教委への注意喚起、 　□　局各支部への注意喚起、局各支部防災体制の整備 　□　管内市町村への注意喚起、連携確認

　□　通信システム、情報連絡網等の再点検 　　　情報伝達経路・手順の確認 　□　通信システム、情報連絡網等の再点検 　□　通信システム、情報連絡網等の再点検

□　台風説明会への出席調整 □　台風説明会への出席検討 □　台風説明会への出席検討 □　台風説明会への出席検討 □　台風説明会への出席検討

　□　出席者の調整、確保 　□　出席者の確保 　□　出席者の確保 　□　出席者の確保 　□　出席者の確保

□　県庁土木技術ＴＯＰチーム、装備品の確認

□　公用車点検、燃料の確認

□　教育警戒部設置の準備

□　農林水産部災害警戒連絡会議の設置検討・準備 □　土木部災害警戒会議設置の検討、準備 　□　県災害警戒本部設置の検討状況の把握(危機管理防災課) □　局本庁職員防災待機開始の検討、準備 □　地方警戒本部設置の検討、準備

　□　設置の時期 　□　設置の時期 　□　教育長、教育理事、局長、教育政策課長等への情報提供 　□　開始の時期 　□　設置の時期

　□　要員の確保 　□　要員の確保(規模) 　□　待機者の確認 　□　要員の確保(規模) 　□　要員の確保(規模)

　□　情報収集(危機管理防災課への状況確認等)

□　台風説明会への出席 □　台風説明会への出席 □　台風説明会への出席 □　台風説明会への出席 □　台風説明会への出席

　□　台風情報等の把握 　□　台風情報等の把握 　□　台風情報等の把握 　□　台風情報等の把握 　□　台風情報等の把握

　□　部内各課へ情報提供 　□　庁内各課、出先機関、県立学校、市町村教委へ情報提供

□　振興局等からの情報収集及び対応状況確認 □　各局等からの情報収集及び対応状況確認 □　学校の措置状況の情報収集・報告(09:00、14:00現在) □　管内市町村の避難所開設状況の把握

　□　施工中の工事現場における安全対策 　□　施工中の工事現場での重機、資材等への安全対策 　□　休校、短縮授業等の情報収集(私学振興課との情報共有) 　□　県本部への報告

　□　海岸部等管理施設における開口部閉鎖確認 　□　水閘門、排水機場の確認(河川、海岸） 　□　教育長、教育理事、局長、関係課長への報告 □　局本庁職員防災待機の開始

　□　県管理道路の通行規制情報、被災状況の確認 　□　報道機関への情報提供・対応 　□　待機開始の報告～待機開始

　□　統合型防災情報システム及び土砂災害情報監視システムによる監視 　□　教育委員会ＨＰへの掲載 　□　関係機関(県本部、局各支部)への待機開始報告

　□　水門、閘門等の閉鎖(港湾) 　□　気象情報の把握(必要に応じて防災担当等への報告)

　□　港湾施設への来港者向け注意喚起に関する看板等の設置

　□　公園利用者向け注意喚起に関する看板等の設置

□　市町村への避難勧告に関する助言

□　県管理道路の通行規制や被災状況について関係機関や県民へ情報

　　提供（随時）

□　土木部長報告

□　管内市町村の避難準備情報の発令状況の把握

□　九地整リエゾン対応 　□　県本部への報告

□　県庁土木技術ＴＯＰチーム、ブリーフィング

□　災害時協定関係業界団体の連絡体制の再確認 □　管内市町村の避難勧告、指示の発令状況の把握

□　応急復旧用資材の確認(維持業者や協力業者等の備蓄) 　□　県本部への報告

□　報道機関、県民への対応

□　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有 □　情報収集、分析及び共有

　□　気象情報の把握 　□　気象情報の把握 　□　気象情報等の把握(危機管理防災課・文部科学省) 　□　気象情報の把握(必要に応じて防災担当等への報告) 　□　気象情報の把握

　□　監視データの分析及び各局・市町村との情報共有 　□　庁内各課、出先機関、県立学校、市町村教委へ情報提供

□　報道機関、県民への対応(随時) 　　　(※　文部科学省の情報等は、私学振興課へも情報提供)

□　報道機関、県民への対応

□　水防業務（市町村への情報伝達等） □　学校等の被害等の情報収集・報告(09:00、14:00現在)

　□　水防警報発令（水防団待機、出動、警戒、厳重警戒） 　□　被害等の情報収集(私学振興課との情報共有)

　□　水位周知（氾濫注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位） 　□　教育長、教育理事、局長、関係課長、県本部への報告

　□　避難判断水位超過の場合、報道機関へＦＡＸ 　□　報道機関への情報提供・対応

　□　国管理河川の水防警報、洪水予報等の伝達 　□　教育委員会ＨＰへの掲載

□　県災害警戒本部設置に伴う災害警戒待機開始 □　土砂災害警戒情報の発表 □　教育警戒本部の設置 □　県災害警戒本部の設置(通知受領) □　地方災害警戒本部の設置

　□　情報収集及び共有 　□　気象台と協議後共同発表 　□　出先機関、県立学校へ教育警戒本部設置の連絡 　□　局各支部への情報提供 　□　対処方針の決定

□　土木部災害警戒会議の設置 　□　対処方針の決定 　□　要員による情報収集 　□　関係機関等への通知

　□　対処方針の決定 　□　部員による情報収集 　□　要員による情報収集

　□　関係機関等への通知 　□　県本部への報告

□　県災害警戒本部会議への出席 　□　要員による情報収集 □　県災害警戒本部会議への出席(本部員：教育政策課長) □　県災害警戒本部会議の開催(出席) □　地方災害警戒本部会議の開催

　□　情報の共有、対処方針の把握 □　県災害警戒本部会議への出席 　□　情報の共有、対処方針の徹底 　□　情報の共有、対処方針の徹底

□　農林水産部災害警戒連絡会議の開催 □　土木部災害警戒会議の開催 □　必要に応じて教育警戒部会議の開催 　□　対処方針の局防災本部員等(局長、次長、工務課長等)への報告 □　管内市町村の被害状況等の把握

　□　情報の共有、被害報告手順の周知等 　□　情報の共有、対処方針の徹底 　□　情報の共有、対処方針の徹底 　□　局各支部への情報提供、局各支部防災体制の再確認・指示 　□　管内市町村の被害情報等の収集

□　被害状況等の把握 □　被害状況等の把握 　□　県本部への報告

　□　被害情報等の収集 □　学校等の被害等の情報収集・報告(09:00、14:00現在) 　□　公営企業(県企業局)関係施設の被害情報等の収集

□　被害状況等の把握 　□　関係機関への報告 　□　被害等の情報収集(私学振興課との情報共有) 　□　県本部への報告

　□　農業被害情報等の収集 □　土木部長報告 　□　教育長、教育理事、局長、関係課長、県本部への報告 □　局防災本部員等(局長、次長、工務課長等)報告 □　広域本部長、振興局長等報告

　□　県本部への報告 　□　気象情報、県内の被害状況、避難情報　等 　□　報道機関への情報提供・対応 　□　気象情報、公営企業(県企業局)関係施設の被害状況　等 　□　気象情報、管内市町村の被害状況、避難情報　等

□　農林水産部長報告 □　緊急災害対策派遣隊(TEC－FORCE)連絡 　□　教育委員会ＨＰへの掲載 □　管内市町村へのＬＯ派遣の検討

　□　気象情報、農業被害状況　等 □　県庁土木技術ＴＯＰチーム召集

□　各種応援協定等に基づく応援要請の検討 □　教育対策本部の設置(移行)の検討

　□　県災害対策本部への移行の検討状況の把握（危機管理防災課）

□　県災害対策本部設置時の対応検討・準備 　□　教育長、教育理事、両局長、各課長等への情報提供 □　局防災本部の設置の検討 □　地方災害対策本部の設置(移行)の検討

　□　農業被害状況等の取りまとめ 　□　待機者の確認　※教育庁防災計画取扱要領に基づく待機者 　□　設置の時期 　□　設置(移行)の時期

　□　被害対応方針の協議 　□　要員の確保(規模) 　□　要員の確保(規模)

県本庁(教育庁、教育対策部) 県本庁(企業局、企業対策部)

Emergency support function  ,  Activity

県広域本部、地域振興局等(県地方災害対策本部)県本庁(農林水産部、農林水産対策部) 県本庁(土木部、土木対策部)



大規模風水害(台風)に関する熊本県版タイムライン
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県本庁(教育庁、教育対策部) 県本庁(企業局、企業対策部)

Emergency support function  ,  Activity

県広域本部、地域振興局等(県地方災害対策本部)県本庁(農林水産部、農林水産対策部) 県本庁(土木部、土木対策部)

□　被害状況等の把握 □　被害状況等の把握 □　学校等の被害等の情報収集・報告(09:00、14:00現在) □　公営企業(県企業局)関係施設の被害状況等の把握 □　管内市町村の被害状況等の把握

　□　農業被害情報等の収集 　□　被害情報等の収集 　□　被害等の情報収集(私学振興課との情報共有) 　□　公営企業(県企業局)関係施設の被害情報等の収集 　□　管内市町村の被害情報等の収集

　□　県本部への報告 　□　県本部、関係機関への報告 　□　教育長、教育理事、局長、関係課長、県本部への報告 　□　県本部への報告、各支部における国交省、地元市町村、関係機関等 　□　県本部への報告

□　農林水産部長報告 □　土木部長報告 　□　報道機関への情報提供・対応 　　　への報告 □　広域本部長、振興局長等報告

　□　気象情報、農業被害状況　等 　□　気象情報、県内の被害状況、避難情報　等 　□　教育委員会ＨＰへの掲載 □　局防災本部員等(局長、次長、工務課長等)報告 　□　気象情報、管内市町村の被害状況、避難情報　等

　□　災害対応方針協議 　□　災害対応方針協議 　□　気象情報、公営企業(県企業局)関係施設の被害状況　等 　□　広域本部長、振興局長指示受け

□　県災害対策本部設置に伴う災害対策待機開始 □　県災害対策本部会議への出席 　□　局防災本部員等(局長、次長、工務課長等)指示受け □　地方災害対策本部の設置(移行)、本部会議の開催

　□　情報収集及び共有 　□　気象情報、県内港湾の被害状況等の収集 □　局防災本部の設置、本部会議の開催 　□　気象情報、管内市町村の被害状況、避難情報の収集

□　県災害対策本部会議への出席 　□　本部会議資料の作成 　□　気象情報、公営企業(県企業局)関係施設の被害状況等の収集 　□　関係機関へ地方災対本部設置の通知、本部会議開催の通知

　□　被害状況、対応方針等の収集及び共有 □　土木部災害警戒会議開催 □　教育対策部の設置(移行) 　□　局各支部へ局防災本部設置の通知、本部会議開催の通知 　□　災害対応方針の作成

□　農林水産部災害対策連絡会議の開催 　□　気象情報、県内の被害状況、避難情報の共有 　□　庁内各課、出先機関、県立学校への情報提供 　□　災害対応方針の作成 　□　本部会議資料の作成

　□　気象情報、県内の被害状況、避難情報の共有 □　関係者の参集 　□　本部会議資料の作成

□　関係者の参集 □　県災害対策本部への出席(本部員：教育長) □　県災害対策本部の設置(移行)、本部会議の開催(通知受領) □　関係者の参集

　□　本部会議出席 □　自衛隊の災害派遣要請に関する助言等

□　必要に応じて教育対策部会議の開催 　□　局各支部への情報提供 　□　公共性

　□　情報共有 □　関係者の参集 　□　緊急性

　□　災害対応方針の徹底 　□　非代替性

□　知事以下の現地視察等対応の準備 □　知事以下の現地視察等対応の準備 □　知事以下の現地視察等対応の準備

□　政府調査団等受入の可能性、対応準備 □　政府調査団等受入の可能性、対応準備 □　政府調査団等受入の可能性、対応準備

□　管内市町村災対本部へのＬＯ派遣

□　緊急災害対策派遣隊(TEC－FORCE)連携

□　県庁土木技術ＴＯＰチーム出動

□　各種応援協定に基づく応援要請等(土木施設調査、復旧)

　□　各団体への支援要請

　□　協定県への支援要請

□　学校等の被害等の情報収集・報告(09:00、14:00現在)

□　被害状況等の把握 □　被害状況等の把握 　□　被害等の情報収集(私学振興課との情報共有) □　公営企業(県企業局)関係施設の被害状況等の把握 □　管内市町村の被害状況等の把握

　□　農業施設、農作物等に関する被害 　□　被害情報等の収集 　□　教育長、教育理事、局長、関係課長、県本部への報告 　□　公営企業(県企業局)関係施設の被害情報等の収集 　□　管内市町村の被害情報等の収集

　□　農地、農業用施設に関する被害 　□　土木部長、県本部、関係機関への報告 　□　報道機関への情報提供・対応 　□　局防災本部員等(局長、次長、工務課長等)への報告 　□　広域本部長、振興局長等への報告

　□　民有林、林道、治山施設等に関する被害 　□　教育委員会ＨＰへの掲載 　□　県本部への報告 　□　県本部への報告

　□　水産物、漁港等に関する被害 □　公共施設災害応急復旧 □　知事以下の現地視察等への対応 □　知事以下の現地視察等への対応

　□　被害状況、通行止め、輸送路等確認 □　政府調査団等の受入 □　政府調査団等の受入

　※　必要に応じ以下の対応 　□　応急復旧緊急順位決定 　□　県災対本部、局各支部等との連携・調整 　□　県災対本部、管内市町村災対本部との連携・調整

　　◆　農林水産省との連絡調整 　□　復旧の指示

　　◆　農林水産部災害対策連絡会議の開催 　□　復旧状況とりまとめ

　　　　・　被害情報の共有 □　必要に応じて、教育長以下の現地視察の実施

　　　　・　対応方針、対応策の協議

　　◆　部長以下の現地視察等の実施 □　土砂災害警戒情報の解除

　　◆　県知事、政府調査団等の現地視察等対応 　□　気象台と協議後共同発表

□　避難指示等の解除に関する助言(国又は県)

□　公共施設災害報告

　□　被害状況取りまとめ

　□　災害報告第１報

□　県土木技術Sチーム編成、派遣

□　被害情報収集、最新情報の取りまとめ 　□　災害査定調査

　□　農業施設、農作物等に関する被害 　□　災害査定測量

　□　農地、農業用施設に関する被害

　□　民有林、林道、治山施設等に関する被害

　□　水産物、漁港等に関する被害

　※　必要に応じ以下の対応

　　◆　農林水産部災害対策連絡会議の開催

　　　　・　被害情報の共有

　　　　・　対応方針、対応策の協議


