
松山逃げ遅れゼロプロジェクト
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令和元年度

マイ・タイムライン

ファシリテーター研修

• 河川情報センターを
招いてマイ・タイム
ライン作成研修

• 愛媛大学森脇教授や
市危機管理課職員、消
防職員など、マイ・タ
イムライン作成の講師
となれるよう講義を受
ける。



「まつやまマイタイムラインシート」を作成！
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令和元年度 防災研修

• マイ・タイムライン作成研修
を市内4消防署で管轄する地区
の代表者が集まって実施。

• 愛媛大学森脇教授から、地域の
自主防災組織会長や防災士がマ
イ・タイムラインについて講義
を受ける。

• 各地区に持ち帰り、潮見地区や
高浜地区など地域でマイ・タイ
ムラインの作成に取り組む。



➢ 地域との協働による高等学校教育改革推進事業
2014年から5年間 SGH（Super Global Highschool）

グローバルな人材育成は継続しながら、より地域
（ローカル）の関係機関と連携を深め持続可能な
社会発展に貢献できる人材を育成する。
グローバル＋ローカル＝グローカル

➢ SDGｓや多文化共生など様々な地域課題の研究に、
大学や行政から講師を招き研究。
防災をテーマに地域課題と、その解決方法などを
研究する。

松山東高GL（グローカル）事業とは…



松山東高校での
マイ・タイムラ
イン作成の取組

・台風や大雨などでの豪雨災
害から逃げ遅れをなくすため
に有効な「マイタイムライ
ン」を授業で作成

・生徒一人一人がタイムライ
ン（防災行動計画）を作成し、
地域の災害リスクや家族構成
などに応じて、災害時の段階
的な行動を確認

・作成の様子を収録し、防災
教育サポート動画「マイ・タ
イムライン」編として市内全
小中学校に配布



市民向けマイ・タイムライン作成の効果
・ハザードマップを見ることで
自宅周辺の災害リスクを確認で
きる

・立ち退き（水平）避難が必要
か、垂直避難で良いのかなど、
リスクに応じた避難行動を確認
できる

・避難情報などへの理解を深め
るとともに、計画的な避難行動
を考察することができる

・高齢者や乳幼児、ペットなど
家庭の一人ひとりの防災行動を
考えることができる。

・あらかじめ行動を決めておく
ことでパニックにならず速やか
な避難につながり逃げ遅れを防
ぐことができる。



私たちの
提案内容

防災マップを活用するために…

私たちがこれまでの授業で経験し、必要性を強く感じた

・自宅の災害リスクを知って避難行動に繋げる「マイタイムライン」

早わかりシートを折り込む！ことを提案します！！

・防災マップの活用をサポートするアイテムとして！

・防災マップで災害リスクなどを確認しながらシートを作成！

・折込にすることで、手にしやすく、作成後、掲示しやすい！

家族の目に留まりやすいところへの掲示を可能に！



アンケート

私たちが実際におこなったアンケートでは 100％の人が防災マップ
を知っているにも関わらず、実際に中を見て活用している人は、わず
かに3.8％しかいませんでした。

自分や家族の大切な命を守るための【防災マップ】が全世帯に配布
されながら活かされていない。

高校生の新しい発想で、市民の人が手に取って、開いて活用できる
工夫を提案しよう！と考えました。

知っている

知らない

防災マップを
知っていますか？

防災マップを
活用していますか？

防災マップは
家にありますか？

ある

ない

分からない

している

していない

できる

できない

いざという時に防災マップを
活用できると思いますか？



避難行動について、
どの段階で避難を考えるか？
どの段階で実際に避難するか？
をアンケートしました。

避難を考えるのは
避難準備（レベル３）が最も多く
早期の避難を考えている人が多いが、

実際に避難行動に移すのは
〇身近で被害が発生した時２４．２%
〇避難指示、避難勧告の時６４．５％
と約９割を占める

頭で考えるのと実際の避難行動には
乖離がある

あらかじめ避難行動の計画を立てる
「マイタイムライン」が有効

避難行動に関するアンケート

あなたはどの段階で避難を考えますか？

あなたはどの段階で実際に避難しますか？

考察



防災マップに折り込む「マイタイムラインシート」を作成！



新・防災マップと「マイ・タイムラインシート」を全戸配布！



想い…

・ 私たち高校生にできることは
なんだろうと考え、大切な家族を
守るための防災マップを、ぜひ多
くの人に見てもらって活用しても
らうことで、多くの人の命が災害
から助かればいいなと思い提案し
ました。

• 防災には、ここまでやれば大
丈夫という「ゴール」はありませ
んが、一人ひとりが、「大切な人
の命を守る」というゴールに近づ
いていけるように、多くの人と関
わりながら、私たち自身が発信者
となって、まちに安心の笑顔があ
ふれる松山の未来をつくっていこ
うと思います。



マイ・タイムラインを活用した
「松山逃げ遅れゼロプロジェクト」を開始
・令和３年１１月９日 発足式を開催
地域（市民）、学校（中学校）、施設（福祉など）を３つの柱に
様々な場面でマイ・タイムライン作成を通じ、災害からの逃げ
遅れ〝ゼロ“を目指す。
・地域（市民）
市内全戸に配布する防災マップとマイ・タイムラインシートを使って
家庭や地域で作成
・学校（中学校）
令和４年度から市立中学校全ての１年生を対象にマイ・タイムライン
の授業を実施して作成
・施設（福祉など）
令和３年度に作成した施設版マイ・タイムラインシートを使って福祉
施設や保育所・幼稚園、小中学校などで作成



マイ・タイムラインを活用した「松山逃げ遅れゼロプロジェクト」

松山逃げ遅れゼロプロジェクト推進協議会（R4.4月発足予定）

産官学民が参画し、マイ・タイムライン作成を推進
作成のテキストや動画などの支援ツールも開発予定

学 校 地 域 施 設

令和4年度に市立の全中
学校1年生にマイ・タイ
ムラインの授業を実施予
定

令和4年度に自主防災組
織を中心に全地区でマ
イ・タイムラインの研修
会を実施予定

福祉施設、小中学校、保
育所・幼稚園と地域が連
携して、施設版タイムラ
インのモデル作成
⇒水平展開予定



今後のマイ・タイムライン作成に向けた取組

・マイ・タイムライン作成講師の育成
市内４１地区の自主防災組織連合会（防災士など）を対象に研修会
学校の防災士教員を対象にした研修会
施設の防災士などを対象にした研修会

・マイ・タイムライン作成の動画作成・配信及びテキスト作成
マイ・タイムライン作成の動画及びテキストを作成
松山防災リーダー育成センターの公式YouTubeで動画配信

・防災マップと同時配布する「マイ・タイムラインシート」を活用
令和4年3月に市内の全戸に配布する「新・防災マップ」と同時配布
する「マイ・タイムラインシート」を活用して、各地域内で防災士等が
講師となり、広く市民にマイ・タイムライン作成を進める



今後のマイ・タイムライン作成に向けた取組

・マイ・タイムライン作成講師の育成
市内４１地区の自主防災組織連合会（防災士など）を対象に研修会
学校の防災士教員を対象にした研修会
施設の防災士などを対象にした研修会

・マイ・タイムライン作成の動画作成・配信及びテキスト作成
マイ・タイムライン作成の動画及びテキストを作成
松山防災リーダー育成センターの公式YouTubeで動画配信

・防災マップと同時配布する「マイ・タイムラインシート」を活用
令和4年3月に市内の全戸に配布する「新・防災マップ」と同時配布
する「マイ・タイムラインシート」を活用して、各地域内で防災士等が
講師となり、広く市民にマイ・タイムライン作成を進める



「松山逃げ遅れゼロプロジェクト」
マイ・タイムラインを作る！・・・だけでは面白くない！！
さらに効果を高めるための新たな取組！

●家族愛・思いやりの心を育む！子どもたちが発信者に！
マイ・タイムラインの授業を受けた子どもたちが発信者となり、
大切な両親や祖父母の命を守るための「命のはがき」プロジェクト
※松山中央ライオンズクラブ、愛媛県郵便局長会、教育委員会など

●実際の避難行動につなげるための取組
マイ・タイムラインシートを冷蔵庫に貼って・・・よりも効果的な策は？
デジタルを活用して作成、両親祖父母の携帯と連携
避難行動を促して早期の避難行動を実現



●家族愛・思いやりの心を育む！子どもたちの言葉で大切な人に発信！



（案）マイ・タイムライン作成アプリを導入
学校や地域で作成⇒家族の携帯やタブレットと連携
予め定めた行動を警戒レベルに合わせてプッシュ通知
避難行動につなげ避難完了をサポート

●実際の避難行動につなげるための取組

デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用


