■TNT関係機関タイムライン（案） ④ ライフライン
事象（トリガー）
主な出来事・活動

フェーズ

（～36時間前）
風速：通常

◆：広域避難・自主的危機回避行動（自主避難）に関する事項
情報共有準備室・情報共有本部
or
非常災害現地対策本部

【発】【受】：情報の受発信で連携が必要な内容

ライフライン
総務省
東海総合通信局

西日本電信電話（株）東海事業本部
（株）NTTドコモ東海支社

ライフライン
経済産業省
中部近畿産業保安監督部

中部電力（株）

東邦瓦斯（株）

中部地区エルピーガス連合会

経済活動
名古屋港管理組合
四日市港管理組合

東海財務局
日本銀行名古屋支店

◆気象・台風情報の提供

◆情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報収集活動（気象・台風状況）

◆情報共有準備室を設置（気象台・整備局）

【発2】情報共有準備室を設置（気象台・整備局）
【発3】TNTタイムラインの発動をTNTメンバーに通知

【受2】情報共有準備室を設置
【受3】情報共有サイトの運用開始

【受2】情報共有準備室を設置
【受3】情報共有サイトの運用開始

【受2】情報共有準備室を設置
【受3】情報共有サイトの運用開始

【受2】情報共有準備室を設置
【受3】情報共有サイトの運用開始

【受2】情報共有準備室を設置
【受3】情報共有サイトの運用開始

【受2】情報共有準備室を設置
【受3】情報共有サイトの運用開始

【受2】情報共有準備室を設置
【受3】情報共有サイトの運用開始

【受2】情報共有準備室を設置
【受2】情報共有準備室を設置
【受3】情報共有サイトの運用開始
【受3】情報共有サイトの運用開始
◆企業が事前休業を検討
◆企業が事前休業を検討
◆翌日以降の行事休止要否、出社体
制等の検討
◆会員企業への行事中止情報等の
周知

【受2】情報共有準備室を設置
【受3】情報共有サイトの運用開始
◆企業が事前休業を検討

◆気象庁が台風5日間予報を発表

【発0-1】気象・台風情報の提供

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

◆情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、港湾の状況、職員の状況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

◆情報共有本部を設置 （気象台・整備局、三県一市）

【発0-2】情報共有本部を設置
（気象台・整備局、三県一市）

◆鉄道事業者・バス事業者が計画運休の詳細情報を発表
◆高速道路が通行止めの詳細情報を発表
◆企業、学校等が事前休業、休校を決定
◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請調整開始
◆自衛水防活動の準備

◆交通機関等の運行停止、通行止めの タイミイング
を情報共有
◆TNT関係自治体の避難バス調達状況の把握

◆鉄道事業者・バス事業者が計画運休の可能性を発表
◆高速道路が通行止めの可能性を発表

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、道路通行止めの状況、関連企業
の状況）
【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡
窓口について情報共有
窓口について情報共有

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
◆発注工事請負者へ点検・対策の指
示
◆設備に対する事前対策とその実施
◆設備に対する事前対策とその実施 ◆設備に対する事前対策とその実施
◆企業が事前休業を決定
◆災害対策用機器の点検と出動準
◆設備に対する事前対策とその実施
備
◆東海四県、連携の確認

◆情報収集活動（気象・台風状況）

経済産業省 中部経済産業局

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が早期注意情報（警報級の可能性）を発表
■警戒レベル1■

◆企業、学校等が事前休業、休校を検討
◆各県・市町村等において広域避難実施に向けた事前調整

ステージ0
（36時間前～24時間前）
風速：通常

東海商工会議所連合会
中部経済連合会

【受0-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

◆情報収集活動（気象・台風状況）

【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】情報共有本部を設置
【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受0-2】体制状況、TNTとしての連絡
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
◆企業が事前休業を決定
◆企業が事前休業を決定
◆企業が事前休業を決定
◆必要に応じて従業員への帰宅呼び ◆必要に応じて従業員への帰宅呼び ◆必要に応じて従業員への帰宅呼び
かけ
かけ
かけ

◆気象台、整備局の合同説明会

フ
ェ
ー
ズ
０

◆気象庁が特別警報発表の可能性に言及
◆広域避難の開始（24時間前）
◆避難所の開設

◆ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗状況、
避難完了目標時刻までの所要時間）

◆気象庁が台風5日間予報を発表

【発1-1】気象・台風情報の提供

◆避難準備・高齢者避難開始を発表 ■警戒レベル3■
◆避難勧告・避難指示（緊急）を発表 ■警戒レベル4■
◆広域避難の継続

◆TNT関係機関の対応状況の確認

◆関連企業への連絡
◆応急復旧拠点準備

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

◆企業、学校等が事前休業、休校を実施
◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の派遣要請
◆自衛水防活動の実施

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

◆監視要員の配置
◆重要回線・設備の把握
◆防水板、防水扉の設置
◆復旧活動拠点で要員の確保及び
資機材の確認
◆資機材等集結場所の確保
◆資機材等の配備調整

ステージ1
（24時間前～12時間前）
風速：通常
【発1-2】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗
状況、避難完了目標時刻までの所要時間）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

◆関連企業への連絡

◆関連企業への連絡

◆関連企業への連絡

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

◆復旧活動拠点で要員の確保及び
資機材の確認
◆資機材等集結場所の確保
◆資機材等の配備調整

◆復旧活動拠点で要員の確保及び
資機材の確認
◆資機材等集結場所の確保
◆資機材等の配備調整

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受1-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

◆水門の閉鎖
◆水門・樋門・防潮扉等の閉鎖

【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡 【受1-2】体制状況、TNTとしての連絡
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
窓口について情報共有
◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施

◆企業が事前休業を実施
◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施
◆自衛水防活動の実施
◆設備に対する事前対策とその実施

◆企業が事前休業を実施
◆企業が事前休業を実施
◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施
◆自衛水防活動の実施
◆自衛水防活動の実施
◆設備に対する事前対策とその実施 ◆設備に対する事前対策とその実施

◆企業が事前休業を実施
◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施
◆自衛水防活動の実施
◆設備に対する事前対策とその実施

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施

◆企業が事前休業を実施
◆自衛水防活動の実施

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、港湾の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、港湾の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

◆鉄道による広域避難の完了
◆鉄道事業者、路線バス、高速バスが計画運休

ステージ2
（12時間前～9時間前）
風速：通常

◆気象庁が台風5日間予報を発表

【発2-1】気象・台風情報の提供

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

◆広域避難の継続

◆TNT関係機関の対応状況の確認

◆来訪者への退出誘導
◆防潮扉閉鎖
◆水門・樋門・防潮扉等の閉鎖
◆水門・樋門・防潮扉等の開閉状況
を関係機関へ連絡
【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有 【受2-2】体制状況について情報共有

◆大規模浸水を想定した排水ポンプ車の配置完了

【発2-2】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗
状況、避難完了目標時刻までの所要時間）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受2-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

◆臨時バス・自家用車による広域避難の完了（9時間前）

ステージ3
（9時間前～6時間前）
風速：通常～15m/s

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が特別警報発表（暴風・波浪）

【発3-1】気象・台風情報の提供

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

◆逃げ遅れ住民に対する措置

◆TNT関係機関の対応状況の確認
【発3-2】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗
状況、避難完了目標時刻までの所要時間）
【受4-1】気象・台風情報の提供

（勤務者がいるか不明）
【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有 【受3-2】体制状況について情報共有

◆TNT関係機関の対応状況の確認
【発4-2】ゼロアワーの修正（TNTタイムラインの進捗
状況、避難完了目標時刻までの所要時間）

（勤務者がいるか不明）
【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有 【受4-2】体制状況について情報共有

【受Ⅰ-1】被害状況

【発Ⅰ-1】管轄機関の被害状況につ 【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情 【発Ⅰ-1】管轄機関の被害状況につ 【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情
いて情報提供
報提供
いて情報提供（発電・送電・変電等設 報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況） 【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、 備、地域停電、ガス保管設備等、都 【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）
市ガス供給等、鉱山の崩落、沈殿池 応急復旧状況）
の欠壊等）
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況）
◆復旧方針の策定
◆復旧方針の策定
◆復旧計画活動
◆復旧計画活動
◆重要通信のそ通確保
◆被災地特設公衆電話の設置
◆被災エリアへの通話規制
◆災害用伝言ダイヤル（171）,災害用
伝言板等の運用

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅱ-1】管轄機関の被害状況につ 【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情 【発Ⅱ-1】管轄機関の被害状況につ
いて情報提供
報提供
いて情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況） 【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、 【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況）
応急復旧状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

◆電力応急復旧
◆復旧状況の広報

◆気象庁が台風5日間予報を発表
◆気象庁が特別警報発表（暴風・高潮・波浪）
ステージ4
（6時間前～0時間前）
風速：15m/s～35m/s

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、関連企業の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、港湾の状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、港湾の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、港湾の状況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況、港湾の状況）

【受3-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

【受4-1】情報収集活動
（気象・台風状況、各機関の活動状
況）

ゼロアワー（台風上陸）

フェーズⅠ
（1～3日）
-------------------（0時間後～7時間後）
-------------------（7時間後）

■警戒レベル5■
◆台風上陸
◆猛烈な風により屋外活動停止
◆高潮越水、堤防破堤、浸水
◆救命、救助
---------------------------（0時間後～7時間後）
◆避難判断水位に到達【洪水】
◆氾濫危険水位に到達【洪水】
---------------------------（7時間後）
◆河川氾濫（破堤）【洪水】

◆政府が非常災害現地対策本部設置

【受Ⅱ-1】被害状況
フェーズⅡ
（4日～2週間）

フェーズⅢ
（2週間～1ヶ月）

◆ポンプ排水および自然排水
◆緊急輸送路確保

◆締め切り・排水検討
◆緊急輸送路検討

◆浸水エリア縮小

【受Ⅲ-1】被害状況

◆施設（堤防、交通、ライフライン）応急復旧

◆応急復旧計画検討

◆通信応急復旧
◆復旧状況の広報
【発Ⅲ-1】管轄機関の被害状況につ 【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情 【発Ⅲ-1】管轄機関の被害状況につ
いて情報提供
報提供
いて情報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況） 【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、 【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況）
応急復旧状況）
◆災害復旧工事の計画、設計
◆状況により通話規制解除

◆応急復旧活動支援

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情 【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情 【発Ⅰ-1】被害・復旧状況について情
報提供
報提供
報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、 【受Ⅰ-1】情報収集活動
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）
応急復旧状況）

【発Ⅰ-1】管轄機関の被害・要支援状
況について情報提供
【受Ⅰ-1】情報収集活動（被害状況、
被災事業者等の状況）

◆応急復旧活動
（勤務者がいるか不明）
◆必要に応じて災害協定団体へ協力
要請
◆港湾区域内の緊急物資輸送路の
確保
◆水門・樋門・防潮扉等の開放
◆水門・樋門・防潮扉等の開閉状況
を関係機関へ連絡

◆地域経済安定化支援

◆被災事業者等の支援

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅱ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅱ-1】管轄機関の被害・要支援状
況について情報提供
【受Ⅱ-1】情報収集活動（被害状況、
被災事業者等の状況）

◆ガス応急復旧
◆復旧状況の広報

◆復旧方針の策定
◆復旧計画活動
◆復旧状況の広報

◆応急復旧活動

◆応急復旧活動

◆応急復旧活動
◆地域復旧活動支援
◆地域経済安定化支援

◆応急復旧活動支援
◆被災事業者等の支援

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅲ-1】被害・復旧状況について情
報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、
応急復旧状況）

【発Ⅲ-1】管轄機関の被害・要支援状
況について情報提供
【受Ⅲ-1】情報収集活動（被害状況、
被災事業者等の状況）

◆応急復旧活動
◆復旧状況の広報

◆ガス応急復旧
◆復旧状況の広報

◆ガス応急復旧
◆復旧状況の広報

◆応急復旧活動

◆応急復旧活動

◆応急復旧活動
◆地域復旧活動支援
◆復興活動支援
◆地域経済安定化支援

◆応急復旧活動支援
◆被災事業者等の支援

◆復旧方針の策定
◆復旧計画活動
◆ガス供給停止時の広報

