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大江町蓼原地区防災マップ　　　　　　　　　　　 　　　　　             　　　　　　　　
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情報収集
台風の接近等、大雨が予測され、京都
府北部で24時間降雨予測が200ｍｍを
超える場合

防災本部設置
大雨・洪水・暴風警報が発表され、なお、
事態の悪化が見込まれる場合、本部役
員の協議により決定

蓼原公会堂

要配慮者避難開始
避難準備・高齢者等避難開始の発令を
基本とし、明るいうちには避難を開始

金屋ふれあいセンター

荷上げ、車両高台移動

・河川水位・降雨予測をもとに各自で判
断。参考として迫田自転車商会の移動
開始を目安にする。
・由良川水位が福知山水位観測所３．０
ｍ、または天津上観測所５．０ｍを超え
る前に完了

車両は地域内の避難場所へ

その他の方避難開始

・由良川水位が福知山水位観測所４．０
ｍ、または天津上観測所６．０ｍを超え
た場合
・地域内の水位が最低地高の９．８７ｍ
を超えた場合
・土砂災害警戒情報が発表された場合

地域内の避難場所
及び自宅の２Ｆ以上

避難場所などスイッチ取るべき行動



平成30年7月豪雨災害時の検証について
由良川 由良川
福知山 天津上

時間 累加 寺町  筈巻

2018/07/06  07：00     0  182     3.31     5.62

（7/5）午後4時「避難準備・高齢者等避難開始発令」
　　　　午後5時5分「避難勧告（土砂・大江町）発令」
　
7：49大雨（浸水）警報発表

0 0

2018/07/06  08：00     0  182     3.02     5.42 0 0

2018/07/06  09：00     4  186     2.77     5.19 0 0

2018/07/06  10：00     8  194     2.59     5.01 10：33洪水警報発表 0 0

2018/07/06  11：00    12  206     2.57     4.87 0 0

2018/07/06  12：00    22  228     2.70     4.96 0 0

2018/07/06  13：00     4  232     2.94     5.13 0 0

2018/07/06  14：00     1  233     3.24     5.28 0 0

2018/07/06  15：00     3  236     3.40     5.50
蓼原中組3/8世帯、家の片付け開始
蓼原中組3/8世帯、車両移動

0 0

2018/07/06  16：00     6  242     3.55     5.59 蓼原中組1/8世帯、家の片付け開始 0 0

2018/07/06  17：00    15  257     3.74     5.76 蓼原中組1/8世帯、避難開始の準備（組内1世帯） 0 0

2018/07/06  18：00    15  272     3.97     6.05 蓼原中組1/8世帯、車両移動 0 0

2018/07/06  19：00    17  289     4.12     6.30 詰所待機　警戒体制 0 0

2018/07/06  20：00     8  297     4.24     6.52
蓼原中組1/8世帯、家の片付け開始
蓼原中組1/8世帯、垂直避難開始

0 0

2018/07/06  21：00     8  305     4.36     6.69
迫田さん牧川水位、周囲の状況確認
迫田さん自家用車避難、自宅商品の避難開始～22：00

3 0

2018/07/06  22：00    19  324     4.41     6.66 22：50大雨特別警報発表 3 0

2018/07/06  23：00    14  338     4.38     6.80 23：50避難指示（緊急）発令【土砂】（全域） 蓼原中組1/8世帯、車両移動 3 0

2018/07/06  24：00    34  372     4.30     6.76

24：40床下浸水発生
蓼原中組1/8世帯、家の片付け開始
蓼原中組1/8世帯、車両移動

3 0

2018/07/07  01：00    40  412     4.32     7.11 1：10床上浸水発生 3 0

2018/07/07  02：00     4  416     4.69     7.45 蓼原中組1/8世帯、美河小学校への避難開始 11 1

2018/07/07  03：00     4  420     5.25     7.76 11 1

2018/07/07  04：00     6  426     5.83     8.16 4：53　部長帰宅　以降、地域住
民として活動

11 1

2018/07/07  05：00    18  444     6.19     8.42 5：00避難指示（緊急）発令【浸水】（由良川下流部）
蓼原中組1/8世帯、車両を更に高所へ移動
道路への浸水始まる（下流域から溝を伝い増水）

11 1

2018/07/07  06：00    16  460     6.40     8.76 蓼原中組1/8世帯、垂直避難開始 11 1

2018/07/07  07：00     6  466     6.43     8.80 水位、道路より150ｃｍ（7：30） 18 1

金屋ふれあ
いセンター項目

局名 坂　浦(気) 
気象情報・避難情報

地域の状況
皆さんの行動（自主防災組織）

消防団の活動
避難者情報

市町村名 福知山市下野条 
美河小学校

7/7 4：59

7/7 7：24

7/7 6：33

7/7 6：48 7/7 7：24
7/7 6：47



由良川 由良川
福知山 天津上

時間 累加 寺町  筈巻
金屋ふれあ
いセンター項目

局名 坂　浦(気) 
気象情報・避難情報

地域の状況
皆さんの行動（自主防災組織）

消防団の活動
避難者情報

市町村名 福知山市下野条 
美河小学校

2018/07/07  08：00    20  486     6.35     8.89

蓼原中組、家の片付け断念
蓼原中組5/8世帯、垂直避難開始（以降垂直避難継続）
8/8世帯避難完了（避難所1世帯、垂直7世帯）↓

18 1

2018/07/07  09：00    16  502     6.37     8.97 18 3

2018/07/07  10：00    10  512     6.46     9.01 18 3

2018/07/07  11：00     2  514     6.52     9.02 蓼原中組、組長により各世帯安否確認 27 3

2018/07/07  12：00     3  517     6.49     9.02 30 3

2018/07/07  13：00     0  517     6.32     8.98
水位ピーク　道路から2.5ｍ
水位ピーク　13：56

30 3

2018/07/07  14：00     4  521     6.07     8.73
水位の低下始まる14：48
新町方面へ水が引いていく

30 3

2018/07/07  15：00     0  521     5.81     8.43 30 3

2018/07/07  16：00     0  521     5.61     8.23 蓼原中組、各家ドロ掻きだし開始 30 3

2018/07/07  17：00     1  522     5.39     8.07 25 6

2018/07/07  18：00     0  522     5.14     7.70 25 6

2018/07/07  19：00     0  522     4.87     7.49 16 7

2018/07/07  20：00     0  522     4.63     7.23 16 7

2018/07/07  21：00     0  522     4.41     6.98

21：20大雨特別警報解除
21：20洪水警報解除
21：20大雨（浸水・土砂）警報発表

14 7

2018/07/07  22：00     0    0     4.20     6.73 14 7

2018/07/07  23：00     0    0     3.98     6.48 14 7

2018/07/07  24：00     0    0     3.73     6.23 14 7

2018/07/08  01：00     0    0     3.50     5.99 14 7

2018/07/08  02：00     0    0     3.28     5.76 14 7

2018/07/08  03：00     0    0     3.11     5.59 14 7

2018/07/08  04：00     0    0     2.96     5.42 14 7

2018/07/08  05：00     0    0     2.76     5.20 14 7

2018/07/08  06：00     0    0     2.57     5.03 14 7

2018/07/08  07：00     0    0     2.39     4.81 3 7

2018/07/08  08：00     0    0     2.20     4.65 8：10土砂災害警戒情報（大江町）解除 3 7

2018/07/08  09：00     0    0     2.05     4.45 3 7

2018/07/08  10：00     0    0     1.91     4.30 10：17大雨警報解除 7/9　AM7：00　美河小避難者帰宅 3 7

7/7 7：25

7/7 12：31

7/7 12：32

7/7 14：00（水位ピーク時）

7/7 14：00（水位ピーク時）

7/7 16：00（新町方面へ水が引く）



 マイマップ・マイタイムラインの検討 

 ○訓練、災害時の行動の検証等から蓼原自主防災組織の災害時の対応を考える（浸水・土砂災害） 

避難行動等 内容 行動のスイッチに関する意見等 スイッチ検討 

① 避難の事前準備 組織、各自の情報収集、必要

な準備 

・台風など事前に災害が予想される場合 

・大気が不安定な状況で、相当の雨量が予想されている

場合 

・災害本部、区民それぞれで備えを行う 

○台風など事前の危機が分かる段階 

○府県気象情報で総雨量 200ｍｍ以上の降雨が

予測される場合 

⇒住民に対し本部から注意喚起。本部体制を取

る可能性、準備、心構えを喚起。（放送、ライ

ングループ等） 

② 蓼原自主防災害本部

開設 

水害が想定される場合、公会

堂に設置 

・要配慮者の避難誘導  

・班長による避難把握、本部

への報告 

（蓼原区自主防災組織の行

動計画） 

・警報を設置のスイッチとするか？ 

・大雨警報には（浸水）と（土砂）がある。夕立などで警 

報がでる場合も。 

・蓼原が受けてきた水害は、洪水が起因するもの。洪水

警報をスイッチとすることはどうか？土砂災害の危険

も考慮 

・事前予測で総雨量 200ｍｍを超えてくるとなると、災

害級の心配がある 

 

 

 

○大雨警報、洪水警報が発表され、なお相当の

降雨が見込まれる場合、本部役員の協議によ

り決定 

○時間50ｍｍ以上の降雨があった場合状況を判

断し設置 

○本部が住民に対して、災害への対応について

呼びかけ 

③ 要配慮者の避難 ・要配慮者の避難誘導、金屋

ふれあいセンターへの避難 

・蓼原防災訓練で検証済み 

 

 

 

 

 

・予め定めた避難支援者により、要配慮者を金屋ふれあ

いセンターに移送 

・避難準備・高齢者等避難開始の発令が基本 

○避難準備・高齢者等避難開始の発令後、本部

でタイミングを判断（避難しやすいタイミン

グ、状況） 



避難行動等 内容 行動のスイッチに関する意見等 スイッチ検討 

④ 自家用車の移動 ・各家の自家用車を高台に避

難させる 

・住民には災害対応の手順として折込み済み 

・7 月豪雨時最速、7/6ＰＭ3 時から活動開始。以降各人

のタイミングで実施 

・道路が冠水する前に行う必要がある 

・移動先については、それぞれ場所を持っていたが、浸

水の危険があるとのこと。河守の高地に移動させるし

かないが、行政で決められるか？ 

⇒各自で決めていただくしかない。美河小学校であれば、

多くの車両が駐車可能。避難所であることに留意 

○各人のタイミングで車両を避難 

○場所については、岩村鉄工所横の広場を整備

し開放（50台程度） 

○車両避難・荷上げのタイミングとしては迫田

自転車商会さんの動きを参考に 

⇒自助の範囲：由良川福知山水位 3ｍ超過まで

に完了のこと 

⑤ 家の片付け、荷上げ ・浸水に備えて上層階への荷

上げ 

・７月豪雨では、片付け、荷上げは、車両移動と同じタ

イミングで開始 

・元に戻すのがしんどいので、ギリギリまで粘る 

・片付けにはあきらめるタイミングもある 

○各人のタイミングで片付け、荷上げを実施 

○片づけを諦め、避難を行う見極めが重要 

⇒自助の範囲：由良川福知山水位 3ｍ超過まで

に完了のこと 

⑥ 住民避難（水平） 避難先…美河小学校 

   …蓼原公会堂 

   …自治会長宅上家屋 

・垂直避難場所以上の浸水想定であるところは、水平避

難を行う必要がある 

・左記 3 箇所の避難所について、避難先の割り振り、タ

イミング等を検証 

・内水位など、どのような情報が必要なのか 

⇒避難行動それぞれのスイッチとして用いる情報につい

ては、誰でも見られるオープンになっているデータを

基にルール化する方がよいのではないか 

（福知山水位、天津上水位、危機管理水位計など） 

 

○由良川福知山水位４ｍ、天津上水位６ｍ超過

でそれぞれ所定の場所に避難を開始 

○地域内の水位が地域内最低地高 9.87ｍを超え

た場合、蓼原自主防災害本部で、地域でまも

なく浸水が始まることを伝達、避難を勧告 

○大江町に土砂災害警戒情報が発表されたとき 

⑦ 住民避難（垂直） ・浸水の間、家屋の 2階以上

で避難をされている 

 

 

・垂直避難場所以上の浸水想定であるところは、水平避

難を行う必要がある 

・各家の検証要 

○家屋での浸水が始まったとき 



避難行動等 内容 行動のスイッチに関する意見等 スイッチ検討 

⑧ 万一避難できなかっ

た場合の行動 

－ － ○少しでも命が助かる可能性が高い行動を 

 ベランダで救助を求める、屋根に登るなど 

⑨ 各家ドロ掻き ・水が引いていく状況に合わ

せてドロの掻きだしを行う 

・水が引いていく段階 ○水が引いていく段階で対応可能な場合は実施 

⑩ 消防団の活動 出動、広報、避難誘導、救助

等 

・事前の広報活動は可能であるが、 ○地域住民としての活動 

○その他（救助については、河守分団が活動） 

 


