
テーマ１．
避難のスイッチとなる情報を
どのような形で発信するのか！

資 料 ３－１

～住民の皆さんが主体的に情報を確認し、

迫りくる危機を「我が事」として捉え
「命を守る行動に繋げる」ために～

令和2年2月18日
福知山市市民総務部危機管理室



受信媒体

・防災行政無線
屋外拡声子局
・戸別受信機
・登録制メール
・緊急速報メール
・テレビｄデータ
・ラジオ

〇災害時には、気象業務法に基づく気象庁の気象警報等、水防法に基づく河川管理者の洪水予報河川など
の水位情報、災害対策基本法に基づく市の避難勧告等の避難情報など市民に提供される情報が様々ある。
〇市民が受け取る情報は、防災行政無線の屋外拡声子局、戸別受信機、メール、テレビ・ラジオなど様々な
媒体がある。

現 状

避難情報発信に係る現状と課題

1と呼ぶ。

災害時に発表される各種情報と受信方法



〇災害時の情報が実際の避難につながっていない…平成30年７月豪雨災害では、市民の避難
が943人（全体の約1.2%）に止まった。
〇市からは様々な情報伝達手段により情報を発信しており、平成30年7月豪雨に関するアンケート
結果では、96%の市民に避難情報が届いていた。情報があってもなぜ避難につながらないのか。
〇情報が広域的で多くの情報があふれており、市民自身に関わるリアルで行動に繋げるべき情報とし
て捉えられていないのではないか。
〇避難をしなければならないという気にさせる情報の内容、タイミング、発信する範囲を検討する
必要があるのでないか。
〇信頼できる人からの声掛けにより避難につながるケースがあるのでないか。
〇避難ということに対してその必要性など市民がどのように認識しているのか。災害のリスクの理解や
正常性バイアス（自分は大丈夫と思い込む心理）に対する意識改革が必要ではないか。

避難情報発信に係る現状と課題
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平成30年7月豪雨に関するアンケート調査（実施期間平成31年2月15日～28日、1,600名を
無作為抽出713名回答）、被災された方々への聞き取り調査から課題を分析

課 題

情報があっても
避難につながらない

正常性バイアス
（自分は大丈夫と思い込む心理）

避難しなければ
ならないという気にさせる

情報の不足



平成３０年７月豪雨災害に関するアンケート

年齢 人数 割合
20代 28 3.9%
30代 63 8.8%
40代 94 13.2%
50代 104 14.6%
60代 173 24.3%
70代 160 22.4%
80代以上 91 12.8%

合計 713 100%

情報があっても
避難につながらない
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正常性バイアス

平成３０年７月豪雨災害に関するアンケート
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避難しなければ
ならないという気にさせる

情報の不足



気象台などが気象業務法に
基づき発表する情報

気象情報など

✔災害時、情報があり過ぎて何を基準として動いていいのか分からない。
✔広い地域の情報であるため自分にどのような影響があるのか分からない。

？

市が災害対策基本法に
基づき発令する情報

避難情報

行政が発信する情報は広域的にならざるを得ない。

住民の皆さんが迫りくる危機を

「我が事」として捉えられず
「避難行動につながらない」

避難情報発信に係る現状と課題
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〇本年の台風１９号において、その土地にとっての最大雨量、既往最大を超えているポイントと人が亡くなるよう
な災害が起こったポイントが重なっている。福知山にとってこれからの記録的な雨、激甚化する雨に備えるという
のは、どういうことなのか、記録的とは何なのか、避難とは何なのか、検討会を通じて改めて考えていく必要が
ある。
〇情報の数を50個から100個に増やしても、おそらく避難率は上がらない。いろいろな情報にしっかり目を向け、
避難に繋げるための情報、避難の決断をしてもらえる情報とは何かということを考えていく必要がある。
〇土砂災害発生の予測は難しく、昨年の７月豪雨の実績からも分かるように土壌雨量指数の最大値（既往
最大値）を超えた地点を中心に発生している。こうした情報をもとにローカルエリアリスク情報の基準設定をし、
発信することも重要ではあるが、それだけでは避難の実態は変わらない。その情報が地域にとってどういうもの
なのか理解できるような形で伝えることが必要である。
〇地域でスイッチをどういう風に設定して、どう伝えるかということが一番大切であり、避難の一番基本となるた
め検討すべきである。
〇土砂災害の危険ある地域がローカルエリアリスク情報を作りたいと考えた場合、既往最大値の議論と組み合わ
せ、地域に理解を得ながら決めていく必要がある。
〇土砂災害に係る情報の精度を上げるのは良いが、住民がデータに頼ることでこれまで通り避難行動に繋が
らないデメリットになる。住民が参加し、役に立つ情報を踏まえ、総合的に判断した上で避難する方向へ情報
を持っていくことが重要である。こうした点も踏まえ、情報の発信エリアの運用も検討すべきである。

１．ローカルエリアリスク情報（仮称）の地域での活用
２．マイマップ・マイタイムラインの作成と活用
３．デジタル防災行政無線システム導入によるローカルエリアリスク情報の発信

対応の方向性と調整事項（案）
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第１、２回検討会における委員からの主な意見



✔福知山市は、気象業務法、水防法、災害対策基本法等に基づき提供される気象情報・避難情報を基本と
し、さらにこれらの情報を補完する情報として、それぞれの地域の災害リスクに応じてリアルに切迫感をもって、自分
事として捉えられる避難のスイッチとなる情報（ローカルエリアリスク情報）を発信する。

✔地域は、マイマップ・マイタイムラインの作成段階において、福知山市が提案するローカルエリアリスク情報の考え
方を踏まえた避難のタイミングを地域で設定する。

「ローカルエリアリスク情報（仮称）」の定義

１．ローカルエリアリスク情報（仮称）の地域での活用
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福知山市は、避難情報等を補
完する地域特有の情報を発信
し、避難の後押しをする！！

地域は、地域で設定した避難
するタイミングを基準に、主体的
に情報を入手し、避難行動を

実践する！！

住民の皆さんが主体的に情報を確認し、

迫りくる危機を「我が事」として捉え、
福知山市は避難を後押しする情報を発信し、

「命を守る行動に繋げる」



●過去の内水災害や土砂災害の発生履歴から災害発生のメカニズムを分析し、災害発生の可能性の高まりを
伝えることが重要であり、そのためには、身近な場所の浸水情報・河川水位情報や土壌雨量指数を活用した避
難スイッチとなる基準値を地域の選択情報として共有し、ローカルエリアリスク情報として活用する。

内水等氾濫・土砂災害を想定したローカルエリアリスク情報の考え方

内水等氾濫編

平成３０年７月豪雨 大江町蓼原

土砂災害編
平成30年7月豪雨 写真提供：株式会社パスコ／国際航業株式会社
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●内水浸水が発生する地域ごとに、過去の浸水災害時のデータをもとに、支川下流域の内水位から床下、床上
浸水までの時間を予測し、避難行動のスイッチを設定する。また、由良川等の外水位の上昇に伴う樋門操作に
より内水位への影響があることから外水位についても避難スイッチとし設定する。

内水等氾濫を想定したローカルエリアリスク情報の考え方
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樋
門

由良川

由良川に流れる支川

樋門

避難スイッチのイメージ

基準となるポイント設定

床下浸水スタート

床上浸水スタート

避難スイッチ①

避難スイッチ②

避難スイッチ③

内水位と過去の
災害履歴をベース
にした避難スイッチ

堤防

支川下流域の内水位
から床下・床上浸水
までの時間を予測し、
避難スイッチを設定

避難スイッチ①

避難スイッチ②

避難スイッチ③

外水位をベース
にした避難スイッチ

内水等氾濫編

下流 上流



地域内の水位が最低地高である
9.87ｍを超えた場合を避難開
始のスイッチとする

地域で早い段階で動かれる迫田
さんの行動を参考情報とする

●あらかじめ地域で定めたスイッチとなる基準水位に到達した時点で浸水を予測する補完情報として地域に発信、
また、避難のスイッチを地域ごとにマイマップ・マイタイムラインに定め、それに基づき避難を実践していく。

内水等氾濫を想定したローカルエリアリスク情報の考え方

モデル地域 大江町蓼原地区での取組み
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由良川水位福知山水位観測所で４．０ｍ
を超えた場合を避難開始のスイッチとする

モデル地域を設定⇒マイマップの取組みと
効果を検証し、事例を基に対象地域を拡大していく。

内水等氾濫編



●過去の土砂災害発生履歴から、発生時の土壌雨量指数と過去の既往最大値の土壌雨量指数との関係性
を分析する。

土砂災害を想定したローカルエリアリスク情報の考え方
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●既往最大比100％超えから犠牲者が発生。

犠牲者発生の傾向

雨量そのものの大きさでなく、その地域にとって
危険な雨量（指標）を評価することが重要！

※SWI：土壌雨量指数

土砂災害編



35340815 35350800 353508033535080235350801

3535090235350901

35340714 35340715 353507023535070135350700 35350703

35340614 35340615 353506023535060135350600 35350603

35340515 353505023535050135350500 35350503 35350504

3535040235350401 35350404

35350303 35350304

35350505

35350403

平成26年８月豪雨・平成30年７月豪雨の土砂災害発生状況

5kメッシュコード

土砂災害発生箇所数

●土砂災害は土壌雨量指数が既往最大値を超えた
場合に、多く発生している。
●既往最大値を観測したが、土砂災害が発生していな
いメッシュもみられる。

土砂災害発生の傾向

4

61 5 8 2

61 19 3

2 4 12 12

1

土壌雨量指数が既往最大値を
超え土砂災害が発生した箇所

12

土砂災害編



❶平成26年８月豪雨、平成30年7月豪雨での土砂災害発生箇所数は ➡80箇所
❷全体80箇所のうち、当該災害発生前の既往最大値を超え、土砂災害が発生した箇所数は
➡76箇所／全体80箇所＝95.0％
❸既往最大値を超え、土砂災害が発生した76箇所のうち、土砂災害警戒区域内で発生した箇所数は
➡52箇所／全体76箇所＝68.4％
❹土砂災害警戒区域内で土砂災害が発生した52箇所のうち、特別警戒区域（レッドゾーン）と警戒区域
（イエローゾーン）の箇所数は
➡特別警戒区域 32箇所／全体52箇所＝61.5％、警戒区域 20箇所／全体52箇所＝38.5％
❺災害が発生していないブロック（ 5ｋｍメッシュ）は ➡16ブロック／全体32ブロック＝50％
❻災害が発生していないブロックで既往最大値を超えたブロックは ➡13ブロック／全体16ブロック＝81％

比較分析結果

✔当該災害発生前の既往最大値を超え、土砂災害が発生した割合が95.0％と非常に高いことから、ローカル
エリアリスク情報の設定にあたって既往最大値をベースとする。また、既往最大値を超えても土砂災害が発生し
ていないブロックについても同様とする。
✔土砂災害警戒区域内で土砂災害が発生している割合が68.4％と高いことから、土砂災害警戒・特別警戒
区域の指定がある地域を優先的にローカルエリアリスク情報を発信する。ただし、土砂災害警戒区域外でも土
砂災害が発生していることから、従来どおり避難情報の発令時において避難を呼びかける。

比較分析結果からみる土砂災害発生の傾向とローカルエリアリスク情報の考え方
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土砂災害編
平成26年８月豪雨・平成30年７月豪雨の土砂災害発生状況
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土砂災害編

●地域の土壌雨量指数が既往最大値に近づくと予測される場合に、避難情報等の補完情報として、自治会を
単位として情報発信することで、地域住民の避難行動を後押しする。

✔情報発信エリア：327自治会のうち土砂災害警戒区域が存在する237自治会
✔ローカルエリア情報：1ｋｍメッシュ（全530メッシュ）ごとに土壌雨量指数の
既往最大値を基準値として設定

土砂災害を想定したローカルエリアリスク情報の考え方

土砂災害危険度｜1ｋｍメッシュ



京都府土砂災害警戒情報ページ

土砂災害を想定したローカルエリアリスク情報の考え方

石本自治会

平成30年7月豪雨 発生時の状況
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土砂災害編



実況

1時間後
の予測

2時間後
の予測

280
260
200

50
30
40

160
150
140
135

5
5
5

5実況
1時間後の予測
2時間後の予測
3時間後の予測

京都府土砂災害警戒情報ページ

福知山市が設定するローカルエリアリスク情報の
基準値⇒７月豪雨時の最大指数260で設定

3時間後
の予測

２時間後の予測で発信

令和２年度より土砂災害の発生履歴
がある地区でモデル的に、マイマップの
作成を進める！

260

土砂災害を想定したローカルエリアリスク情報の考え方
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53350008 福知山市 下川口

土砂災害編

地域が設定する避難のスイッチとなる基準値
⇒既往最大値の考え方を踏まえ地域で設定

200

設定例



●住民の避難を誘導する情報として、警戒レベル３避難準備・高齢者等避難開始で特に避難に時間を要する
要配慮者には早めの避難を呼びかけ、警戒レベル４避難勧告・避難指示（緊急）でその他の方の避難を呼び
かけることを基本とする。その他、避難情報等を補完するローカルエリアリスク情報を地域と共有する中で、避難ス
イッチに位置づけ、避難を実践していく。

避難情報の発令とそれを補完するローカルエリアリスク情報の位置づけ

警戒
レベル

住民が
取るべき行動

避難の情報
洪水に

関する情報
土砂災害に
関する情報

補完するローカル
エリアリスク情報

5 命を守る
行動をとる

災害発生情報 氾濫発生情報
大雨特別警報
(土砂災害)

【内水等氾濫】
・身近な場所の
浸水情報
・由良川等の河
川水位

【土砂災害】
・土壌雨量指数
の既往最大値

4 全員避難

避難指示
（緊急）

氾濫危険情報
土砂災害
警戒情報

避難勧告

3 高齢者など
避難

避難準備・高齢
者等避難開始

氾濫警戒情報
大雨警報
(土砂災害)

2 避難方法
確認

－ 氾濫注意情報 大雨注意報 －

1 － － － 早期注意情報 －
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２．マイマップ・マイタイムラインの作成と活用

過去から伝わる
地域独自の
ルール設定も
取り込む‼

セカンドベスト
な避難場所を
民家に設定

地域の話し合い
でマイタイムライン

を決定
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●地域の災害リスク・災害履歴を踏まえた避難場所、ローカルエリアリスク情報の考え方を踏まえた避難のタイミン
グの設定や連絡体制の構築、要配慮者支援など災害時の取るべき行動を記載したマイマップ・マイタイムラインを
各自治会ごとに住民の皆さんが参画して作成・共有し、避難訓練への活用も含め実践に繋げていく。

マイマップ作成時にローカルエリアリスク情報の考え方を共有し地域へ展開



●令和５年度までに全327自治会でのマイマップの作成を進めるため、過去に浸水・土砂災害の災害履歴があ
る自治会及び浸水想定区域・土砂災害特別警戒・警戒区域の災害リスクが存在する自治会を優先し、令和2
年度より年間54、55自治会での作成に取り組む。また、令和６年度以降に順次、改定・見直しを進める。

マイマップ・マイタイムラインの作成と今後の計画

Ｈ２７～
Ｈ３０

令和１ 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 合計

災害履歴あり、かつ
災害リスクあり

61 5 55 53 0 0 174

災害履歴あり 2 1 0 2 0 0 5

災害リスクあり 26 11 0 0 54 46 137

その他 2 1 0 0 0 8 11

年度合計 91 18 55 55 54 54 －

合計 91 109 164 219 273 327 －

19

年次計画案



●マイマップ作成を通じ地域に各種防災情報の考え方を共有したうえで、福知山市からの情報を待つのではなく、
地域において主体的に情報を収集し避難行動に繋げる。

蓼原川に設置の危機管理型水位計（京都府）

危機管理型水位計 インターネット等で提供される
「川の水位情報」で確認

令和2年3月までに福知山市においても３基設置
「川の水位情報」で公開予定
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住民の皆さんが主体的に情報を確認

３．デジタル防災行政無線システム導入によるローカルエリアリスク情報の発信

福知山河川国道事務所提供



浸水検知センサー（※蓼原地区で実証実験中）メール・LINEで地域住民の携帯電話に配信

浸水検知センサー

浸水ポイント

メール配信・LINEを
活用しスマホ等で確認

福知山市

地域住民
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センサー本体蓼原地区最低地高に
設置の浸水検知センサー

プル・プッシュ型配信により地域住民に浸水情報を発信！
実証実験の結果を踏まえ、必要に応じて順次、

危機管理型水位計・浸水検知センサーの設置に取り組む。



早めの避難が原則‼
福知山市が発令するローカル

エリアリスク情報は、
避難を後押しする情報

警戒レベル４
全員避難！

京都府土砂災害警戒情報ページ：地域の土砂災害危険度情報、土壌雨量指数を確認

22



地域の土砂災害危険度情報・土壌雨量指数の確認方法

1.「京都府土砂災害警戒情報」にアクセス

京都府土砂災害警戒情報
https://d-keikai.pref.kyoto.jp/

２.土砂災害危険度情報を見る

3.土壌雨量指数の実況・予測値を見る

スマートフォン版 携帯版

京都府の画像
をクリック

こちらをクリック
しても可能

地図を拡大

②自分の住んでいる
地域をクリック

①自分の住んでいる地域の
土砂災害危険度を確認

③詳細をクリック

雨量判定図（グラフ）と雨量一覧表で土壌雨
量指数の現況と３時間先までの予測地を確認
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●防災行政無線のデジタル化にあわせ、避難情報やローカルエリアリスク情報の発信に必要となる浸水情報・土
壌雨量指数等を自動収集し、それぞれの状況を集約し一元管理することで、災害対策本部から適時・的確に
情報発信するための支援システムを整備する。
●また、情報発信についても、自治会単位のきめ細かな情報を地域住民に発信し、避難行動に繋がる取り組み
を進める。

様々な情報を自動収集するシステムの整備と情報発信

SNS スマホアプリ

ウェブ
で知らせる

音声
で知らせる

FAX

電話応答装置

有線放送設備

スマホ
で知らせる

防災行政無線

固定電話

エリアメール

文字
で知らせる ホームページ

福知山市
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住民の皆さんへの災害情報伝達手段



ローカルエリアリスク情報の発信例

福知山市から●●自治会に避難に関するお知らせを
します。

現在、●●自治会において、地域で定められた避難
開始の基準となる地点での浸水が確認されました。

●●自治会の皆さんは、あらかじめ定めた避難場所に
近所の皆さんで声掛けをしながら、避難を開始してくださ
い。

●気象情報や避難情報、ローカルエリアリスク情報をタイムリーに入手できるスマートフォン等の移動式媒体の活
用を踏まえた防災アプリを開発する。また、災害時要配慮者等は直接の声掛けや必要に応じ戸別受信機を配
備するなど、市民の状況に応じた受信体制を構築する。

情報の受信体制の構築
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福知山市
防災アプリ

戸別受信機

令和３年度までに情報発信するための
自動収集するシステムの整備、防災アプリ
の開発を行い、戸別受信機については
順次配備を行っていく。
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№ 内容 役割 スケジュール
R2出水期への
具体的対応

１
ローカルエリアリスク情報
の地域での活用

基準の設定：各自治会
情報発信：福知山市

R2年度 実証実験として
実施、以降他地域へ展開

R2年度モデル事業
として実施
(浸水・土砂災害）

２
マイマップ・マイタイムラン
の作成と活用

作成：各自治会
支援：福知山市

～R5年度までに
年次計画により
全327自治会で作成

３
デジタル防災行政無線
システム導入によるローカ
ルエリアリスク情報の発信

整備：福知山市
R2年度 システム整備
R3年度から運用

テーマ１．
避難のスイッチとなる情報を
どのような形で発信するのか！
取り組むべき内容とスケジュール（案）


