
資料２-１

「中間とりまとめにおける調整事項を踏まえた令和２年度出水期等における取組内容」

令和２年１２月１８日
福知山市避難のあり方検討会（第４回）

福知山市（危機管理室）

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!



調整事項を踏まえた令和２年度出水期等における取組内容

小分類 調整事項 調整先 スケジュール 取組内容

1-1

モデル地区での出水期における
実証運用のため、各支川流域ごと
の基準となる内水位値等の基準
値設定に向け調整を行う。また、
基準値設定に必要となる基本的
な避難道路、避難場所、床下・床
上浸水等の浸水履歴の確認・調
整を行う。

国土交通省、京都
府、モデル実施自
治会等

・令和２年出水期まで複数のモデル地区を
選定し基準値を設定
・令和２年出水期におけるモデル地区での
実証運用
・令和２年出水期の実証運用を踏まえた
課題検証と最終とりまとめへの反映

・３地域をモデル地区（観音寺、安
井、大江町蓼原）とし、地域に特
化した避難スイッチの設定を行い、
マイマップに位置付けて運用を実
施
・観音寺・大江町蓼原ではR2.8.30
にマイマップの検証訓練を実施

1-2

支川流域の降雨状況による流出
メカニズムを解析し、浸水のリード
タイムの精度向上を図るため検討
を行う。

気象台等 ・令和２年出水期までモデル地区での基
準値設定に解析データを活用
・令和２年出水期における実証運用を踏ま
え課題検証

・避難スイッチの基準値について
は、２３箇所（河川）で検討し、設
定
・京都地方気象台との意見交換、
解析雨量データの提供

小分類 調整事項 調整先 スケジュール 取組内容

1-3

基準となる土壌雨量指数（既往最
大値等）の決定に向け調整を行う。

気象台、京都府、
モデル実施自治会
等

・令和２年出水期まで複数のモデル地区
を選定し基準値を設定
・令和２年出水期におけるモデル地区での
実証運用
・令和２年出水期の実証運用を踏まえた
課題検証と最終とりまとめへの反映

・３地域をモデル地区（荒木、三和
町芦渕、夜久野町柿本）とし、地
域に特化した避難スイッチの設定
を行い、マイマップに位置付けて
運用を実施
・夜久野町柿本ではR2.8.30にマイ
マップの検証訓練を実施

1-4

既往最大値超過の有無と土砂災
害発生の有無の関係性について、
検証を継続する。

気象台、京都府、
大学等専門家

・令和２年出水期までモデル地区での基
準値設定に解析データを活用
・令和２年出水期における実証運用を踏ま
え課題検証

・過去の土砂災害発生状況を１キ
ロ、５キロメッシュで観測された土
壌雨量指数で分析し、既往最大
値や土砂災害発生時の指数を
ローカルエリアリスク情報として整
理

・ローカルエリアリスク情報（仮称）の地域での活用

（内水等氾濫編）

（土砂災害編）

1

赤字・・・成果、黒字・・・調整事項

※調整先については、今後も追加等により更に取組みを進めていく。



調整事項を踏まえた令和２年度出水期等における取組内容

・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

小分類 調整事項 調整先 スケジュール 取組内容

1-5

地域により防災行政無線の受信
体制にばらつきがあることから、
戸別受信機のほか、スマホ等防
災アプリを活用する等したローカ
ルエリアリスク情報の発信や的確
に受信ができる考え方について整
理・調整を行う。また、情報発信範
囲の決定のための調整を行う。

モデル実施自治会
等

・令和２年出水期まで複数のモデル地区
を選定し、令和２年出水期における実証運
用
・令和２年出水期の実証運用を踏まえた
課題検証と最終とりまとめへの反映

・ローカルエリアリスク情報を自主
開発した防災アプリを活用するこ
とにより携帯端末で受信できるよ
う整備
・モデル地区が防災アプリを通じ
て情報受信ができるよう自治会長
等へのタブレット配備を予算化
・基準値超過情報は浸水検知セ
ンサーや京都府土砂災害警戒情
報から情報収集できるよう調整

1-6

・高齢者等へのローカルエリアリ
スク情報の伝達のタイミングや手
段の整理・調整を行う。（地域にお
けるネットワーク、声掛け）

モデル実施自治会
等

・上記と同様 モデル実施自治会において、ロー
カルエリアリスク情報を受信でき
るようにし、内容の検証を行う。

・マイマップ・マイタイムラインの作成と活用

小分類 調整事項 調整先 スケジュール 取組内容

1-7

内水等氾濫、土砂災害のローカ
ルエリアリスク情報の考え方を踏
まえたマイマップ、マイタイムライ
ンの作成を行い、活用の検討を行
う。

モデル実施自治会
等

・令和２年出水期まで複数のモデル地区
を選定し、令和２年出水期における実証運
用
・令和２年出水期の実証運用を踏まえた
課題検証と最終とりまとめへの反映
・その後、令和５年度までに３２６全ての自
治会で作成

・モデル地区において、ローカル
エリアリスク情報を受信できるよう
にし、内容の検証を行う。
・今後、マイマップの作成等を通じ
て発信先の拡大について検討を
行う。

2

赤字・・・成果、黒字・・・調整事項

※調整先については、今後も追加等により更に取組みを進めていく。



取組内容 ①観音寺 ②安井 ③大江町蓼原 ④荒木 ⑤三和町芦渕 ⑥夜久野町柿本

マイマップ作成（更新）年度
平成２７年度

（令和２年度）
令和２年度 令和元年度

平成２８年度

（令和２年度）
平成２９年度 平成３０年度

避難スイッチの設定 内水氾濫 ○ ○ ○

土砂災害 ○ ○ ○

由良川等河川水位 ○ ○ ○ ○

その他

避難スイッチに必要となる
情報入手

福知山市からの避難情報
発令

○ ○ ○ ○ ○

浸水検知センサー※実証
実験中

○ ○ ○

河川水位（危機管理型水位
計）

○ ○

河川カメラ ○

土壌雨量指数 ○ ○ ○

気象庁危険度分布

その他

避難場所の設定 広域避難所 ○ ○ ○ ○ ○

地区避難所 ○ ○ ○

次善の避難場所（セカンド
ベスト）

○ ○

近隣の高台への避難 ○ ○ ○

親戚・知人宅 ○ ○

自宅での屋内安全確保 ○ ○ ○ ○ ○ ○

住民への情報伝達 メール配信

LINEグループ ○ ○

有線放送 ○ ○ ○ ○

防災行政無線 ○ ○ ○ ○

電話連絡 ○ ○ ○

地域による声掛け ○ ○ ○ ○ ○

その他 ○（広報車）

要配慮者支援 要配慮者の把握 ○ ○ ○ ○ ○ ○

支援体制の構築 ○ ○ ○ ○ ○

避難のあり方検討会 モデル地区における実証運用チェックリスト
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モデル地区での取組み紹介
※「内水等氾濫」：観音寺（事例発表）
❶「内水等氾濫」：大江町蓼原
❷「土砂災害」 ：荒木
❸「土砂災害」 ：夜久野町柿本
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モデル地区の取組み紹介 ❶ 「内水等氾濫」 : 大江町蓼原

由良川

福知山市

大江町

夜久野町

三和町

大江町蓼原

大江町蓼原
人 口 １４２人
世帯数 ６０世帯

災害リスク
・由良川氾濫による浸水：最大浸水深５～１０ｍ（外水）
・小河川等氾濫による浸水（内水）
・土砂災害（急傾斜地）
・周辺道路の冠水による孤立化 など

災害名 床下浸水 床上浸水 合計

平成16年台風23号 37 3 40

平成25年台風18号 49 4 53

平成26年8月豪雨 7 11 18

平成29年台風21号 7 12 19

平成30年7月豪雨 31 10 41

過去の被災履歴

H30.7月豪雨 住宅浸水
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H２９年台風２１号
H３０年７月豪雨
リードタイム

床下浸水発生まで

約１時間
床上浸水発生まで

約３０分 －

避難行動
・上層階への荷上げ
・車両避難
・避難所への水平避難

・避難所への水平避難
・自宅２階以上への垂直避難

備考
各地点水位到達前後の降雨状況や上流の雨の降り方、支川からの流入量、大
野ダムの放流によりリードタイムが大きく変わるため、今後も危機管理型水位計の
観測結果等、他事例により継続し検証を行う必要がある。

スイッチ① スイッチ② スイッチ③

基準高
地域の最低地高

9.87ｍ
床下浸水スタート

（避難路冠水開始）

11.0ｍ
床上浸水スタート

11.5ｍ

●迫田自転車の荷上げの動きを参考に荷上げ、車両避難を開始
●過去の浸水被害の経験から、由良川水位が福知山水位観測所4.00ｍを越えた場合を目
安とする。

避難スイッチ設定の考え方

被災経験をベースにした避難スイッチ

モデル地区の取組み紹介 ❶ 「内水等氾濫」 : 大江町蓼原

6

過去の被災経験から、
内水被害が見込まれる
場合の目安となる高さ



樋
門

由良川

蓼原川

樋門

約1時間

約30分

4.00ｍ

最低地高9.87ｍ※

床下浸水スタート11.0ｍ

床上浸水スタート11.5ｍ

避難スイッチ①

避難スイッチ②

避難スイッチ③

被災経験をベースにした
避難スイッチ
福知山観測所

内水位と過去の災害履歴を
ベースにした新たなスイッチ

避難スイッチのイメージ

モデル地区の取組み紹介 ❶ 「内水等氾濫」 : 大江町蓼原

※最低地高9.87ｍ＝過去の被災経験から、
内水被害は見込まれる場合の目安となる高さ
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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

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

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。

H=9.87ｍ

モデル地区の取組み紹介 ❶ 「内水等氾濫」 : 大江町蓼原
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日時 令和２年８月３０日（日）　午前８時～１１時 蓼原自主防災会 8人

訓練場所 蓼原・小谷・小原田地内　　　金屋ふれあいセンター 蓼原自治会役員 3人

訓練内容 ①蓼原自治会内　「災害時特設駐車場」運用訓練 蓼原民生委員 １人

②蓼原・小谷・小原田自治会　コロナウィルス感染防止対策下での災害避難訓練 自治会長 3人

③福知山公立大学　避難情報システム運用実証実験 小谷自治会 １人

摘要 小原田自治会 　　　人

河西消防団 　　　人

福知山公立大学 　　　人

時間 内容 摘要 蓼原 小谷 小原田 分団本部 １部 ２部

7:30 関係者集合 特設駐車場の運用訓練 蓼原公会堂参集（車は特設Ｐへ） 小谷公会堂　参集 小原田公会堂　参集
蓼原公会堂参集
（個人車両は特設Ｐへ）

蓼原公会堂参集
（個人車両は特設Ｐへ）

蓼原公会堂参集
（個人車は特設Ｐへ）

蓼原公会堂参集
（車は特設Ｐへ）

8:00 本部設置
台風２０号接近に伴う水位上
昇

本部設置 待機 待機 集合、団員指示

8:15
土砂危険のなか、
避難者救助

小谷・小原田自治会より土砂
警戒と避難支援要請

・小谷、小原田自治会長より連絡受け
河西分団に支援要請

蓼原自治会長へ
電話連絡

蓼原自治会長へ
電話連絡

指示 消防車両1台　待機

8:30 小谷地域へ
搬送車両１
①避難者小谷１名（桐村明
次）救助

市本部（危機管理室）、自治会住民ＬＩＮ
Ｅへ

避難者1名搬送
　
蓼原公会堂へ

小谷
避難行動支援

8:50 小原田地域へ
搬送車両１
①避難者小原田２名救助

市本部（危機管理室）、自治会住民ＬＩＮ
Ｅへ

避難者２名搬送

蓼原公会堂へ

小原田
避難行動支援

8:30 避難所開設
・避難所開設
・蓼原地内の避難者を公会
堂へ誘導、検温

・避難所設営　3名
　（仁張均・岩村敏正・中岡工）
・検温　1名（新治眞喜雄）
・避難者３名
　新治正樹、太田和久（車いす）
　仁張政一（担架）

蓼原公会堂で待機 蓼原公会堂で待機
蓼原
避難行動支援

9:00 避難所輸送
乗用車（３）で金屋ふれあい
センターへ輸送

金屋ふれあいセンターへ
避難者３
（新治正樹、仁張政一、太田和久）

補助者６（車両3台）
（桐村嘉久・井上則人・仁張均・

　岩村敏正・中岡工・新治眞喜雄）

金屋ふれあいセンターへ
避難者１（桐村明次）

金屋ふれあいセンターへ
避難者２
（　　　　　、　　　　　）

バックアップのため蓼原地
内待機

バックアップのため蓼原
地内待機

9:30 避難所到着
受付　検温
避難者位置情報システム
実証実験

バーコード撮影と発信
本部確認、市の危機管理室へ

バーコード撮影と発信 バーコード撮影と発信 待機 待機

10:00 避難所出発 車両帰還 待機

10:30 本部帰還 本部報告 待機 待機

11:00 解散 解散 解散 解散 解散 解散 解散 解散

避難者　（　桐村明次　　）

蓼原・小谷・小原田自治会  地域防災訓練
仁張均　岩村敏正　井上則人　桐村嘉久　迫田厚　中岡工　仁張一美（特設駐車場）　桐村和徳（写真）

避難者役：新治正樹　仁張政一　太田和久　（桐村明次）

検温役：新治万喜雄

蓼原：仁張　衛（全体統括）　　小谷：桐村章　　　小原田：川勝豊　

避難者（　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　）

分団本部（６名？）、　１部（幹部＋若干名　　　　　　　　）　、２部（幹部＋若干名　　　　　　　　　　）

訓練内容 自治会 消防団 福知山
公立大学

＊コロナ警戒下での実施。参加者は極力抑制の上、マスク、手袋着用の徹底

＊消防車両（１台）、避難者輸送車（３台）以外は防災役員（仁張一美）指示で避難駐車場へ駐車

モデル地区の取組み紹介 ❶ 「内水等氾濫」 : 大江町蓼原
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取組内容 マイマップへの掲載内容

1 避難スイッチの設定 内水氾濫、由良川等河川水位

2 避難スイッチに必要となる情報入手

（要配慮者避難）
●市が発令する避難準備・高齢者等避難開始のタイミング
（その他の方の避難）
●過去の浸水実績から地域の最低値高に浸水センサーを設置し、センサー検
知を避難スイッチ（ローカルエリアリスク情報）とする。また、由良川水位福知山
水位観測所で４．０ｍを超えた場合も同様に避難スイッチとし設定する。

３ 避難場所・避難経路の設定

（要配慮者避難）
●要配慮者の避難場所を「金屋ふれあいセンター」
（その他の方の避難）
●蓼原公会堂とし、浸水の恐れがある場合には、隣の天理教２階へ移動する。
●車両の避難場所は高台にある駐車場を設定。

4 住民への情報伝達 ●ＬＩＮＥグループまたは広報車により情報伝達を行う。
●各戸に配備の有線放送を活用し、情報伝達を行う。

5 要配慮者支援

●各戸に避難支援が必要か聞き取り調査を実施し、希望する方を把握し、地
図に落とし込み地域で共有を行う。
●個別に避難計画を作成し、災害時には、支援者が要配慮者を車両にて避
難場所に誘導する。
●避難する際には氏名、生年月日、住所、支援内容等を記載した避難カード
を持参し、避難所に引継ぎを行う。

6 マイマップに基づく訓練実施
●新型コロナウイルス感染防止対策を踏まえた避難訓練を実施し、受付、避
難スペースの確認を行う。
●近隣自治会への避難支援等連携した避難の取り組み行う。

モデル地区の取組み紹介 ❶ 「内水等氾濫」 : 大江町蓼原
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由良川

福知山市

大江町

夜久野町

三和町

荒木

荒木
人 口 １５９人
世帯数 ６６世帯

災害リスク
・荒木川の氾濫
・土砂災害（主に土石流）
・土砂災害による孤立化 など

災害名 床下浸水 床上浸水 合計

平成16年台風23号 0 0 0

平成25年台風18号 0 0 0

平成26年8月豪雨 5 3 8

平成29年台風21号 0 0 0

平成30年7月豪雨 0 0 0

過去の被災履歴

H26.8月豪雨 荒木川氾濫 H26.8月豪雨 土砂災害

11

モデル地区の取組み紹介 ❷ 「土砂災害」 : 荒木
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モデル地区の取組み紹介 ❷ 「土砂災害」 : 荒木



モデル地区の取組み紹介 ❷ 「土砂災害」 : 荒木

160

実況

1時間後

の予測

2時間後

の予測

時刻 60分間積算雨量（mm/60min） 土壌雨量指数
2020/8/17 14:00 40 135
2020/8/17 13:00 25 110
2020/8/17 12:00 25 90
2020/8/17 11:00 20 65
2020/8/17 10:00 3 45
2020/8/17 9:00 18 45
2020/8/17 8:00 15 25
2020/8/17 7:00 0 10

3時間後の予測
2時間後の予測
1時間後の予測

災害対策本部、避難行動開始

225

土壌雨量指数
（❷時間後の予測値）

荒木の行動指針と気象情報等の発表基準

95 大雨注意報発表基準

134
災害対策本部設置、避難行動開始

大雨警報発表基準

160 緊急避難開始

122～197 土砂災害警戒情報 下限値～上限値

225
ローカルエリアリスク情報基準値

「逃げ遅れた場合の命を守る行動を求める」

304 大雨特別警報発表基準

310 既往最大値

ローカルエリアリスク情報設定基準値
（❷時間後の予測値）

134

❷時間後の予測で避難3時間後

の予測

自宅２階等への緊急避難開始

134
155

13
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既往２番目の指数
（H16台風23号）

ローカル基準値
（H26年8月豪雨） 大雨特別警報

既往最大値
（H26年8月豪雨）

時
間
雨
雨
量

荒木 35350501(5km) 52357029(1km) H26.8月豪雨

土壌雨量指数

福知山市荒木地区の土石流の
発生場所が含まれる１Km格子

（格子番号：52357029）

大雨注意報基準

大雨警報基準

土砂災害警戒情報基準

スネークライン

既往２番目の指数

ローカル基準値

大雨特別警報基準

既往最大値

196 304225 310

土壌雨量指数最大値
310（時間雨量65）
2014.8.17 4:30

（参考）平成26年8月豪雨時の荒木スネークラインとローカルエリアリスク情報の考え方

14

周辺（5ｋｍメッシュ内）に
て土砂災害発生(225/0）

2014.8.17 11：40
災害発生(235/0）
2014.8.17 10：30

土砂災害発生要因としては、土壌雨量指数が既往最大値
に到達したことが大きな要因として考えられるが、住民の
避難行動のリードタイムを考慮すると、安全側でこのエリ
アで土砂災害が発生した指数と考えるが、５ｋｍメッシュ内
の指数を統一化していることからここでは、周辺で土砂災
害が発生した指数を「ローカル基準値」として採用すること
とする。
（参考）過去の災害において、土壌雨量指数が既往最大
値を観測した平成26年8月豪雨、平成30年7月豪雨で発生
した土砂災害のうち約70％が既往最大値を観測した数時
間後に土砂災害が発生。



住民避難行動に繋げる

紅葉ヶ丘病院

声掛け 避難誘導
対象２名

避難所対応

区民への

避難開始連絡
大正分団との連携

①現地パトロール
②避難誘導班

荒木自主防災会 業務分担表

災害対策班避難者対応班 情報班 連絡班 組⾧５名

自治会⾧（本部⾧）

②３時間後、120mm観測

本

部

⾧

へ

報

告

③荒木公会堂 対策本部設置

相談役 モニタリング係

①モニタリング開始

④副本部⾧指示により各班対応

※大雨警報発表時または、避難準備・
高齢者等避難開始発令時

15

モデル地区の取組み紹介 ❷ 「土砂災害」 : 荒木

②2時間後、134観測



自治会長へパーテーションの説明
16

モデル地区の取組み紹介 ❷ 「土砂災害」 : 荒木



取組内容 マイマップへの掲載内容

1 避難スイッチの設定 土砂災害

2 避難スイッチに必要となる情報入手

（早期避難体制）
●土壌雨量指数が❷時間後に警報発表基準である134を超えると予測され
たときに避難行動開始とする。
（緊急避難体制）
●土壌雨量指数が❷時間後に160を超える場合は、避難所への避難を行わ
ず、垂直避難または隣近所に移動する。

３ 避難場所・避難経路の設定
●1組は、地区避難所である「荒木公会堂」
●2組は、地域内の高台にある「もみじケ丘病院」
●3～5組は、広域避難所である「桃映中学校」を避難所として設定。

4 住民への情報伝達 ●情報管理班（モニタリング係）による土壌雨量指数の計測により基準値超
過の予測があれば、組⾧から組員に電話連絡により情報伝達を行う。

5 要配慮者支援 ●役員による要配慮者情報の共有と、災害時における避難者対応班による要
配慮者の避難支援を実施。

6 マイマップに基づく訓練実施 ●来年度出水期までの訓練実施に向け、計画中（R2.12.11第1回会議）

被災箇所の調査被災箇所の調査

モデル地区の取組み紹介 ❷ 「土砂災害」 : 荒木
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由良川

福知山市

大江町

夜久野町

三和町

夜久野町柿本

夜久野町柿本
人 口 ２５人
世帯数 １４世帯

災害リスク
・畑川の氾濫
・土砂災害（主に土石流）
・土砂災害による孤立化 など

災害名 床下浸水 床上浸水 合計

平成16年台風23号 1 0 1

平成25年台風18号 0 0 0

平成26年8月豪雨 0 0 0

平成29年台風21号 0 0 0

平成30年7月豪雨 1 3 4

過去の被災履歴

18

モデル地区の取組み紹介 ❸ 「土砂災害」 : 夜久野町柿本

Ｈ30.7月豪雨（畑川の氾濫） Ｈ30.7月豪雨（土石流）
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モデル地区の取組み紹介 ❸ 「土砂災害」 : 夜久野町柿本



184

実況

1時間後

の予測

3時間後

の予測

225

時刻 60分間積算雨量（㎜/60min） 土壌雨量指数
2020/8/17 14:00 3時間後の予測　40 135
2020/8/17 13:00 2時間後の予測　25 125
2020/8/17 12:00 1時間後の予測　25 90
2020/8/17 11:00 20 65
2020/8/17 10:00 20 45
2020/8/17 9:00 18 45
2020/8/17 8:00 15 25
2020/8/17 7:00 0 10

早期避難

2時間後

の予測

❷時間後の予測で避難

緊急避難

土壌雨量指数
（❷時間後の予測値）

夜久野町柿本の避難の決め事
と気象情報等の発表基準

88 大雨注意報発表基準

125
早期避難開始

大雨警報発表基準

121～184
緊急避難開始

土砂災害警戒情報発表時

225
ローカルエリアリスク情報基準値

「逃げ遅れた場合の命を守る行動を求める」

255 既往最大値

295 大雨特別警報発表基準

ローカルスイッチ設定基準値
（❷時間後の予測値）

モデル地区の取組み紹介 ❸ 「土砂災害」 : 夜久野町柿本

125
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柿本 35350700(5km) 53350030(1km) H30.7月豪雨

（参考）平成30年7月豪雨時の夜久野町柿本スネークラインとローカルエリアリスク情報の考え方

200 255225 295

災害発生(235/3）
2018.7.7 1：30

周辺（5ｋｍメッシュ内）にて
土砂災害発生(225/0）

2018.7.7 14：10

既往２番目の指数
（H16台風23号）

既往最大値
（H30年7月豪雨）大雨特別警報

ローカル基準値
（H30年7月豪雨）

大雨注意報基準

大雨警報基準

土砂災害警戒情報基準

スネークライン

既往２番目の指数

ローカルス基準値

既往最大値

大雨特別警報基準

土壌雨量指数最大値
255（時間雨量31）
2018.7.7 1:00

時
間
雨
雨
量

土壌雨量指数

福知山市柿本地区の土石流の
発生場所が含まれる１Km格子

（格子番号：53350030）

土砂災害発生要因としては、土壌雨量指数が既往最大値
に到達したことが大きな要因として考えられるが、住民の
避難行動のリードタイムを考慮すると、安全側でこのエリ
アで土砂災害が発生した指数と考えるが、５ｋｍメッシュ内
の指数を統一化していることからここでは、周辺で土砂災
害が発生した指数を「ローカル基準値」として採用すること
とする。

（参考）過去の災害において、土壌雨量指数が既往最大
値を観測した平成26年8月豪雨、平成30年7月豪雨で発生
した土砂災害のうち約70％が既往最大値を観測した数時
間後に土砂災害が発生。
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取組内容 マイマップへの掲載内容

1 避難スイッチの設定 土砂災害

2 避難スイッチに必要となる情報入手

（早期避難）
●市が発令する避難準備・高齢者等避難開始のタイミングで早期避難を開始。
（緊急避難）
●土砂災害警戒情報が発表され、夜久野町で避難勧告が発令されたタイミン
グで緊急避難を開始。

３ 避難場所・避難経路の設定
●早期避難→「夜久野ふれあいプラザ」
※避難者が知らない人ばかりで行きづらい。そのため、駐車場で過ごされている。
●緊急避難→セカンドベストな避難場所「近所の安全な民家」

4 住民への情報伝達 ●各戸に配備の防災行政無線を活用し、情報伝達を行う。

5 要配慮者支援 ●要配慮者は、地域で共有しており、同居する家族で避難誘導することとして
いる。

6 マイマップに基づく訓練実施

●セカンドベストな避難場所「近所の安全な民家」への訓練を実施

（訓練で出た成果・課題）
・昨年度も同様の訓練を実施しているため、どこを通ってどこに避難するか、地域
住民にしっかりと根付いてきている。
・避難場所は民家であり、訓練で使用する際、住人が家の掃除をされ待ち受け
されており、重荷にもなっている。

22

モデル地区の取組み紹介 ❸ 「土砂災害」 : 夜久野町柿本



「災害対策基本法に基づく避難情報」と
「過去の災害実績に基づくローカルエリアリスク情報」との比較

由良川

福知山市

大江町

夜久野町

三和町

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

避難情報→広範囲 ローカルエリアリスク情報→狭範囲

23

浸水害：河川流域単位
土砂災害：全域又は旧市町単位

浸水害：内水発生（自治会）単位
土砂災害：1ｋｍ、5ｋｍメッシュ（自治会）単位



避難情報とローカルエリアリスク情報との比較表

避難情報 ローカルエリアリスク情報

根拠、位置付け災害対策基本法に基づくもの 法律に基づく避難情報を補完するための情報であり、各地域の過
去の災害実績に基づくもの

基 準

水 害 気象情報、洪水予報等の河川水位情報、気象
庁の危険度レベル 水 害 過去の内水氾濫の発生状況を踏まえた地域の

災害実績に基づくもの

土砂災害 気象情報、気象庁の危険度レベル 土砂災害 過去の土砂災害の発生状況や土壌雨量指数
等その地域の災害実績に基づくもの

種 類

警戒レベル３ 避難準備・高齢者等避難開始

災害の段階ごとに地域が独自に避難スイッチとして設定するもの警戒レベル４ 避難勧告、避難指示（緊急）

警戒レベル５ 災害発生情報

範 囲

広範囲 狭範囲

水 害 河川流域 水 害 内水発生（自治会）単位

土砂災害 全域又は１市３町（福知山市、三和町、夜久
野町、大江町） 土砂災害 1ｋｍ、5ｋｍメッシュ（自治会）単位

設 定 避難勧告等に関するガイドラインに基づき市で設定 地域が主体となり、マイマップで設定

情報発信
①市から発信 ①地域で情報収集し、地域で共有

②地域で情報収集し、地域で共有 ②市から発信（※後押しする）

特 徴 広範囲を対象としているため避難行動に繋がらない。 自治会を対象としているため、自分ごととして捉えることでき、避難
行動に繋がる。

避難スイッチ 避難情報、ローカルエリアリスク情報のいずれかの情報を地域で選択し、設定する。
24



由良川

樋門

約1時間

約30分

4.00ｍ

最低地高9.87ｍ

床下浸水スタート11.0ｍ

床上浸水スタート11.5ｍ

避難スイッチ①

避難スイッチ②

避難スイッチ③

福知山観測所

内水位と過去の災害履歴を
ベースにした新たなスイッチ

25

被災経験をベースにした
避難スイッチ

（内水等氾濫）避難情報とローカルエリアリスク情報との比較

由良川に流れる支川下流 上流

堤防

取るべき行動 避難スイッチ 避難情報 ローカルエリアリスク情報 地域で情報収集
要配慮者避難開始
・金屋ふれあいセンター 避難準備高齢者等避難開始発令 ●

荷上げ、車両高台避難 由良川水位３．０ｍ ●

その他の方避難開始
・避難所への水平避難
・自宅2階以上での垂直避難

由良川水位４．０ｍ ●
地域の最低値高９．８７ｍ ●
床下浸水スタート１１．０ｍ
（避難路冠水開始） ●
床上浸水スタート１１．５ｍ ●

大江町蓼原の例



（土砂災害）避難情報とローカルエリアリスク情報との比較

160

実況

1時間後

の予測

2時間後

の予測

早期避難（2時間後の予測）

225

命を守る最低限の行動
（２時間後の予測値）

134

3時間後

の予測

緊急避難（2時間後の予測）

取るべき行動 避難スイッチ（土壌雨量指数） 避難情報・気象情報 ローカルエリアリスク情報 地域で情報収集
早期避難
・避難所への水平避難 大雨警報発表時（134） ●
緊急避難
・自宅2階以上での垂直避難 地域で設定した指数（160） ●

命を守る最低限の行動 過去の土砂災害発生指数（225） ●

荒木の例
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市が発令する避難情報に加え、
補完する情報として自治会ごとに身近な情報（ローカルエリアリスク情報）を発信!

・内水等氾濫、土砂災害に対応する避難のスイッチについて、市民が自らに迫る危機を実感として捉えられる身近な情報
（ローカルエリアリスク情報）として、マイマップの作成等を通じて地域と一緒に設定し、活用を行う。
・地域への情報発信の手段として、防災行政無線のデジタル化と合わせ、防災アプリを整備し、避難情報や市内の主要な
河川の水位情報などの防災情報に加え、自治会ごとにローカルエリアリスク情報が伝達できる手段を確保する。

何をスイッチとするか

内水
・浸水センサーの反応
・堤内水位の基準超過

土砂災害
・土壌雨量指数（既往

最大値）の超過予測

どの地域の情報を受信
するか

・登録者が、受信を希
望する自治会（最大3
自治会）を事前に選択。

どうやって通知するか

・事前に登録した自治会
に関する情報を受信。

・情報を受信した時は、
お知らせ音で通知。

・受信した
情報は、文
字情報と音
声情報によ
り確認可能。

・多言語
に対応。

どう活用するか

・まだ避難をしていない
人が、避難を判断するた
めの最終の情報として活
用（避難情報を補完する
情報）

・市外在住者でも登録が
可能で、市内に住む家族
や親族への逃げなきゃ
コールに活用。

それぞれの自治会ごとに
自治会と行政でローカル
エリアリスク情報を設定

福知山市防災アプリを
登録

ローカルエリアリスク
情報を受信 避難行動に繋げる

神奈川県神奈川県地域選択

ご利用の地域を選択し てく ださ い。

●京都府福知山市

地域の選択（ 最大３ 件）

静岡県浜松市

削除

削除

閉じ る

神奈川県横浜市 削除

端末のGPS設定（ 位置情報サービス） をOFF、
または許可し ない設定の場合は、 ●マーク で選
択し た地域の地図が表示さ れます。

地域の選択は後から 変更が可能です。

内記１丁目

内記２丁目

内記３丁目

防災情報・ お知らせ

ト ッ プ 現在地
設定
メ ニュ ー

市から該当す
る自治会へ
ローカルエリ
アリスク情報
を発信

【アプリを活用したスマートフォン、タブレット等携帯端末を通じたローカルエリアリスク情報の伝達スキーム】

※市内を流れる主要な河川
の水位情報（外水）は、
避難情報として配信します!

設定した
基準値を

超過
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福知山市防災アプリによるローカルエリアリスク情報の発信



適切な避難行動に繋げる!
＜受信＞
・市からのローカルエリアリスク情報
・消防団からの被害情報
＜発信＞
・市、消防団への被害情報
＜その他＞
・気象情報、河川水位等の情報収集
・ＴＶ会議システムを活用した情報共有
・避難所の開設状況の共有

地域の避難誘導・支援に繋げる!
＜受信＞
・市からのローカルエリアリスク情報
・地域からの被害情報
＜発信＞
・消防（団）本部、地域への被害情報
（ドローンによる浸水、土砂災害の状況等）
＜その他＞
・気象情報、河川水位等の情報収集
・ＴＶ会議システムを活用した情報共有

災害対策に繋げる!
＜発信＞
・地域、消防団へのローカルエリアリスク情報
・消防（団）本部への被害情報
＜受信＞
・地域、消防（団）本部からの被害情報
＜その他＞
・ＴＶ会議システムを活用した情報共有

災害対策に繋げる!
＜受信＞
・消防団からの被害情報
＜発信＞
・消防団への出動要請
・市への被害情報
＜その他＞
・ＴＶ会議システムを活用した情報共有

モデル地区、管轄消防団へのタブレット配備による災害時の情報共有等イメージ

ローカルエリア
リスク情報の発信 被害情報の発信

ローカルエリア
リスク情報の発信

被害情報の発信

被害情報の発信
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地域（モデル６地区） モデル６地区管轄消防団

福知山市災害対策本部 消防（団）本部

福知山市防災アプリによるローカルエリアリスク情報の発信

被害情報の発信

被害情報の発信

被害情報の発信

出動要請、被害
情報の発信



避難情報等の改善
令和２年１１月１６日開催 内閣府（防災担当）

令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等に関する
サブワーキンググループ（第５回） 資料抜粋

課題と背景
❶警戒レベル４の避難勧告、避難指示の意味の違いが正しく住民に理解されておらず、また両方と
も警戒レベル４に位置付けられ住民にわかりにくい。
❷警戒レベル５災害発生情報は、市町村が災害の発生を把握できず発令できないことが多いため、
有効に機能していない。
❸緊急に安全を確保するよう促す情報の名称等に加え、屋内移動等による安全確保や高齢者等に対
して早期の避難を促すことの明確化、新たな避難情報の制度の周知等について検討が必要

避難情報等に関する改善の主なポイント
❶避難のタイミングを明確にするため、避難に関する情報として避難指示の一本化する。
❷状況が切迫し、緊急に安全を確保するよう市⾧村⾧が特に促したい場合に発令する情報を制度化、
警戒レベル５の情報名称等の変更
❸高齢者等に対して早期の避難を促すことの明確化、警戒レベル３の情報名称等の変更
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令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等に関するサブワーキンググループ（第５回）資料抜粋

（比較用）新たな警戒レベルの一覧の基本表記（案）
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