
「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、社会福祉課、高齢者福祉課、障害者福祉課）

テーマ３ 高齢者等の災害時要配慮者など、住民をどのように誘導するのか!

資料２-3



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

1

番号 調整事項 調整先 スケジュール 取組内容

3-1

避難行動要支援者名簿の登録と、
その活用のための名簿の地域へ
の事前提供について、全国事例も
参考に条例制定に向け調整を行
う。また、災害時要配慮者の避難
誘導体制の構築については、地
域における「同意方式」により避難
行動要支援者名簿の登録と活用
を行い先進的に取り組んでいる地
域の事例を参考に、市が標準モデ
ルケースを作成し、マイマップ・マ
イタイムラインの作成とあわせ地
域と協議・調整を行い体制の構築
を図っていく。

市福祉部局、市法
令担当部局、自治
会長会、民生児童
委員等

令和２年度末まで 社会福祉課と実施手法等具体的手法を検討。
・精神障害のある人などは、自身の情報を地域に出すことに抵抗
があることなどシビアな問題をはらんでいる。
・自治会においても名簿を渡されたとして、どうすればよいのか、
避難支援の途中の事故や避難支援ができなかった場合の責任、
賠償はどうなるのかなどの不安の声も多い。
・地域に名簿を渡した後、地域での配布先や管理の方法などルー
ル化を図る必要がある。
・名簿更新のタイミングは一年に一度で良いのか。
など、多くのことを整理する必要がある。
これらの課題を整理するため、庁内PTを設置し検討、また、先進
地である長野県松本市を訪問視察、実施方法や課題等の聞き取
りを行った。
・現在、自治会長、民生児童委員を対象としたアンケート調査を実
施中

3-2

共助による避難支援が必要な災
害時要配慮者について災害時ケ
アプランの作成に取り組むための
モデル実施等具体的な進め方に
ついて調整を行う。

市福祉部局、ケアマ
ネジャー、相談支援
専門員、民間福祉
事業者、等

最終取りまとめに反
映

災害時ケアプランのモデル実施の取組を推進
・令和２年７月２２日京都府中丹西保健所と打ち合わせ
・市内３地区のモデル実施についてそれぞれ検討・調整を進める
・令和２年９月２４日兵庫県丹波篠山市視察
・令和２年１０月１２日、福知山市地域自立支援協議会相談支援
事業所連絡会と同防災支援部会にて取組を紹介・意見聴取
・令和２年１１月４日福知山市身体障害者団体連合会視覚障害者
協会研修会に参加
・令和２年１１月７日福知山市身体障害者団体連合会役員会での
説明・協議
・令和２年１１月１０日福知山市介護支援専門員会との意見交換
会ほか
・モデル実施にあたり、自治会長、民生児童委員、担当ケアマネ
ジャー、かかりつけ医、施設、消防等と調整を行い取り組みを進め
た。

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

2

番号 調整事項 調整先 スケジュール 取組内容

3-3

共助だけでは避難支援が困難な
重度の方の支援に向け保健所と
連携し、モデル実施等対応につい
て調整を行う。

中丹西保健所、市
福祉部局

最終取りまとめに反
映

３-２の取組

3-4

災害時ケアプラン対象者や重度
の災害時要配慮者について早期
避難対応を行うため病院や福祉
施設との短期の受入れ等の扱い
について調整を行う。

市福祉部局、病院、
民間福祉事業者、
民間社会福祉施設
連絡協議会

最終取りまとめに反
映

３-２の取組

3-5

災害時要配慮者利用施設におけ
る避難確保計画の促進に向けた
調整を行う。

対象となる災害時
要配慮者利用施設
福知山民間社会福
祉施設連絡協議会、
京都府

令和３年度末まで 教育施設・福祉施設の計画策定を促進するため、教育委員会と
福祉保健部と連携した取組みが実施できるよう各部長へ依頼済。

11月に市立小中学校の対象８校を個別訪問し、計画作成実施。
12月に福知山民間社会福祉施設連絡協議会の防災研修会にて
計画作成の研修を実施。
今後は個別対応にて、令和3年度中の完全実施を目指す

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。



「避難行動要支援者名簿」とは
避難行動要支援者と災害時要配慮者避難支援事業登録者を合わせた名簿です。

3

3-1関連 災害時避難行動要支援者名簿の事前提供に向けた取組

「避難行動要支援者名簿」と「災害時要配慮者避難支援事業登録者名簿」

避難行動要支援者と災害時要配慮者避難支援事業登録者

を合わせたものが避難行動要支援者名簿

３，７４６人（令和２年３月３１日時点）

災害時には提供することができるが、平常時からは提供

していない。

避難行動要支援者のうち、災害時要配慮者避難支援
事業に登録している人（＝避難行動要支援者のうち、
平常時から地域に情報を提供されている人）
２９３人（令和２年３月３１日時点）

避難行動要支援者

市が把握する情報から記載要件に当ては
まる人
・介護認定３～５
・身体障害者手帳第１種
・精神障害者保健福祉手帳１級・２級
・療育手帳A
・自力避難が困難な難病患者
２，８８６人（令和２年３月３１日時点）

災害時要配慮者避難支援事業登録者
（市独自制度）
本人手上げにより登録している人
平常時から地域に提供している

乳幼児、妊産婦、日本語の理解が難しい外国人、
ひとり暮らし高齢者 など
１，１５３人（令和２年３月３１日時点）



4

3-1関連 災害時避難行動要支援者名簿の事前提供に向けた取組

現状と課題

・災害時には各自の判断や自主防災組織の誘導等により避難が行われている。

・自身での避難が難しい災害時要配慮者等の避難誘導や支援体制を地域で確保する必

要がある。

・個人情報の取り扱いの関係から、地域で十分な情報共有ができておらず、避難支援の

妨げとなることが懸念されている。

・名簿には「避難行動要支援者名簿」（災害対策基本法に基づき作成。災害時に提供可

能。）と「災害時要配慮者避難支援事業登録者名簿」（声かけによる手上げ方式。自治会

長、民生児童委員に情報提供をしている。）の２種類が存在する。

⇒地域への避難行動要支援者の情報提供や共有が十分でない

なか、平常時の見守りと災害時の対応が可能か？



5

3-1関連 災害時避難行動要支援者名簿の事前提供に向けた取組

取組内容

1. 先進地の情報収集

2. 水害に備える本市における取組方針

3. 自治会長・民生児童委員への意見聴取



1. 先進地の情報収集

6

3-1関連 災害時避難行動要支援者名簿の事前提供に向けた取組

 丹波篠山市（ささやま見守り台帳）

• 避難行動要支援者へ個別郵送により「ささやま見守り台帳」へ登録を

勧めている・・・手上げ方式

• 登録にかかる書類作成が繁雑であり、登録者は少ない。

 松本市（避難行動要支援者名簿）

• 「松本市避難行動要支援者名簿に関する条例」・・・手下げ方式

• 名簿情報を本人の同意なしに地域へ提供可能。ただし、提供拒否を申

し出た人の情報は平常時に地域へ提供しない。

• 平成３１年３月１８日条例制定、令和２年４月１日施行

• 令和２年６月名簿提供開始



1. 先進地の情報収集

それぞれの特徴

平常時から
地域へ提供

丹波篠山市

・提供先団体からの意見聴取や本
人への意向確認等により、構想か
ら名簿提供までに３年間を要した。

避難行動要支援者

手上げ登録者

避難行動要支援者ではない
手上げ登録者

ささやま見守り台帳

松本市

避難行動要支援者

手上げ登録者

拒否をしなかった
避難行動要支援者

避難行動要支援者名簿

福知山市における提供方法の検討

・「ささやま見守り台帳」への登録
には記載事項が多い。（＝登録が
伸びにくい可能性がある）

平常時から
地域へ提供

3-1関連 災害時避難行動要支援者名簿の事前提供に向けた取組
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避難行動要支援者・・・要介護３～５の方、身体障害者手帳第１種所持者、精神障害者保健福

祉手帳１級・２級の方、療育手帳Aの方、難病患者のうち自力避難が困

難な方、その他支援を希望する者

これまで・・・手上げ方式

避難行動要支援者の情報は、自治会長及び民生児童委員からの声かけに

より災害時要配慮者避難支援事業へ登録された方のみをまとめた登録者台

帳を地域へ提供していた。

これから・・・同意方式

避難行動要支援者名簿を活用し、避難行動要支援者に対して地域へ情報を

提供することへの同意を求めていく。

令和３年出水期の名簿提供が可能

2. 本市における取組方針

福知山市の名簿提供方法（案）

3-1関連 災害時避難行動要支援者名簿の事前提供に向けた取組

8



同意の求め方

• 避難行動要支援者に対して個別郵送により、避難行動要支援者名簿の情報を地域

へ提供することの同意を呼びかける。

• 精神障害のある人等、手続きに配慮が必要な方には認定等の更新手続き時に窓

口にて説明を行う。（個別対応）

• 災害時要配慮者避難支援事業登録者はすでに地域へ情報を提供することに同意を

得ているが、取組が変わることをお知らせする。

なお、避難行動要支援者の要件に該当しないが、実際には避難支援を必要とする人に

は、自治会長や民生委員による呼びかけや広報等により、災害時要配慮者避難支援

事業への登録・避難行動要支援者名簿への記載を推進する。

名簿の提供先

自治会長、民生児童委員、消防機関、警察署、福知山市社会福祉協議会、

その他の避難支援等の実施に携わる関係者

名簿提供方法

自治会長、民生児童委員：地域の定例会議等にて担当地域の情報を紙媒体で配布

消防機関、警察署、福知山市社協：全地域の情報をCDに書き込み提供

3-1関連 災害時避難行動要支援者名簿の事前提供に向けた取組
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○名簿提供先として考えている自治会および民

生児童委員へ避難行動要支援者の情報提供に

関するアンケートを実施する。

○地域で避難行動要支援者を支援する体制を

つくるために、名簿の提供が必要かどうか、逆に

名簿の提供が負担とならないかなどを調査する。

3. 自治会・民生児童委員へのアンケート実施

これまで
対象：手上げの方

１，１５３人

これから
対象：要件に当てはまる方

３，７４６人※

※市の把握している人数。提供する

のは同意を得た人のみ

約３倍

3-1関連 災害時避難行動要支援者名簿の事前提供に向けた取組
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取り組むべき内容とスケジュール（案）

No. 内容 役割 スケジュール

１ アンケート結果のとりまとめ
回答：自治会長及
び民生委員
とりまとめ：市

R3年2月まで

２ 名簿提供団体への説明・意見聴取 市 R3年3月まで

３
名簿に記載される関係団体への
説明・意見聴取

市 R3年3月まで

４ 対象者への意向確認 市 R3年4月末まで

５ 市民への周知 市
意向確認と合わせ
て行う

６ 名簿の提供 市 令和3年6月中

3-1関連 災害時避難行動要支援者名簿の事前提供に向けた取組

11
● 同意方式による名簿提供を実施、必要に応じ条例化の検討を行う



由良川

福知山市

大江町

夜久野町

三和町

芦渕

三和町 芦渕
人 口 ３８３人
世帯数 １８８世帯

災害リスク
・土砂災害（土石流・急傾斜地）
・土師川氾濫による浸水：最大浸水深３～５ｍ

状 況
・福知山市の南東部に位置し、近年、
大きな災害には見舞われていない

・集落の高齢化が進んでいる
・平成２９年にマイマップの作成に取
り組む

・要配慮者の名簿は作成しているもの
の、自主防災組織の災害時の具体的
な要配慮者の避難支援の取り組みが
定着しておらず、今回、整理を行お
うとされているもの

市内の先進的な取組（シェア福知山会
議・福知山自主防災ネットワーク）に刺激
され、従来からの課題の解決に取り組む
こととされたもの！

3-２関連 災害時ケアプランモデル実施の取組

共助による避難支援:三和町芦渕の例
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ケース① 三和町芦渕

〇災害時避難支援調査の実施！
・手上げ方式の名簿はあるが、災害リスクのない
方や、元気で避難支援が必要でない方も多く記
載されていた
・今回、改めて避難支援の意向調査を実施！
→防災委員会で災害リスクを見極め候補者を選定
→自治会内各地区の防災活動の要となる組長に候
補者への意向確認等を実施

調査結果では、重度の方の該当はなく、共助に
よる避難支援が有効であることが確認された
・・・・・・・・合わせて・・・・・・・・

→自主防災組織の災害対応体制の再検討を実施
→コロナ対応の地区避難所として、大平団地集会
所の開設を確認。開設のタイミングを決定
→土砂災害への対応として、土壌雨量指数による
ローカルエリアリスク情報の運用を開始

今後、防災委員会の議論を重ね、避難支援が必要
となる方の見定めや、避難支援方法・避難先等を
個別に定め、来年度からの運用開始を目指す！

マイマップ作成済みの組織で、改めて要配慮
者の避難支援に取り組む場合のモデル
共助による避難支援体制確立のモデル

3-２関連 災害時ケアプランモデル実施の取組
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由良川

福知山市

大江町

夜久野町

三和町

高津江

大江町高津江
人 口 ９４人
世帯数 ４６世帯

災害リスク
・土砂災害（土石流・急傾斜地）
・由良川氾濫による浸水：最大浸水深５～１０ｍ

状 況
・福知山市の北部に位置し、由良川の
洪水に災害に見舞われてきている

・集落の高齢化が進んでいる
・本年度、マイマップの作成に取り組
んでいる

・マイマップ作成の過程で、地域の要
配慮者の避難支援方法、避難先の確
保が課題となっている

3-２関連 災害時ケアプランモデル実施の取組

共助による避難支援:大江町高津江の例
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〇現在、マイマップの作成に取り組み中
〇由良川の氾濫や土砂災害のリスクが高く地域内で
の避難先の確保が課題となっている
〇１人暮らしの要配慮者３名の避難支援が必要
→今後、地域の避難先の検討や要配慮者の避難支援
方法、災害の進行に応じた福祉施設への避難も含
めた避難先の検討を行う

マイマップ作成過程において、要配慮者の避
難支援方法、段階別避難先の検討に取り組む
場合のモデル

ケース② 大江町高津江

3-２関連 災害時ケアプランモデル実施の取組

15



現況等 対応等（災害時ケアプラン検討）

身体的状況等

70代男性　要介護3　呼吸器機能障害1級所持　酸素療法。
訪問看護週2回、訪問リハ週1回、訪問入浴週1回　訪問診療
2週間に1回　排尿時は尿器使用　排便はトイレで可能　夕食
時のみ座椅子で摂取　背もたれがあれば座位保持可　介護
は妻が担う

災害リスク

土師川の浸水想定区域内（0.5～3ⅿ）　家屋倒壊等氾濫想定
区域内。
※土師川三俣水位　2.5ｍ避難準備、2.8ｍ避難勧告
　　5.2ｍ避難指示（堤防高）
※過去災害水位：H26.8月豪雨2.31ｍ、H29台風21号
　　3.69ｍ、H30年7月豪雨3.29ｍ

（避難のタイミング）
・家屋倒壊等氾濫想定区域内であるため、2階への避難は不適
・避難のタイミングは、土師川三俣水位2.8ｍ（避難勧告基準）を基本とし、避難行動を開始する
・水位の把握については、テレビのⅾボタンやネット等で把握いただく。地域の有線放送でも避難が呼び
かけられる

避難支援の方法

・息子夫婦が隣に居住している
・地域には自主防災組織が組織されており、マイマップの作成
も行われている
・車両にて近隣の商業施設の駐車場に避難するしかないと考
えておられた

（避難支援・対応）
・ボンベ（複数本）、非侵襲的陽圧換気療法装置等を持ち出す必要があるため、本人及び妻のみでの対応
は困難
・息子夫婦が隣に住むが、消防団の出動等で支援できない場合もある
・機器の積み込み等、地域の支援はほしいが、自主防災組織の役員にはそれぞれ役割もある。あてにし
ている人も高齢で困難な状況。災害時にどのような避難を行っているかについては、地域とも情報共有を
する必要がある
→本ケースについて、担当ケアマネジャーと協議し、避難場所の選定や避難の際の留意すべき事項につ
いて検討を行った
→自治会長・民生児童委員と協議。避難支援の了解と来年度出水期までの訓練の実施について協議
→いざという時には、119番で救助を求めることとし、消防と情報共有済み

避難先 -

（避難場所）
・市の広域避難所、地区避難所（〇〇会館）への避難については施設環境から難しい
・福祉施設については避難先として有効。協定締結の福祉施設と調整し、災害時の受け入れについて、概
ね了解をいただく。今後、具体的な計画を策定する
・その他の避難先として、病院等への避難も検討する
・その他、広域避難所や車両避難先、より安全な屋内安全確保など、状況に応じた取りうる最善の避難を
行うための多様な避難先の検討も行う。

その他 -

（その他）
・避難時に必要となるものなど：非侵襲的陽圧換気療法装置、酸素ボンベ、蒸留水ほか

身体状況から、避難先が福祉施設
などに限定される場合などのモデル

重度の方の共助による避難支援の
モデル

非侵襲的陽圧換気療法装置酸素濃縮器 保健師による面談

3-3、3-4関連 共助だけでは避難支援が困難な重度の方の災害時ケアプラン
在宅酸素利用者のケース:●●さんの災害時の避難検討
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主な調整先及び内容

・本人、ご家族・・・身体状況、避難のタイミン
グ、避難場所など全般協議・調整

・主治医・・・避難の際等の医療的助言：「酸素
ボンベのストックは普段から多く持つべき・・・
等」

・ケアマネジャー・・・避難支援、避難の際等に
おける福祉的観点からの助言

・自主防災組織、民生児童委員・・・器具の持
出などの避難支援
・福祉施設・・・受入れの可否、条件等
・病院・・・緊急時の受入れ調整
・消防・・・緊急時の対応等、情報共有

それぞれ個別に調整



②避難の必要性
・浸水想定区域

・土砂災害警戒（特別警
戒区域）
・2階で安全確保ができ
る？

③避難のタイミング
・河川水位（〇ｍ越え）
・土砂災害の危険度
（土砂災害警戒情報等）
・台風など事前に

④避難の場所
・市の広域避難所
・地域の集会所
・福祉避難所
・知人宅
・車両避難 など

⑤避難の支援
・自力
・家族
・隣人
・自主防災組織
・その他

⑥個別に必要となる配
慮
・避難場所の環境
・人的支援
・酸素療法関係器具等

①ニーズの把握

・避難支援が必要な要配
慮者をどのように把握す
るか

【分かってきた課題】
・多くの対象者がいる中で、ニーズをどのよ
うに把握し、取組を進めるか？優先順位付け
も必要か？
・避難支援の確保には、地域との十分な調整
が必要。
・避難先の確保について、福祉避難所の受入
れにも限界があり、多様な避難先を開拓する
必要がある。
※今回のモデル実施の取組では、社会福祉法
人福知山学園の施設での受け入れが調整でき
た。
・丹波篠山市では、福祉専門職に対して、研
修等の丁寧なアプローチにより、取組の必要
性の理解を進められていた。福祉専門職の理
解を得て、災害時ケアプランの取り組みとし
ての関与を制度として構築する必要がある。
・それぞれのケースにおいて、災害の段階に
応じて、自助・共助・公助による支援が必要
となり、予め組み合わせを考えておく必要が
ある。
・酸素療法関係器具や薬剤など、避難者の個
別事情を考慮する必要がある。
・調整すべき事項が多く、推進体制をどうす
るか？推進の要となる機能、それぞれのケー
スでの個別調整を行う機能が必要。
・要配慮者の身体等の状況も変化するため、
プランの見直しを行う必要がある。
・軽度、重度の方では、災害時ケアプランの
内容が大きく異なる。

3-3、3-4関連 モデル実施の総括

☑R3出水期までのモデル実施地域での避難訓練の実施、更なるモデル実施の推進
☑福祉専門職との協議、研修会の実施、費用負担等制度としての検討
☑身体の状況等に応じた多様な避難場所の検討・確保（今回の計画策定の取り組みで避難場所が確保）
☑本格運用に向けた推進体制の構築

今後の方向性
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新型コロナウイルス感染症流行下の避難のあり方として、親戚・知人宅、安全な自宅や
ホテルなどを含む分散避難を検討するよう通知。（令和２年４月 内閣府より）

今年の台風10号では、避難所の密をさけるた

め、ホテルや親戚・知人宅、安全な自宅等に

分散して避難する「分散避難」が実施された。

ホテル・旅館を要配慮者の避難所として活用する自治体も。
市とホテル旅館組合などとで協定を締結。
高齢者や障害のある人、妊婦などの要配慮者に優先的に利用してもらう。
例：京都市、奈良市、つくば市、福島市
神戸市（神戸市は協定締結ではなく助成方式） など

日本経済新聞（2020.9.8）の記事より 京都市：利用イメージ図

つくば市

（参考） 多様な避難先の確保
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神戸市

・ホテル旅館組合などと協定は締結せず、事前登録者が
宿泊施設に避難をした場合に宿泊費を助成する。
・事前登録とすることで、自分の住まいが災害危険の
ある箇所か（避難の必要があるか）意識することができる。

コロナ禍での車中泊の増加を見越し、
マイカー車中泊ができる敷地の確保も。

・コロナ対策での分散避難
・要配慮者や帰宅困難者、
他府県からの避難者の受け入れ先

（参考） 多様な避難先の確保

今後の方向性

☑今後、要配慮者のホテルへの避難など、多様な避難先の検討を進める 19

京都府

京都新聞
（令和２年１２月９日）より



（参考）災害時ケアプランに係る国の動向
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（参考）災害時ケアプランに係る国の動向
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令和2年12月2日開催、社会福祉施設を対象とした
避難確保計画作成の説明会
（福知山民間社会福祉施設連絡協議会主催）

令和３年度末までに、すべての対象施設において

計画が策定されるよう 関係機関・団体と連携し、

計画策定に係る研修会の開催や、個別指導等も

行い、早期の策定等を指導する。

令和２年11月末 策定率３３％（未策定７２施設）

3-5関連 災害時要配慮者利用施設における避難確保計画の促進
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用途 対象施設数 策定済 策定率（％）

高齢者施設（A) ３１ １３ ４２

障害者施設（B) ３４ ７ ２１

児童福祉施設（C) ２５ ２ ８

学校～幼稚園含～（D) １７ ０ ０

医療施設（E) １２ ３ ２５

合計 １１９ ２５ ２１

・学校訪問

・福祉連協
研修会

用途 対象施設数 策定済 策定率（％）

（A) ３１ １５（＋２） ４８

（B) ３０ ７ ２３

（C) ２１ ２ ８

（D) １４ ９（＋９） ６４

（E) １２ ３ ２５

合計 １０８（－11） ３６（＋１１） ３３（＋１２）

令和２年4月 策定率２１％（未策定９４施設）

★ 避難確保計画の策定状況

今年度、事業変更により対象外になった施設もある

令和2年11月 市立小中学校８校に個別訪問による
作成支援実施

→ １１月中に全８校計画提出。
市立小中学校は策定完了！

令和2年1２月２日 社会福祉施設を対象とした
研修会を実施。

→ 電話等による個別対応実施中。



避難の取り組みの成果事例

事前の準備により難を逃れた事例（グループホームとだ）

福知山市 台風１８号時 （平成２５年９月１５日～）

〇午後7時15分、大雨警報発表
〇午後10時、由良川水位の上昇、近隣周辺の雨量、河川雨量レーダー等を判断し
施設内で避難命令を指示。利用者に起きて頂き着替等実施（夜勤者３名で対応）。
〇午後11時、施設職員を参集し、利用者３８名全員を高台にある同法人の福祉施設
へ車両にて避難を実施。（午前０時３０分、避難完了）
〇翌々日に状況を確認したところ、施設の床上約１ｍまで浸水していたもの。
利用者及び職員は、浸水前に避難したため、全員難を逃れた。
〇同施設は、法人にて災害対策マニュアルを作成していた。（平成２４年１１月２０日）

床上１ｍの浸水があるも、全員無事 毎年、５～６月に総合防災訓練を実施

日頃の訓練
の成果

(参考) 災害時要配慮者利用施設における避難確保計画の促進
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