
資料２-4

「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4.避難先はどうするのか!



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

4-1

広域避難所の適正配置について検
証の上、整理・調整を行う。

地域の防災関係組
織（自主防災組織、
消防団、民生児童
委員等）、庁内ＰＴ

・令和２年出水期までに１次広域避難所を検
証
・最終とりまとめに反映

・広域避難所の適正配置の検証、整
理、分析を実施した。
・コロナ禍における広域避難所の収
容定員の見直しと共に、災害リスクを
踏まえた上で積極的な開設を依頼す
る地区避難所の検討を行った。
・避難所混雑状況の公開モデルを作
成した。

4-2

地区避難所の有効活用に向けた開
設・運営のマニュアル作成や、市から
の必要な支援内容等について協議・
調整を行う。まずモデル地区を選定
し実施、順次、市域全体で展開

関係自治会等 ・令和２年出水期までに１次広域避難と併せて
検証
・最終とりまとめに反映

・コロナ禍における広域避難所、地区
避難所運営マニュアルを作成し、保
健所と連携した対応ができるよう調
整した。
・地区避難所の開設拡大に向け地域
との調整を実施し、12月現在、50箇
所で地元自治会による開設について
理解を得ることができた。

4-3

セカンドベストや屋内安全確保の考
え方について自主防災組織等、地域
の防災関係組織や住民により協議し、
マイマップ、マイタイムラインに位置
付け共通認識を図る。

地域の防災関係組
織（自主防災組織、
消防団、民生児童
委員等）

・最終とりまとめに反映 ・マイマップ作成の推進を継続し、本
年度で全自治会の1/3が作成済みと
なるほか、地域内共助でのセカンド
ベストでは、事業者や民家活用の例
が増加している。

小分類 調整事項 調整先 スケジュール 取組内容

4-4

災害リスクに応じた避難に対する考
え方について、マイマップの作成時、
防災訓練、防災講座、広報紙等あら
ゆる機会を活用し市民に周知する。

市民、自主防災組
織等

・Ｒ２出水期まで
・以降継続し周知

・広報ふくちやまにて、コロナ禍にお
ける対策を出水期に向けて連続的に
実施した。
・地域訓練に広報資料が活用される
など、地域独自の取組みも行われた。

4-5

車両避難は早期避難で有効であるも
ののタイミングを逸すると被災する事
例も多くあること等市民に周知。併せ
て、エコノミークラス症候群の予防に
ついても周知する。

市民、自主防災組
織等

・Ｒ２出水期まで
・以降継続し周知

・車両避難における注意点や協定に
よる駐車場開放施設の広報周知を
行った。
・地域訓練で車両避難を実施した自
治会もあった。

①各種避難場所の整理・設定

②避難行動の住民への周知
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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。



テーマ4 ①各種避難場所の整理・設定

４－１ 広域避難所の適正配置の検証、整理・調整

災害リスクと自治会の情報に広域・地区避難所のデータを重ねた地図を作成し、検証を実施した。

分散避難を図る目的と合わせ、地区避難所の
開設拡大に向けた取組みを実施。

災害リスクを考慮し、積極的な開設を依頼す
る地区避難所を選定。

広域避難所での密集を避けるため定員を
見直したことによる収容者数減少について
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広域避難所の適正配置について 各小学校区に１つ程度の配置となっており、
現状の配置で適正である。



４－１ コロナ禍における広域避難所の定員見直しと混雑状況の公開に向けた取組み

・収容人員を再算定し、「新型コロナウイルス感染防止対策を踏まえた広域避難所収容定員（暫
定）」として設定した。

・避難所混雑状況の発信モデル（暫定版）を作成し、避難者が避難所を選定する際や地区避難
所運営者が広域避難所の状況把握をする際等に参考とできるようにした。

避難所

広報班 情報発信

定期連絡

取りまとめ、公開書式作成

随時更新

収容人員の再算定に際し、ソーシャルディスタンス並
びに居住快適性を考慮して、専有面積を従来の2㎡/人
から4㎡/人とした。
混雑状況の公表は、暫定的にPDFファイルを添付する
ことによる発信としている。今後、防災行政無線のデジ
タル化に伴いスマートフォン用アプリを導入する予定で
あり、アプリ完成後は利便性の高い情報発信が行える
よう準備を進めている。

救助第２班
(避難所統括)
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テーマ4 ①各種避難場所の整理・設定



４－２ コロナ禍における地区避難所開設拡大に向けた取組み

・広域避難所運営マニュアルに準拠した内容
で、地区避難所版を策定。

・地区避難所の積極的な開設を了承してい
ただいた地区へ職員が訪問し、説明や、コロ
ナ対策物品を配備。

地区避難所運営マニュアル策定

・年度当初よりマニュアルを策定し、避難所
派遣職員への訓練を実施。

・マニュアルは保健所による指導や確認を受
けているほか、国や府のガイドラインの改訂
等に合わせて見直しを実施。

広域避難所運営マニュアル策定

テーマ4 ①各種避難場所の整理・設定

現在５０箇所を
整備済み！

地区避難所代表者と施設内の新型コロ
ナ対策による部屋割について検討し、
運営マニュアルやコロナ対策物品の使
用方法等について説明を行っている。
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テーマ4 ①各種避難場所の整理・設定
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４－２ コロナ禍における地区避難所開設拡大に向けた取組み

コロナ禍において開設する避難所（小学校区割）



４－３ マイマップの取り組みにおける地域内共助によるセカンドベストの選定

マイマップ取り組み状況

令和２年度マイマップ作成地区 １５自治会

年度末には合計１２４自治会が
マイマップ作成済みとなる見込み。
（本市全自治会の1/3以上が作成！)

マイマップ作成の取組みにおいてセカンド
ベスト選定の事例が増えており、訓練でも
活用される等、緊急避難場所としての認知
も高まっている。

選定にあたっては近隣住民や民間企業と
の連携も活発であり、本年度では由良川沿
いの自治会において、個人宅敷地の提供を
快諾していただき作成中の事例がある。

テーマ4 ①各種避難場所の整理・設定
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個人宅
民間
企業

病院
老人介
護施設

寺社
仏閣

農業
施設

官公庁
施設

高架
道路等

15 4 1 1 2 4 1 2

セカンドベスト選定の例

セカンドベスト内訳（本年度作成中の１自治会を含む）

マイマップを作成済しているの124自治会のうち、
15自治会で合計30箇所のセカンドベストが選定されている！



４－４ コロナ禍における対策も踏まえた避難に関する広報の取組み

誰も経験したことのない「コロナ禍での出水期」を控え、万が一の際には冷静に正しい判断で避難行動
ができるよう、市民広報誌にて“新型コロナ対策を踏まえた避難方法”に対する広報周知を連続して実
施した。

5月から3ヵ月連続で「広報ふくちやま」に避難行動に関する企
画を連載し、出水期前から毎月進行形の形式で啓発を図る。
7月はローリングストックと備蓄について巻頭特集を展開。

左（5月号）
「重要保存版 もうすぐ出水期、新型コロ
ナウイルス感染防止対策を踏まえた避難」
上（6月号）
「いよいよ出水期 避難の準備、OK?」
中・下（７月号）
巻頭特集6ページ「ローリングストック～今
日からはじめる備蓄術～」

テーマ4 ②避難行動の住民への周知
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４－５ マイカー避難（車両避難）に関する広報の取組み

コロナ禍における分散避難も踏まえ、車両避難に関する啓発を実施。矢守教授のアドバイスによ
り、“車両避難”は市民に馴染みがない言葉のため「マイカー避難」の愛称で広報を展開した。

雨、風が強くなってからの避難中における事故や被災に対する注意喚起のほか、災害協定により
駐車場を開放していただける店舗や、マイカー避難での持出品の紹介も実施し、市民がより具体的
に避難方法として想定しやすい構成とした。

テーマ4 ②避難行動の住民への周知
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自治会による
防災訓練

・地域の特性に合った形でコロナ禍に対応した訓練の実施
・広報ふくちやまの記事を参考にした家庭での備蓄の啓発

民間企業 ・ハザードマップを活用した備蓄品や防災グッズの提案

小畑自治会 三俣自治会 イオン福知山店
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（ 参 考 ） 住民等の実践的な取組み

本年度における取り組み事例



・自治会の防災訓練の一環として実施。

・訓練期間中の都合の良い時に各自が
設定した場所（駐車場や知人宅等）へ避
難する想定。

観音寺自主防災会 マイカー避難体験

【住民の感想（一部抜粋し要約）】

・雨や車の状況により綾部方面へ避
難もいいのではないか。

・避難途中の道路冠水や渋滞、駐車場
の混雑が心配。

・家族で避難場所を別にして連絡や合
流ができるか試した。

・スーパーの駐車場は食料が入手でき
て便利だが、夜間のトイレは使用できる
のか？
・避難するタイミングの見極めに悩む。

・早めの避難判断、落ち着いて避難す
ることが大切。
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（ 参 考 ） 住民等の実践的な取組み



京都府立福知山高等学校附属中学校３年生

・国連サミットで採択された国際目標であるSDG’ｓ（持続可能な開発目標）がテーマのグループ研究
において、「災害に強いまちづくりの実現（持続的なまちづくり）」に焦点を当て、“自動車の避難場
所”の選定に向けた取組みを実施中。

・惇明地区における自動車避難マップの存在を聞いた生徒の発案により、学校の近隣で浸水被害
がある土師宮町地域をフィールドとして実践中。

11月末にかけて土師宮町自治会に協力を依頼し、自治会回覧を
使用したアンケート調査を実施。
12月より回収したアンケートを分析し、自動車を避難させる適正
場所を選定する。最終的に適地とした場所の所有者と交渉を行い、
マップを完成させる予定。

文化祭ではハザードマップの活用方法等を記載した啓発
パンフレットを製作し発表。

危機管理室へ情報収集 グループ研究作業の様子

（ 参 考 ） 住民等の実践的な取組み
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