
資料２-5

「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5 避難所の受け入れ体制・運営はどうするのか!



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

5-1

地域住民等による広域避難所、
地区避難所の開設・運営に
ついて協議・調整を行う。

関係自治会、
自主防災組織、
民生児童委員、
社会福祉協議会
等

・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

・令和２年の出水期は、５０箇所の
地区避難所で地元開設について
理解を得ることができた。（今出水
期での運用機会は無かった。）

5-2

指定避難所の運営マニュアルの
策定に向け調整を行う。

関係自治会、
社会福祉協議会

最終取りまとめに反映 ・他市や全国の事例等を研究し、
策定に向けて取り組みをさらに推
進する。災害ボランティアについ
ては社協との調整を継続する。

5-3
関係市町と協議、調整の上、
避難所運営の受援計画の策定を
行う。

関係市町 最終とりまとめに反映 他市の事例や本市の支援・受援
を分析の上、早期の策定に取り組
む。

小分類 調整事項 調整先 スケジュール 取組内容

5-4

これまでの避難所の運営実態
から、改善の必要レベルや
施設改善内容について段階的に
優先度の高いものから整備してい
く。

関係自治会 最終とりまとめへの反映 ・避難所へ衛生資機材、段ボール
ベッド及び間仕切りを配備した。
・北陵コミセンの建て替えにあたり、
災害時の運用も考慮したモデル
避難所として整備する。
・避難のあり方検討会を踏まえた
資機材確保年次計画を見直す。

5-5

多職種連携によるケアチームの
編成内容、活動内容について、
保健所等関係者でＰＴを組織する
等して調整、とりまとめを行う。
資格所持者のリストアップ

中丹西保健所、
市福祉部局、
市人事部局

・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

・新型コロナ対策として、体調不良
者等の支援にあたる保健師の巡
回保健師チームを2班編成した。
・保健所、DMAT等との連携等、具
体的な活動内容を定めたマニュア
ルの策定を現在実施中である。実
運用にあたる市職員の有資格者
リストを作成した。

①広域避難所・指定避難所の運営のルール化
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②避難所・指定避難所の環境整備

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

③災害時要配慮者の避難受入れ体制の整備
小分類 調整事項 調整先 スケジュール 取組内容

5-6

公設福祉避難スペースの資機材
の充実についても運営実態から
必要優先度の高いものについて
段階的に整備していく。

市福祉部局 最終とりまとめに反映 ・新型コロナ対策として感染症防
止資機材を配備、その他段ボー
ルベッド、間仕切り等を追加配備。
（5-4再掲）

5-7

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
※国が定める期限

・テーマ3-5の取り組み

④緊急車両の移動経路の確保
小分類 調整事項 調整先 スケジュール 取組内容

5-8

緊急車両の移動経路確保のため、
国、府、市でその用途とルート確
保について協議・調整を行う。
さらに内水対策として必要な排水
ポンプ車の運用についても調整を
行う。

国土交通省、京
都府、消防、市建
設部局

・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

・幹線道路浸水時に緊急車両が
通行できるルートの確認を実施。
市建設部局と連携した各関係機
関との調整、災害時の具体的運
用、実施方法の検討を行った。
・排水ポンプ車の大江支所への前
進配置を実施。
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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５ ①広域避難所・指定避難所の運営のルール化

５－１ コロナ禍における広域避難所運営マニュアルの作成

・新型コロナ感染拡大を踏まえ、年度当初より広域避難所運営マニュアルを策定。

・国や府のガイドライン改訂に合わせて随時見直しをしているほか、避難所派遣職員に対する訓
練や情報共有を都度実施している。

・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、合同会議や訓
練視察等により情報共有と連携を図っている。

・地区避難所マニュアルは本マニュアルを地区避難所用に修正したもので
ある。

・本市保健師による避難所派遣
職員への感染症に対する考え
方の指導、関係機関による訓練
視察も実施している。
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テーマ５ ①広域避難所・指定避難所の運営のルール化

５－１ コロナ禍における広域避難所運営マニュアルの作成

・コロナ禍での避難に際し、体調不良者等が所内で使用する部屋の区分を明確化した。
一般避難スペース・・・通常の避難スペース。
特設避難スペース・・・体調不良またはその疑いのある人が一時的に滞在する。
福祉避難スペース・・・配慮を要する人の避難スペース。

特設避難スペースの例

特設避難スペースに避難者があると、巡
回保健師による体調確認を実施。

特設避難スペースの例

集団の中での滞在が困難等の理由による
人のスペースであり、介助や介護が受けら
れる場所ではない。
旧1市3町にそれぞれ1箇所ずつ配置。

一般避難
スペースの例
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・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

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５ ①広域避難所・指定避難所の運営のルール化

市
職
員

避難所開設準備、初動対応を実施
運営委員会へ引継ぎ後、災害対応業務に従事
避難所運営の支援

広域避難所運営モデル地区を選定し、令和3
年度において、地域住民による避難所運営
の方法に関する研究と検討を進める。

５－１ コロナ禍における広域避難所運営マニュアルの作成

運
営
委
員
会

市職員より引継ぎ
避難所運営業務
受付、避難者名簿管理
災害対策本部へ避難者数連絡
避難所閉鎖時の撤収作業・・・等

地域による運営イメージ



テーマ５ ①広域避難所・指定避難所の運営のルール化

５－２ 指定避難所の運営マニュアルの策定に向けた調整

1.避難所の基本事項
避難所の目的、避難対象者、運営・生活ルール、空間の配置活用等

2.各段階における運営業務
指定緊急避難場所からの移行、初動・展開・安定期、撤収解散時

3.運営活動に対する業務班の役割
総務班、避難者管理班、情報班、給食・物資管理班、施設管理班、保健衛生班、要配慮者支援班、ボランティア運営班

4.避難所運営に配慮すべき事項
男女共同参画の視点での運営
介護・介助が必要な高齢者、障害や難病・慢性疾患を持つ人、妊産婦や乳幼児を連れた人および子供や外国人への配慮

5.ペット避難に対する対応
ペット避難のルール化、動物アレルギーや動物が苦手な人への配慮

6.日頃からの事前準備
予備知識、事前対策、自主防災組織どうしの情報共有

指定避難所運営マニュアル骨子（案）
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給食・物資管理班

情報班

総務班

ボランティア運営班

要配慮者支援班

保健衛生班

施設管理班

代表・副代表

社会福祉協議会
ボランティアセンター

避
難
所
自
治
会
代
表

避難者管理班

避難所体制イメージ

●引き続き他市事例等の研究を
行い、男女共同参画の視点に配
慮した地域住民による避難所運
営方法の策定を進める!

施設管理者
（公民館長等） 避難所自治会２組

福
知
山
市
災
害
対
策
本
部

避難所運営委員会

住民の自治による避難所運営を基本とし、
市はその支援を行う。

避難所自治会1組

避難所自治会３組



（内閣府防災情報のWEBページより引用）

テーマ５ ①広域避難所・指定避難所の運営のルール化

・平成26年8月豪雨災害においては、市街地の広範囲に浸水が生じ、家に帰れなくなった被災者が市民交流プラ
ザでの避難生活を余儀なくされた。（8/16発災～10/12）
・全国の被災事例では、自治体が運営する指定避難所においての災害ボランティアによる炊き出しや配食、支援
物資の搬送、整理、配布、避難者との交流等による心的支援などが大きな力となっている。

平成30年7月豪雨災害ボランティアセンター

災害ボランティア派遣の考え方

〇発災直後においては、被災者宅の生活復
旧支援等が災害ボランティアの大きなニーズ
となる

〇家屋被害等による市民の避難生活が長期
になる場合には、市が運営する指定避難所
への災害ボランティアの支援が有効

発災

福知山市社会
福祉協議会

被災市民

福知山市

即座に現地災害ボランティアセンターを立ち上げ。
被災者宅の生活復旧支援活動等

避難所運営・被災者支援・災害復旧等

ボランティアの派遣（瓦礫撤去等復旧支援）

避難・生活復旧活動等→自宅での生活再開

被災者相談窓口の設置、被災者支援制度の構築等

1～2週間

1～2週間

連
携

一
定
安
定

指定避難所での長期の避難生活

仮
設
住
宅
・
市
営
住
宅
等

～3か月程度

～3か月程度

ボランティアの派遣（避難所支援活動等）、援護業務

避難所運営・被災者支援・災害復旧等

災害ボランティアの活動
（イメージ）

現地災害ボランティアセンターの閉鎖、
現業業務体制にて

避難所の閉鎖
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５－２ 指定避難所の運営マニュアルの策定に向けた調整

長期にわたり市民の避難生活が続く場合の災害ボランティアの派遣



テーマ５ ①広域避難所・指定避難所の運営のルール化
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５－３ 避難所運営の受援計画の策定に向けた調整

・過去の受援経験により受援計画が必要となる業務案

✔避難所運営
✔災害廃棄物処理
✔住家被害認定調査
✔罹災証明書交付

✔健康訪問調査
✔家屋消毒作業
✔総合相談窓口
✔支援物資分配業務

✔給水活動

✔排水ポンプ車による
排水活動

・参考：内閣府が示す受援計画のひな形

●BCP（業務継続計画）を踏まえた受援体制の構築に向け
て、令和３年度内の完了を目指し、福知山市受援計画の策定
の取組みを進める!

・平成30年7月豪雨時の受援実績

支援自治体 業務内容 述べ人数

京丹後市 ゴミ収集 12
木津川市 ゴミ収集 6
朝来市 家屋調査 22

島原市
家屋調査 10
消毒 6

京田辺市 ゴミ収集 4
長岡京市 ゴミ収集 4

京都府

議会事務局 ゴミ収集 2
中丹広域振興局 ゴミ収集 2
中丹西保健所 健康訪問調査 12

合計 80

・災害時における相互応援に関する協定締結自治体

（近隣）
京都府内：舞鶴市、綾部市、宮津市、与謝野町
兵庫県内：丹波市、丹波篠山市、朝来市、養父市、豊岡市
（遠隔）
長崎県島原市、静岡県小山町
合計：１０市１町

（今後の計画）

・京都府北部圏域が一体となった地域づくりを目指す京都
府北部地域連携都市圏形成推進協議会の「環境・防災部
会」において、令和２年度アクションプランを作成

・アクションプランにおいて、北部７市町（福知山市、舞鶴市、
綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町）における
避難所運営を含めた相互応援協定を、令和４年度内の締
結を位置付ける。



テーマ５ ②避難所・指定避難所の環境整備（③災害時要配慮者の避難受入れ体制の整備）

５－４ 資機材の充実に関する取組み

新型コロナ対策として
段ボールベッド、段ボール間仕切り各180台購入済み。
年度内にベッド及び間仕切りをさらに各180台購入予定。

毎年100台強ずつの増備予定で
あったが、本年度末に全体計画の
50％を達成する見込み。

感染対策物品 目的 配備状況

非接触型体温計 避難者の体温計測 配備済み

消毒液 避難者の手指消毒及び避難所における共用部分の消毒 配備済み

ペーパータオル 避難所における手拭き等共用タオルの代替 配備済み

不織布ガーゼ マスクの延命を図るための取り換え用 配備済み

間仕切り 避難所において体調不良者等の隔離に使用 配備済み

消毒ウエットタオル 避難所における共用部分の消毒等多目的に使用 配備済み

アルコール綿 保健師の感染防護及び避難所での接触型体温計消毒 配備済み

フェイスガード 避難所派遣員が相手と対面となる際に飛沫から自身を保護するために使用 配備済み

感染防護キット 保健師の感染防護用 配備済み

手袋 避難所派遣員及び保健師の感染防護用 配備済み

段ボールベッド
段ボール間仕切り

非接触型体温計
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テーマ５ ②避難所・指定避難所の環境整備（③災害時要配慮者の避難受入れ体制の整備）

５－４ 資機材の充実に関する取組み

①目標数量を見直し

本市の必要数量に対し、更新後の計画終了年度における目標数量を、令和2年度末の保有見込数を踏まえて更新。

なお、前回計画と同様、全体の必要数に対し、京都府と本市で共同備蓄を実施するとともに、飲食料及び毛布については、協

定や自助・共助による確保、廃棄ロスの観点から、段階的に整備を行う。

②本市独自の重点備蓄品目を見直し

要配慮者が避難しやすい環境を目指し、新たに、アレルギー対応のライスクッキーや段ボールベッドを重点備蓄品目に追加し、避

難所環境の整備を図る。また、停電対策として、広域避難所に配備している懐中電灯やランタンを⾧時間使用できるように電池の

備蓄を進める。

なお、福知山市避難のあり方検討会や新型コロナウイルスの感染拡大状況等の社会情勢を踏まえ、随時見直しを行うものとする。

③必要数量の積算根拠を見直し

おむつ（おとな・こども用）及び女性用衛生用品の必要数量の積算に関して、令和元年度本市統計書により対象人数を積算。

備蓄物資一例 防災倉庫内一例

備蓄物資整備計画の見直し 前回計画（平成27年度～令和2年度）からの変更点



テーマ５ ②避難所・指定避難所の環境整備

５－４ 避難所の環境改善への取組み
今後のモデル施設とすべく新築工事に着手！
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５－５ 専門職員によるケアチームの編成に向けた調整

保健師巡回による新型コロナ対応

市が運営する避難所
で体調不良者発生

巡回保健師
聞き取り、検温、血圧測定、
血中飽和酸素濃度測定等を実施
↓
避難所派遣職員と情報共有
対応方法または救急対応を指示

体調不良者対応の支
援にあたる保健師の
避難所巡回チームを
2班編成した。

避難所派遣職員より連絡

当該避難所へ保健師が出向

水害・土砂災害編
２年連続して経験した水害をきっかけとして平成27年に策定した「福知山市
災害時の公衆衛生指針」により、水害・土砂災害に対する平常時からの備え
や、発災後には家屋調査結果を基にした各戸巡回を保健所並びに支援部隊
の他市保健師と連携して実施している。
その他災害発生時や大規模災害発生時編

本市保健師を中心に危機管理室など関係部署と連携し、市職員の有資格
者のリストアップや大規模災害時に想定される外部機関との連携も含めたマ
ニュアルを作成中。
発災後1週間頃からの健康管理等のフレイル防止に注意し、防ぐことのでき
た健康被害を阻止するよう努める。

災害時の被災者健康ケア対応

有資格職員のリストアップを実施

・保健師
・社会福祉士
・介護福祉士
・管理栄養士
・看護師
・准看護師
・助産師
・精神保健衛生士

※資格重複含む

テーマ５ ③災害時要配慮者の避難受入れ体制の整備
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テーマ５ ④緊急車両の移動経路の確保

消防
≪大江支所前進基地≫
●福知山水位4mで
大江支所前進基地開設

●消防団とともに
孤立地域対策・
人命救助活動実施

排水ポンプ車
・大江地区
・福知山地区
に配備を計画

道路冠水等により
道路が寸断され
孤立状態になること も想定。

緊急車両
（排水ポンプ車、 救急車、
救援物資輸送車両等）

の移動経路の確保について
関係機関で調整実施。

５－８ 道路浸水時の
緊急車両用道路

通行可能な幹線道路

通行可能（冠水道路の代替）

※高速道を使用してのアクセス

通行不可（冠水、徒歩のみ可能）

通行可能な堤防天端

（冠水道路の代替）

築堤工事中の区間

樋門
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５－８ 道路浸水時の緊急車両用道路

テーマ５ ④緊急車両の移動経路の確保
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福知山河川国道事務所が設置する由良川河守・公庄地区のリアルタイム浸水把
握システムにより、国道１７５号の冠水状況を把握、大江町入りの代替ルートの設
定に活用する!

新町自治会
大江駅高架下

蓼原川樋門落谷川樋門
公手川樋門

谷河川樋門

機器設置状況
システム対象範囲
冠水センサー
水位計


