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福知山市地域防災計画の目的と修正の背景

• 福知山市地域防災計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、市長を会長とし、防災関係機関の
代表者等により構成される「福知山市防災会議」が作成する計画である。

• 大規模災害に対処するため、予防対策、応急対策及び復旧対策について国、京都府や地方行政機関等を含
めた総合的かつ計画的な防災対策を定めている。

• 市民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに被害を軽減し、「災害に強い安心安全なまちづ
くりの推進」に資することを目的としている。

• 市地域防災計画については、これまでも災害対策基本法等関係法令の改正に合わせ、国の防災基本計画
や京都府の防災計画等と整合を図りながら、修正を行ってきた。

• 今回、国の施策等や京都府地域防災計画の改正、福知山市における防災施策を踏まえた内容について反
映させ、実態に即した防災計画とし、今後より一層の防災対策の推進を図っていく。

■ 計画の目的 ：
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■ 修正の背景 ：

＞実践に即した計画として運用を行う
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主な修正項目 修正の概要（案） ページ番号

１．国の施策等及び京都
府地域防災計画を踏まえ
た修正

１）災害対策基本法等の一部改正を踏まえた修正 P3～P5

２）災害救助法の一部改正を踏まえた修正 P6

３）被災者生活再建支援制度の改正を踏まえた修正 P7

４）避難所における感染症対策を踏まえた修正 P8

５）大規模火災対策計画編の新設による修正 P9

６）原子力災害対策指針の一部改正を踏まえた修正 －

２．福知山市の防災施策
を踏まえた修正

７）避難のあり方検討会最終とりまとめの反映による修正 P10～P13

８）福知山市における機構改革の反映等所要の修正 －
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１）災害対策基本法等の一部改正を踏まえた修正

修正事項 避難情報の見直し

背景

国の「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」により災害時の避
難情報のあり方について検討が行われ、
本改正に至ったもの。
（改正スケジュール）
＞R3年4月28日 成立
＞R3年5月10日 公布
＞R3年5月20日 施行

内容

・早期の避難を促すターゲットを明確に
するため、警戒レベル３の名称を「高齢者
等避難」に見直し
・避難のタイミングを明確にするため、警
戒レベル４の避難勧告と避難指示(緊急)を
「避難指示」に一本化
・災害が発生・切迫し、警戒レベル４で
の避難場所等への避難が安全にできない
場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安
全確保するよう促す情報を、警戒レベル
５「緊急安全確保」として位置づけ

計画への反映
警戒レベルに応じた新たな避難情報の運
用について

新旧対照表
一般計画編 2,10,14,24,26,33,34,35

震災対策編 23,24

＜警戒レベルに応じた新たな避難情報と住民が取るべき行動＞

内閣府「避難情報に関するガイドライン」を踏まえ、防
災情報等に対応する警戒レベルや発令の対象者を明確に
し、対象者ごとに警戒レベルに対応した取るべき避難行動
が分かるように住民周知を行う。
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１）災害対策基本法等の一部改正を踏まえた修正

修正事項 広域避難の実効性確保のための見直し

背景

・令和元年台風第19号では荒川下流域等
で大規模な広域避難の検討を要する状況
になったが、想定されるタイミングでの
避難先・避難手段の確保が困難であった。
・国の「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」により災害時の広
域避難のあり方について検討が行われ、
本改正に至ったもの。

内容

・大規模水害のおそれが生じた場合は、
一市町村の中で避難を完結することが困
難となることが想定されるため、住民等
が他の市町村や都道府県など行政境を越
えて広域避難する必要がある。
・災害発生のおそれがある段階において、
要避難者を一定期間他の市町村の区域に
滞在（広域避難）させるために、「避難
者の受入れ協議」、「避難者の運送に関
する要請」の仕組みについて位置づけ

計画への反映
他市町村への広域避難、避難者の運送、
他市町村からの避難者の受入れについて

新旧対照表
一般計画編 26,35,36

震災対策編 －

＜広域避難のイメージ＞

X川の浸水想定区域

指定緊急避難場所等が不足する場合において、他の市町
村に避難場所等の提供を要請すること、また、あらかじ
め他の市町村内にも避難場所を確保し、広域避難計画作成
の検討を進める。

（内閣府防災提供）
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１）災害対策基本法等の一部改正を踏まえた修正

修正事項
高齢者等の避難の実効性確保のための見
直し

背景

過去の災害で高齢者の死者の割合が高い
ことを踏まえ、災害時の避難支援等を更
に実効性のあるものにするため、国の
「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢
者等の避難に関するサブワーキンググ
ループ」により災害時の高齢者等の避難
のあり方について検討が行われ、本改正
に至ったもの。

内容

・市町村による個別避難計画(※)の作成
を努力義務化
※避難行動要支援者ごとに支援者、避難
施設、避難経路等を記載した計画
・市区町村が策定の主体となり、福祉専
門職、社会福祉協議会、民生委員等の日
常の支援者及び地域住民と連携して策定
・災害の危険度の高いところなど優先度
の高い方から個別計画を策定

計画への反映
避難行動要支援者名簿に基づく個別避難
支援計画の作成について

新旧対照表
一般計画編 21,22,36,40

震災対策編 10,26

＜避難行動要支援者名簿に基づく個別避難支援計画及び災害時ケアプラン＞

避難行動要支援者名簿の作成と地域への提供、個別避難
支援計画の策定を推進するとともに、地域の共助による
避難支援が困難な重度の要配慮者については、福祉専門職
等と連携し、災害時ケアプランのモデル実施を進める。
※災害時ケアプラン作成については、内閣府のモデル事
業として採択、令和３年度より取組みを進める。
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２）災害救助法の一部改正を踏まえた修正

修正事項
災害が発生するおそれがある段階におけ
る災害救助法の適用

背景

・令和元年台風第19号では荒川下流域等
で大規模な広域避難の検討を要する状況
になったが、想定されるタイミングでの
避難先・避難手段の確保が困難であった。
・国の「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」により災害時の広
域避難のあり方について検討が行われ、
本改正に至ったもの。

内容

・災害が発生するおそれがある段階にお
いて、国の災害対策本部が設置された場
合に都道府県知事等による災害救助法の
適用が可能
・災害救助法が適用された場合には、広
域避難の必要性等を踏まえ、広域避難を
実施した際の避難所の供与については、
費用負担の対象

計画への反映
災害が発生するおそれがある場合におけ
る災害救助法の適用について

新旧対照表
一般計画編 32

震災対策編 －

＜災害救助法の概要＞

災害が発生するおそれがある段階において災害救助法が
適用されることによる避難所の供与に関する費用負担を
踏まえた広域避難の有効性について検討を進める。

我が国の災害対策法制は、災害の予防、発災後の応急期の対応及び災
害からの復旧・復興の各ステージを網羅的にカバーする「災害対策基
本法」を中心に、各ステージにおいて、災害類型に応じて各々の個別
法によって対応する仕組みとなっており、「災害救助法」は、発災後
の応急における応急救助に対応する主要な法律である。

災害救助法が適用した場合

救助の種類
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３）被災者生活支援制度の改正を踏まえた修正

修正事項
「中規模半壊」を創設して支援金支給対
象を拡大

背景

近年、大規模な自然災害が多発している
中で、令和２年７月豪雨の発生を受け、
全国知事会から政府に対して「令和２年
７月豪雨による災害への対応及び被災者
生活再建支援制度の充実強化に関する緊
急要望」が行われたこと等を踏まえ、支
援金の支給対象となる被災世帯の範囲を
拡大する等、被災者生活再建支援法の一
部改正が行われたもの。

内容

・支援金の支給対象として、半壊世帯の
うち大規模半壊に至らないが相当規模の
補修を要する世帯「中規模半壊世帯」を
追加
・中規模半壊世帯への支給額については、
加算支援金として、建設・購入の場合は
100万円、補修の場合は50万円、賃貸の
場合は25万円

計画への反映
被災者生活再建支援金の支給対象として
「中規模半壊」の追加について

新旧対照表
一般計画編 41

震災対策編 29

＜被災者生活再建支援金の支給額＞

災害発生時の被災者生活再建支援制度の適用時における
住家の被害認定基準を踏まえた罹災証明書に基づき、中
規模半壊世帯に対する被災者生活再建支援金の支給を実施
する。

参考：住家の被害認定基準
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４）避難所における感染症対策を踏まえた修正

修正事項
避難所における新型コロナウイルス感染
症への対応

背景

全国での新型コロナウイルス感染症患者
の拡大を踏まえ、「災害時の避難所にお
ける新型コロナウイルス感染症を含む感
染症対策の平時からの検討と実施につい
て」、国の防災基本計画及び京都府地域
防災計画に令和２年度位置付けられた。

内容

・感染症対策として、感染者発生時の対
応を含め、平時から防災担当部局と保健
福祉担当部局が連携し、避難所における
過密抑制のため可能な限り多くの避難所
の開設、避難者の健康状態の確認、避難
所の衛生環境の確保等を検討
・マスク、消毒液等の必要な物資の備蓄
等避難所環境整備を実施

計画への反映
新型コロナウイルス感染症の発生を踏ま
えた避難者の過密抑制等感染症対策の観
点を取り入れた避難所環境整備について

新旧対照表
一般計画編 2,37

震災対策編 2,8,17,25

＜感染症対策を踏まえた避難所運営＞

感染症対策を踏まえた避難所運営マニュアルの作成、マ
ニュアルに基づく訓練実施、感染症対策物品の配備を進め
るとともに、避難所の多様化を図るため地域で運営する
地区避難所の開設について協力依頼を行う。分散避難の
推奨や躊躇せず避難することについて住民周知を行う。

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。

福祉避難スペースの例

「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

避難所における感染症対策（訓練実施）
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５）大規模火災対策計画編の新設

修正事項 大規模火災対策計画編の新設

背景

多くの建築物が被災する火災に対応する
体制を強化するとともに、2019年に発生
した京都アニメーション火災事件を契機
として、多数の人的被害をもたらす火災
が今後発生した場合にも的確に対応でき
るよう、国の防災基本計画及び京都府地
域防災計画に令和2年度位置付けられた。

内容

大規模な火災により、多数の死傷者等が
発生し、又は発生するおそれがある場合
に、消火活動、捜索活動、救助・救急活
動、医療活動等を行うため、国、府、市
等関係防災機関が、直ちにとるべき対策
を整備

計画への反映
事故対策計画編に新たに「大規模火災対
策計画編」を新設

新旧対照表 事故対策編 6～16

＜大規模火災対策計画編の位置づけ＞

防火地域及び準防火地域の的確な指定による防災に配慮
した土地利用への誘導等により、災害に強い都市構造の
形成を図る。

 一般計画編
 資料編

 震災対策計画編
 事故対策計画編

 原子力災害対策計画編
 水防計画

• 石油類流出事故対策計画編
• 航空事故対策計画編
• 鉄道災害対策計画編
• 道路災害対策計画編
• 危険物等災害対策計画編
• 大規模火災対策計画編・・・今回新設
• 林野火災対策計画編
• 広域停電事故対策計画編

赤
本

青
本



修正事項
避難のスイッチとなる情報発信
（テーマ１関連）

背景

・災害時、様々な情報伝達手段により情
報発信することで、情報は、伝わってい
るが、実際の避難に繋がっていない。
・災害時には、広域的な数多くの情報が
あふれており、市民が自分自身に関わる
リアルで、かつ、避難行動に繋げるべき
情報として捉えられていない。
・自ら避難に踏み切れない人であっても、
信頼できる人からの声かけにより避難に
繋がるケースがある。

内容

・各地域において、それぞれの災害リス
クに応じた市民が切迫感をもって、自分
事として捉えられる避難スイッチとなる
情報としてローカルエリアリスク情報を
設定
・防災アプリ等デジタル防災行政無線シ
ステムにより避難情報等を補完するロー
カルエリアリスク情報を発信
・地域住民が参画してマイマップ・マイ
タイムラインを作成するとともに、訓練
への活用を含め避難の実践に繋げる。

計画への反映
避難スイッチとなる情報発信、新たな情
報発信ツール防災アプリの運用について

新旧対照表
一般計画編 8,10,14,20,33

震災対策編 1,6,12
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６）福知山市避難のあり方検討会最終とりまとめの反映
＜避難スイッチとなるローカルエリアリスク情報の設定と情報発信＞

それぞれの地域で作成するマイマップ・マイタイムライ
ンにおいて、避難スイッチとなるローカルエリアリスク情
報を設定し、災害時の迅速、的確な避難行動に繋げる。

ローカルエリアリスク情報の発信



修正事項
要配慮者への情報伝達及び避難支援
（テーマ２、３関連）

背景

・情報が伝わらない人がないように、地
域内のリーダー等を中心とした直接の声
かけ等による情報伝達、情報共有の仕組
みを構築する必要がある。
・避難が困難な要配慮者の避難誘導や支
援が地域で行える体制を誘導、整備する
必要がある。

内容

・地域での声かけによって情報伝達でき
る体制の構築
・自主防災組織等が避難行動要支援者名
簿に基づき策定する要配慮者の個別避難
支援計画について、マイマップ・マイタ
イムラインに位置づけ、各地域の実態に
応じて作成するとともに、計画に基づく
避難訓練を実施

計画への反映
避難行動要支援者名簿に基づく個別避難
支援計画の作成と活用促進について

新旧対照表
一般計画編 21,22,36,40

震災対策編 1,10,26
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６）福知山市避難のあり方検討会最終とりまとめの反映
＜避難行動要支援者名簿の事前提供及び活用促進＞

共助による要配慮者支援の取組み（訓練実施）

令和２年度には、自治会長、民生児童委員に対し、避難行動要支援者の名簿に
関するアンケートを実施したところ、名簿の提供や個別避難支援計画の策定につ
いては、概ね前向きな回答結果となったが、個人情報の取扱いに関しては、約３
割が預かることに不安があるとの結果であった。
※対象者：自治会長・民生児童委員 594人 回答数：456人

避難行動要支援者名簿の作成と地域への提供、地域の実
態に応じた個別避難支援計画の策定を推進するとともに、
地域の共助による避難支援の強化を図る。



修正事項
避難場所、避難所とその受入れ、支援体
制（テーマ４、５関連）

背景

・「避難」とは何を意味するかについて
市民への周知が必要である。
・避難所は必ずしも過ごしやすい場所と
なっておらず、環境改善を進める必要が
ある。
・長期避難を想定した避難者ケア体制の
整備、資機材の充実を図る必要性がある。
・道路冠水を想定した緊急車両の通行経
路を確保する必要がある。

内容

・避難場所の多様な選択肢の中から、市
民各自が災害リスクに応じた適切な避難
場所を選択することが重要
・指定緊急避難場所・指定避難所におい
て、資機材整備を計画的に行うとともに、
避難所生活における健康管理について支
援体制を構築
・災害時における緊急車両の移動経路の
確保

計画への反映
避難の考え方、避難場所、避難所の環境
整備と支援体制について

新旧対照表
一般計画編 15,16,21～25,37,39

震災対策編 1,2,4,7～9,11,25
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６）福知山市避難のあり方検討会最終とりまとめの反映
＜多様な避難先の選択肢と避難所における環境整備＞

避難行動の住民への周知と避難場所、避難所における環境
整備や避難者の健康管理等受入れ、支援体制の構築を図
る。

自宅での
屋内安全
確保

安全な
親戚や
知人宅等

地区
避難所

近隣の
高台等
への避難

広域
避難所

避難が必要 避難が必要

災害リスクに応じた各自にあった過ごしやすい適切な避難先を選定

避難とは「難を避ける」ことであり、広域避難所へ行くことだけが避難ではない。
多様な避難先の中から各自の状況にあった身の安全を確保できる所へ行くことが大切である。

備蓄物資一例
飲料水や食料品は賞味期限の確認
その他のものは消費期限の確認段ボールベッド及び間仕切り 設置の様子



修正事項
避難行動に繋げるための防災教育の推進
（テーマ６関連）

背景

・子どもたちが、地域の災害リスクを理
解し自らが判断、適切な避難行動を取る
ことが必要である。
・地域において、住民がそれぞれの災害
リスクへの理解や避難の必要性について
情報を共有し、必要な避難のあり方につ
いて常日頃から高い意識付けをさせる取
組みが必要である。
・過去の災害履歴を語り継ぎ、伝承して
いくことで、地域住民が過去の災害の歴
史と災害リスクを理解し、適切な避難行
動に繋げていくような教育が必要である。

内容

・児童生徒が自らの命を守るための取組
みとして、福知山市独自の学習計画を策
定し、地域の災害リスクを知り、防災に
関心を高め社会貢献できる力を育む。
・マイマップ・マイタイムラインの作成
を通じた意識の向上やリーダー育成、災
害の記憶の継承等により、市民が高い防
災意識を維持するとともに、災害リスク
を理解し、適切な避難行動に繋げる。

計画への反映
災害リスクを理解し避難行動に繋げるた
めの防災教育について

新旧対照表
一般計画編 2,16,17,38

震災対策編 1,17
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６）福知山市避難のあり方検討会最終とりまとめの反映
＜防災教育の取組事例＞

学校等における防災教育の推進を図るとともに、「自らの
命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で避難行
動をとることや避難行動を地域内で呼びかける等の共助
の体制づくりを進める。

治水記念館（災害記憶の伝承）

学校における防災教育

自主防災リーダー養成講座


