
福知山市の防災対策の現況について
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１ 避難のあり方検討会の方向性に基づく取組みの推進

２ 警戒レベル及び避難情報の変更について

３ 防災アプリ「福知山市防災」の運用開始について

４ 令和３年度 福知山市地域防災訓練について

避難のあり方検討：防災教育の取組避難のあり方検討：要配慮者避難訓練

資料４
Ｒ3.5.27 福知山市防災会議資料



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
②高齢者や要配慮者に情報をどのように伝えるのか
③高齢者等の要配慮者など、住民をどのように誘導するのか
④避難先はどうするのか
⑤避難所の受入れ体制・運営の内容はどうするのか
⑥地域の災害リスクを理解し避難行動につなげるための防災
教育の推進

平成３０年７月豪雨等、近年、気象状況が激変する中で、激甚化・頻発化する豪雨災害に対応するとともに、社会環境
の変化に伴う、スマートフォンなど情報伝達ツールが多様化していく中で、改めて、市民の避難に対する意識のあり方や、避難
行動に繋げるための情報発信のあり方、避難所運営等も含めた避難のあり方全般について対応策の検討を行いました。

（検討会の設置目的）

１ 避難のあり方検討会の方向性に基づく取組みの推進

（検討する６つのテーマ）
（メンバー構成）
・京都大学 矢守教授、香川大学 竹之内講師
・自治会、自主防災組織、民生児童委員 代表
・社会福祉協議会、民間社会福祉施設連絡協議会 代表
・国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所長
・京都府府危機管理部、中丹広域振興局、中丹西土木事
務所 代表
・福知山市副市長

（避難のあり方検討会の委員）

第１回検討会：令和元年１１月１２日

第２回検討会：令和元年１２月１９日

第３回検討会：令和２年２月１８日

中間とりまとめ策定：令和２年６月

第４回検討会：令和２年１２月１８日

第５回検討会：令和３年２月１８日

最終とりまとめ策定：令和３年３月

（検討会の開催経過等）
●最終とりまとめで定めた、今後の方向性に基づき、各テーマ
ごとにモデル実施など、具現化を図るための取組みを進めます。
●コロナウイルス感染拡大の影響により延期した、「避難のあ
り方検討会シンポジウム」については、本年秋ごろの開催を予
定。

R３年度 避難のあり方推進事業予算額 7,449千円
・避難スイッチ発信事業、シンポジウム等啓発事業、地区避
難所支援事業 など

（今後の取組）
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☞福知山市避難のあり方検討会 最終とりまとめの概要

3

【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！】

〇現状及び課題

・災害時、様々な情報伝達手段により情報発信しており、情報が伝わっているが、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掛けにより避難に繋がるケース

がある。

〇今後の方向性

（１）各地域において、それぞれの災害リスクに応じて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、マイマップの取組を通じ、ローカルエリアリスク情報

の設定を行う。

（２）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

アリスク情報の発信を行うとともに、地域が主体的に情報収集を行うよう取組を進める。

（３）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。

＜内水氾濫モデル地区蓼原自治会の避難スイッチの設定イメージ＞ ＜土砂災害モデル地区荒木自治会の避難スイッチの設定イメージ＞

「内水等氾濫の情報入手先」としては、水位計、浸水センサー等を活用し、「土砂災害の情報入手先」としては、

気象庁の土砂災害危険度分布、京都府土砂災害警戒情報ページ等を活用する。

＜夜久野町柿本マイマップ＞

【テーマ２.高齢者や災害時要配慮者等に情報をどのように伝えるのか！】

〇現状及び課題

・地域では、災害時要配慮者に対して避難の呼びかけが行われ、実際の避難につながった事

例が多くある。

・市が市民に対し、避難情報等を伝達するため、情報が伝わりにくい災害時要配慮者も含め

たメールや戸別受信機等を活用した一層の個別

受信体制の整備が必要である。

・災害時要配慮者以外の元気な高齢者や子どもた

ち等のフォローをどうするのか。

・情報が伝わらない人がないように、例えば地域内

のリーダー等を中心とした直接の声掛け等による

情報伝達、情報共有の仕組が必要である。

〇今後の方向性

（１）要配慮者に有効な情報伝達手段として防災アプリを導入、インストールサポートや広

報・啓発により活用促進を図る。

（２）地域での情報伝達について、先進事例の紹介等により体制整備の働きかけを行うとと

もに、リーダーの育成、「逃げなきゃコール」を推進する。

両丹日日新聞社提供（2018年7月12日掲載）

＜地域の声掛けの奏功事例＞

＜地域の情報伝達先進事例＞ ＜防災アプリ機能：要配慮者対応抜粋＞

・市が配信する防災情報を文字、
音声両方で何度でも確認可能
・8か国語変換対応
・高齢者の利用が多い「らくらく
フォン」でもインストール可能

国土交通省提供

＜逃げなきゃコールの推進＞
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【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！】

〇現状及び課題

・福知山市災害時要配慮者支援事業により事前に地域に名簿の提供を行っているが、手

上げ方式であるため、全要配慮者を網羅した名簿とはなっていない。

・共助での避難支援の強化及び共助による避難支援が困難な重度の要配慮者の支援を検

討する必要がある。

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成、訓練実施の取組が進んでいない。

〇今後の方向性

（１）現在の手上げ方式による要配慮者の名簿の作成、地域への提供について、令和３年

度から同意方式に切り替える。条例制定による

名簿提供手法については、引き続き検討を進める。

（２）共助による避難支援の強化や災害時ケアプラン

の作成については、マイマップ・マイタイムラインの取組

や災害時ケアプランのモデル実施により要配慮者の

避難体制の確保を図る。

（３）災害時ケアプランの取組を通じた福祉施設での受入拡大や地区避難所、マイカー避

難等の多様な避難先の確保・開拓を推進する。

（４）名簿作成や要配慮者の個別避難計画など、国の動向に留意しながら取組を進める。

（５）要配慮者利用施設の避難確保について、

令和３年度中の全施設での計画策定を

完了させるとともに各施設での訓練を推進

する。

＜兵庫県モデル事業「災害時ケアプラン」＞

＜大江町蓼原マイマップに基づく避難訓練＞

避難確保計画研修会

【テーマ４.避難先はどうするのか！】

〇現状及び課題

・避難所へ避難者が集中することによる

収容人員超過のおそれがある。

・地域が自主的に開設する地区避難所

の実態把握と今後の運用の検討が必

要となっている。

・「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。

〇今後の方向性

（１）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であり、引き続き広

域避難所の開設や地区避難所の有効活用

を図る取組等によって住民の避難誘導に

繋げる。

（２）各地域において災害リスクや避難行動を我が事として認識してもらうため、マイマップ・マイ

タイムラインの作成を推奨すると

共に、市民が実践しやすい防災

に関する情報を季節やイベント等

適切なタイミングで発信する。

＜市民の避難先のイメージ＞

＜広報ふくちやま令和２年７月号＞

個人宅 民間企業 医療機関 老人介護施設

１５箇所 ４箇所 １箇所 １箇所

寺社仏閣 農業施設 官公庁施設 高架道路等

２箇所 ４箇所 １箇所 ２箇所

＜マイマップ作成を通じた次善の避難場所の設定＞

＜マイマップで設定された事前の避難場所数＞
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【テーマ５.避難所の受け入れ体制・運営はどうするのか！】

〇現状及び課題

・市の広域避難所に避難者が集中した場合、対応が困難になる事が予想される。

・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。

・長期避難に対応した避難所運営や、支援を受けるための取り決めを策定する必要がある。

・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。

・コロナ禍に対応した避難所整備の必要がある。

・災害時要配慮者の避難先確保が必要である。

・道路冠水を想定した緊急車両の通行経路の

確保が必要である。

〇今後の方向性

（１）住民による自主的な避難所運営や様々なニーズへの対応など、指定緊急避難場所・

指定避難場所の運営のルール化を進める。

（２）指定緊急避難場所・指定避難所の施設改修に合わせた施設環境整備や資機材

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す

る。

（３）福祉避難スペースを有する避難所

をはじめとする広域避難所における資機

材の整備・充実等、環境改善を計画

的に進めるとともに、災害時要配慮者の

避難受入体制の整備を進める。

（４）平常時から関係機関と連携して代替道路の確認を行い、災害時における緊急車両

の移動経路の確保を行う。

市保健師、京都府保健所
との連携による初期対応

災害時健康危機管理チーム（ＤＨＥＡＴ）
需要に応じたチーム編成による取組

市、京都府保健所との
連携による対応継続、
市内関係機関等との連
携、必要な体制の構築情報収集

ニーズ把握
健康把握

健康管理
衛生管理
環境管理

服薬指導
心のケア
口腔衛生
栄養指導

フレイル防止

避難した日から・・・ ３日 １週 ２週 ３週

＜令和2年度福知山市地域防災訓練＞

＜コロナ禍を踏まえた避難所の環境整備＞

＜被災後の被災者健康ケア対応＞

【テーマ６.災害リスクを理解し避難行動につなげるための防災教育の推進！】

〇現状及び課題

・小中学校の避難訓練は、学校運営中を想定した訓練であり、自宅等で過ごしている状況

を想定した災害対応の学習等は十分ではない。

・子ども達が、地域の災害リスクを理解し自らが判断、適切な避難行動をとる事が必要。

・生涯を通じた防災教育の現状として出前講座やマイマップの作成に取り組んでいる。

〇今後の方向性

（１）児童生徒が自らの命を守るための新たな防災教育の取組として、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。

また、我が家の避難計画の作成や地域での訓練の参加などを通じ、家庭・地域と防災に

関する意識を共有、自らや身近な人を守る高い防災意識を持った子どもたちを育成する。

（２）市民の生涯を通じた防災教育の推進として、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の育成、災害の記憶の継承等により、市民が災害リスクを理解

し、高い防災意識を維持するとともに、

災害時の適切な避難行動に繋げる。

防災教育の授業風景テーマ：『逃げ時 逃げ場所 事前
に確認』
・授業実施：７月中旬～下旬
対象：全小学校の全学年
・ハザードマップを用いて、自分の
家や通学路で起こる災害を確認し、
地域の実情に応じた防災について
学習。

福知山自主防災ネットワーク提供

＜マイマップによる災害の記憶の継承＞

＜福知山自主防災ネットワークの取組＞



☞最終とりまとめに基づく取組みについて

テーマ１ 「避難のスイッチとなる情報をどのような形で推進するのか！」

→内水氾濫のローカルエリアリスク情報について、新たなモデル地区を設定、地域と

協議を進め、浸水センサー等による「避難スイッチ」を設定、運用を開始する

→土砂災害のローカルエリアリスク情報については、過去に被災経験のある地域を対

象とし、運用地域を拡大

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！」

→従来の手上げ方式による要配慮者名簿を同意方式に切り替え、概ね出水期まで

に地域への提供を準備中。

→要配慮者の個別避難支援計画に福祉専門職の関与により福祉的な視点を盛り

込む災害時ケアプランについて、本年度10件のモデル実施に向け準備を進めている。

内閣府のモデル事業として採択された。（府内では福知山市のみ）

その他

→そのほか、各テーマに基づく事業を推進するとともに、令和3年の秋ごろ「福知山市

避難のあり方シンポジウム」の開催を予定
6
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警戒レベル及び避難情報の変更について
令和3年5月20日、災害対策基本法の改正により、新しい災害時
の警戒レベルの運用が施行となった。
これにより、従来の避難情報の名称変更「避難勧告」と「避難
指示（緊急）」が統合、サイレンの吹鳴等にも変更がある。
市では、気象情報や河川水位など、従来の避難情報の発令基準
を見直すとともに、市民に対して、新たな避難情報の意味や発
令された際の取るべき行動など、広報ふくちやまや各戸配布チ
ラシ等により周知を図る。

2 警戒レベル及び避難情報の変更について

災害時の多様な避難



警戒レベルに応じた避難情報発令基準 ＞由良川（洪水予報河川）編

＊河川の一連の区域で最も越水・溢水の可能性が高いと考えられる箇所において堤防天端高（又は背後地盤高）など氾濫が開始する各箇所の水位を、
その箇所を受け持つ水位観測所において換算した水位を「氾濫開始相当水位」と呼称する。

綾部（中流部） 福知山（下流部） 綾部（中流部） 福知山（下流部）

緊急安全確保

氾濫発生情報
（堤防の決壊、越水、

溢水が発生） 災害発生情報

氾濫発生情報
（決壊、越水、溢水）

洪水の危険度分布水
害リスクライン：氾濫し
ている可能性「黒」

8.12 7.74 ※可能な範囲で発令 ― 8.12 7.74

氾濫危険情報 氾濫危険情報

洪水の危険度分布水
害リスクライン：氾濫危
険水位の超過「紫」

6.00 5.90 ― 6.00 5.90

氾濫注意情報 氾濫注意情報

洪水の危険度分布水
害リスクライン：氾濫注
意水位の超過「黄」

3.50 4.00 ― 3.50 4.00

2.00 2.00 2.00 2.00

変更前

避難指示（緊急）
※緊急的又は重ねて
避難を促す場合に発令

避難勧告

氾濫危険水位

氾濫警戒情報 避難判断水位

― 5.00 5.00

―

警戒レベル相当情報
水位観測所（ｍ）

警戒レベル相当情報

－ －
早期注意情報

（警報級の可能性）

氾濫注意水位

―

水位観測所（ｍ）警戒レベル

警戒レベル

３ 高齢者等避難

警戒レベル

４

堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合

避難指示

（参考）
計画高水位HWL

―

氾濫危険水位

氾濫開始相当水位＊
（計画高水位HWL）

避難情報等

警戒レベル

５

変更後

避難情報等

避難準備・高齢者等
避難開始

水防団待機水位警戒レベル

２ 洪水注意報 ―

避難判断水位

5.00 5.00

氾濫注意水位

水防団待機水位

洪水注意報

警戒レベル

１ ― ―
早期注意情報

（警報級の可能性）

堤防に異常な漏水・侵食の進行等により決壊のおそれが高まった場合

氾濫警戒情報

洪水の危険度分布水
害リスクライン：避難判
断水位の超過「赤」

※可能な範囲で発令
（必ず発令される情報
でない。）
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（参考）洪水の危険度分布（水害リスクライン）について

• 国管理河川では、数km～数十km の予報区域を対象に発表する洪水予報等に加えて、縦断的な水位（水面
形）を計算により推定し、左右岸それぞれ200mごとの洪水の危険度分布（水害リスクライン）を令和２
年より提供している。

• 200ｍごとに推定した水位が、堤防等の高さを超過し、氾濫している可能性のある箇所を黒色（警戒レベ
ル５相当情報）で表示するなど、各箇所の危険度をきめ細かく把握できることから、避難情報発令の参考
にできる。

江津市

江の川の氾濫発生箇所のリスクライ
（令和2年7月14日10時時点）

実際の河川の状況

N

氾濫している可能性（警戒レベル５相当）
氾濫危険水位超過相当（警戒レベル４相当）
避難判断水位超過相当（警戒レベル３相当）
氾濫注意水位超過（警戒レベル２相当）
上記に達していない

レイアウトイメージ
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警戒レベルに応じた避難情報発令基準 ＞土砂災害編

※大雨特別警報（土砂災害）が発表された際には、警戒レベル相当情報ではないが、危険度分布の「極めて危険（濃い紫）」を警戒レベル５緊急安
全確保の発令対象区域の絞り込みに活用する。

気象庁 京都府 気象庁 （補完情報）京都府

警戒レベル相当情報
土砂災害危険度情報
（１キロメッシュ）

警戒レベル相当情報
土砂災害危険度情報
（１キロメッシュ）

緊急安全確保 災害発生情報

※可能な範囲で発令

土砂災害警戒情報

土砂災害の危険度分布：
「非常に危険（うす紫）」

・土砂災害警戒情報

・土砂災害警戒判定メッ
シュ情報（非常に危険）

・大雨警報（土砂災害）

・土砂災害警戒判定メッ
シュ情報（警戒）

－

変更後

高齢者等避難

大雨（土砂災害）
注意報

早期注意情報
（警報級の可能性）

・土砂災害警戒判定メッ
シュ情報（注意）

大雨特別警報（土砂災害）

実際に土砂災害が発生

実況で土砂災害警戒情報
発表基準を超過：「極めて
危険（濃い紫）」

実況又は予想で大雨警報
発表基準を超過：「警戒
（赤）」

土砂災害警戒メッシュ情報
（極めて危険）
※メッシュ点灯時、今後の
降雨状況により判断

避難指示（緊急）

土砂災害の危険度分布：
「注意（黄）」

※可能な範囲で発令（必
ず発令される情報でな
い。）

－

避難指示

土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁
り、渓流の水量の変化等）が発見された場合

避難勧告

土砂災害が発生が確認された場合（避難所への立退
き避難がかえって危険であり、緊急安全確保を判断さ
れるような大規模又は同時多発的に発生している土
石流等を想定）

・前兆現象が発見された場合

警戒レベル

４

２時間先までに大雨注意
報基準に到達すると予想：
「注意（黄）」

－

警戒レベル

予想で土砂災害警戒情報
発表基準を超過：「非常に
危険（うす紫）」

警戒レベル

３
大雨警報（土砂災害）が発
表され、かつ、土砂災害の
危険度分布：「警戒（赤）」

避難準備・高齢者等
避難開始

２時間先までに大雨警報
基準に到達すると予想：
「警戒（赤）」

警戒レベル

１
早期注意情報

（警報級の可能性）
－

警戒レベル

２
大雨（土砂災害）

注意報

実況又は予想で大雨注意
報発表基準を超過：「注意
（黄）」

２時間先までに土砂災害
警戒情報基準に到達する
と予想：「非常に危険（うす
紫）」

変更前

避難情報等 避難情報等

大雨特別警報（土砂災害）

警戒レベル

５
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3 防災アプリ「福知山市防災」の運用開始について

11
本年５月１日から運用開始！



○市役所、各支所での「アプリ入れますサービス」の実施

→スマホ端末の操作に不慣れな人へのインストールや操作等についてサポートします。

○生涯学習講座（アプリ講座）や防災出前講座、マイマップ作成時での登録推進

○学校等での登録勧奨を実施

○「逃げなきゃコール」推進のため、市外在住関係者への登録推進を図ります。

（アプリ登録の推進体制）

☞アプリ「福知山市防災」登録推進のキャッチフレーズ

「高齢の人には使い方を！あらゆる世代の人には関心を！」

福知山市独自の防災アプリ「福知山市防災」が５月１日からリリース。

アプリでは、災害情報の受信はもちろんのこと、ハザード情報や避難所の

地図表示機能や、AR機能による浸水深の把握、また、音声での受信

や多言語化など、災害時要配慮者に対応する機能も多く有しており、

自治会ごとにお知らせする危険情報（ローカルエリアリスク情報）にも

対応します。

12

アプリの登録件数 2290件 （5月12日現在）



（参 考：昨年度の福知山市地域防災訓練）

日 時

４ 令和３年度福知山市地域防災訓練について

13

●新型コロナウイルス感染拡大の状況を勘案しながら、
今後、実施規模、内容等を検討し、お知らせさせてい
ただきます。

広域避難所開設運用訓練災害対策本部・関係機関連携訓練 地域主催の自主防災訓練（大江町蓼原）

場 所
内容等

●令和３年８月２９日（日） 予定
●午前８時から午前11時まで


