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発生年月日 原 因
福知山最高
水位（ｍ）

主な被害状況

昭和28年9月25日 台風13号 7.80
死者12名、負傷者820名、家屋流出84戸、全壊986戸、半壊1,384戸、床上
浸水4,075戸、床下浸水284戸

昭和34年9月26日
台風15号
(伊勢湾台風)

7.10
死者1名、負傷者28名、家屋流出7戸、全壊10戸、半壊144戸、床上浸水
3,958戸、床下浸水1,780戸

昭和36年10月28日 台風26号 5.33 全・半壊8戸、床上浸水767戸、床下浸水1,708戸

昭和40年9月17日 台風24号 5.22 全壊3戸、半壊1戸、床上浸水411戸、床下浸水1,534戸

昭和47年9月16日 台風20号 6.15 負傷者5名、全壊4戸、半壊33戸、床上浸水527戸、床下浸水1,024戸

昭和57年8月1日 台風10号 5.45 床上浸水29戸、床下浸水21戸

昭和58年9月28日 台風10号 5.57
死者1名、全壊5戸、半壊3戸、一部損壊8戸、床上浸水14戸、床下浸水178
戸

平成16年10月20日 台風23号 7.55
死者2名、負傷者2名、半壊59戸、一部損壊115戸、床上浸水755戸、床下
浸水731戸

平成23年9月21日 台風15号 5.73 床上浸水4戸、床下浸水11戸

平成25年9月16日 台風18号 8.30
全壊2戸、大規模半壊19戸、半壊311戸、一部損壊・床上浸水423戸、床下
浸水356戸

平成26年8月16日 8月豪雨 6.48
全壊13戸、大規模半壊6戸、半壊266戸、一部損壊3,968戸、床上浸水2,029
戸、床下浸水2,471戸

平成29年10月23日 台風21号 7.39 半壊12戸、一部損壊11戸、床上浸水98戸、床下浸水227戸

平成30年7月7日 7月豪雨 6.52 全壊14戸、半壊40戸、床上浸水414戸、床下浸水747戸

主な洪水記録と由良川水位と雨量状況 page 1

（福知山河川国道事務所提供、福知山市加筆）



由良川堤防の破堤により福知山市街地
で大きな浸水が発生するなど、戦後最
大の浸水被害が発生。

福知山地点において計画高水位に匹敵
する洪水が発生し、大江町役場（当
時）が浸水するなど、特に下流部で大
きな浸水被害が発生。

昭和２８年台風１３号災害：主に外水 平成１６年台風２３号災害：主に外水

中流部の家屋浸水状況
（戸田地先）

平成２５年台風１８号災害：主に外水

福知山地点において計画高水位を超過
する洪水が発生し、中流部、下流部と
もに大きな浸水被害が発生。

平成２６年８月豪雨災害：主に内水

福知山市街地において排水機場の能力
を上回る降雨が発生し、家屋浸水のほ
か、国道や府道が冠水するなどの内水
被害が発生。

平成３０年７月豪雨災害：主に内水平成２９年台風２１号災害：外水、内水

福知山地点において氾濫危険水位を
超過し、水位上昇時の強い降雨によ
り、主に内水による家屋浸水被害が
発生。

福知山地点において計画高水位に迫る
洪水が発生し、由良川の氾濫や内水に
よる家屋浸水被害が発生。
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国鉄福知山駅の浸水状況（福知山市街地） 浸水した大江町役場（現大江支所）

※由良川の築堤未了区間
などから外水氾濫が発生

由良川中流部：戸田

福知山市街地の内水浸水状況 由良川中流部：石原、戸田、土、川北 大江町蓼原の内水浸水状況

（福知山河川国道事務所提供、福知山市加筆）



【由良川緊急治水対策】 【総合的な治水対策】

進む治水対策：由良川緊急治水対策・総合的な治水対策 page 3

提供：近畿地方整備局

 進む治水対策！ハード対策に加えて、ソフト対策の強化を行う必要がある！



避難のあり方検討会とは page 4

・令和元年度～２年度にかけて、有識者や地域代表、国、府などの関係機関、
消防団などの参画のもと、「福知山市避難のあり方検討会」を設置しました。
・本検討会において、平成３０年７月豪雨等、近年、気象状況が激変する中、
激甚化する豪雨災害が頻発しており、また社会環境の変化、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、要配慮者の避難
支援や避難所運営等も含めた避難のあり方全般について、今後の対応策の検
討を行い、令和３年３月に最終とりまとめを行いました。

＜検討会の開催経過等＞
・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 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
・最終取りまとめ 令和３年３月

＜検討した６つのテーマ＞
①避難のスイッチとなる情報伝達に関すること。
②災害時要配慮者への情報伝達に関すること。
③災害時要配慮者の避難誘導、支援に関すること。
④避難場所に関すること。
⑤避難場所での受入れ体制、運営に関すること。
⑥防災教育の推進に関すること。

 避難のあり方検討会最終とりまとめで定めた今後の方向性に基づき、地域で作るマイマップを
通じた避難スイッチの設定や、福知山市防災アプリ、防災行政無線等による地域ごとのきめ細か
な情報発信、要配慮者の個別避難計画の作成、ふくちやま版防災リテラシー教育の推進等、テー
マごとにモデル実施を行うなど、具現化を図るための取組みを進めていきます。



テーマ１ 避難のスイッチとなる情報伝達 page 5

（西日本新聞社提供）

センサーか浸水を感知すれば、
LINE及び福知山市防災アプリ
にて市から地域へ情報発信

観音寺に設置の浸水センサー

設置自治会 設置台数

R2 5 10

R3 7 14

R4 8 15

合計 20 39

浸水センサー設置自治会拡大中
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夜久野町柿本に設置の土壌湧水量調査

 

θ 

 

【平常時】 【変状発生】

R4～試行調査

荒木に設置の傾斜センサー

土砂災害の避難スイッチ

R3～実証実験

①地表を流れる湧水
を、湧水量計の中に
引き込むように堰を
設置する。
②湧水の出口の三角
堰部分の水位を啓作
することにより流量
を測る。

この高さを測って
流量を求める

R4.11.19住民の皆さんと振り返りを行う。



『福知山市防災』アプリ…約１２，０００人登録
福知山市民の約６人に１人がダウンロード！

※令和２年１０月国勢調査人口約７７，３０６人

ＬＩＮＥを活用した防災情報の共有も拡大中

荒木自治会では、世帯数
の約７割の４６名が登録。
防災訓練で避難開始のタ
イミング等の情報を配信

和久市町自治会では、
１０９名が登録。今年７
月の大雨時には河川の増
水状況を写真で共有

河川の増水状況
等の写真を投稿

テーマ２ 災害時要配慮者への情報伝達 page 7



災害リスクなし1,376人
※自宅での避難

避難行動要支援者名簿の登録者3,213人（R5.1月現在）

公助による計画作成

 心身の障害程度が重度の
方、社会的に孤立されてい
る方

 自身や家族、地域の支援で
は 避難ができない方

 地域への名簿提供がない方

共助による計画作成

 心身の障害程度が軽度・中
度の方

 自身や家族の支援では避難
ができず、地域の支援はあ
れば避難ができる方

 地域への名簿提供がある方

自助による計画作成

 心身の障害程度が軽度の
方

 自身や家族の支援で避難
ができる方

災害リスクあり1,837人
※地域へ名簿提供あり・・・1,163人（63％）
※地域へ名簿提供なし・・・ 674人（37％）

 要配慮者の災害リスク、世帯状況、心身の機能レベル、支援体制により自助・共助・公助で
役割分担をしながらそれぞれ計画を作成、避難支援を行っていくことが実効性のある避
難に繋がるポイント

テーマ３ 災害時要配慮者の避難誘導、支援 page 8



テーマ３ 災害時要配慮者の避難誘導、支援 page 9

 令和4年度は大江地域で23件のモデル実施を行っている中で、避難先の確保、移送の手段、
避難支援者の確保が課題となっています。

 福祉施設やその他の多様な避難場所の開拓を行い、災害時に要配慮者が直接避難する避
難場所をそれぞれ設定する等、様々な避難のパターンを構築し、令和5年度から本格実施、
令和7年度中の全市域での作成完了を目指します。

要配慮者宅への家庭訪問の様子

ご家族

ケアマネ

本人

市職員（福祉）

市職員（防災）

要配慮者の避難支援について地域と協議

ケアマネ

市職員（福祉）

市職員（防災）

地域（自治会役員、民生児童委員）



多様な避難場所の確保と避難所・避難場所の環境整備

（近畿地方整備局提供）

電気自動車を活用した停電対策

地域で運営する地区避難所の活用

 コロナ禍を踏まえた避難者の分散化や過ごしやすい避難場所への避難
を誘導するため多様な避難場所を確保し、住民への周知徹底を図りま
す。※協定を締結している高台の大型商業施設駐車場へのマイカー避
難を周知するため、看板を設置しています。

 市が管理する避難場所に加えて、地域で運営する地区避難所を活用し
ます。市が管理する避難場所には、避難所の機能強化のため、電気自
動車を活用した停電対策等の環境整備を図ります。

テーマ４、５ 避難場所への受入れ体制、運営 page 10



• 2022年11月5日～6日にかけて、実際の車中泊避難場
所であるイオン福知山店駐車場にて「車中泊避難体
験」イベントを開催し、小中学生を含む家族20組が
参加しました。

• イベント後のアンケート結果では、今後も車中泊避
難をしたいと思われる家族が85％と関心が高かった
です。

• イベントの開催を踏まえ、車中泊避難の注意点や参
加者の皆様からの感想などまとめた動画を作成し、
福知山市公式YouTubeで公開をしました。以下の二次
元コードを読み込んでいただき、是非ご覧ください。

テーマ４、５ 避難場所への受入れ体制、運営 page 11

【二次元コード】



排水機場でのフィールドワーク実施 マイタイムライン作成学習（
児
童
・
生
徒
の
防
災
教
育
）

（
生
涯
を
通
じ
た
防
災
教
育
）

今後の方向性

自主防災リーダーの養成講座 自主防災ネットワーク研修会 今後の方向性

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
作成による防災意識の高揚や防災
リーダーの育成を引き続き実施します。
また、自主防災に取り組む地域が集い、
活動を共有、意見交換等を行う中で地
域の取組みを高め、他の地域に拡大を
図る「福知山自主防災ネットワーク」と
も連携し、災害時の適切な避難行動に
繋げます。

由良川の歴史や地域の災害リスク、各
機関が取り組む治水や避難等の防災
対策、大学教授による専門的な学習等、
本市ならではの新たな「ふくちやま版
防災リテラシー（生きる力）教育メ
ニュー」を作成します。本メニューでは、
学校に合ったメニューを選択できるほ
か、学生だけではなく、教職員への授
業実施サポートも行います。

テーマ６ 防災教育の推進 page 12


