
福知山市避難のあり方推進シンポジウム／プログラム

1/22（日）13：00 開場、YouTube配信開始

13：30～ 開会あいさつ

 福知山市 市長 大橋 一夫

13：35～ 避難のあり方の方向性

 福知山市 副市長 前川 二郎

13：50～ 福知山市でのフィールドワークを通して

 京都大学大学院情報学研究科 修士２回生 鈴木 舜平

14：0０～ いのちを守る避難スイッチ～福知山市の取組事例から～

 京都大学防災研究所 教授 矢守 克也

※14：30～ 休憩

14：40～ 誰一人取り残さない防災の実現をめざして～要配慮者の避難～

【コーディネーター】

 京都大学防災研究所 教授 矢守 克也

【パネリスト】

 兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 教授 阪本 真由美

 香川大学創造工学部 准教授 竹之内 健介

 蓼原自主防災会 会長 仁張 衛

 居宅介護支援事業所 ニコニコ介護支援ルーム 管理者 和田 葉子

 福知山市 副市長 前川 二郎

【トークグラフィッカー】

 山口 翔太

15：５５～ 閉会あいさつ

 京都府危機管理監 壺内 賢一

第１部 報告

第２部 基調講演

第３部 パネルディスカッション

第２回



福知山市における
避難のあり方の方向性

報告者 ： 福知山市副市長 前川二郎

第１部：報告資料



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。

福知山市の主な洪水記録 page 2

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



テーマ１ 避難のスイッチとなる情報伝達 page 6

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



京都大学大学院情報学研究科
鈴木舜平



自己紹介

▰ 防災研究所 矢守研究室 所属

▰ 昨年7月末より研究のフィールドワークのため

福知山市へ引越

▰ 荒木自治会の防災活動に参加

2

鈴木 舜平修士2回生

情報学研究科



研究の目的

3

新しい情報の地域実装

地域住民の災害に対する意識

地域の取組や情報の位置づけを調査

情報の効果・活用について考える

地域に住んで
フィールドワーク

（本来は）



福知山市での活動

▰ 福知山市の地域版防災マップ作成の取組に参加

▰ 福知山自主防災ネットワークへの参加

▰ 車中泊避難イベントへの参加・運営補助

▰ 地域交流のため、地域の子供への学習指導

▰ 地域未来塾への参加

4

研究活動としてのフィールドワークの他に



福知山自主防災ネットワーク

5

第2回公開研修会の様子

市民有志による自主防災活動
の実践交流・研修の場

• 防災の先進事例を
地域間での共有

• 意見交換の場を提供



車中泊避難イベントへの参加

6

福知山市危機管理室と福知山公立大学生によるイベント

（提供：福知山市危機管理室）



地域での学習指導

7

夏休みの時期に行われた荒木地区の公会堂にて学習指導

（撮影：福知山市危機管理室） （引用：両丹日日新聞）



活動のフィールド＝荒木

▰ 市街地から南部・兵庫県との境界

▰ 山に囲われた1・2組

⇒災害リスクが高い地域

市街地寄りの3～5組

⇒1・2組の避難を支援

▰ ローカルエリアリスク情報の

モデル地区（土砂災害情報）

8



荒木の特徴的な取組

9

＜様々な災害情報＞

災害ポテンシャル情報 ローカルエリアリスク情報の発表基準 危険箇所に設置された傾斜計

LINEに発信 防災アプリに発信 携帯メールに発信



荒木の特徴的な取組

10

＜避難スイッチの設定＞

災害ポテンシャル
情報

大雨警報
京都府土砂災害
警戒情報

ローカルエリア
リスク情報

災害ポテンシャル
情報

災害現象接近前 ステップ1 ステップ2 ステップ3 災害現象通過後

住民によるモニタリングに
より情報収集がなされる

災害接近前に発信
地域にとっては心構え
のための情報として機

能

地域内の避難
所に早期避難す

る段階

土壌雨量指数の2時間後の
予測値により行動

134：避難行動開始
160：自宅内の緊急避難

土壌雨量指数の2時間後
の予測値により情報発信
225：未避難者は緊急安

全確保

災害通過後に各自で災
害の振り返り

↓
潜在的な災害を確認

図：荒木地区における避難スイッチの流れ



地域で初めての避難訓練

11

自主防災での避難スイッチが設定されて以降、初めての避難訓練（昨年11月）

（撮影：福知山市危機管理室）



地域の活動の現状と今後

12

▰ 防災の取組の浸透度

⇒自主防災の活動は認知

活動の具体的内容までは認知されず

避難のタイミングの基
準とかは知らない

〔自主防災のゴールとして〕
自主防災の役員だけが取組や情報を理解しておけばよい？

or

全住民が取組や情報について知っておく必要がある？



自主防災としての着地点

13

自主防災の取組を推進しつつ、住民にも取組・情報を知る仕組みの作成

▰ 荒木の場合

▰ 必ずしも全員が取組に精通しておく必要はない

⇒自主防災の避難情報を行動のきっかけにする住民の存在

▰ 自主防災の役員以外の住民にも取組・情報を知ってもらえる可能性

⇒「支援される」立場への思い、前向きな姿勢

自主防災の取組と住民との距離感を考える



いのちをまもる
避難スイッチ
福知山市の事例から

矢守 克也

京都大学防災研究所

第２部：基調講演資料



避難やその準備をはじめる「きっかけ」を

＊「情報」「身近な異変」「呼びかけ」の

３つの材料を使って

＊「あらかじめ」「具体的に」「みんなで」

きめておくこと

大切な避難を他人（行政）まかせにしない
1



住民の間ではこの小さな川の水量と浸水被害が出た住宅の
状況が避難をする際の１つの判断基準になったということ
です。（中略）独自の判断基準に水位が達したとして、す
ぐに声を掛け合って高い場所にある住宅に避難を始め、そ
のおよそ１時間後に濁流が地区を襲いました。平榎地区に
住む日野洋さんは「日頃からの住民どうしの強固なつなが
りに加え、５年前の経験で地域住民の防災意識が向上し、
無事に避難することができた」と話していました。

朝倉市平榎地区
参照情報：NHK「時事公論」

（2017年8月4日放送）

５年前を契機に独自
に決めていた基準
３７世帯９２人全員

が無事に避難

2



平成２８年台風１０号によ
る岩手県岩泉町のグループ
ホームでの災害を教訓に
参照情報：「７月の豪雨から学ぶ～
九州北部豪雨１ヶ月～」（ＮＨＫ時
論公論2017年08月04日放送）

秋田県大仙市特別養護老人ホーム「愛幸園」

「グループホーム楽ん楽ん」
防災システム研究所HPより

https://www.bo-sai.co.jp/iwaizumisuigai.html

岩泉町

3



福知山市は「避難スイッチ」の先進地です

4



福知山市は「避難スイッチ」の先進地です

蓼原地区
荒木地区
観音寺地区
柿本地区
和久市町
惇明地区自治会自主防災会
西町

※以下の資料・写真は、福知山危機管理室を通じて各
地区の方から提供いただきました。お礼申し上げます。

5



蓼原地区

6



②地域内の避難場所・地域外の協定避難場所

４ 住民の避難場所

蓼原公会堂

隣の民家への
２段回避難

自治会長宅
浸水のない民家への避難③協定による小谷公

会堂への避難

①

②

市とマイマップ作成の取り組み。避難のタイミング、避難場所を
検討・決定

地域外協定避難所

浸水センサー

バイク店の行動

7



③子育て世代の取り込み
自主防災組織が子育て世代の情報を共有
共働き家庭の子供の避難のあり方

・自主防災のライングループへの母親の参画（１２名⇒拡散）
・遠くに住む出身者もグループに加入
⇒蓼原在住の一人暮らしのおばあさんにもつなげる

蓼原版逃げなきゃコール

２ 避難困難者の把握・避難支援

蓼原自主防災連絡（62）

電話、LINE声かけ

8



荒木地区

9



福知山市荒木地区の事例（3つのスイッチ）

事前の心構えを持
つための災害ポテ
ンシャル情報

ピンポイントの異
常を検知するロー

カル情報

地域で判断するた
めの土壌雨量指数
（過去事例比較）

「ポテンシャル情報」

土壌雨量指数等の過去
最大値超可能性

「ローカルエリアリス
ク情報」

土壌雨量指数等の現
況・数時間先予測

「傾斜計情報」

土壌雨量指数等の過去
最大値超可能性

傾斜計土壌雨量指数
土壌雨量指数
（事前予測）

10



タイムラインに応じた3つの避難スイッチ

事前の心構え
（-24h）

異常を検知
（0-2h）

地域で状況判断
（3-5h）

今回は大
丈夫？

緊急安全
確保

この先の
状況は？

11



避難判断のために利用できる情報の整理②

新聞記事の要約

 斜面崩壊感知センサーは、京
都大学防災研究所の矢守克也
教授を通じて、建設総合コンサ
ルタントの中央開発株式会社
の協力を得て、設置した。

 平成２６年８月豪雨の時に土砂
災害のあった場所のなかから、
今後、崩壊すれば土砂が人家
まで到達する可能性がある場
所を選び、民家の裏山２カ所に
設置した。

 傾斜角度に変化があれば、登
録した地域の人に対して、警報
メールを送る仕組みになってお
り、住民の避難の後押しにつな
げる。

12



観音寺地区
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浸水センサー

14



浸水センサー 非対面訓練
15



柿本地区

16



３．柿本防災マップの特徴 page 6高齢者等避難・避難指示

17



（参考）土壌湧水量モニタリングサービス page 9

土砂災害特別警戒区域に設置

湧水地点

湧水

山の斜面の湧水地点を
設置地点として選定する。

湧水が流れる場所に湧
水の流量を計測する機器
を設置する。

湧水の出口の
三角堰部分の
水位を計測す
ることにより流
量を測る。

①土砂災害危険度を知る方法

・鹿児島大学農学部地頭薗隆教授の研究による
と、土砂災害発生と土壌湧水量（地下水位）は相
関関係があると示されています。

・この土壌湧水量を常時モニタリングし、湧水量
が急増したり、湧水量が多い状態が続く等の変
化を捉えることで、その場所で土砂災害の危険度
が高まっていることを知ることが出来るのではな
いかと考えられます。

②土壌湧水量をモニタリングする方法

・山の斜面にある湧水地点に、湧水の流量を計
測する機器を設置します。計測したデータをイン
ターネット通信を使って、クラウドサーバーに転送
し、クラウドサーバー上で構築したシステムで湧
水量の見える化やLINE＆メール通知を行います。

湧水計

18



和久市町

19



４．マイマップのこだわりポイント オモテ面

 ２０１４年８月豪雨時の各地点の浸水深を表示し、新たに転入されてきた方にも、
過去の浸水状況を把握してもらう。

 これまでの浸水状況に関して意見を出し合い、地域で最も早く浸水するポイントに
浸水センサーを設置し、緊急避難の目安とする。

2014年8月豪雨の浸水深

浸水センサー３箇所設置

浸水センサー

20



５．コロナ禍でも人と接触せず参加できる訓練を実施

 2021年6月26、27日の2日

間にかけて、断続的な大
雨を想定した情報伝達訓
練を実施。

 オープンチャットを使用し、
登録者が現場の写真を
付けて浸水状況や避難
状況を投稿し、それぞれ
確認を行った。

 訓練では、投稿をしてい
ない人もほとんどが閲覧
しており、情報共有を図る
ことができた。

非対面訓練

21



惇明地区自治会自主防災会

22



自治会越えた避難 マイカー避難

23



西町

24



由良川水位

要支援者
避難訓練

25



福知山自主防災ネットワーク

26



まとめ

• 多彩な避難スイッチ：市役所からの避難情報、ロー

カルエリアリスク情報、河川の管理者からの水位情

報、自前のセンサーの情報（浸水計、傾斜計、湧水

計）、声かけ（直接、電話、LINEなど）

• 多様な避難訓練・徒歩／マイカー、一斉／非対面、

避難行動／情報伝達・・・

• 多様な避難先：スーパーベスト、ベスト（市役所指

定の避難場所）、セカンドベスト、民間施設へ、民

家へ、他地区へ・・・

• そして、要支援者に対するケア

27



誰一人取り残さない防災の
実現をめざして

福知山市
2022年1月22日

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科
阪本真由美

第３部：取組紹介資料



避難情報が出ても避難しない

避難情報を理解していない

① 情報を得ることができない
② 避難を判断できない
③ 避難（移動）が難しい

避難をめぐる課題

1



情報を得られない人がいる

聴覚障害があると、音声で案内される
情報を把握できない。

視覚障害があると、ハザードマッ
プのリスク情報が得られない。

福知山市防災マップ

2



在宅酸素呼吸器児・者

2018年台風21号においては、長期間の停電による在宅酸素呼吸器の電源確保が
課題になった。 3



福知山市勉強会

4



多様な個別避難計画のアプローチ

◯高齢・障害者支援の仕組みを活用

• 地域支え合いマップ
• 地域見守りネットワーク
• 個別支援計画

• ハザードリスク
• 避難先

◯地域防災の仕組みを活用

• 要援護者・避難行動要支援者名簿
• 地区防災計画
• マイ・タイムライン連携

◯ケースごとに個別避難計画を作成

• 声がけ
• 避難支援
• 避難先

5



個別避難計画対象者と作成イメージ

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、地域の支援が
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

1／6
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●福知山市災害時避難行動要支援者名簿
「介護認定３以上、身障手帳１種、精神手帳１、２級、療育手帳Ａ、その他支援を要する
もの（支援希望者等）を登載。同意を得られた方のみ地域に名簿を提供」

2／６

参考：災害時要配慮者と避難行動要支援者、名簿の関係

●災害時要配慮者
「高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者」

（関係図）

（用語説明）

災害時要配慮者

地域への名簿提供
の不同意者1,200人

避難行動要支援者名簿登録者3,213人

地域への名簿提供
の同意者2,013人



令和４年度の取組状況①：大江地域で23件の計画作成を実施中！

STEP１

STEP２
市職員で構成する選定委員会が、災害リスクや心身の機能レベル、社会的孤立度等から
対象者を絞り込み
→７6件のうち２３件を選定

福祉専門職が災害時に自助・共助での避難が困難だと考えるケースを抽出
→７６件のケース提出

STEP３
福祉専門職において、23件の対象者に対して計画作成と地域への名簿提供の同意取
り付けを実施
→全件了解を得る。

STEP４
福祉専門職と市職員で対象者宅を訪問し、本人、家族から過去の被災状況や避難状況
など聞き取りを行い、避難方法について相談
→実効性のある避難計画を検討

STEP５

STEP６

STEP７

STEP８

【今後】

地域との協議を踏まえ、計画を確定。対象者宅に再度訪問し、具体的な
計画内容を伝達、訓練の提案

計画に基づく、訓練の実施

3／6

聞き取りの結果を踏まえ、市職員が避難計画案を作成
→複数のパターンで避難計画案を作成【現在】

避難計画案をもって地域に入り、情報提供を行うとともに、共助による
支援を協議

【今後】

【今後】



令和４年度の取組状況②：大江地域で23件の計画作成を実施中！

4／6

（事例紹介） 対象者：要介護５、認知症、寝たきり、車椅子移動可能

避難パターン①：福祉避難所への直接避難

避難パターン②：近くの一般避難所への避難

 介護タクシー等の移送手段を市で確保し、その介護タクシー等を利用し、同居の娘と本人
が一緒に福祉避難所まで避難を行う。避難実施は娘から自治会長に連絡をする。

 避難パターン①での避難が困難な場合は、娘の車両で近くの一般避難所の駐車場へマイ
カー避難を行う。※家族だけで車の乗降が困難な場合には、地域の支援を得る。

避難パターン③：自宅（離れ）での垂直避難

 避難パターン②での避難が困難な場合は、地域の支援を得て、隣接する離れの２階に緊急
避難を行う。

 家族は、自宅での避難を想定し、あらかじめ非常持出品の準備を行っておく。

STEP５
【現在】 聞き取りの結果を踏まえ、市職員が避難計画案を作成
→複数のパターンで避難計画案を作成



共助による要配慮者避難支援の取組事例／大江町蓼原

 由良川流域に位置し、５ｍ以上の浸水想定、家屋倒壊ゾー
ン、土砂災害警戒区域が存在する。

 由良川の氾濫、内水氾濫によりこれまで多くの浸水被害
に見舞われている。

目指すべき方向①：自主防災組織との連携

【避難計画作成方法】
1. 各戸に避難支援が必要か聞き取り調査を実施
2. 希望者に個別面談を実施し、避難の方法、場所を確認
3. 本人の同意を得て、避難支援が必要な方を地図に落
とし込み、地域で共有

4. 誰が誰を支援するのか、個別に避難計画を作成
5. 毎年、出水期前に訓練を実施

【災害時における避難支援】
 支援者が、自家用車により避難場所まで移送
 避難の際には、避難者情報カードを避難所に携行

5／6



令和４年度の活動方針：体制・連携等目指すべき方向②：体制・連携など

6／6

福知山市

地域

福祉医療関係

民間事業所

福祉と防災の融合

自治会（自主防災）
と民生児童委員の連携移送業者、旅館業組合

福祉専門職、医療関係者、
社会福祉施設、社協

京都府
防災、福祉（保健
所）部局

 令和2年度～4年度のモデル実施により、「計画の作成手法」と「避難パターン」を確立、
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す！

 当事者力、地域力（地域資源）、行政力をしっかり束ねて「個別避難計画」の作成を推進！



ケース①（ 95歳女性、夫、娘と3人暮らし）
● 浸水想定区域、土砂災害特別警戒区域
要介護度２、認知症、難聴

☞ 避難スイッチは由良川の水位及び土砂
災害警戒情報の発表（避難指示発令）

☞ 移送手段は娘又は息子による車で避難。
☞ 避難場所は、福祉施設、市の避難所、
ホテル、マイカー避難

福知山市の個別避難計画作成の取組と福祉専門職の関わり

👉 令和３年度の個別避難計画策定のモデル実施

👉 ２件のケースについて、市と一緒にご家庭を訪問、避難計画の検討を行った。
今後、令和４年度のモデル実施と合わせて、具体的な個別避難計画の運用を行う。

ケース②（ 74歳男性、独居）
● 土砂災害警戒区域、介護度３、脳性麻痺、自己導尿
☞ 避難のタイミングは土砂災害警戒情報の発表（避難指示発令）
☞ 自己導尿をされており、避難所に避難することに抵抗がある。
☞ 地域との関係は希薄であり、避難支援を受けることに抵抗がある。
☞ 介護タクシーによる福祉施設への避難についてはやや前向きであったが、自宅
近くに砂防ダムがあるため避難の必要性は感じておられず、避難の意思ない。

1
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福祉専門職防災研修アンケート

問３、４ 担当される方の災害リスクは82％の方が理解されているものの、避難のタイミングの把握は54％にとどまった。
問５ 個別避難計画については、86％が必要とされている。自由意見では、地域の取組の状況によって困難となるのでは
ないか、また、本人・家族の理解や意識や状態の変化による更新への負担感、心配などが聞かれた。
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災害時における避難者の受入れについて

問６ 個別避難計画の課題については、移送手段や避難場
所、支援者の確保に加えて本人の意思との指摘があった。
自由記述では、地域との連携を課題とするものもあった

牧ニコニコハウスでは、
災害時の避難者の受入れを行っています！

3

福祉専門職防災研修アンケート②

災害時には、デイサービスの部屋などを活用し、利用者や
近隣地域の方の避難の受入れを行っています。地域に根差
す施設として、地域の安全に貢献したいと考えています。



大江町蓼原での
「自分たちのむらは、自分たちで守る
だれひとり犠牲者を出さない取組み」

第３部：取組紹介資料



内水が逆流する災害（平成３０年７月豪雨）
築堤で守られている安心感→予期せぬ災害
国土強靱化の勘違い→国土と国民強靱化

行政への依存からの脱却
⇒これまでの概念を捨てる
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平成３０年７月豪雨後 、取り組んだこと

STEP

１
地域の住民に災害の危機感を共有してもらう
・地域の社会条件の変化
・地域の共通理解のもと、自主防災組織体制の強化を図る

避難困難者の把握・避難支援
・「同意方式」による要配慮者の把握、避難支援の取組み
・要配慮者、高齢者、子育て世代の取込み

水害想定避難訓練

・浸水を想定した要配慮者の避難訓練

STEP

２

STEP

３
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地域の70歳以上がいる世帯の推移見込み
（高齢化率35％⇒55％）

STEP

１
地域の住民に災害の危機感を共有してもらう
・地域の社会条件の変化

１０年後の地域の年齢構成を把握し、力のあるうちに自主防災の基盤を造る

５５％３５％
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誰一人犠牲者をださない取組み・・・

STEP

１
地域の住民に災害の危機感を共有してもらう
・地域の共通理解のもと、自主防災組織体制の強化を図る

 消防団ＯＢを選出し任期３年以上
 女性役員を選出し発言しやすい環境をつくる
 一年交代の自治会長を・・・見直し
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STEP

２
避難困難者の把握・避難支援
・「同意方式」による要配慮者の把握、避難支援の取組み

蓼原では要配慮者宅一軒一軒を訪問し、名簿作成の同意を得る。
大きな自治会では労力と時間がかかる。

①各戸に避難支援が必要か聞き取り調査

②避難を希望する人への個別面談
⇒避難の方法や場所を確認

③避難支援が必要な家を地図に落とし込み、
地域で共有 ※本人の同意あり

④要配慮者の情報を記載したカードを避難
の際に胸にかけ、避難所に引き継ぎ

※災害時要配慮者以外の避難希望者の掘り
起こし、高齢者を抱えた家庭、妊婦、通院患
者、耳が聞こえにくい方など
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STEP

２
避難困難者の把握・避難支援
・要配慮者、高齢者、子育て世代の取り込み

自主防災組織で避難困難者情報・子育て世代の情報を共有する。
避難支援者は本部で割当て、指示する。

 各組の避難困難者名簿の作成
 各組の避難困難者マップの作成
 組ごとの要配慮者の分布を把握、
避難先の意向を聞き取る

蓼原自主防災連絡（７１）
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 自主防災のライングループへの母親の参画
 遠くに住む出身者もグループに加入
⇒蓼原在住の一人暮らしのおばあさんにもつなげる『蓼原版逃げなきゃコール』



STEP

３
水害想定避難訓練
・浸水を想定した要配慮者の避難訓練

毎年、出水期前に避難支援者が要配慮者を避難誘導する訓練を実施
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