
京丹後市地域防災計画
修正概要

令和４年３月

京丹後市
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【資料２－１】



計画の概要

目 的

京丹後市地域防災計画は、災害
対策基本法第４２条に基づき、市
防災会議条例に定める委員によっ
て構成される「京丹後市防災会
議」が作成する計画である。

この計画は、市内において災害
の発生により生じる市民等の生命、
身体及び財産等に対する脅威や損
害を軽減するため、予防・応急対
策・復旧・復興計画を定め、安全
で安心して暮らせるまちの実現を
めざすものである。

計画の修正

市地域防災計画は、災害対策基
本法等の関係法令の改正による国
や府の防災計画等と整合を図り、
これまでから修正を加えてきてい
る。

今回の修正は、国の施策等及び
京都府地域防災計画の改正・修正、
さらには京丹後市における防災施
策を踏まえた内容としている。
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主な修正概要①

１ 国の施策等及び京都府地域防災計画の改正を踏まえた修正等

⑴災害対策基本法等の一部改正を踏まえた改定 ☞ ☞ ☞ 5～9

災害対策基本法、災害救助法の一部改正など

⑵防災基本計画の修正を踏まえた改定 ☞ ☞ ☞ 10～11

新型コロナウイルス感染症対策、最近の施策の進展等を踏まえた修正

⑶被災者生活再建支援制度の改正を踏まえた改定 ☞ ☞ ☞ 12

「中規模半壊」の創設による支援金支給対象の拡大

⑷府の施策等を踏まえた改定 ☞ ☞ ☞ 13～14

車での避難・安全確保、各種災害時応援協定の締結

⑸原子力災害対策指針の一部改正を踏まえた改定（資料なし）

災害対策基本法の改正等に合わせた文言表記の統一
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主な修正概要②

２ 市の施策等を踏まえた修正

⑴災害対策基本法等の一部改正による市避難情報発令基準の改定 ☞ ☞ 15

⑵『市ケーブルTV（データ放送）』サービス開始に伴う改定 ☞ ☞ 16

⑶『京丹後市公式ＬＩＮＥ』サービス開始に伴う改定 ☞ ☞ 17

３ 時点修正

市の災害履歴・気象など、最新データに更新（資料なし）

《参考資料》

令和元年台風第１９号の概要 ☞ ☞ 18～21
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１ 国の施策等及び京都府地域防
災計画の改正を踏まえた修正等

新旧対照表

一般計画編 1、5、12、13、15～19、21～23、25～33、35、
41

震災対策計画編 1、6～8、13、15、17～24、29

【背景】
自然災害が頻発する中、国の

「令和元年台風第１９号を踏まえ
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、法改正に至っ
た。

【内容】
本来避難すべき避難勧告のタイ

ミングで避難せず、逃げ遅れによ
り被災するケースが多発したため、
ターゲットを明確にする見直し。
警戒レベル３「高齢者等避難」
警戒レベル４「避難指示」
※従来の避難勧告と避難指示

（緊急）を一本化
また、災害が発生・切迫し、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
するよう警戒レベル５「緊急安全
確保」が設定された。
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⑴災害対策基本法等の一部改正を踏
まえた改定

【市の取り組み】
警戒レベルに応じた新たな避難情報と取るべき避難行動がわかるように、区

長会への説明をはじめ、広報京丹後（６月・7月号）、市ホームページ、市
CATV等を活用して市民への周知を図っている。

【計画の反映】
警戒レベルに応じた新たな避難情報の運用について

避難勧告の廃止、避難指示
へ一本化



新旧対照表

一般計画編 10、11、36

震災対策計画編 5、7、9、11、25

【背景】
自然災害で高齢者の死者の割合

が高いことを踏まえ、国の「令和
元年台風第１９号を踏まえた高齢
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、法改正に至った。

【内容】
市町村による避難行動要支援者

ごとの支援者、避難施設、避難経
路等を記載した計画である個別避
難計画の作成が努力義務化された。
市区町村が主体となり、福祉専

門職、社会福祉協議会、民生委員
等の日常の支援者や地域住民と連
携して策定。
災害の危険度の高い箇所や障害

等の程度など優先度の高い方から、
個別避難計画を作成する。
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⑴災害対策基本法等の一部改正を踏
まえた改定

市町村に避難行動要支援者
の個別避難計画の作成を努
力義務化

【市の取り組み】
区長及び民生児童委員の協力のもと、避難行動要支援者個別避難計画の見直

しを行っている。今後、要介護者等優先度の高い方の個別避難計画について、
福祉専門職と共に作成を行う予定である。また、支援体制の実効性を高めるた
め、平常時に本人の同意を得ることなく、支援者に名簿及び個別避難計画を提
供できるように条例化（予定）

【計画への反映】
避難行動要支援者名簿に基づく個別避難計画の作成について

避難行動要支援者への支援イメージ

京丹後市 避難行動要支援者

平常時に
受けられる支援(例)

●日常の声掛け等の見守り
●防災訓練等への活用

支援者(避難支援等関係者)
●行政区
●自主防災組織
●民生児童委員
●社会福祉協議会
●警察
●消防 など

１
避難行動要支援者
名簿の作成 ３

名簿情報を提供する
ことに拒否の申出
個別避難計画書の

提出

４
拒否を申し出た方以
外の名簿及び個別避
難計画の提供

災害時に
受けられる支援(例)

●避難経路・避難誘導の支援
●安否確認・救助活動等に活
用

社会福祉施設入所者や長期入院患者など
の人は、施設管理者の対応となります。

６５

２
名簿情報を提供す
ることの周知

１ 国の施策等及び京都府地域防災
計画の改正を踏まえた修正等



新旧対照表

一般計画編 12、14、24、37、38

震災対策計画編 6、9、17、26

【背景】
令和元年台風第１９号で大規模

な広域避難の検討を要する状況と
なったが、想定されるタイミング
での避難場所や避難手段の確保が
困難であったことを踏まえ、国の
「令和元年台風第１９号を踏まえ
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、法改正に至っ
た。

【内容】
大規模災害のおそれが生じた場

合は、一つの自治体内での避難が
困難となることが想定されるため、
住民等が市町の境界を越えて避難
する必要がある。
よって、災害発生のおそれ段階

において、要避難者を一定期間他
の自治体の区域に避難させるため
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
みについて位置付ける。 7

⑴災害対策基本法等の一部改正を踏
まえた改定

【市の取り組み】
近畿市長会に対して、自然災害発生の

おそれ段階での広域避難について、市町
村独自で相手方（避難先）を見つけるの
は限界があるため、協議の総合調整を
図っていただくよう要望を行っている。
また、自治体間の協定締結に向けて検討
を進める。現在、京都府北部地域連携都
市圏形成推進協議会において、5市2町に
よる広域避難支援などの相互応援体制の
確立を検討中。

広域避難に係る居住者等の
受入れに関して規定

１ 国の施策等及び京都府地域防災
計画の改正を踏まえた修正等

【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

首長への確認など

災害対策本部の設置（都道府県・市町村）

広域避難指示の発令
住民への避難の呼びかけ
自市町村内の避難先の開設 など

住民への自主避難の呼びかけ

気象予報が
基準に到達

気象予報が
基準に到達

気象予報が
基準に到達



新旧対照表

一般計画編 10、13

震災対策計画編 5、6、7、9

【背景】
令和元年台風第１９号や令和２年７

月豪雨で高齢者や障害者など、直接の
被害だけでなく、避難所で長く生活す
ることを余儀なくした結果、健康を害
するケースが見られた。
これを踏まえ、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
より福祉避難所のあり方について検討
が行われ、法改正に合わせ「福祉避難
所の確保・運営ガイドライン」の改定
に至った。

【内容】
障害のある人等については、避難

所で過ごすことに困難を伴うことがあ
るため、一般避難所への避難が難しい
場合があり、平素から利用している施
設へ直接に避難したいとの声や受入れ
を想定していない被災者等が避難して
くるとの懸念があるといった指摘を踏
まえ、福祉避難所の指定が促進される
よう、福祉避難所についてあらかじめ
受入対象者を特定し、本人とその家族
のみが避難する施設であることを公示
する制度が創設された。 8

⑴災害対策基本法等の一部改正を踏
まえた改定

福祉避難所制度の見直し
（福祉避難所ごとにあらか
じめ受入対象者を特定）

１ 国の施策等及び京都府地域防災
計画の改正を踏まえた修正等

主
と
し
て
一
般
の
方

要

配

慮

者

の

方

指定福祉避難所
：○○施設

指定一般避難所
：○○施設（□□棟）
指定福祉避難所
：○○施設（□□棟）

指定一般避難所
：○○施設（□□棟）
指定福祉避難所
：○○施設（△△棟）

指定一般避難所
：○○施設

指定一般避難所
：○○施設

【市の取り組み】
市内社会福祉法人との災害時応援協定の締結または協定の見直しを軸とし、

福祉施設をあらかじめ直接避難の福祉避難所として指定することで、平時か
ら利用している施設を避難所として利用できるよう、法人への聞き取りを行
いながら導入の検討を進める。

【計画への反映】
福祉避難所の環境整備について



新旧対照表

一般計画編 24

震災対策計画編 17

【背景】
令和元年台風第１９号で大規模

な広域避難の検討を要する状況と
なったが、想定されるタイミング
での避難場所や避難手段の確保が
困難であったことを踏まえ、国の
「令和元年台風第１９号を踏まえ
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、法改正に至っ
た。

【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と
なり、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、費用負担の対象となった。 9

⑴災害対策基本法等の一部改正を踏
まえた改定

災害救助法の一部改正（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）

１ 国の施策等及び京都府地域防災
計画の改正を踏まえた修正等

【計画への反映】
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について



新旧対照表

一般計画編 13

震災対策計画編 7、9

【背景】
全国的な新型コロナウイルス感

染症の感染者の拡大を踏まえ、
「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」、令和２年度、防災基本計
画及び京都府地域防災計画に位置
付けられた。

【内容】
感染症対策に配慮した避難所開

設・運営訓練の実施のほか、マス
クや消毒液に加えて、パーティ
ション等の感染症対策に必要な物
資の備蓄促進、府保健所と連携体
制を整備・確認し、自宅療養者の
避難の確保をすすめる。
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⑵防災基本計画の修正を踏まえた改
定

【市の取り組み】
感染症対策を踏まえた避難所運営マニュアルの更新、マニュアルに基づ

いた市指定避難所及び地区避難所における訓練の実施、感染症対策物品の
配備を進めるとともに、分散避難の推奨や躊躇せず避難することについて、
広報誌等を用いて住民周知を行っている。

【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の感染

症対策の観点を取り入れた避難所環境整備について

避難所における新型コロナ
ウイルス感染症への対応を
踏まえた修正

１ 国の施策等及び京都府地域防災
計画の改正を踏まえた修正等

避難所

避難所における感染症対策（訓練実施）



新旧対照表

一般計画編 7、9、13、23、34、37

震災対策計画編 5、7、9、25

【背景】
災害対策基本法に基づく防災基

本計画は、国・公共機関・地方公
共団体・事業者・住民それぞれの
役割を明らかにしながら、災害の
未然防止、被害の軽減及び災害復
旧に至るまで、災害に対処する能
力の増強を図ることを目的として
おり、計画を作成する中央防災会
議において、近年の大規模災害の
経験を礎に、防災をめぐる社会構
造の変化等を踏まえ、防災上必要
となると思われる計画が修正され
た。

【内容】
災害対策基本法の一部改正を踏

まえた修正（別掲）、新型コロナ
ウイルス感染症を踏まえた修正
（別掲）のほか、災害対応業務の
デジタル化の推進、昨冬の大雪に
よる大規模な車両滞留など、最新
の施策の進展等を踏まえ修正され
た。 11

⑵防災基本計画の修正を踏まえた改
定

【市の取り組み】
市ケーブルテレビのデータ放送や府防災情報システム等の活用における情報

発信のほか、市防災訓練の実施、地域防災リーダー研修会の開催、地域・学校
等への出前講座、女性の視点を取入れた地域主体の避難所運営マニュアルの作
成、避難行動タイムライン作成等の推進を図っている。また、大雪対策として、
大雪情報の市民への周知、除雪会議の開催による除雪体制の確認、除雪機械の
整備などを行っている。

【計画への反映】
避難スイッチとなる情報発信、災害リスクを理解し避難行動につなげるため

の防災教育の推進について

最近の施策の進展等を踏ま
えた修正

１ 国の施策等及び京都府地域防災
計画の改正を踏まえた修正等

●災害対応業務のデジタル化の推進

●昨冬の大雪による大規模な車両
滞留を踏まえた対応

●正常性バイアス（自分は被害に遭わないという
思い込み）等の打破に関する必要な知識等を教
える実践的な防災教育の推進

●女性や子供の視点を踏まえた防災対策の推
進

※内閣府提供



新旧対照表

一般計画編 39、40、41

震災対策計画編 28、29

【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
府に対して行われた「令和２年７
月豪雨による災害への対応及び被
災者生活支援制度の充実強化に関
する緊急要望」等を踏まえ、被災
者生活再建支援金の支給対象とな
る被災世帯の範囲を拡大するなど、
被災者生活再建支援法の一部改正
に至った。

【内容】
被災者生活再建支援金の支給対

象として、半壊世帯のうち大規模
半壊には至らないが、相当規模の
補修を要する世帯「中規模半壊世
帯」を追加した。
この中規模半壊世帯への支給額

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
となっている。 12

⑶被災者生活再建支援制度の改正を
踏まえた改定

「中規模半壊」の創設によ
る支援金支給対象の拡大

１ 国の施策等及び京都府地域防災
計画の改正を踏まえた修正等

【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

※住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体の価値に占める割合
（市町村による家屋被害認定調査により判定）

※



新旧対照表

一般計画編 12、14、38

震災対策計画編 6、10、27

【背景】
新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、指定緊急避難場所・
指定避難所での３密回避のため分
散避難をする必要があり、さらに
は立退き避難が必要な住民が避難
を躊躇しないようにする必要があ
る。

【内容】
風水害時において、自宅や親

戚・知人宅において災害の危険性
があり、指定緊急避難場所に避難
が出来ない場合に、車での緊急避
難を行った際、車内で安全を確保
することや広域避難に対応するた
め、車中避難を活用し、車中避難
場所を確保する。
なお、車中避難場所については、

災害対策基本法に基づく指定緊急
避難場所（指定避難所）として、
市町村長が指定しているものでは
ありません。 13

⑷府の施策等を踏まえた改定

【市の取り組み】
風水害時の車中避難場所（車により一時的に安全確保ができる場所）と

して、峰山総合公園、八丁浜シーサイドパーク、弥栄総合運動公園、久美
浜浜公園、アメニティ久美浜公園、丹後マスターズビレッジ、道の駅丹後
王国「食のみやこ」の市内７施設を確保

【計画への反映】
車により緊急避難し車内で安全を確保する車中避難場所の確保について

車での避難・安全確保

１ 国の施策等及び京都府地域防災
計画の改正を踏まえた修正等

・ハザードマップで自宅周辺の危険を確認
・食料、飲料水の備蓄

・普段から連絡をとって
おきましょう

・エコノミークラス症候群に注意



新旧対照表

一般計画編 38、39

震災対策計画編 27、28

【背景】
大規模災害発生時には、被災自治

体の災害対応能力は著しく低下し、
多岐の分野に渡り、かつ膨大な量の
応急復旧活動を満足に遂行できない
という事態が生じる。
このような事態に対処する手段と

して、物資の供給、医療救護活動、
緊急輸送活動等の各種応急復旧活動
について被災自治体をサポートする
ため、府では事業者等との間で協定
を締結している。様々な分野の民間
事業者と協定を締結することで、広
く的確な応急復旧活動が期待できる。

【内容】
災害時等において、地域住民や要

配慮者、帰宅困難者等が緊急的又は
一時的に避難する場所として宿泊施
設等の提供を受けるための協定、ま
た、災害時等において、外部給電車
両を「移動手段」としてだけでなく、
電力や燃料の供給が途絶えた場合の
機動力ある非常用電源として活用す
るための協定等の締結を行った。 14

⑷府の施策等を踏まえた改定

各種災害時応援協定の締結
を踏まえた改定

「地域防災力の向上を目指した地域社会連携に関する協定」１ 国の施策等及び京都府地域防災
計画の改正を踏まえた修正等

【市の取り組み】
多種多様な分野に及んで総合的な防災体制を創り上げることで、大規模

災害時において、迅速・的確な市民の安全確保を図るため、さまざまな業
種の個人事業所や企業・団体などと連携することとしており、現在、93団
体（令和4年2月末現在）と災害時応援協定を締結している。

【計画への反映】
民間事業者等との応援・協力体制整備について



２ 市の施策等を踏まえた改定

新旧対照表

一般計画編 19、21、29、30、31、32、35

震災対策計画編 13、14、15、20、21、22

【背景】
「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」の提言を
踏まえ、災害対策基本法が改正され
たことを受け、市町村が避難情報の
発令基準等を検討・修正等する際の
参考となる、「避難情報に関するガ
イドライン」が公表された。

【内容】
これまでの避難勧告と避難指示

（緊急）については、避難指示に一
本化し、法改正前の避難勧告のタイ
ミングで「警戒レベル４避難指示」
を発令、また、災害が発生・切迫し、
避難場所等への避難が安全にできな
いと考えられる状況で、自宅や近隣
の建物等で直ちに身の安全確保する
よう促したい場合、「警戒レベル５
緊急安全確保」を発令、さらに、立
ち退き避難に時間を要する高齢者等
に早期避難を促すため「警戒レベル
３高齢者等避難」を発令するなどの
見直しを行った。 15

⑴災害対策基本法等の一部改正によ
る市避難情報発令基準の改定

市避難情報発令基準の見直
し

京丹後市ホームページ『防災・減災に備えて』より一部抜粋
【計画への反映】
避難情報（「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全確保」の３段階）の発

令基準及び「発令対象地域」の設定等を定めた「京丹後市避難情報発令基準」
の作成について

警
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戒
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２ 市の施策等を踏まえた改定

新旧対照表

一般計画編 9、23

震災対策計画編 11、16

【背景】
市ケーブルテレビでは、地上デジタ

ル自主放送（１１チャンネル）のデー
タ放送システムを更新し、令和３年５
月から新サービスの本格運用を開始し
ました。
データ放送では、１１チャンネルに

切り替えることで自動的にデータ放送
のメニュー画面が表示され、市からの
お知らせや、生活情報、防災情報など
様々な情報に、時間を問わずアクセス
する事が可能となっている。

【内容】
「ハザードマップ」、「避難所情

報」などのほか、市のホームページや
避難情報・気象警報などの防災情報を、
インターネット経由で外部から情報を
取得し、データ放送へ自動的に反映す
る事でタイムリーな情報発信を行う。
また、災害発生時の緊急情報（土砂

災害危険度情報など）が自動的に画面
上に表示され、緊急情報を確認するこ
とが可能になっている。 16

⑵『市ケーブルTV（データ放
送）』サービス開始に伴う改定

『京丹後市ケーブルTV』
を活用した防災情報・避難
情報の発信

【計画への反映】
住民に対する防災知識の普及、｢自らの身の安全は自ら守る。自分たちの地

域は自分たちで守る｣ことを期して、「警戒情報」の迅速な公表について

※写真はイメージです



２ 市の施策等を踏まえた改定

新旧対照表

一般計画編 9、23

震災対策計画編 11、16

【背景】
令和３年10月1日から京丹後市公

式LINEを開始しました。「京丹後
市」を友だち登録していただくこと
により、これまでの子育て情報に加
え、防災や防犯、京丹後市に関する
テレビ放映予定、講座・催しの開催
など、さまざま情報を受け取ること
ができる。

【内容】
防災行政無線や市ホームページ、

CATV、公式facebookに加え、京
丹後市公式LINEを活用し、メニュー
の一つとして、平時は防災・減災の
ための備えや防災関連情報の発信に
より、住民の防災意識の向上を図る
とともに、災害発生時には緊急情報
をはじめ、避難情報や市内の被害情
報、また、被災者の状況に合わせた
災害復興支援制度の情報提供などの
発信を行い、住民に対して的確かつ
迅速に支援情報を届ける。 17

⑵『京丹後市公式ＬＩＮＥ』サービ
ス開始に伴う改定

『京丹後市公式ＬＩＮＥ』
を活用した防災情報・避難
情報の発信

【計画への反映】
住民に対する防災知識の普及、｢自らの身の安全は自ら守る。自分たちの

地域は自分たちで守る｣ことを期して、「警戒情報」の迅速な公表について



18

令和元年台風第19号は、10月10日から13日までの総降水量が多いところで1,000ミリを超えた。台風が接近・上陸した10月12
日から13日にかけての半日から1日程度で静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広範囲に短時間で非常に激
しい雨や猛烈な雨が降り、10月の月降水量平年値の約３倍となったところもあり、多くの地点で12、24時間降水量の観測史上
1位を更新した。

【京丹後市の状況】
10/12 4:50暴風警報発表に伴い、災害警戒本部（基本配備・総務課4名）設置、同16:10洪水注意報発表、22:55暴風警報、雷
注意報解除により災害警戒本部閉鎖。人的被害なし、住家・非住家被害なし、学校施設被害2校、農林水産関係被害（ﾊﾟｲﾌﾟﾊ
ｳｽ22棟、漁港1箇所他）、暴風による倒木多数。
最大瞬間風速（間人） 25.8㎧ 北北東 避難状況／なし
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