自治体の取り組み

京都府における「水防災意識社会」
再構築の取り組みについて
京都府 建設交通部 砂防課

⑶

1.

近年の風水害について

いちはら

たかし

市原 隆

平成 ₂₅ 年台風 ₁₈ 号

・総雨量 489 mm（舞鶴市）
・全壊 4 棟，半壊 441 棟

京都府では，平成 16 年から平成 29 年までの間
に 6 度の大規模な水害，土砂災害が発生した。

・床上浸水 1,482 棟，床下浸水 3,326 棟
・京都府ほぼ全域で総雨量 200 mm 超の大雨。

この 6 度の水害，土砂災害は，雨の降り方や被

全国で初めて大雨特別警報が発令。

害発生の地域やメカニズムが異なっており，それ

鴨川で戦後最大洪水を記録。

ぞれの被害状況や特徴は次のとおりである。特に
昨年は 9 月と 10 月に台風 18 号および 21 号が接

⑷

平成 ₂₆ 年 ₈ 月豪雨

近し，大きな被害が発生した。

・総雨量 346 mm（福知山市）
・死者 2 名，全壊 14 棟，半壊 272 棟

⑴

平成 ₁₆ 年台風 ₂₃ 号

・総雨量 385 mm（宮津市）

・床上浸水 1,835 棟，床下浸水 2,716 棟
・由良川水位が高いときに，福知山市街地周辺で

・死者 15 名，全壊 26 棟，半壊 328 棟

集中豪雨が発生し，大規模浸水など内水被害が

・床上浸水 2,726 棟，床下浸水 4,376 棟

発生。

・京都府北部を中心に記録的な大雨により，大規
模な河川の氾濫，土砂災害が多数発生。

⑸

平成 ₂₉ 年台風 ₁₈ 号

近年で最も大きな被害が発生した災害である。

・総雨量 197 mm（京丹後市）
・負傷者 2 名，一部損壊 7 棟

⑵

平成 ₂₄ 年南部豪雨

・総雨量 332 mm（城陽市）

・床上浸水 111 棟，床下浸水 992 棟
・京都府北部の丹後地域を中心に記録的大雨。

・死者 2 名，全壊 32 棟，半壊 169 棟
・床上浸水 906 棟，床下浸水 2,378 棟

⑹

・京都府南部で局地的な集中豪雨が発生。

・総雨量 523 mm（綾部市）

天井川の決壊により広範囲で浸水被害が発生。

平成 ₂₉ 年台風 ₂₁ 号

・負傷者 10 名，半壊 21 棟
・床上浸水 368 棟，床下浸水 631 棟
・府内の広い範囲で総雨量が 200 mm を超え，河
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川の氾濫，土砂災害が多数発生。木津川や由良

⑵

条例の ₃ 本柱

川の水位上昇に伴う内水被害が発生。

①

府が災害危険情報（洪水浸水想定区域，土砂
災害警戒区域など）を提供し，府民等と情報共

2.

災害からの安全な京都づくり条例

有する。
②

京都府では，多発している風水害や今後発生す

防災機能（雨水貯留施設など）を強化し，災

るおそれがある地震・津波等に的確に対応する必
要があることから，ハード対策とソフト対策を有

害に強いまちづくりを推進する。
③

自主防災組織等の活動促進など地域防災力向
上を図る。

効に組み合わせて総合的な防災対策を推進し，安
心・安全に暮らすことができる京都府を実現する
ため，平成 28 年 8 月に「災害からの安全な京都

3. 「水防災意識社会」の再構築に

向けた取り組み

づくり条例」を施行した（図− 1）
。
京都府では，国，府，市町村などの関係機関が
⑴

条例の特徴

連携・協力して，減災のための目標を共有し，ハ

防災対策の基本は，自助，互助・共助，公助で

ード対策とソフト対策を一体的，計画的に推進す

あり，府民が取り組むこと（自助），自主防災組

ることにより，京都府管理河川における大規模氾

織等が取り組むこと（互助）
，事業者が取り組む

濫や土砂災害に対し，常に社会全体で備える「水

こと（共助），府が取り組むこと（公助）を規定

防災意識社会」を再構築することを目的とし，平

している。

成 29 年 5 月 31 日に府内の 3 圏域において京都府
減災対策協議会を設立した。さらに，平成 29 年

図− 1
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ネル展等の開催

4. 主なソフト対策の取り組みについて
⑴

雨量，水位計等のリアルタイム情報の発信
市町村の水防活動や避難勧告等の発令，住民の

自主避難の判断等に活用することを目的に雨量・
水位・河川防災カメラ画像および土砂災害警戒情
写真− 1

減災対策協議会の様子

報（土砂災害危険度情報）などをインターネット，
地上デジタルデータ放送などさまざまなメディア

水防法改正に伴い，同協議会を法定化して取り組

により，リアルタイムで提供している。

みを推進しているところである（写真− 1）。

①

雨量計は，府内全域を半径 5 km の円でカバ
ーできるよう 108 基設置している。

⑴

今後概ね ₅ 年間で達成すべき目標について

②

河川の氾濫，土砂災害に備え，ハード対策とソ

川や天井川など，府が管理する 377 河川の内

フト対策を一体的かつ計画的に推進するための協
議・情報共有を行うことにより，社会全体で常に

水位計は，流域面積 10 km2 以上の主要な河
89 河川に 112 基の水位計を設置している。

③

河川防災カメラは，水防警報河川などに 67

洪水や土砂災害に備える「水防災意識社会」を再

河川，71 基を設置している。

構築し，「水害・土砂災害に強い京都府」を目指す。

今年 6 月から，インターネットで配信している
「河川防災情報」をスマートフォン対応に改良し，

⑵

ハード対策の取り組み

「堤防整備，河道掘削」，「総合的な治水対策」，

よりわかりやすい防災情報提供に努めている（図
− 2，3）。

「土砂災害防止対策」は選択と集中により着実に
実施する。
⑶

ソフト対策の取り組み（目標達成に向けた ₃
本柱）

①

災害リスク情報の整備および伝達の取り組み

図− 2

QR コード

・雨量，水位計等のリアルタイム情報および洪水
予報，土砂災害警戒情報等の適時的確な発信
・洪水浸水想定区域図作成，土砂災害警戒区域
等の指定
② 効果的な水防活動，円滑な住民避難の取り組み
・重要水防箇所の点検，見直し，水防団等の連
携強化
・ホットラインの整備，タイムラインの策定，
明確な避難判断基準の策定
③

住民の防災意識向上の取り組み
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成支援
・自主防災組織等の連携強化，防災学習会，パ

図− 3

スマートフォン画面
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⑵

洪水浸水想定区域図の指定・公表
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図に

⑷

タイムラインについて

①

避難勧告の発令等に着目したタイムライン

ついては，平成 27 年水防法改正に伴い，洪水予

台風接近時などに大規模な洪水被害のおそれが

報河川，水位周知河川合計 37 河川の見直しを行

ある場合に，「いつ，誰が，何をするか」に着目

うとともに，残りの河川についても「災害からの

したタイムラインについては，減災対策に大変有

安全な京都づくり条例」に基づいて公表すること

効であるといわれている。京都府が管理する洪水

としている。今年 5 月 15 日には，鴨川など 51 河

予報河川，水位周知河川計 37 河川の沿川にある

川の指定，公表を行ったところであり，概ね 5 年

20 の市町村について，避難勧告の発令等に着目

以内に残り全ての府管理河川の公表を行う予定で

したタイムラインの作成に取り組み，平成 30 年

ある。

5 月末までに作成した。
作成に当たっては，各市町村で策定されている

⑶

土砂災害警戒区域等の指定

地域防災計画をベースに時系列に整理し，水防警

土砂災害防止法に基づく基礎調査については，

報等を発表している関係土木事務所と情報共有し

平成 16 年度に本格的に着手し，平成 27 年度に約

ている。市町村の担当者からは，
「時系列に整理し

17,000 カ所の基礎調査を完了し，インターネット

たことで市役所内での各部署の役割や情報伝達経

で結果を公表している。

路が明確になり，避難勧告等の発令やそれに関連

土砂災害警戒区域等の指定は平成 29 年度末ま

した対応が円滑に行えるのではないか」といった

でに約 16,700 カ所で完了しており，今年度に残

声が聞かれた。今後，訓練や台風接近時などに実

り約 300 カ所の指定完了を目指している。

践することでブラッシュアップを図っていきたい。

同法に基づき，今後 5 年ごとに最新の航空写真
などを用いて新規箇所や地形改変箇所を抽出し，
引き続き基礎調査，土砂災害警戒区域等指定を推
進していくこととしている。
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水害等避難行動タイムライン作成指針
京都府では，今年 5 月に水害等避難行動タイム

ライン作成指針を策定した（図− 4）
。

図− 4
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この指針は，水害等に対して住民一人ひとりが
「自らの命は自らが守る」という意識を持ち，災

5.

おわりに

害発生のおそれが高まった際に取るべき対応につ
いて理解しておくことが重要であり，自主防災組

近年の風水害を受けて，雨量，水位や土砂災害

織等でのタイムライン作成を支援する目的で策定

危険度情報などのリアルタイム情報発信や洪水浸

した。

水想定区域の指定，公表，土砂災害警戒区域等指

水害等からの避難に関しては，市町村から発令
される避難情報に従うことが基本だが，地域の状

定など府民に対する防災情報基盤の整備を推進し
てきたところである。

況により自らの判断で早めの避難行動が必要なこ

一方，市町村においては，昨年相次いだ台風接

ともあることから，自主防災組織等においてタイ

近時などにおいて，早めの避難所開設や的確な避

ムラインを作成することを推奨している。

難情報発令に努められているところである。

今後，自主防災組織のリーダーなどへの講習会

しかし，避難情報が発令されているにもかかわ

やワークショップを開催し，関係市町村等と連携

らず実際に避難されている府民は少なく，防災意

して広く府民に周知を図っていく。

識の向上が喫緊の課題であると考えている。
特に，今年度策定した水害等避難行動タイムラ
イン作成指針を市町村と連携して周知し，自主防
災組織レベルでのタイムライン作成支援に力を入
れることで「逃げ遅れゼロ」を目指していきたい。
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