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総務消防委員会資料                    平成３１年２月 

                        行 財 政 局 

 

平成 30年度京都市防災会議及び京都市国民保護協議会の審議結果について 

 

 平成 31 年 1 月 28 日に開催した「平成 30 年度京都市防災会議及び京都市国民保護

協議会」において，「京都市地域防災計画の修正案」及び「京都市国民保護計画の変

更案」について審議した結果，原案のとおり承認されましたので御報告いたします。 

 また，本市防災対策に係る取組についても報告しましたので，併せて御報告いたし

ます。 

 

第１ 議案 

 １ 京都市地域防災計画の修正案について 

  ⑴ ライフライン関係機関との協力に関する規定の追加（震災対策編，一般災害対策編） 

    災害で被害を受けたライフライン施設の復旧に際し，情報収集又は調整の必

要があるときは，市災害対策本部が各ライフライン事業者にリエゾンの派遣を

要請し，情報共有の場を設けることで，被災状況に応じた復旧の日程や箇所等

の調整を行うことを規定。 

 

  ⑵ 電気施設の災害予防及び応急復旧の規定の修正（震災対策編，一般災害対策編） 

    電力安定供給のため，関西電力(株)による電力広域的運営推進機関との協調

による相互応援体制の整備や，復旧工事時の市災害対策本部及び道路管理者と

の緊密な連携について明記。また，停電時の広報活動について，被害状況や復

旧状況に加え，一連の災害において非常に多くの問合せがあった「復旧の見通

し」についても広報することを規定。 

 

  ⑶ 避難確保計画の作成等が必要となる要配慮者利用施設の規定（資料編） 

    平成 29 年の改正水防法及び土砂災害防止法により，避難確保計画の作成及

び市町村への報告が義務付けられた，洪水浸水想定区域内又は土砂災害警戒区

域内の対象となる要配慮者利用施設を規定。 

 

  ⑷ 原子力災害対策指針の改正に伴う規定の修正等（原子力災害対策編） 

    平成 30 年 7 月に「原子力災害対策指針」が改正され，原子力災害対策の目

標に係る記述が国際的な考え方と整合が図られたことに伴い，計画の関係部分

の記載を修正。また，緊急事態におけるＵＰＺ内住民への情報伝達手段として，

現在整備中の屋外スピーカー・防災ラジオについて記載するとともに，昨年度

整備された大気モニタ・ヨウ素サンプラについて，環境モニタリング機器とし

て，細部計画である「京都市環境放射線モニタリング計画」に記載。 
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 ２ 京都市国民保護計画の変更案について 

  ⑴ 国民の保護に関する基本指針の内容の反映 

    「国民の保護に関する基本指針等の内容の市町村国民保護計画への反映及び

避難実施要領のパターンの作成の促進について(通知)」及び「国民の保護に関

する基本指針の変更の国民の保護に関する計画への反映について(通知)」等に

おいて示されている「市町村国民保護計画変更の参考例」に基づき，安否情報

システムの活用及び避難行動要支援者への配慮すべき事項等について記載。 

 

  ⑵ 京都府国民保護計画との整合 

   ア 避難施設の指定に当たり，各施設の収容人数を把握し，より多くの施設を

確保するよう努めること，また，一時的な避難場所としてコンクリート造り

等の堅ろうな建築物や地下施設を必要に応じ指定することを記載。 

   イ 地下への避難訓練など訓練内容を例示するとともに，実際に資機材や様々

な情報伝達手段を用いた実践的な訓練の実施に努めることを記載。 

   ウ 弾道ミサイル発射時の情報伝達方法やミサイル落下時の行動について，市

民に対し周知に努めることを記載。 

 

第２ 報告事項 

 １ 平成 30年の主な災害の総括について 

  ⑴ 「大阪府北部を震源とする地震」，「平成 30年 7月豪雨」及び「平成 30年台

風第 21号」における本市の災害対応に係る総括について 

    各災害への対応について総括した内容に基づき，課題と改善策のポイントを

報告。 

 

  ⑵ 「台風 21号対応検証委員会報告」について 

    関西電力(株)から，同社が平成 30年 12月 13日に発表した「台風 21号対応

検証委員会報告」に基づき，3つの観点（「停電の早期復旧」，「お客さま対応」，

「自治体との連携」）からの課題と改善策について報告。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑応答 

（委 員） 専門的な言葉では一般には伝わらない。市民に伝わるような検討をして

もらいたい。 

（関 電） 分かりやすい言葉で伝えるとともに，市民が知りたい内容をタイムリー

に発信したい。 

（委 員） 停電復旧の見通しを広報するツールにスマホを活用するということだ

が，高齢者のスマホの所持率が 50 パーセント以下であるため，他の方法

も検討してもらいたい。 

（関 電） ラジオや広報車による広報，また，行政の協力を得て防災無線の活用等，

色々な方法で発信したい。 
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 ２ 京都市防災会議専門委員会の結果について 

   平成 30年度に開催した，京都市防災会議専門委員会の結果について報告。 

  ⑴ 洪水土砂部会（平成 31年 1月 11日開催） 

   ア 平成 30年に発生した災害について 

     平成 30 年に発生した災害の特性等に係る所見及び京都市の対応等につい

て，委員の意見を聴取した。 

     委員からは，「7 月豪雨では，避難勧告等が災害発生前に出されていたが，

有効に避難行動に結びつかず，平成の 30年間で最大となる死者等を出した。

情報を出すだけでは被害者数を減らすことはできない。」等の意見をいただ

いた。 

   イ 水害時における避難勧告等の判断基準の見直しについて 

     本市が発令する「避難勧告等」が，市民の適切な避難行動に結びついてい

ないこと等に関し，本市が進める「京都市避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル」の改定に対する意見等を委員から聴取した。 

    (ｱ) 改定概要 

       水害時における避難勧告等の発令区域を，氾濫水の到達時間によって

細分化し，段階的に発令することにより，一度に発令する回数を減少さ

せるとともに，優先すべき地域への発令を迅速かつ確実に行うことで，

避難情報を受け取る住民等の混乱を回避する。 

    (ｲ) 主な意見等 

       委員 4名全員が改定について賛成。委員からは，「氾濫水の到達時間に

よる細分化は，危険度の順位付けのような形となるため，到達時間が遅

い地域の住人が，自分の地域は安全であるという誤解を与えないような

情報の出し方に注意が必要。」等の意見をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑵ 原子力部会（平成 31年 1月 11日開催） 

   ア 京都市地域防災計画 原子力災害対策編の修正等について 

     防災会議に先立ち，計画の修正内容について説明し，委員の意見を聴取し

た。修正に係る意見等はなく，了承された。 

質疑応答 

（委 員） 避難情報の受け取り手が，情報を受け取った場合，どのようにすれば素

早く避難行動を取ってもらえるのか，本市の考え方を聞きたい。 

（事務局） 水害ハザードマップには，避難行動を掲載しているので，同マップの啓

発を更に進める。 

（委 員） 桂川右岸の久我，羽束師等の地域で避難場所が何処なのかを住民からよ

く聞かれる。また，避難場所が不足しているので確保して欲しい。 

（事務局） 避難場所は，水害ハザードマップに掲載されており，周知に努めていき

たい。避難場所の指定は区役所・支所と連携して，進めていく。 
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   イ 京都市における原子力災害対策の取組状況について 

     平成 29年 11月以降に京都市が実施した訓練や環境放射線モニタリングな

ど，原子力災害対策の取組状況について報告し，委員の意見を聴取した。 

     委員からは，「市の訓練で実施された避難住民に対する汚染検査の方法に

ついて，正確性を向上させる必要がある。」等の意見をいただいた。 

   ウ 関連報告「大飯発電所の取組について」 

     次の２点について，関西電力(株)から報告。 

    ○ 新たな緊急時対策所，免震事務棟の設置と特定重大事故等対処施設の設

置について 

    ○ １・２号機の廃止及び廃止措置計画認可申請の概要について 

      

 ３ その他 

  ⑴ 京都市第２次防災対策総点検の取組状況について 

    平成 29年度に実施し，取組を推進している「京都市第 2次防災対策総点検」

の取組状況について報告。 

   ○ 127項目の取組状況（平成 30年 7月 1日時点）を，3段階で自己評価。「取

組定着」が 29 項目，「継続実施」が 97 項目，「準備段階」が 1 項目の状況

であった。 

 

 

 

 

   ○ 「準備段階」の 1項目は，新規項目の「南海トラフ地震が発生した場合等

における京都市の支援拠点機能の検討」であるが，現在，国による「被災

市区町村応援職員確保システム」の見直しや，指定都市市長会行動計画に

基づく相互支援体制等の見直しなどが行われており，これらの進捗を見定

めつつ，どういった機能が必要なのか検討を進めていく。 

 

  ⑵ 京都市総合防災訓練の見直しについて 

    平成 31 年度から予定している，京都市総合防災訓練の実施方法等の見直し

について報告。 

   ア 京都市総合防災訓練の実施経過等 

    ○ 防災関係機関相互の連携体制の強化や災害時の対応能力を高めること

を目的として，昭和６２年から各行政区の持ち回りで実施し，市民の防災

意識の高揚と知識の向上を図る機会としてきた。 

    ○ 平成５年からは，行政区ごとの区総合訓練も実施し，より地域の事情に

即した協力体制の確立等にも取り組んできた。区総合防災訓練により，各

区の防災力の向上が図られてきた一方で，目的や果たすべき役割が，京都

市総合防災訓練の一部と重複する等の課題も見えてきた。 

 取組定着：取組の見直し又は充足等の必要がないもの 

 継続実施：取組の見直し又は充足等の必要があるもの 

 準備段階：取組を進めるに当たり，諸課題の解決が必要なもの又は未着手のもの 
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   イ 京都市総合防災訓練の今後の方針 

     市，区それぞれの訓練の目的や役割を明確に区分し，より実践的な訓練に

よる更なる災害対応力の強化を目的に，平成３１年度から実施方法等につい

て見直しを行う。 

    (ｱ) 大規模災害対応訓練の拡充 

       大規模災害時の本市と関係機関相互における更なる連携強化や，対応

技術の向上を目指し，大規模災害への対応訓練に特化し，充実させて実

施する。 

    (ｲ) 実施方法の変更 

       これまでの各行政区による輪番制での実施を取りやめ，訓練会場を市

内の利便性の高い場所に固定して実施する。 

    (ｳ) 全市民を対象とした防災啓発の強化 

       訓練への参加や見学を市内全域に広く呼びかけ，幼稚園，小学校等へ

の案内配布等により，若年層の参加を強化し，防災展示などを実施する

ことで，より多くの住民の防災意識の高揚の場とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 京都市備蓄計画の改定について 

    平成 31年度からの運用開始を予定し，作業を進めている「京都市備蓄計画」

の改定について報告。 

   ア 概要 

     現行の「京都市備蓄計画」（平成 26年 4月～平成 31年 3月）（以下「備蓄

計画」という。）」の計画期間満了に伴い，「京都市第２次防災対策総点検」

での議論も踏まえ，近年の公的備蓄物資に係るニーズの変化や被災者支援に

係る社会情勢の変化に対応できるよう，備蓄計画の改定を行う。 

   イ 備蓄計画改定に係る基本的な方針 

    (ｱ) 市民備蓄の更なる推進 

      ○ 自らの命は自らで守る「自助」の考え方に立ち，各家庭や事業所等

における市民備蓄を基本とする。 

      ○ 市民備蓄が市民の皆様に確実に浸透するよう，今年度実施したアル

ファ化米の小・小中学校給食での提供や学区防災訓練での活用など，

あらゆる機会を捉えて，積極的に市民備蓄の啓発を行っていく。 

質疑応答 

（委 員） 9月の総合防災訓練は，展示型の訓練で市民の啓発の場としては良

い機会である。今後，防災関係機関による図上訓練など，連携訓練

も取り入れてはどうか。 

（事務局） 今後，検討して参りたい。 
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    (ｲ) 避難者ニーズに合致した物資の備蓄及び避難所のトイレ環境の充実 

      ○ 断水等ライフラインが寸断されている状況を想定し，従来のアルフ

ァ化米に加え，すぐに食べることができる加水及び調理が不要な食料

を導入する。 

      ○ 生命維持に不可欠な飲料水や家庭では備蓄しにくいトイレを重点的

に備蓄する。また，避難所のトイレ環境の充実を図るため，災害用マ

ンホールトイレなど，避難所トイレの洋式化を推進する。 

    (ｳ) 分散備蓄の更なる推進と民間物流ノウハウの活用 

       今後も各避難所への分散備蓄を推進するとともに，平時から拠点備蓄

倉庫における物資の保管管理や入替え作業等にプロの物流管理ノウハウ

を活用することで，発災時の避難者への迅速かつ正確な物資の供給体制

の構築を目指す。 

 

  ⑷ 「京都市レジリエンス戦略（案）」に対する市民意見募集について 

     実施中（平成 31年 1月 7日～2月 12日）の「京都市レジリエンス戦略(案)」

に対する市民意見募集について，社内及び団体内での周知並びに意見提出を

依頼。 


