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前文 

三重県では、これまで伊勢湾台風等の風水害及び大規模な地震災害により、多くの尊い人命、

財産が失われてきた。さらに近年にあっては、東海地震、東南海地震、南海地震等の大規模地

震の発生の可能性が高まるとともに、全国的に台風、異常気象による集中豪雨等に伴う風水害

が多く発生し、県内においても被害が発生している。 

 もとより、地震対策を始めとする防災対策は、着実に進められてきたところである。しかし、

人々の防災意識は風化しがちであることに加え、高齢者等の災害時要援護者の増加、家族形態

の変化及び地域の結び付きの希薄化等による地域防災力の低下、孤立地区に関する問題等解決

すべき課題は多く、災害に対する備えはいまだ万全とは言えない。 

 このような状況にかんがみて、自らの身の安全は自ら守る「自助」、自らの地域は皆で守る

「共助」並びに県、市町及び防災関係機関が担う「公助」の理念に基づいて、県民、自主防災

組織、事業者及び県がそれぞれの責務を、市町がその役割を積極的に果たしていくことが必要

であり、災害時に地域がどのような被害を受けるのか、また災害を乗り越え、どのような地域

づくりを行っていくのかを、それぞれが事前に考え、防災対策を進めていくことが重要である。

 ここに、三重県はこれまで地震対策ではぐくんだ「自助」、「共助」及び「公助」の理念の下、

地震災害のみならず、風水害その他の自然災害及びこれらの複合型災害にも対応できる地域社

会の実現を図るため、県民、自主防災組織、事業者、市町、防災関係機関及び防災ボランティ

アその他防災対策を実施する団体と共に力を合わせて、防災対策を総合的かつ計画的に推進す

ることを決意して、この条例を制定する。 

 
【用語解説】 
◆「伊勢湾台風等」とは 
伊勢湾台風以外の風水害（昭和 57 年の豪雨災害、平成 16 年の豪雨災害など）をいいます。 

◆「東海地震、東南海地震、南海地震等」とは 
直下型地震及び例示の 3 地震が連動して起こる場合などをいいます。 

◆「高齢者等」とは 
高齢者の他、障がい者、傷病者、乳幼児、外国人などをいいます。 

◆「地域の結びつきの希薄化等」とは 
核家族化や他地域出身者の増加を指します。 

◆「孤立地区に関する問題等」とは 
被災者のこころのケア、事業者による事業継続計画の策定などが考えられます。 
＊「事業継続計画」とは 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業

資産の損害を 小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能と

するために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段な

どを取り決めておく計画のこと。（中小企業庁 HP より引用。） 
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◆「県民、自主防災組織、事業者、市町、防災関係機関及び防災ボランティア等」…県民、自

主防災組織、事業者、市町、防災関係機関及び防災ボランティアの他、防災活動を行う個人、

団体すべてを指します。 
 
【趣旨】 
(1) 1959 年（昭和 34 年）9 月 26 日夕刻に紀伊半島先端に上陸した台風 15 号（伊勢湾台風）

によって、全国 32 道府県に及ぶ犠牲者を出す被害となり、死者・行方不明者数 5,098 名（消

防白書）に及ぶ被害が生じました。 
三重県の被害は、死者 1,233 名、行方不明者 48 名、負傷者 5,688 名、家屋被害は全壊 5,386

戸、半壊 17,786 戸、流出 1,339 戸、床上浸水 30,852 戸、床下浸水 31,803 戸、罹災者の概数

は 303,080 人、被害総額は約 1,826 億円。（三重県伊勢湾台風災害史より） 
また、伊勢湾台風は、三重県はもちろん、わが国の災害史上でも未曽有の大被害となり、特

に臨海部の被害が甚だしく、とりわけ木曽三川の下流域が高潮による大きな被害を受け、「災

害対策基本法」制定の契機となるなど、我が国の防災対策の原点と言えます。 
 
 ○伊勢湾台風以後に三重県に大きな被害をもたらした主な風水害 
  ・2004 年 台風 21 号による豪雨 

・1982 年 梅雨前線、台風 10 号及び低気圧による暴風雨と大雨 
・1971 年 三重県南部の集中豪雨 
・1967 年 台風 34 号 
 

(2) 我が国は、地球を覆う複数のプレートの競合部付近に位置していることから、過去に多数の

地震が発生しており、世界でも有数の地震多発国です。 
  三重県も、過去に幾度も南海トラフ及び駿河トラフ付近のプレート境界を震源域とする東

海地震、東南海地震、南海地震の被害を受けています。 
  このように、地震は今後も繰り返し発生することが予想され、地震対策は一過性の問題で

はなく、恒久的な課題として推進していく必要があります。 
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○三重県に被害を及ぼした過去の主な地震（理科年表より） 
  ◇プレート境界型地震                ◇内陸直下型地震 

  ・1946 年 昭和南海地震（M8.0）           ・1891 年 濃尾地震（M8.0） 
  ・1944 年 昭和東南海地震（M7.9）         ・1854 年 伊賀上野地震（M7 1/4） 
  ・1854 年 安政南海地震（M8.4）           ・1819 年 文政地震（M7 1/4） 
  ・1854 年 安政東海地震（M8.4）      ・1586 年 天正地震（M≒7.8） 
  ・1707 年 宝永地震（M8.6） 
  ・1605 年 慶長地震（M7.9） 
  ・1498 年 明応地震（M8.2～8.4） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 昭和 19 年の東南海地震、昭和 21 年の南海地震の際に、東海地震は同時発生しておらず、

その想定震源域に蓄えられているであろうエネルギーが解放されずにいるため、昭和 51 年に

東海地震発生の可能性が発表されて以来、いつ起きてもおかしくないと言われています。 
予知が可能とされる地震（現在の所は、東海地震のみ）を対象とした地震対策を推進するた

めに昭和 53 年 12 月に「大規模地震対策特別措置法」が施行され、同法に基づく地震防災対

策強化地域（以下「強化地域」といいます。）6 県 167 市町村を中心に、地震対策が推進され

てきました。その後、平成 13 年に想定震源域が見直され、平成 14 年 4 月 24 日に強化地域が

8 都県 263 市町村に拡大されました。 
三重県においては、この時、新たに 18 市町村（当時）が強化地域に指定されました。 

（三重県内の強化地域指定市町村）＊町村名は当時の名称 
  伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、長島町、木曽岬町、二見町、南勢町、南島町、紀勢町、

御薗村、浜島町、大王町、志摩町、阿児町、磯部町、紀伊長島町、海山町の 4 市 13 町 1 村。 
なお、平成２０年度時点の強化地域指定市町は、市町村合併により、１０市町となってい

ます。 
伊勢市、桑名市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、木曽岬町、南伊勢町、大紀町、紀北

町 以上６市４町。 
 

（静岡新聞資料を一部引用） 
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また、平成 14 年に「東南海・南海地震に係る地震防災対策に関する特別措置法」が公布さ

れ、平成 15 年 7 月に施行されました。同法に基づく東南海・南海地震防災対策推進地域（以

下「推進地域」といいます。）は、21 都府県 652 市町村に及ぶ非常に広範囲に渡って指定さ

れました。三重県においては、県内全域が推進地域に指定されました。 
  平成 21 年１月現在の文部科学省地震調査研究推進本部による東海地震、東南海地震・南海

地震の今後 30 年以内の発生確率は以下のとおりです。 
 ・東海地震 87％(参考値)  ・東南海地震 60～70％ ・南海地震 50～60％程度 
 
(3) しかし、平成 20 年度に実施した「防災に関する県民意識調査」によると、東海地震、東南

海地震、南海地震等の海溝型地震だけでなく内陸直下型地震についても 9 割以上の人が関心

を寄せているものの、住まいの耐震化、家具の固定等に関する認知度は低く、対策はあまり進

んでいないという現状です。 
 
(4) また、地震だけでなく近年はいわゆるゲリ

ラ豪雨と呼ばれるような局地的な短時間豪雨

などによる被害も全国的に増加しており、三

重県においても平成 16 年の台風 21 号による

豪雨により旧宮川村、旧海山町を中心に大き

な被害をもたらしました。 
  
(5) また高齢者の増加等による災害時要援護者の増加、地域の結びつきの希薄化や家族形態の変

化などに伴う地域防災力の低下に関する問題や過疎化・地域特性による孤立地区に関する問題

など解決すべき課題は少なからずあります。 
 
(6) このように、大規模地震の発生や集中豪雨による被害、またこれらが複合して起こる災害に

おいて、被害を軽減するためには、住宅の耐震化、津波や洪水等からの早期の避難など自らの

身の安全は自ら守る「自助」、自主防災組織の結成や地域の事業者との連携により、自らの地

域は皆で守る「共助」を基本とし、これに県、市町及び防災関係機関が担う「公助」が行われ

ることが重要です。 
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第１章 総則 
 本章は、第１条から第１１条までで、三重県防災対策推進条例の基本的な事項を定めており、

目的（第１条）を明らかにし、用語の定義を行い（第２条）、各主体が防災対策を効果的に行う

ために共有すべき基本理念を定め（第３条）、県民、自主防災組織、事業者、県の責務（第４条

～第７条）、市町村の役割（８条）を規定し、防災対策を推進していくための財政上の措置等（第

９条）と計画の策定と推進（第１０条）について規定し、みえ風水害の日及びみえ地震対策の

日（第１１条）に規定しています。 
 
（目的） 

第一条 この条例は、防災対策に関し、基本理念を定め、県民、自主防災組織、事業者及び県

の責務並びに市町の役割を明らかにするとともに、相互の緊密な連携の下、災害が発生した

場合における被害の軽減を図るための施策についての基本的な事項を定めることにより、防

災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって災害に強い地域社会の実現に寄与することを目

的とする。 

 
【趣旨】 
 本条は、この条例の目的について規定しています。 
 
【解釈】 
(1) この条例の目的は、災害に強い地域社会の実現に寄与することです。 
   この目的を達するためには、防災対策を総合的かつ計画的に推進する必要があります。 
  これらを具現化する手段として、 
   ① 基本理念を定め、県民、自主防災組織、事業者及び県の責務及び市町の役割を明らか

にすること。 
   ② 相互の連携の下、災害が発生した場合における被害の軽減を図るための施策について

の基本的な事項を定めること。 
  としています。   
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（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 災害 地震、津波、豪雨、洪水、高潮、暴風その他の異常な自然現象により生じる被害

をいう。 

二 防災対策 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、並び

に災害の復旧及び復興を図るための対策をいう。 

三 自主防災組織 地域住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。 

四 防災関係機関 国、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第五号

に規定する指定公共機関及び同条第六号に規定する指定地方公共機関、公共的団体並びに

防災上重要な施設の管理者をいう。 

五 災害発生時等 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合をいう。 

六 災害時要援護者 高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人等のうち、災害

発生時等に情報収集又は避難に支援を要する者をいう。 

七 地形等災害関連情報 地形、地質、過去の災害及び予測される被害についての情報をい

う。 

八 避難準備情報 住民に対して避難の準備を呼びかけるとともに、災害時要援護者に対し

て早期に避難を求めるために市町が発表する情報をいう。 

 
【趣旨】 
 本条は、この条例における用語の定義を行い、用語に関する解釈の統一を図るために規定し

ています。 
 
【解釈】 
(1) この条例において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震その他の異常な自然

現象により生ずる被害を指します。 

  災害対策基本法においては、この他「大規模な火事もしくは爆発、放射性物質の大量の放出、

多数の者の遭難を伴う船舶の沈没などの大規模な事故」も含まれますが、本条例では、台風や

豪雨、地震等の自然災害だけに限定しています。 
自然災害の発生自体は防ぎようがありませんが、その被害を 小限に抑えるため、県民、自

主防災組織、事業者、行政等がそれぞれの役割を認識し、自助・共助による防災対策を推進す

ることにより、減災が可能なことから、本条例では自然災害に限定し、人為的な大規模な事故

等については、事故の発生原因者が対策を行うものであり、自助・共助による減災を目指すも

のではないことから対象外としています。 
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(2) 「防災対策」という用語については、災害の予防対策、応急対策のみならず復旧復興対策を

含めた広い意味で用いています。 
 
(3)「自主防災組織」とは、地域住民が自分たちの地域は自分たちで守ろうという連帯感に基づ

いて、自主的に結成される組織をいいます。平常時には、地域住民の防災意識の向上に寄与し、

災害時には、災害による被害を防止し、軽減するため、初期消火、避難誘導、炊き出し等の活

動を行う組織で、実働部隊としての役割を期待されています。 
 
(4) 「防災関係機関」は、三重県地域防災計画において定義されていますが、本条例においては、

国の機関を指定地方行政機関と自衛隊に限定せず、「国」としています。 
なお、「指定地方行政機関」は、中部管区警察局、東海財務局津財務事務所、東海北陸厚生

局、東海農政局、近畿中国森林管理局、中部経済産業局、中部近畿産業保安監督部、中部運

輸局、大阪航空局中部国際空港事務所、第四管区海上保安本部、津地方気象台、東海総合通

信局、三重労働局、中部地方整備局、近畿地方整備局です。 
「指定公共機関」は、西日本電信電話株式会社三重支店、株式会社エヌ・ティ・ティドコ

モ東海三重支店、ＫＤＤＩ株式会社東海支社三重支店、au 三重支店、日本赤十字社三重県支

部、日本放送協会津放送局、中日本道路株式会社、独立行政法人水資源機構、東海旅客鉄道

株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、中部電力株式会社三重支店、関西電力株式会社和歌山

支店、東邦ガス株式会社、郵便局株式会社東海支社、郵便事業株式会社東海支社、独立行政

法人国立病院機構です。 
「指定地方公共機関」は、三重県医師会、三重テレビ放送株式会社、三重エフエム放送株

式会社、三重交通株式会社、近畿日本鉄道株式会社鉄道事業本部、社団法人三重県トラック

協会、社団法人三重県エルピーガス協会です。 
以上のほかに「公共的団体」は、公共団体より広い意味で、およそ公共的活動をする団体

はすべてこれに含まれ、具体的には、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、生活協同組

合、商工会議所、商工会等の経済団体、青年団、婦人会、体育会等の文化事業団体、社会福

祉協議会、母子福祉協議会等の社会事業団体、防火協会、少年消防クラブ等で法人であるか

どうかを問いません。 
 「防災上重要な施設」は、災害発生の確率の高い施設及びその施設に災害が及んだときは被

害を拡大させるような施設、並びに災害が発生した場合に被害の拡大を防止するような施設を

いいます。例えば、大規模な石油精製工場、避難場所として適当な空地を有する施設等が防災

上重要な施設として考えられています。 
   なお、本条例第 40 条において、防災上重要な建築物等の安全性の確保について規定してい

ますが、この防災上重要な建築物等とは、①災害が発生した場合において、応急対策を実施す

る上で重要な役割を果たすべき建築物、②災害が発生した場合において多くの被災者が発生す



- 8 - 

る可能性のある、多数の者が利用する建築物、③避難施設や医療・救護施設等を指しており、

ここでいう防災上重要な施設とは別のものです。 
 
(5) 「災害発生時等」とは、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合を指しま

す。 
 
(6) 「災害時要援護者」とは、高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人等のうち、

災害発生時等に情報収集、避難等に支援を要する人たちで、災害に伴う負傷で援護が必要と

なった人、地理に不案内な旅行者なども含まれます。 

 

(7) 「地形等災害関連情報」とは、地形、地質、過去の災害及び予測される被害についての情報

をいいます。震度予測や液状化による予測、地域の過去の災害の伝承などをいいます。 

 

(8) 「避難準備情報」とは、住民に対して避難の準備を呼びかけるとともに、災害時要援護者に

対して早めの段階で避難を求めるために市町の地域防災計画等に定められた基準により、市町

が発表する情報をいいます。
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（基本理念） 

第三条 防災対策は、県民が自らの身の安全は自ら守る自助を実践した上で、自らの地域は皆

で守る共助に努めるとともに、県、市町及び防災関係機関が担う公助を基本として実施され

なければならない。 

２ 防災対策は、県民、自主防災組織、事業者及び県がそれぞれの責務を、市町がその役割を

果たし、相互に連携を図りながら協力して着実に実施されなければならない。 

 
【趣旨】 
防災対策について、まず県民自らがその身の安全を守る「自助」を実践すること、地域はそ

の地域に住む住民が皆で守る（「共助」）ことが防災対策の基本的な考え方としてきました。 
また、県、市町及び防災関係機関が担う「公助」については、これを補完するものでありま

す。 
 防災対策の実施にあたっては、県民、自主防災組織、事業者、県及び市町、それぞれの主体

が責務と役割を主体的に果たし、また相互に連携を図りながら、協力してなされなければなり

ません。 
 これらの考え方について、減災の観点から、地震対策で育んだ理念を継承し、本条例では「基

本理念」として定め、防災対策を推進していくうえでの拠り所とすべく規定しました。 
 
【解釈】 
(1) 防災対策は、言うまでもなく住民や法人の生命、財産を守り又は被害が発生した場合にこれ

を 小限に止め、拡大させないことを目的としてなされるものです。 
これには、県民自らが身の安全を守るため、住宅の耐震化・家具の固定・食料品等の備蓄・

早めの避難などの「自助」を実践されなければ、この目的は果たせません。 
 
(2) また、一人暮らしの高齢者など災害時要援護者が増加するなか、平常時においては、地域住

民の予防対策への協力、災害発生時等においては避難、救出を行うなど互いに助け合う「共助」

についても重要であります。 
 
(3) 「公助」については、これらではカバーできない対策について行われるものであります。 
  また、災害発生時に「公助」では、すぐに対応ができません。災害発生時の被害を 小限

に抑えるためには、「自助」「共助」による取組が重要となります。 
 
(4) 防災対策をより効果的に行うためには、県民、自主防災組織、事業者、県及び市町が責務（役

割）を理解し、相互に連携して行われなければなりません。
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（県民の責務） 

第四条 県民は、前条に定める防災対策についての基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり、常に災害に対する危機意識を持って、自ら防災対策を実施するよう努めなければ

ならない。 

２ 県民は、地域において自主防災組織、事業者及び防災ボランティアその他防災対策を実施

する団体（以下「防災ボランティア等」という。）が実施する防災対策に積極的に協力する

よう努めなければならない。 

 
【趣旨】 
 本条は、第三条の「基本理念」を受けて、県民が常に災害対策に対する危機意識をもって自

発的に防災対策を実施するよう規定しています。 
 地域において、自主防災組織や事業者などが実施する防災活動にも積極的に参加し、県、市

町及び防災関係機関が実施する防災対策についても協力するよう規定したものです。 
 
【解釈】 
(1) 災害が発生したときに、その対応を考えても事前の準備や知識がなければ、対応できません。 
  災害が発生したときに、自分の身や財産を守り、その後の生活を不自由なくおくるためには、

前もって平常時から危機意識をもって予防対策を行うことが重要です。 
 
(2) また、災害発生時にどう対応したらいいか迅速に判断するためには、平常時から地域の自主

防災組織、事業者などが行う防災対策に参加し、情報を収集しておくことも重要です。 
また、県、市町及び防災関係機関が行う災害の予防対策への協力や災害発生時の応急対策、

復旧復興対策への協力も積極的に参加するよう努めなければなりません。 
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（自主防災組織の責務） 

第五条 自主防災組織は、基本理念にのっとり、地域住民、事業者及び防災ボランティア等（以

下「地域住民等」という。）と連携して、地域における防災対策を実施するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 自主防災組織は、地域において地域住民等、県、市町及び防災関係機関が実施する防 

災対策に協力し、かつ、災害が発生した場合において地域住民の安全を確保するよう努めな

ければならない。 

 
【趣旨】 
  本条は、第三条の基本理念を受け、自主防災組織が地域住民、地域の事業者、防災ボランテ

ィアなどの防災活動を行う団体（以下「地域住民等」といいます。）と連携して、地域における

防災対策を実施するよう規定したものです。 
 自主防災組織は、地域に住む住民や県、市町及び防災関係機関が実施する防災対策に協力し、

災害発生時には救出・救助・避難誘導など地域住民の安全の確保に努め、県、市町及び防災関

係機関が行う「公助」への協力についても規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 自主防災組織は、地域（コミュニティ：自治会、町内会単位又は小学校区単位などの範囲）

内で、組織され、地震や風水害などの災害が発生したときに、地域内の中心となって、防災対

策を実施する団体です。 
災害対策基本法の住民等の責務（第 7 条 2 項）として規定されている、「防災に寄与するこ

と」には、自主防災組織に参加し活動することなども含まれています。 

 

(2) 自主防災組織は、自主自衛的な組織です。構成員である住民の安全の確保を期待されており、

この目的を達成するためには、平常時・災害発生時を問わず、地域住民、地域内の事業者、防

災ボランティアなどと連携して防災対策を行うよう努める必要があります。 
 

(3) 自主防災組織は、地域住民が自ら行う防災活動（家具の固定や備蓄などの防災対策への協力）、

災害時要援護者の防災活動への協力、災害発生時の救出・救助・避難誘導などの地域住民の安

全確保を期待されており、このために平常時・災害発生時を問わず、防災訓練への参加、防災

関係の制度の住民への周知など、県・市町及び防災関係機関への協力が期待されています。 
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（事業者の責務） 

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、常に災害に対する危機意識を持って、自ら防災対策

を実施するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、地域において地域住民等、自主防災組織、県、市町及び防災関係機関が実施す

る防災対策に積極的に協力するよう努めなければならない。 

 
【趣旨】 
 本条は、第三条の「基本理念」を受け、事業者が県民と同様に常に災害に対する危機意識を

もって、自発的に防災対策を実施するよう規定しています。 
 また、事業者には地域の構成員としての「共助」の役割も期待されており、このため地域で

の防災活動に積極的に参加し、県、市町及び防災関係機関が実施する防災対策への協力につい

て規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 事業者は、災害発生時には、従業員や来客者等、事業所内にいる者の安全を確保しなければ

なりません。これには、平常時から災害への危機意識を持ち、対策を図っていくことに努めな

ければいけません。 
 

(2) 事業者は、地域の構成員として、地域住民と同様、自主防災組織や地域住民等が行う防災活

動に積極的に参加し、また県、市町及び防災関係機関が実施する防災対策への協力に努めなけ

ればなりません。 
 

(3) 地域では、高齢化や地域外への就労等により、平日昼間に災害が発生した場合、災害対応を

行える人材等が限られることから、地域の防災力向上には地域内の事業者の協力が不可欠です。 
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（県の責務） 

第七条 県は、基本理念にのっとり、県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、組

織及び機能のすべてをあげて、防災対策に関し、万全の措置を講ずる責務を有する。 

２ 県は、市町が基礎的な地方公共団体として防災に関する計画を実施する責務を有すること

にかんがみ、市町との緊密な連携の下に防災対策を推進しなければならない。 

３ 県は、市町が実施する防災対策を支援するとともに、市町及び防災関係機関が実施する防

災対策について総合調整を行うものとする。 

４ 県は、地域の特性に応じた災害を想定し、その災害の特性に応じた防災対策を推進しなけ

ればならない。 

５ 県は、防災対策に関する調査及び研究を行い、その成果を公表しなければならない。 

 
【用語解説】 
 ◆「支援」とは 

情報の提供、職員の研修、防災啓発車の貸し出し等の支援などがこれにあたります。 
 ◆「防災対策について総合調整」とは 
   市町及び防災関係機関との調整、災害対策基本法第 4 条第 1 項の規定に基づき、市町及

び指定地方公共機関との総合調整を行いますがこれを総称して総合調整としました。 
   一般的に、調整とは、複数の当事者の間における主張、企画、行為等について、食い違

いを是正し、又は重複を除去し、意見の不一致を調和するよう整えることをいいます。 
   一方、総合調整とは、それぞれの業務が相互に調和して行われるように必要に応じた措

置をとることをいいます。 
 ◆「地域の特性」とは 
   具体的には、都市部、沿岸部、山間部、離島などをいいます。 
 ◆「災害の特性」とは 
   具体的には地震の場合であれば、強震動、大規模火災、津波被害、液状化による被害や

風水害の場合であれば浸水被害、強風による家屋損壊などの災害の種別に応じた被害をい

います。 
 ◆「防災に関する調査及び研究」とは 
   危険個所、活断層調査、地下構造調査、被害想定調査、津波シミュレーション、県民意

識調査や避難対策等の検討などをいいます。 
 ◆「成果を公表」とは 

   調査結果等の広報やホームページへの掲載、出前トーク、報告会や研究会等での発表を

行います。 

  
【趣旨】 
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 本条は、防災対策を総合的、計画的に推進するため、県が果たすべき責務について、規定し

ています。 
 
【解釈】 
(1)「県民の生命、身体及び財産を保護するため」としていますが、これは本条例における基本

的な考え方です。 
(2) 第 1 項の「組織及び機能のすべて」とは、災害対策基本法第 3 条第 1 項（国の責務）の規定

における表現と同じ意味です。具体的には、県の組織、従って知事部局に止まらず、警察や学

校等各種委員会の指揮下に属する県の機関をも合わせたすべての組織と、法令に基づく知事の

総合調整の機能を含めた県の機能のすべてという意味です。 
 県立学校や体育施設、文化施設など各種の県営施設の地震に対する安全性の確保はもちろん

のこと、各種県営施設の利用者の安全確保や職員の防災教育や防災訓練などを充実することも、

すべての組織をあげた万全の措置として含まれます。 
 
 （参考）県の範囲 
   地方自治法は、第 1 条の 3 第 2 項で普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とすると

規定し、第 180 条の 5 第 1 項で普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員

を教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会及び監査委員、公安委員会、地方労働委員会、

収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁業管理委員会と規定しています。 
    
 
(3) 第 2 項は、市町の基本的な責務を確認し、それが故に県として特に緊密な連携を図っていく

べきことを規定しています。 
 市町が基礎的な地方公共団体として災害対策の責務を有することは、災害対策基本法第 5
条第 1 項に規定されています。県が効率的、実践的な防災対策を推進していくためには、特

にこの基礎的な自治体である市町と緊密な連携を図っていく必要があります。 
 

(4) 災害対策基本法第 4 条第 1 項は、「都道府県は、(略)関係機関及び他の地方公共団体の協力

を得て、(略)防災に関する計画を作成し、(略)市町村(略)が処理する防災に関する事務又は業務

の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。」と規定しており、本条第 3 項にお

いて改めて市町が実施する防災対策の支援と、市町及び防災関係機関との調整又は総合調整に

ついて県の責務として規定しています。 
 
(5) 第 4 項では、地域及び被害の特性に応じた防災対策の推進を規定していますが、実質的には

地域特性に応じた防災対策を推進すべき主体は、住民、地域の自主防災組織、住民、事業者及

び市町などとなります。 
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  このため、県の責務としては、地域及び被害の特性を明らかにする被害想定調査の実施や、

地域及び被害の特性に応じた防災対策の研究を推進していきます。 
 
(6) 第 5 項の規定は、災害及び防災対策について調査研究とその成果の公表について規定してい

ます。 
  災害対策基本法第 8 条第 2 項第 1 号に規定する「災害及び災害の防止に関する科学的研究に

は、前項の被害想定調査を含めた災害についての調査研究などが該当しますが、本項では、こ

れだけではなく、県民意識調査のような防災対策の方向を定めていく上できわめて重要な調査

も対象と考えています。 
  また、これらの調査研究の成果を県民に公表していくことも重要です。 
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（市町の役割） 

第八条 市町は、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、住民、自主防災組織、

事業者、県及び防災関係機関と連携して、防災対策の推進に努めるものとする。 

 
【趣旨】 
 防災対策において、市町の役割は非常に重要ですが、平成 12 年の地方分権一括法の制定によ

り、県と市町の関係が対等協力であることが確認されており、県条例において市町の事務につ

いて責務を規定するのは望ましくありません。ただし、防災対策における市町の重要性に鑑み、

本条例においては、特に重要な事項について、他の主体（県民、自主防災組織、事業者、県）

との対比の上で特に役割として努力義務規定をおいています。 
 
【解釈】 
(1) 災害対策基本法第 5 条に「市町村の責務」が規定されており、第 1 項には「市町村は、基

礎的な地方公共団体として、(略)当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法

令に基づきこれを実施する責務を有する。」とされています。また、第 2 項には、消防機関、

水防団等の組織の整備及び自主防災組織の充実を図ることが規定されています。 
   本条では、第 3 条の「基本理念」に基づき、相互の連携による防災対策の推進に努めるこ

とを市町の役割として規定しています。 
(2) 地方分権の立場から、県の条例において、市町の業務について記載するのは異例のことでは

ありますが、防災上重要な事業として、県の支援を規定し、市町と県が協働して対処していく

よう努めることを規定しています。（第 32 条、第 36 条、第 37 条、第 46 条、第 47 条、第 50
条、第 64 条が該当します。） 
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（財政上の措置等） 

第九条 県は、防災対策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努め

るものとする。 

 
【用語解説】 
◆「財政上の措置」とは 
予算案の作成、予算の執行等を指します。 

◆「その他の措置」とは 
 市町への技術的な支援や情報提供などを指します。 

 
【趣旨】 
 防災対策を実施するため、県が必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めることを

明らかにしたものです。 
 この規定は、具体的施策を実施するに当たっては、必要な財政上の措置その他の措置を講ず

るよう努めるものとするという指針を示したものであり、県に直接具体的施策に関する予算措

置を講ずることを義務づけたものではありません。 
 



- 18 - 

 
（計画の策定及び防災対策の推進） 

第十条 三重県防災会議（災害対策基本法第十四条第一項の規定により設置された都道府県防

災会議をいう。）又は三重県石油コンビナート等防災本部（石油コンビナート等災害防止法

（昭和五十年法律第八十四号）第二十七条第一項の規定により設置された石油コンビナート

等防災本部をいう。）は、第七条第五項の成果を勘案して必要があると認めるときは、当該

成果を三重県地域防災計画（災害対策基本法第四十条第一項の規定により策定された都道府

県地域防災計画をいう。）又は三重県石油コンビナート等防災計画（石油コンビナート等災

害防止法第三十一条第一項の規定により策定された石油コンビナート等防災計画をいう。）

（以下この条において「地域防災計画等」という。）に反映しなければならない。 

２ 県は、地域防災計画等において定められた防災対策に関する事項の計画的な実施に資する

ため、事業計画を策定しなければならない。 

３ 県は、県民、自主防災組織、事業者、市町、防災関係機関及び防災ボランティア等と連携

して、地域防災計画等及び前項の事業計画に基づき防災対策を的確かつ円滑に推進しなけれ

ばならない。 

 
【用語解説】 
◆「三重県防災会議」とは 
  災害対策基本法第 14 条により都道府県に設置が義務づけられています。知事を会長とし、

指定地方行政機関の長、陸上自衛隊第 33 普通科連隊長、教育長、警察本部長、県の関係部局

職員、市長会会長、町村会会長、消防長会会長、消防協会会長、関係指定公共機関の役員、

指定地方公共機関の役員により構成されます。 
◆「三重県石油コンビナート等防災本部」とは 
  石油コンビナート等災害防止法第 2 条第 2 号の規定により指定される石油コンビナート等

特別防災区域が所存する都道府県に、同法第 27 条第 1 項の規定により設置が義務づけられて

います。知事を本部長とし、特定地方行政機関の長、陸上自衛隊第 33 普通科連隊長、陸上自

衛隊航空学校副校長、警察本部長、県の関係部局職員、四日市市長、尾鷲市長、四日市消防

本部消防長、三重紀北消防組合消防長、区域内の特定事業者等の代表者により構成されます。 
◆「事業計画」とは 
  「三重地震対策アクションプログラム」、「河川整備戦略」、「海岸整備アクションプログラ

ム」などを指します。 
 
【趣旨】 
 本条は、防災対策を推進していくために策定する計画とその推進について、規定しています。 



- 19 - 

 本県では、地震対策においては、平成 15 年 3 月に第 1 次「三重地震対策アクションプログラ

ム」、平成 19 年 7 月に第 2 次「三重地震対策アクションプログラム」を策定して地震対策の具

体的な行動計画としています。 
 また、河川・海岸の整備については、それぞれ「河川整備戦略」「海岸整備アクションプログ

ラム」を策定し、計画的な整備に努めています。 
 水防については、水防法（昭和２４年法律第１９３号。）第７条の規定に基づき、洪水又は高

潮による水災を警戒し、防御し及びこれによる被害を軽減する目的をもって、県内各河川、海

岸に対する水防上必要な監視、予報、警戒、通信、輸送、ダム又は水門の操作、水防のための

水防団及び消防機関の活動、水防管理団体相互間の協力及び応援水防に必要な器具、資材及び

設備の整備運用について、水防計画に定めています。 
 
【解釈】 
(1) 第 1 項の規定は、災害対策基本法第 40 条第 1 項及び石油コンビナート等災害防災法第 31
条第 1 項で規定されていますが、本項では特に第 7 条第 5 項の成果の反映について規定して

います。 
 
(2) 第 2 項は、防災対策を着実に推進していくために、事業計画の策定を規定したものです。 

現在、地震対策における事業計画としては、平成 22 年度までの計画として第 2 次「三重地

震対策アクションプログラム」（平成 19 年 7 月策定）があります。 
また、河川・海岸の整備については「河川整備戦略」「海岸整備アクションプログラム」を

策定し、それぞれの整備の計画的な推進に努めています。 
過去、地震や台風、集中豪雨などで被害を受けてきた本県においては、繰り返し起こる東

海、東南海・南海地震、毎年のように起こる風水害に備え、その都度計画を見直し、これら

に基づき防災対策を行っていく必要があります。 
 

(3) 第 3 項は、第 1 項及び第 2 項に規定する計画に基づき策定された各事業計画に基づく防災対

策を推進していくことを規定しています。 
県の防災対策は、行政、民間の防災関係者で構成される県防災会議に諮って策定する三重県

地域防災計画に基づいて推進されているところです。 
この地域防災計画は、県の防災対策のみならず、関係機関等が実施すべき防災対策を網羅す

るものであることから、それらの防災関係者及び県民と連携して、的確かつ円滑に計画を推進

しなければならないことを定めています。
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（みえ風水害対策の日及びみえ地震対策の日） 

第十一条 県民、自主防災組織、事業者及び防災ボランティア等が、災害及び防災対策に関す

る理解を深めるとともに、防災対策の一層の充実を図るため、次に掲げる日を設ける。 

一 みえ風水害対策の日 九月二十六日 

二 みえ地震対策の日 十二月七日 

 
【趣旨】 
 県民、自主防災組織、事業者及び防災ボランティアその他防災活動を行う団体が、災害及び

防災対策に関する理解を深め、防災活動の一層の充実を図るための日として、「みえ風水害対策

の日」（9 月 26 日）を新たに定め、また現行のみえ地震防災の日（12 月 7 日）は「みえ地震対

策の日」と改めました。 
 
【解釈】 
(1) 風水害については、本県にも多大な被害をもたらし、災害対策基本法制定の契機ともなった

伊勢湾台風（1959（昭和 34）年 9 月 26 日）の被災日を「みえ風水害対策の日」と定め、風

水害や風水害対策への理解を深め、防災活動の一層の充実を図ることとしました。 
なお、防災訓練等については、水防月間（5 月 1 日～31 日）や防災週間（8 月 30 日～9 月

5 日）に合わせ、市町と連携しつつ、実施することとしています。 
 

(2) 地震対策については、平成 18 年 10 月の地震対策推進条例の改正により、昭和東南海地震

の発生した 1944 年（昭和 19 年）12 月 7 日を「みえ地震防災の日」として、各種啓発活動を

行ってきましたが、今回の改正において「みえ風水害対策の日」が制定されたことから、「み

え地震対策の日」と改め、引き続き各種の啓発イベントなどを実施することとしています。 
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第２章 災害予防対策 

本章は、第１２条から第５０条までで、自然災害による被害、特に人の生命、身体又は財産へ

の被害を 小限に抑えるために予防的に実施すべき対策を定めたもので、各主体別の責務と役

割について規定しています。 

 

第１節 県民の責務 

 
（防災知識の習得等） 

第十二条 県民は、防災訓練、防災対策に関する研修会等（以下「防災訓練等」という。）に

積極的に参加し、災害及び防災対策に関する知識の習得並びに地形等災害関連情報その他の

災害及び防災対策に関する情報（以下「災害等に関する情報」という。）の収集に努め、こ

れらを防災対策を実施する際に活用するよう努めなければならない。 

２ 県民は、災害が発生した場合に備え、避難場所、避難経路及び避難方法について家庭及び

地域で確認し合うとともに、自主防災組織を結成し、その活動に積極的に参画し、地域にお

ける災害予防対策（災害の発生又は拡大を未然に防止するための対策をいう。第十四条第一

項及び第二十四条において同じ。）の実施に努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「県民」とは 

県内に居住地を有するものであるかどうかにかかわらず、災害発生時に県内にいる人すべ

てをいいます。（在勤者、在学者、旅行者、滞在者など） 
 
◆「災害及び防災対策に関する知識」とは 
  県民として必要な知識だけでなく、情報や自覚しておくべき認識、救命等の技能を言いま

す。 
具体的に①大規模模地震発生の切迫性や被害に関する知識、②風水害とそれによる社会的

影響に関する知識、③気象、地象情報に関する知識、④災害に備え、家庭において日頃から

実施しておくべき対策の認識などであり、防災訓練や自主防災活動への積極的な参加による

知識の習得が必要です。 

 
◆「災害及び防災対策に関する情報」とは 
  二つに分類され、「災害に関する情報」は過去、現在、未来の災害（被害）に関する情報で

あり、「防災対策に関する情報」は、災害予防対策・災害応急対策・災害復旧復興対策に関す

る情報を指します。 
  従って、過去の被害情報や被害想定については、「災害に関する情報」に分類されます。 
  また、台風の進路予測状況や社会的条件については、災害予防対策・災害応急対策を行う
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ための情報として、「防災対策に関する情報」に分類されます。 
◆「研修会等」とは 
  研修会のほかに、講演やシンポジウムなどを指します。 
◆「家族、隣人等」とは 

家族、隣人のほか、友人、職場の同僚などをいいます。 
◆「家庭及び地域」とは 

ここでいう地域には、学校、職場なども含まれます。 
【趣旨】 
 災害対策基本法第 7 条第 2 項では、住民の責務について「（略）地方公共団体の住民は、自ら

災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するよ

うに努めなければならない。」と規定しています。本条ではこの責務の中のソフト対策について

規定しています。 
防災対策は、第 3 条でも規定されているように「県民が自らの身の安全は自助を実践した上

で、自らの地域は皆で守る共助に努める」ことが基本となっています。このためには、県民一

人ひとりが災害の驚異を認識し、防災対策の正しい知識を持つことが必要であることから、県

民の責務として、防災訓練や防災対策に関する研修会、講演などに参加するなどして、知識の

習得を図るとともに、地形等災害関連情報などの災害及び防災対策に関する情報の収集に努め、

これを防災対策の実施の際に活用することに努めるよう規定しています。 
 また、県民は「自助」の観点から、避難場所、避難経路及び避難方法について事前から家族

や地域で話し合い確認しておくこと、「共助」の観点から、地域において自主防災組織を結成し、

災害予防対策に努めることを規定しています。 

 

【解釈】 

(1) 第 1 項では、県民は、県や市町などが実施する防災訓練や防災対策に関する研修会などに積

極的に参加し、災害や防災対策に関する知識や技能を習得するよう努めることとしています。 
毎年、県や市町などによる防災訓練や研修会などが多く開催されています。これらには、「自

助」「共助」双方の観点から積極的な参加に努める必要があります。 
また、これらに参加するだけではなく、自主的にその地域にかかわる地形等災害関連情報

（これは、自らの地域の情報に限るものではなく、自らの地域に被害をもたらす情報 例：

河川の上流域の情報なども含む）を収集して、対策の実施に活かすよう努めなければいけま

せん。 
 
(2) 県民は、避難場所、避難経路及び避難方法について、事前から家族や地域で話し合って確認

する必要があります。災害時には、通常の手段では連絡をとることが出来なくなることもあ

ります。災害時伝言ダイヤルや災害伝言板の活用などもあわせて行っておくことも重要です。 
 



- 23 - 

(3) 第 2 項では、「共助」の予防対策について規定しています。 
 地域において、防災対策や災害発生時等の防災活動をより円滑かつ効果的に進めるためには、

住民が結束し、組織的に対応することが必要不可欠です。 
  自主防災組織は、災害対策基本法第 5 条第 2 項で「住民の隣保協同の精神に基づく自発的

な防災組織」と規定しているように、住民の発意に基づいて組織され、自主的に運営される

ものであることから、本項では、県民に対し、地域住民の一人として、自主防災組織の結成

とその活動への積極的な参画を責務として規定しています。
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（建築物の耐震性の確保） 

第十三条 建築物の所有者は、地震による当該建築物の倒壊等を防止するため、必要な耐震診

断（地震に対する安全性を評価することをいう。第四十二条において同じ。）又は耐震改修

（地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備

をすることをいう。第四十二条において同じ。）その他の適切な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

 
【用語解説】 
◆「建築物の所有者」とは 
  建築物の所有者については、県民だけではなく、事業者も含まれます。また、公法人につ

いても、当然に同様の努力義務があるものと解されます。 
◆「倒壊等」とは 
  倒壊のほか、全壊、半壊、一部損壊をいいます。 
◆「その他の適切な措置」とは 

建築物の除却などをいいます。 
 
【趣旨】 
 阪神・淡路大震災では、昭和 56 年以前に建築された古い家屋の倒壊が多くありました。 
 建築基準法の耐震基準は、宮城県沖地震（昭和 53 年）などの建築物の被害をふまえて見直さ

れ、昭和 56 年 6 月 1 日から施行するよう改正されましたが、昭和 56 年以前に建てられた建築

物には原則として改正後の耐震基準は遡及適用されませんでした。このために、これらの建築

物に対する耐震上の脆弱性が懸念されていましたが、阪神・淡路大震災でこのことが実証され

た形となりました。 
 また、昭和 56 年以降に建築された建築物であっても、ピロティ形式のものなどについては、

多くの被害を受けました。 
 そこで、本条例では、建築物の所有者に対して、地震による建築物の倒壊等を未然に防止す

るため、必要な耐震診断及び耐震改修を行うよう努力義務を課すこととしました。 
 なお、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年法律第 123 号）（以下「耐震改修促進

法」といいます。）第 6 条においては、対象を学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展

示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する施設で一定規模以上のものなど

と限定していますが、県が地震対策上是非とも必要と考えている一般の建築物の耐震化につい

ても努力規定を課すこととしました。 
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【解釈】 
(1) 第 1 項の規定は、建築物の所有者に対して、耐震診断及び耐震改修に努めるよう規定してい

ます。 
   建築物の地震による倒壊等の被害が心配されることから、本項では、建築物の所有者に対

して、必要な耐震診断及び耐震改修を行うべき努力義務を規定しています。 
 耐震改修促進法では、特定建築物について耐震診断及び必要に応じ耐震改修を行うべき努力

義務を規定していますが、本項では、対象を耐震改修促進法の努力義務の対象を含めた建築物

全般としています。 
   商業ビルについては、ビルの所有者と管理者又は占有者が異なる場合が多いですが、条例

上は所有者に対する義務付けとし、両者の関係は、当事者間の契約等で解決されるべき事と考

えています。 
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（家庭における災害予防対策） 

第十四条 県民は、災害発生時等に備え、家具等の転倒防止、消火器等の設置、飲料水、食料、

医薬品等の備蓄その他の家庭における災害予防対策の実施に努めなければならない。 

２ 県民は、災害発生時等において、ラジオ、テレビジョン等により情報収集の手段を確保する

とともに、避難の際に必要な物資を直ちに持ち出すことができるよう努めなければならない。

 
【用語解説】 
◆「家具等」とは 

家具のほか、電化製品、ピアノ、ガラス製品などをいいます。 
◆「消火器等」とは 

消火器のほか、水バケツ、水槽、乾燥砂などをいいます。 
◆「飲料水、食料、医薬品等」とは 

飲料水、食料、医薬品のほか、生活必需品をいいます。 
◆「備蓄その他の家庭における災害予防対策」とは 

棚からの物の落下防止、ガラスの飛散防止、寝室への靴及び懐中電灯の常備、非常持ち出

し品の準備、可燃性危険物の安全な保管、家族での防災についての会話（災害伝言ダイヤル

１７１等）などをいいます。 
◆「ラジオ、テレビジョン等」とは 

ラジオ、テレビジョンのほか、携帯電話、市町の同報無線などをいいます。 
 
【趣旨】 
 本条は、第 12 条の規定と同様に第 3 条の「基本理念」、第 4 条の「県民の責務」を受けて県

民が行うべき防災対策のうち家庭におけるハード対策について努力義務を規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 第 1 項は、家庭における防災対策について、災害発生時の人命の安全や生活の確保を図る観

点から、常日頃から対応しておくべき 低限必要な事項を例示し、県民の努力義務として規定

しています。 
   家具類の固定、消火器等の常備、飲料水、食料、医薬品、生活備蓄品などの備蓄などの家

庭におけるこれらの対策は、「自らの身の安全は自ら守る」（自助）の実践であり、防災対策に

とって極めて重要な事項です。 
 
(2) 第 2 項は、災害発生時等の情報収集の手段としてラジオなどを事前から準備しておくととも

に、災害発生時に避難の際に必要な物資を、事前に非常持出袋に入れて用意しておくなど、直

ちに持ち出すことができるよう準備しておくことを努力義務として規定しています。
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（帰宅困難者となった場合の対応） 

第十五条 災害発生時等において、通常用いる方法により自宅に帰ることが困難であると

予想される者（第六十条及び第六十六条において「帰宅困難者」という。）は、あらか

じめ、徒歩等による帰宅経路の確認、家族、隣人等との連絡方法の確認その他の円滑な

帰宅のための必要な準備を行うよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「家族、隣人等」とは 
  家族、隣人のほか、友人、職場の同僚などをいいます。 
◆「円滑な帰宅等」とは 
  安全かつ安心な状態で帰途につくこと若しくは親戚や友人の家に立ち寄ること、又は旅行の

行程を変更することなどをいいます。 
◆「必要な準備」とは 
  帰宅経路の確認、連絡手段の確保、情報収集手段の確保、帰宅支援ステーション（※）の

確認などをいいます。 
 （※）帰宅支援ステーション 
    帰宅困難者が帰宅する際に、情報の収集、飲料水及び食料等の補給、トイレの使用、

休憩などのために立ち寄ることができる施設をいいます。 
    具体的には、コンビニエンスストアやガソリンスタンドなどと提携し、協力を得るこ

とによって確保を図っています。 
 
 
【趣旨】 
 大規模な災害が発生した場合には、道路や鉄道網の寸断により、多数の帰宅困難者が発生す

ることが予想されるため、帰宅困難が予想される人に、あらかじめ自ら対策を行うよう規定し

ています。 
 
【解釈】  
(1) 本条においては、帰宅困難が予想される人に、あらかじめ徒歩等による帰宅経路の確認や家

族、隣人等との連絡方法の確認など自ら対策を行うよう規定しています。 
  この対策の例示として、徒歩や自転車などによる帰宅経路の確認を行うことを、家族、隣

人、友人、職場の同僚などとの連絡方法の確認をしておくことをあげています。 
  近年の災害時によく問題となるのが、携帯電話や電話回線の輻輳です。 
  災害時に帰宅困難が生じた場合には、携帯電話や電話回線が非常に繋がりにくくなること

が予想され、家族、隣人等との連絡方法の確保が懸念されます。災害時に連絡を取る方法と
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しては、NTT の災害用伝言ダイヤルや携帯電話各社の災害用伝言板などがありますので、こ

れらの利用方法について事前に確認しておく必要があります。 
  また、このような状況の中で比較的繋がりやすいのが公衆電話であるため、公衆電話の位

置を確認しておくことも、有効であると考えられます。
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（災害時要援護者からの情報提供） 

第十六条 災害時要援護者は、自主防災組織又は市町に対して、情報収集又は避難の支援を受

ける際に必要な自らの情報をあらかじめ提供するよう努めるものとする。 

 
【用語解説】 
◆「避難」とは 
  この場合の避難には、危険な場所からの避難行動だけでなく、避難生活も含まれます。 
 
【趣旨】 
 本条では、災害時要援護者が必要な自らの情報を自主防災組織及び市町に対して、事前に提

供するよう規定しています。 
  
【解釈】 
(1) 本条では、災害時要援護者の方々が、災害時に避難・避難生活などの支援を受けるために必

要な自らの情報（障がいの内容、支援を要する内容、家族や関係者の連絡先など）を、あら

かじめ自主防災組織及び市町に提供しておくよう努力義務を課しています。 
  ただし、障がいの内容や程度などによっては、自身での情報提供が困難な方もいます。こ

の際には、家族や関係者、自主防災組織や自治会などの地域の組織、行政の支援などが必要

であり、関係者が連携して支援することが必要となってきます。 
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（落下危険物等の安全性の確保） 

第十七条 建築物又は広告塔、装飾塔、広告板その他建築物の屋外に取り付ける物（以下

この項において「広告塔等」という。）の所有者、管理者又は設置者は、落下危険物（当

該建築物のタイル等の外装、窓ガラスその他これらに類する物又は広告塔等のうち、落

下により人の生命、身体若しくは財産を害し、又は車両等の通行を妨げるおそれのある

ものをいう。第四十四条において同じ。）について、災害に対する安全性を確保するため、

必要な点検を行うとともに、必要に応じ、改修その他の整備を行うよう努めなければな

らない。 

２ コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造の門又は塀のうち、倒壊等

により人の生命、身体若しくは財産を害し、又は車両等の通行を妨げるおそれのあるも

の（以下この項及び第四十四条において「ブロック塀等」という。）の所有者又は管理者

は、当該ブロック塀等について、災害に対する安全性を確保するため、必要な点検を行

うとともに、必要に応じ、改修その他の整備を行うよう努めなければならない。 

３ 自動販売機を設置しようとする者は、当該自動販売機について、災害が発生した場合

に転倒により人の生命、身体若しくは財産を害し、又は車両等の通行を妨げないよう規

則で定める基準により設置するよう努めなければならない。 

４ 既設の自動販売機の所有者又は管理者は、当該自動販売機について、災害に対する安

全性を確保するため、据付けの方法の改善その他の必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

 
【用語解説】 
◆「所有者、管理者又は設置者」「所有者又は管理者」とは 
  第 13 条と同様、県民だけではなく、事業者も含まれます。また、公法人についても、当然

に同様に努力義務があるものと解されます。 
◆「広告塔等」とは 
  広告塔のほか、装飾塔、広告板の他、高架水槽、煙突、アンテナ、エアコン室外機などを

いいます。 
◆「タイル等の外装、窓ガラスその他これらに類する物」とは 
  タイル及びモルタル塗り等のタイル以外の建築物外装材、窓ガラスのほか、雨戸、網戸、

瓦などをいいます。 
◆「車両等の通行」とは 
  道路交通法第 2 条第 1 項第 8 号に規定する車両のほか、人の通行や車椅子の通行、軌道敷

の鉄道車両の通行も含まれます。 
◆「改修その他の整備」とは 

改修のほか、補修、修繕のことをいう。 
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◆「据付けの方法の改善その他の必要な措置」 
  自動販売機の据付方法を改善するほか、補強あるいは撤去することが必要な場合も考えら

れます。 
 
【趣旨】 
 本条の規定は、第 13 条と同様に、 
(1) 第 1 項（落下危険物）関係 

過去の地震災害や台風や集中豪雨による風水害発生時において、建築物の外壁部材、窓ガラ

ス等が落下しています。阪神・淡路大震災や台風などでも、多数の建築物の外壁材や看板等が

落下しており、死傷事故の発生又は緊急交通の阻害要因になる可能性が高いことから、本項で

は、建築物の所有者又は広告塔等の所有者、管理者又は設置者に対して、災害による落下を未

然に防止するよう努力義務を課すこととしました。 
  阪神・淡路大震災では、建築物の窓ガラス、タイル張り及びモルタル塗り等の外壁などの非

構造部材の脱落、破損が、構造体の破損に比べて広い範囲で見られました。これらの落下によ

る死傷事故の発生については、未明の地震発生であったため目立っていませんが、人の活動が

盛んな時間帯であれば多くの死傷事故が生じることが予想されます。 
  建築基準法第 8 条は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努

めなければならないと規定しており、建築物の一部をなす、又は建築物に附属する落下危険物

もこの適用を受けることとなりますが、このことの重要性に鑑み、本条例でより明確にするこ

ととしました。 
 
(2)  第 2項（ブロック塀等）関係 

過去の地震災害時において、ブロック塀等の
そ せき ぞう

組積造の塀の倒壊による死者が発生し注目を浴

びたのは、宮城県沖地震（昭和 53 年）です。死者 28 人のうち 18 人がブロック塀、石塀など

による圧死者でした。また、阪神・淡路大震災でも多数のブロック塀が倒壊しており、死傷事

故の発生又は緊急交通の阻害要因になる可能性が高いことから、本項では、ブロック塀等の所

有者等に対して、台風など強風や洪水等に伴うことも併せ、倒壊又は転倒を未然に防止するよ

う努力義務を課すこととしました。 

ブロック塀等の倒壊は、道路を通行する者に対し非常に危険であることから、単に補強する

だけでなく、除却や生け垣への転換等による安全確保が必要な場合もあります。 

阪神・淡路大震災では、ブロック塀等の倒壊が多数ありました。ブロック塀等の倒壊につい

ても、人の活動が盛んな時間帯であれば宮城県沖地震と同様に、多くの死傷事故が生じること

が予想されます。 

建築物に付属するブロック塀等は建築基準法第 8条の適用を受け、常時適法な状態に維持す

るよう努めなければならないとされていることから、その重要性に鑑み、条例でより明確にし
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たものです。 

また、本項では、建築物に付属しないブロック塀等についても、建築基準法の対象のブロッ

ク塀等と同様に、安全性の確保の努力を義務づけています。 

(3)  第 3項、第 4項（自動販売機）関係 

地震災害時に屋外に設置されている自動販売機が転倒し、死傷事故の発生又は緊急交通の阻

害要因になる可能性が高いことから、自動販売機を設置しようとする者に対して、地震による

転倒を未然に防止するよう努力する義務を課すこととしました。 

阪神・淡路大震災では、多数の自動販売機が転倒したこと及び自動販売機で購入中の方 1

名が死亡したことが判明しています。自動販売機の転倒による死傷事故の発生については、人

の活動が盛んな時間帯であれば多くの死傷事故が生じることが予想されます。また、比較的幅

の狭い道路では、転倒した自動販売機が発災時の緊急車両等の通行に支障を及ぼすことが考え

られます。 

日本自動販売機工業会の調べによると、阪神・淡路大震災の被災地区（神戸市、西宮市、尼

崎市、宝塚市、芦屋市、淡路島）に設置されている自動販売機（124,100 台）のうち、8,230

台が倒壊、焼失し、17,650 台が転倒・損壊しており、倒壊・転倒等の被災率は 20.9％となり

ます。内訳としては、屋外設置ものが、21.4％、屋内設置のものは 20.0％の自動販売機が転

倒したものと推定されています。 

自動販売機の据付け基準としては、工業標準化法（昭和 24 年法律第 185 号）に基づく日本

工業規格（JIS）の「自動販売機の据付け基準」がありますが、これは JIS を表示したいもの

が守るべき任意の基準であり、義務化したものではありません。 

 
【解釈】 

(1) 第 1 項は、落下危険物の所有者又は管理者に対して、落下危険物の安全性の確保について努

力義務を規定しています。 

災害発生時の落下危険物による被害防止のため、建築物の所有者及び広告塔等の所有者又は

管理者及び設置者は、その落下危険物について、必要に応じて点検し、改修等の対策を講ずる

よう努力義務を課しています。 

ここで規定する対象者は、建築物については所有者であり、広告塔、装飾塔、広告板その他

建築物の屋外に取り付けられているもの（以下「広告塔等」といいます。）については所有者

又は管理者及び設置者です。 

「落下危険物」とは、建築物の外壁タイル、屋外に面している窓ガラスその他これらに類す

る建築物の部分及び広告塔、装飾塔、広告板その他建築物の屋外に取り付けられている物であ

り、いずれも建築物の一部をなしているか、建築物に付属していて落下する可能性のある物を

想定しています。 

落下危険物の構造耐力については、建築基準法第 20 条で「建築物は、自重、積載荷重、積

雪荷重、風圧、土圧、及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対し安全な構造でなければ
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ならない。」と規定されています。 

また、同法施行令には次のように定められています。 

・建築基準法施行令 第 39 条第 1項 

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装

飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によ

って脱落しないようにしなければならない。 

・建築基準法施行令 第 39 条第 2項 

屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土

交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。 

 

(2) 第 2項は、ブロック塀等の所有者又は管理者に対して、ブロック塀等の倒壊や転倒に対する

安全性の確保についての努力義務を課しています。 

災害発生時におけるブロック塀等の倒壊又は転倒等による被害防止のため、その所有者等に

対して、設置しているブロック塀等をその劣化の進み具合等、その状況に応じてブロック塀等

の状態を点検するとともに耐震上の観点から必要な改築、補強、撤去等を行う努力義務を規定

しています。 

建築物に付属するブロック塀等の構造耐力については、建築基準法第 20 条で「建築物は、

（略）並びに地震その他の震動及び衝撃に対し安全な構造でなければならない。」と規定され

ており、同法施行令において「（補強コンクリートブロック造の）塀（第 62 条の 8）」又は「組

積造のへい（第 61 条）」として、具体的な技術的基準が定められています。 

改修その他の整備とは、地震に対する安全性の確保を目的とした改築、修繕及び撤去等をい

い、撤去した後の生け垣への転換等安全性を確保するための措置を含みます。 

(3) 第 3 項は、屋外（軒下を含みます。）に設置する自動販売機について、転倒又は倒壊などに

よる人命等への危害の防止及び緊急車両等の通行の阻害の防止のため、自動販売機を据え付け

ようとする者に対し、規則で定める自動販売機の据付け基準に適合させる努力義務を規定して

います。 

自動販売機のうち屋外に設置される自動販売機が規制対象となります。屋内及び屋上に据付

けられる自動販売機については、その建築物の管理責任の関係あるいは、緊急車両の通行の阻

害のおそれが少ないそれらの自動販売機について耐震基準が定められていない等の理由で本

条例の対象とする自動販売機から除くこととしています。屋内及び屋上に設置する自動販売機

の据付けについては、本条例に規定していませんが、据付けようとする者により、利用者の安

全を自主的に図ることを期待しています。 

「規則で定める自動販売機の据付け基準」は、工業標準化法の規定による日本工業規格（JIS）

の自動販売機の据付け基準 B8562 としています。ただし、この基準により難い場合においては、

この基準によるものと同等以上の据付けの安全性が確保される基準とすることとしています。 

従来、事業者が守るべき自動販売機の耐震性の安全対策について、法的基準が定められてい
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ないため、県条例により県内で統一して、日本工業規格の自動販売機の据付け基準を基準とし

て据付けるよう努めなければならないことを定めたものです。 

 

(4) 第 4項は、既に設置されている自動販売機についても地震に対する安全性の確保を規定した

ものです。 

新たに設置する場合については、前項の規定により規則で定める自動販売機の据付け基準に

より設置されることとなりますが、既設の自動販売機の安全基準が無いため、本項により別に

規定することとしています。 

改善の基準は定めていませんが、基本的に新設の基準である日本工業規格の自動販売機の据

付け基準と同等以上の安全性が必要であることは、言うまでもありません。 
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（文化財等の安全性の確保） 

第十八条 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の規定により重要文化財とし

て指定された建築物その他の規則で定めるもののうち、倒壊等により人の生命、身体若

しくは財産を害し、又は車両等の通行を妨げるおそれのあるもの（以下この条において

「文化財等」という。）の所有者又は管理者は、当該文化財等について、災害に対する安

全性を確保するため、文化財保護法その他の法令及び条例の規定に違反しない限りにお

いて、改修その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 
【三重県防災対策推進条例施行規則】 
（条例第十八条の対象となる建築物等） 

一 文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 27 条第 1項の規定により指定された重

要文化財、同条第 2項の規定により指定された国宝、同法第 56 条の 2第 1項の規定に

より登録された有形文化財、同法第 56 条の 10 第 1 項の規定により指定された重要有

形民俗文化財、同法第 69 条第 1 項の規定により指定された史跡及び名勝、同条第 2

項の規定により指定された特別史跡及び特別名勝並びに同法第83条の3第1項若しく

は第 2 項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区又は同法第 83 条の 4 第 1

項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の区域内にあるものであっ

て、同法第 2条第 1項第 5号に規定する伝統的建造物群を構成しているもの 

二 三重県文化財保護条例（昭和 32 年三重県条例第 72 号）第 5条第 1項の規定により

指定された三重県指定有形文化財、同条例第 27 条第 1項の規定により指定された三重

県指定有形民俗文化財並びに同条例第35条第1項の規定により指定された三重県指定

史跡及び三重県指定名勝 

三 市町の文化財保護に関する条例の規定により指定され、又は登録された文化財 
 

 
【用語解説】 

◆「所有者又は管理者」とは 
  第 13 条と同様、県民だけではなく、事業者も含まれます。また、公法人についても、当然

に同様に努力義務があるものと解されます。 
◆「建築物その他の規則で定めるもの」とは 

文化財保護法により指定された国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡、史跡、

特別名勝、名勝、伝統的建造物群保存地区、重要伝統的建造物群保存地区、登録有形文化財、

三重県文化財保護条例により指定された県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財、県指定

史跡、県指定名勝、市町の文化財保護に関する条例により指定又は登録された文化財である

建築物又は工作物をいいます。（別途規則で定めています。） 
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◆「倒壊等」とは 
倒壊のほか、全壊、半壊、一部損壊をいいます。 

◆「車両等の通行」とは 
道路交通法第 2 条第 1 項第 8 号に規定する車両のほか、人の通行や車椅子の通行、軌道敷

の鉄道車両の通行も含まれます。 
◆「改修その他の必要な措置」とは 

改修のほか、撤去、立入禁止措置などをいいます。 
 
【趣旨】 

文化財等の所有者又は管理者は、災害による文化財等の倒壊、崩壊等による人的被害を防止す

るため、その安全性の確保に努めるべきことを規定しています。 
文化財保護法等の規定によって指定された国宝、重要文化財等の文化財である建築物の一部は

建築基準法の規定の適用を除外されているため、それらの建築物には建築基準法の耐震基準を

満たさないものがあります。これは伝統的な建築工法や建築様式を含めて歴史上又は芸術上の

価値を認められた文化財として存在するため、やむを得ない面もありますが、災害による人的・

物的被害は文化財も例外なく生ずるため、伝統的な建築工法や建築様式などを守りながらも耐

震補強、落下物の防止、消火及び避難誘導の実施体制の整備などの災害予防の措置を講ずるこ

とを求めています。 
また、文化財は人類共通の貴重な文化遺産でもあるため、災害で破壊されてしまうと復元でき

なくなる可能性もあり、災害に対する安全性を高めることで、後の世代に引き継いでいくこと

も重要です。 
【解釈】 

(1) 本条は、文化財等の所有者又は管理者に、災害に対する安全性の確保に努めることを規定し

たものです。 
安全性の確保とは、文化財等の耐震化、落下防止等のための建築物や設備などの改修・補

強、消火設備の整備による出火対策、延焼の防止等のハード面の対策のほか、観覧者の危険

区域への立ち入り制限や避難誘導等のソフト面の対策も含みます。 
なお、不特定多数の人が集まる建築物の地震に対する安全性の確保を規定する法律として、

耐震改修促進法がありますが、この法律は、文化財等である建築物の一部を適用の対象外と

しています。 
(2) 文化財保護法及び三重県文化財保護条例では、指定された文化財の管理・修理は所有者又は

管理者が行うものとしています。一方、国・県は、所有者又は管理者が管理・修理について

多額の経費を要しその負担に耐えない場合には補助金を交付する財政的支援を、また、求め

に応じて技術的支援を行うことが規定されています。 
文化財の耐震化等の改修・補強は保存修理事業に併せて施工される場合が一般的です。ま

た、火災等の二次災害防止のために消火設備の整備等の防災事業も必要です。国・県指定の
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文化財の保存修理事業や防災事業は、国あるいは県の補助事業として実施することも可能で

すので、予め市町を通じて県に協議を行ってください。 
(3) 指定された文化財建造物は、様々な部位にわたって意匠的・芸術的・歴史的・学術的な価値

が認められているものであるため、一律的な基準で改修を行うことは適切ではありません。 
国・県と緊密な連絡・協議を行い、個々の建造物の特性を踏まえた上で、耐震診断等をもと

に、耐震化等の改修・補強を含めた修理計画を策定する必要があります。原則的には、文化

財としての価値を損なわない範囲で必要な補強が可能な場合には改修・補強を実施し、補強

等を行うことにより主要な文化財的価値を失ってしまうなど、やむを得ない場合は立ち入り

を制限するなどの措置を行う必要があります。 
文化財建造物の耐震化等の安全確保に関しては、次の指針等を参照してください。 

「文化財建造物等の地震時における安全確保に関する指針」平成 8年 1月 17 日文化庁文化財

保護部長裁定 

「重要文化財(建造物)耐震診断指針」平成 11 年 4 月 8日文化庁文化財保護部長裁定 

「重要文化財（建造物）所有者診断実施要領の策定について」平成 11 年 4 月 8日文化庁文化

財保護部建造物課長通知 

「重要文化財（建造物）耐震診断指針に基づく基礎診断実施要領の策定について」平成 13 年

4 月 10 日文化庁文化財部建造物課長通知 

「重要文化財(建造物)保存活用計画策定指針」平成 11 年 3 月 24 日文化庁文化財保護部長裁

定 

「文化財保存・管理ハンドブック 建造物編」文化庁文化財保護部建造物課監修、(社)全国

国宝重要文化財所有者連盟編、平成 6年 10 月 
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（適正な森林の管理） 

第十九条 森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者は、災害に強い県土の形

成を図るため、適正に森林を管理するとともに、県、市町及び国が推進する治山のため

の対策に積極的に協力するよう努めなければならない。 

 
◆「森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者」とは 
  「三重の森林づくり条例」に規定する「森林所有者等」に該当します。 
  当該条例においては、この「森林所有者等」に森林の整備及び保全を図ること、県が実施

する施策への努力義務規定を課しています。 
◆「治山のための対策」とは 

森林法第４１条に規定する保安林の指定目的を達成するために行う保安施設事業等をいい、

森林の維持・造成に必要な治山ダム工や植林・間伐等の森林整備を含みます。 
  
【趣旨】 
 風水害や地震による土砂災害を防ぎ災害に強い県土の形成を図るため、適正な森林管理を行

うとともに、県、市町、国が推進する治山のための対策に積極的な協力を行うよう努力義務規

定を課しています。 
 
【解釈】 
(1) 風水害においては、山腹の崩壊による土石流など土砂や木の流出による被害があり、また、

地震においても土砂崩れなどの大きな被害をもたらすことが多くなります。 
  地震による現象の中には、四川大地震や岩手・宮城内陸地震で注目を浴びた「河道閉塞」

があります。これは、地震によって起こった山腹の崩壊等により流水がせき止められる現象

で、構造的に脆弱なことから容易に崩壊し、土石流や泥流となって下流域に多大な被害を招

きます。   
  このような被害を 小限に抑えるには、日頃から適正な森林管理や治山対策を行う必要が

あります。 
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第２節 自主防災組織の責務 
 
（防災意識の啓発） 

第二十条 自主防災組織は、防災意識の啓発及び高揚を図るため、地域住民に対して、防

災訓練等を行うとともに、その構成員を地域住民等、県、市町及び防災関係機関が行う

防災訓練等に積極的に参加させるよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「防災訓練等」とは 

防災訓練、防災対策に関する研修会、講演、シンポジウムなどをいいます。 
 
【趣旨】 
自主防災組織は、防災訓練、防災対策に関する研修会・講演などを行うよう努め、構成員であ

る住民に対し、県、市町、防災関係機関や防災ボランティアなどが行う防災訓練や防災対策に

関する情報提供や参加の必要性の周知などに努めることを規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 地域の防災力の中核は、自主防災組織が担っています。平成 21 年 1 月 1日現在、県内には、

3,558 の自主防災組織が結成（結成率 91.1％）されており、様々な自主的な防災活動が行わ

れているところです。この活動を一層充実させることで、「共助」が促進され、さらに自主防

災組織の活動から地域住民の一人ひとりの意識が高まり、「自助」も促進されることが期待で

きます。このため、その組織及び活動が充実するよう、市町村や国と連携を図り支援してい

く必要があります。 

また、阪神・淡路大震災では、消火や救出救助、避難所生活等の様々な場面で、それぞれ

の被災地に自然発生的にリーダーとなる人が現れて、大きな力を発揮しました。突発災害の

場合はそうした自然発生的な対応もやむを得ませんが、県では、自主防災リーダーの育成や

防災コーディネーターの育成を行ってきました、これらの人材を活かし、地域防災力の向上

を図っていただきたいと考えています。 
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（地形等災害関連情報の確認等） 

第二十一条 自主防災組織は、地域住民等、県、市町及び防災関係機関が提供する地形等災害

関連情報を確認し、かつ、防災対策に関する情報を活用するとともに、当該地形等災害関連

情報に応じた避難場所、避難経路及び避難方法をあらかじめ把握しておくよう努めなければ

ならない。 

２ 自主防災組織は、地形等災害関連情報、避難場所、避難経路及び避難方法を掲載した地図

を作成するとともに、地域住民にその内容及び活用方法を周知するよう努めなければならな

い。 

 
【用語説明】 
◆「当該地形等災害関連情報」とは 

 「当該地形等災害関連情報」とは、単にその地域内を意味するのではなく、関連する地域

に関する情報も含みます。例えば、水害に関する上流域の情報についても含まれます。 
◆「防災対策に関する情報」とは 
  災害予防対策、災害応急対策、災害復旧復興対策に関する情報をいいます。 
  これらは、災害そのものに関する情報ではなく、対策に関する情報を指し、例としては気

候条件（予防対策、応急対策に関する情報に該当します。）や社会的条件（各対策を行う上で

必要な情報となります。）がこれに含まれます。 
◆「地形等災害関連情報、避難場所、避難経路及び避難方法を掲載した地図」 
  これは、自主防災組織が行う活動、住民の避難のために必要な情報が掲載された地図です。 
 
【趣旨】 
 自主防災組織は、県、市町など公的機関だけではなく、地域の事業所や地域住民が提供する

地形等災害関連情報（地形、地質、過去の災害、予測される被害についての事項）を確認し、

防災対策に関する情報を活用し、防災対策を行うことが重要です。 
 また、特に避難に関する事項については、あらかじめ把握しておくとともに、住民への周知

に努めることも規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 自主防災組織は、県、市町、防災関係機関や地域住民、事業者が提供する地形等関連情報を

把握し、また防災対策に関する情報の活用により、防災対策を進めていく必要があります。 
(2) また、避難に関する事項（避難場所、避難経路、避難方法）については、地形等災害関連情

報とともにあらかじめ把握し、これらを住民に周知するよう努めなければならない旨を規定し

ています。
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（物資及び資機材の備蓄等） 

第二十二条 自主防災組織は、火災の発生の防止、救出、応急手当その他の災害が発生した場

合の応急的な措置に必要な物資及び資機材を備蓄し、整備し、又は点検するよう努めなけれ

ばならない。 

 
【用語解説】 
◆「火災の発生の防止、救出、応急手当その他の災害が発生した場合の応急的な措置」とは 
  火災の発生の防止、救出、応急手当のほか、避難所の運営、災害時要援護者への避難支援

などをいいます。  
 
【趣旨】 
 自主防災組織は、災害発生時等の応急対策に資するため、応急的な措置に必要な物資及び資

機材の備蓄、整備、点検を行うよう努力義務規定を課しています。 
 
【解釈】 
(1) 自主防災組織は、災害発生時等に火災の発生の防止、救出、応急手当などの措置を行う努力

義務があり、これを実現するためには物資や資機材を備蓄・整備するだけでなく、日頃から点

検しておくことが重要です。このことから本条例では、この重要性に鑑み、努力義務を規定し

ています。 
なお、自主防災組織については、県は市町と連携し、昭和 57 年度から自主防災組織の組織

づくりの運動を幅広く展開するため、自主防災組織リーダー研修会等を開催し、翌年の昭和

58 年度からモデル地域等への資機材整備の補助事業を実施し、自主防災組織の設置育成及び

既存組織の活性化を図りました。 
また、平成 14 年度から平成 18 年度まで、自主防災組織の活性化に係る補助事業へと移行

し、自主防災組織による研修や訓練等の充実を図りました。 
現在は、すべての地域での防災力の向上を目指し、優良事例の紹介やリーダの育成を行って

います。 
なお、津波危険地域等においては、物資・資機材の備蓄・整備について、県・市町で補助を

行っており、さらに地域安心安全ステーション整備事業など国等の補助制度もあります。
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（災害時要援護者への支援体制） 

第二十三条 自主防災組織は、あらかじめ、県、市町、防災関係機関及び災害時要援護者にか

かわる団体と連携して、災害発生時等における地域の災害時要援護者の情報収集及び避難の

支援を行うための体制を整備するよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「避難」とは 
 避難及び避難生活を指します。 

 
【趣旨】 
 災害発生時等の災害時要援護者の避難支援については、自主防災組織の協力が不可欠であり、

県、市町、防災関係機関及び災害時要援護者にかかわる団体と連携して行うことが重要です。 
 これは、災害発生時等に支援体制がすぐに確立できるわけではなく、あらかじめ関係者が支

援体制について協議し、整備しておくことが重要なことから、本条例においてはこの重要性に

鑑み、努力義務を規定しました。 
 
【解釈】 
(1) 災害発生時等には、災害時要援護者への支援が必要となります。これらの支援は、自主防災

組織の力が重要になることはもちろんですが、行政、災害時要援護者にかかわる団体（例えば、

介護保険事業者や障がい者（児）施設など）などとの連携も必要です。これらの連携は、あら

かじめ関係機関が協議し、その支援の体制を話し合っておくことが重要なことから努力義務を

規定しました。 
(2) 災害時用援護者に対する個人情報に関する課題としては、平成 18 年 12 月に内閣府(防災担

当)の考え方として下記のとおり示されています。 

  ① 市町村において、要援護者一人ひとりの避難支援プランを策定していくためには、まず

は主として福祉部局が有する（福祉目的のために取得した）要援護者に係る個人情報を（防

災目的のために）防災部局が共有することが必要となる。 

さらには、災害時に要援護者の避難支援に直接携わる消防団員や自主防災組織といった

行政外の第三者への情報提供も必要となると考えられる。 

② このような関係機関の間での要援護者情報の共有について、市町村の現場では、個人情

報保護との関係で少なからず戸惑いが見られるのが現状であり、これが要援護者対策の

取組みを進めるに当たっての大きな課題となっている。 

③ この点については、内閣府（防災担当）としては、福祉目的で入手した個人情報を本人

の同意を得ずに避難支援のために利用することや、避難支援に直接携わる民生委員や自

主防災組織等に提供することについては、要援護者との関係では、基本的に「明らかに
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本人の利益になるとき」にあたるものと考えており、各地方公共団体に対しては、この

旨をガイドラインに明記し、要援護者情報の避難支援のための目的外利用・第三者提供

について積極的に取り組んでいただくよう促しているところである。 

④ なお、地方公共団体における個人情報の取扱いについては、個人情報保護条例で規定さ

れており、団体によって様々な規定ぶりとなっている。 

国の個人情報保護法の規定のように「明らかに本人の利益になるとき」に目的外利用、

第三者提供が可能という規定を置いているところもあるが、そのような規定を置いてい

ないところでも、「保有個人情報を提供することについて個人情報保護審議会の意見を

聞いて特別の理由があると認められるとき」などの規定が置かれており、こうした規定

を適切に運用すれば、要援護者情報の共有、提供は可能であると考えている。 

また、東京都渋谷区の取組みのように、要援護者情報を防災関係機関が事前に共有で

きるように、震災対策総合条例を改正して、目的外利用や第三者提供を認める旨の明文

の規定を置くという動きも見られます。
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（避難の勧告等への対応の準備） 

第二十四条 自主防災組織は、法令に基づく避難の勧告若しくは指示又は避難準備情報の発表

があった場合に地域住民の避難が円滑に行われるようあらかじめ構成員の役割分担その他

の災害予防対策を実施するよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 

◆「法令に基づく」とは 

  「避難の勧告」「避難の指示」については、災害対策基本法のほかに水防法・警察官職務執

行法・地すべり等防止法によるものがあります。 

◆「あらかじめその構成員の役割分担その他の災害予防対策」とは 

  避難訓練、日頃からの災害時要援護者に関する情報の把握などをいいます。 

 

【趣旨】 

 災害発生時等には、市町長などから避難の勧告、避難の指示又は市町村長による避難情報の

発表がなされますが、この勧告・指示等ついて、住民の意識は低く、必ずしも勧告・指示への

対応は十分とは言えません。 

 これらの情報をおろそかにすると被害の拡大を招き、支援が必要な方々へ必要な支援が届か

ない事への一因となります。これらの住民の対応の必要性については、後の第 52 条で触れます

が、本条においては、これらの情報が発表された場合に備え、地域の住民の避難が円滑に行わ

れるために、自主防災組織の構成員の役割分担や避難訓練の実施、災害時要援護者に関する情

報の把握などを事前に行っていくことを努力義務として規定しています。 

 

【解釈】 

(1) 災害対策基本法第 60 条に規定する市町村長の避難の指示等については、それまでの水防法

（都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者）、地すべり等防止法（都道

府県知事又はその命を受けた吏員）、警察官職務執行法（警察官）だけの規定では、市町村長

に権限がないこと、事前避難のための立ち退きの勧告について規定がないこと等の不備がみら

れたため、住民にもっとも身近な市町村長に災害全般についての避難の勧告又は指示の権限を

与えるとともに、被災等により市町村が事務を行えない場合には都道府県知事が代行しうるこ

ととして、住民の生命・身体の保護に万全を期するため規定されました。 

 
(2) また、避難準備情報については、その基準は各市町村の地域防災計画により定めることとさ

れており、これに基づいて、災害時要援護者に対しては、避難行動の開始を、その他住民につ

いては、避難のための準備を行うために発表される情報です。 
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(3) これらの情報に円滑に対応するためには、事前に、避難の支援など、自主防災組織の構成員

の役割分担を決めておくこと、災害時要援護者に関する情報について把握しておくことが重

要となります。このことの重要性に鑑み、本条では努力義務を規定することとしました。 
(4) 平成 16 年の一連の風水害では、避難勧告等の発令や高齢者等の避難体制の整備等の課題が

明らかとなったことから、国では有識者等からなる検討会を設置し、「避難勧告等の判断・伝

達マニュアル作成ガイドライン」（17 年 3 月）を取りまとめられ、また三重県においても「三

重県版 避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を作成し、市町の取組の促進に努めていると

ころです。 
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第３節 事業者の責務 
 
（事業所内の安全の確保等） 

第二十五条 事業者は、災害が発生した場合に備え、事業所内の人の生命及び身体の安全を確

保するための対策を実施するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、災害発生時等に備え、事業所の施設及び設備の災害に対する安全性の確保、飲

料水、食料、医薬品等の備蓄並びに応急的な措置に必要な資機材の整備に努めなければなら

ない。 

３ 事業者は、その規模及び業態に応じて事業を継続するための計画又は早期に復旧するため

の計画を策定するよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「飲料水、食料、医薬品等」とは 

 飲料水、食料、医薬品のほか生活必需品をいいます。 
◆「事業所の施設及び設備」とは 

事業所の施設、設備のほか、家具、材料・製品・資機材の置き方などをいいます。 
 
【趣旨】 
 第 1 項は、事業者の「自助」について規定しています。 
 災害発生時等に備え、事業所内の人（従業員、来客者など）の生命及び身体の安全を確保す

るために、施設・設備の災害に対する安全性を確保することを規定しています。 
 第 2 項においては、事業者の「自助」「共助」の観点から飲料水、食料、医薬品等の備蓄や資

機材の整備について努力義務を規定しています。 
第 3 項においては、事業者の「自助」及び社会的な責任の観点から、事業継続計画（BCP）

の策定を行うよう努力義務を規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 事業者が負うべき社会的責任としては、次のようなことが考えられ、すべての事業者が対策

をとることが求められます。 
  ①従業員や顧客の安全の確保（第 1 項） 
  ②周辺地域への二次災害の発生源にならないこと（第 1 項、第 2 項） 
  ③保有する財産の保全を図ることにより、社会経済への悪影響を防止すること（第 1 項、

第 2 項） 
  ④地域の自主防災活動との協調を図ること（第 27 条） 
(2) 第 1 項は、建築物の倒壊、材料や製品の荷崩れ、火災等に関する危険から事業所内にいるす

べての人（従業員、来客者など）の生命又は身体を守ることが必要です。そのために、日頃
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から管理する施設、設備の災害に対する安全対策を進めることを規定しています。 
 

(3) 第 2 項では、事業所内の人の安全の確保のために必要な飲料水、食料、医薬品等の備蓄及び

応急的な措置に必要な資機材の整備について努力義務を規定しています。 
 
(4) 第 3 項では、事業継続計画（BCP）の策定について、努力義務を規定しています。 

事業者は、物の製造・販売や、サービスの提供などの経済活動等を行う立場としての社会

的な責任を有すると同時に、従業員の雇用など、事業の中断によって地域、業界に与える影

響は大きなものがあります。このことは、中越沖地震においての自動車部品メーカーの被災

で国内の各自動車メーカーの生産活動に大きな影響を与えたことは記憶に新しいところです。 
  このような影響を 低限におさえるため、「自助」「共助」双方の観点から、起こりうる災

害を想定し、リスク分析し、いかに事業を継続するか又は早期に復旧するかを事前に考えて

おく必要があります。これらの手法については、内閣府（防災担当）などでも研究がなされ、

ホームページなどにガイドラインが公表されています。 
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（防災教育の実施等） 

第二十六条 事業者は、従業員に対して、防災教育を実施するとともに、防災訓練等への参加

の機会を確保するよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「防災訓練等」とは 

防災訓練の他、研修会、講演、シンポジウムなどをいいます。 
 
【趣旨】 
 本条では、従業員に対しての防災教育の実施等について規定しています。 
 また、従業員に対して、事業所内で行われるものはもとより、従業員が居住する地域の防災

訓練への参加、また研修会等への参加の機会について確保するよう規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 事業者が防災対策を進めるに当たっては、従業員に防災に対する正しい知識を身につけさせ、

防災意識の高揚を図ることが重要です。また、自ら事業所内での防災訓練や防災研修を行うこ

とはもとより、地域で自主的に行われる防災訓練に参加・協力するとともに、県、市町、自主

防災組織、地域住民等が実施する研修や訓練にも参加させる機会を確保するよう努めるべきこ

とを規定したものです。
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（地域の災害予防への寄与） 

第二十七条 事業者は、地域住民等及び自主防災組織と連携して、従業員の防災訓練等への参

加その他の地域における災害予防に寄与するよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「地域住民等」とは 

地域住民の他、地域内の事業者、防災ボランティアその他防災活動を行う団体をいいます。 
◆「従業員の防災訓練等への参加その他の地域における災害予防」とは 

従業員が、防災訓練、研修会のほかタウンウォッチングや避難計画の検討などの地域の防

災活動の参加することによる地域における災害予防への寄与を指します。 
 
【趣旨】 
 本条は、事業者が、地域社会の構成員であるとの観点から、地域住民等及び自主防災組織と

連携して、従業員を地域で行われる防災訓練に参加させるなど、地域の災害予防に協力するこ

とに努めるよう規定したものです。 
 
【解釈】 
(1) 第 26 条が、事業所内や従業員のことを規定しているのに対し、本条では地域社会の構成員

の立場における努力義務について規定しています。 
  災害発生時等に地域の構成員として、応急対策などに当たるためには、地域で行われる防災

訓練への参加などを通じ、「顔のみえる」関係を平常時から築いていく必要があります。この

ことの重要性に鑑み、本条では努力義務を規定しました。 
 
(2) 企業の地域貢献については、災害対策基本法第7条の「地方公共団体の住民は、自らの災害

に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するよう

に努めなければならない」規定されており、住民には企業等の法人も含まれると解釈されて

います。 
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（生活に不可欠な施設等の安全性の確保） 

第二十八条 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設若しくは処理施設

又は電気通信事業の用に供する施設（第四十三条及び第五十九条において「生活に不可欠な

施設」という。）の所有者、管理者、設置者又は占有者は、当該施設及びこれに附帯する設

備について、災害に対する安全性を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

 
【用語解説】 
◆「その他の供給施設若しくは処理施設」とは 

例示のもののほか、工業用水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設をいいます。 
 
◆「所有者、管理者、設置者又は占有者」とは 

施設の所有者、管理者又は占有者である水道事業者、電気事業者、事業用電気工作物を設

置する者、一般用電気工作物の所有者及び占有者、ガス事業者、下水道管理者、電気通信事

業者をいいます。 
 

 
【趣旨】 
水道、電力、ガス、下水道、通信などのライフライン施設は、日常生活に不可欠な施設であり、

災害により供給が遮断されると、たちまち当該区域住民の生活に支障をきたします。 
このため、これらの施設については、災害が発生した場合にも容易に被害が発生しないように、

特に耐震性などの安全性を高めておく必要があります。 
 

【解釈】 

(1) 水道、電力、ガス、下水道、通信などのライフライン施設の管理者に対し、災害に対する安

全性を確保する責務を課しています。 

災害に対する安全性を確保する方策としては、それぞれが管理する施設自体の耐震性を強化

することはもちろん、風水害等にも備え、代替ルートやバックアップの確保、応急復旧体制の

確立も必要となります。 
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（危険物取扱施設等の安全性の確保） 

第二十九条 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七号に規定する危険物、

高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定する高圧ガス、火薬類取

締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一項に規定する火薬類、毒物及び劇物

取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項及び第三項に規定する毒物、同条

第二項に規定する劇物その他これらに類する危険物又は有害物質のうち、災害が発生し

た場合に人の生命、身体又は財産を害するおそれのあるもの（第五十四条第二項第六号

において「危険物等」という。）を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設及び設備の所有者、

管理者又は占有者は、当該施設及び設備について、災害に対する安全性を確保するため、

必要な措置を講じなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「その他これらに類する危険物又は有害物質」とは 

高圧ガス以外の可燃性ガス、消防法第９条の４に規定する指定可燃物及び感染性の強い病

原体や毒素をいいます。 
 
【趣旨】 
災害発生時には、危険物や有害物質が大惨事を引き起こす可能性があります。 

平成 15 年 9 月 26 日に発生した「2003 年十勝沖地震」の際に苫小牧で発生したタンク火災は、

人的被害には至らなかったものの、地震により引火性物質の貯蔵施設が一部損壊し、発火し、

鎮火までに数十時間を要することとなりました。 

こうした事態を引き起こさないために、本条例では、危険物や有害物質の管理者に災害に対す

る安全性の確保に努める責務を明記することとしました。 

 

【解釈】 

(1) 本条は、危険物や有害物質の管理者に、災害に対する安全性の確保に努める責務を規定して

います。 

●危険物に関する規定としては、次のものがあります。 

・ 消防法第 12 条第 1項（同法第 2条第 7号に規定する危険物） 

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、（略）技術上の基準に適合

するように維持しなければならない。 

・ 高圧ガス保安法第 11 条第 1項（同法第 2条に規定する高圧ガス） 

第 1種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が（略）技術上の基

準に適合するように維持しなければならない。 

・ 火薬類取締法第 9条第 1項（同法第 2条に規定する火薬類） 
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製造業者は、その製造施設を（略）技術上の基準に適合するように維持しなければな

らない。 

・ 火薬類取締法第 11 条第 2項 

火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければなら

ない。 

・ 石油コンビナート等災害防止法第 15 条第 1項（同法施行令第 3条第 1項第 5号に規定

する高圧ガス以外の可燃性のガス） 

特定事業者は、その特定事業所に、主務省令で定める基準に従って、特定防災施設等

を設置し、及び維持しなければならない。 

・ 消防法第 9条の 4（同法同条に規定する指定可燃物） 

（略）火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難と

なるものとして政令で定めるもの（以下「指定可燃物」という。）その他指定可燃物に

類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。 

●有害物質に関する規定としては、次のものがあります。 

・ 毒物及び劇物取締法第 11 条第 2項（同法第 2条第 1項に規定する毒物、同条第２項に

規定する劇物） 

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含

有する物（略）がその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、

流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な

措置を講じなければならない。 
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第４節 県の責務及び市町の役割 
 
（防災教育の充実等） 

第三十条 県は、市町及び防災関係機関と連携して、家庭及び地域における防災対策が自主的

かつ積極的に行われるよう学校教育及び社会教育を通じて防災教育の充実を図るとともに、

防災対策に関する広報活動を積極的に実施し、県民の防災知識の向上及び防災意識の高揚に

努めなければならない。 

２ 県は、災害に適切に対応する能力を向上させるため、市町、防災関係機関及び県外の地方

公共団体と連携して、県民、自主防災組織、事業者及び防災ボランティア等の参加を得た防

災訓練等を行わなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「社会教育」とは 
  学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基き、学校の教育課程として行われる教育

活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリ

エーションの活動を含む。）をいいます。 
◆「防災訓練等」とは 
  防災訓練の他、研修会、講演、シンポジウムなどをいいます。 
【趣旨】 
 本条では、県が市町などと連携して行うべき、防災教育の充実や広報活動の必要性及び防災

訓練や研修会等の実施について規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 第 1 項は、防災教育や広報活動により、県民の防災意識の高揚に努めることを規定していま

す。 
  家庭及び地域における防災対策が自主的かつ積極的に行われるようになるには、県民への意

識啓発が非常に重要であり、市町と連携して、防災教育や広報活動を積極的に行っていく必

要があります。特に学校における防災教育は、東南海地震が今後 30 年の間に 60～70%の確率

（算定基準日：平成 21 年 1 月 1 日）で発生することが予想されており、いずれ防災対策の主

役を担うことになる子どもたちの防災知識の向上のために非常に重要と考えています。また、

子どもたちの防災教育を行うことで、これが家庭にも広がっていくことを期待しています。 
 
(2) 第 2 項は、防災訓練を県民参加で実施するよう規定しています。 
   防災力を維持向上させるために各種の防災訓練を実施していますが、県民参加で実施する

ことにより、より実践的な訓練とすると同時に、県民の防災力向上も図ることができるよう

規定しています。 
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   また、広域的な災害を想定し、他の府県と連携して訓練を行っていくことも重要です。
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（職員への防災訓練等） 

第三十一条 県は、災害発生時等において、職員が迅速かつ的確に対処することができるよう

防災訓練等を行い、職員の防災対策に関する職務の習熟及び防災意識のより一層の高揚を図

るものとする。 

 
【用語解説】 
◆「防災訓練等」とは 

防災訓練の他、研修会、講演、シンポジウムなどをいいます。 
 
【趣旨】 
 本条は、災害発生時に職員が迅速かつ的確に対処することができるよう防災対策に関する職

務の習熟及び防災意識のより一層の高揚を図るために防災訓練や研修会などを行うことを規定

しています。 
 
【解釈】 
(1) 県は、災害発生時に、災害対策本部を設置し、応急対策にあたることとなっています。 

この災害対策本部においては、各機関からの情報収集や業務・事務の調整や情報分析、行動

方針の決定など、迅速かつ的確な判断が必要となります。これらの業務を災害時に行うために

は、平常時からの訓練の実施や研修会等を通じた災害態様の理解が必要となります。このこと

について本条では規定しています。
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（災害時要援護者の支援体制の整備） 

第三十二条 市町は、あらかじめ、自主防災組織、防災関係機関及び災害時要援護者にかかわ

る団体と連携して、災害時要援護者の把握及び支援を行うための体制を整備するよう努める

ものとする。 

２ 県は、市町が前項の規定を実施するために必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 
【用語解説】 
◆「災害時要援護者にかかわる団体」とは 

社会福祉協議会、障がい者支援団体、国際交流協会、介護保険事業者、障がい者（児）施

設などが考えられます。 
 
【趣旨】 
 本条では、市町の役割として、災害時要援護者の把握や支援体制の整備について努力義務を

規定しているとともに、県がこれに対して支援を行うことを規定しています。 
 地方分権の立場から、県の条例において、市町の業務について記載するのは異例のことでは

ありますが、防災上重要な事業として、県の支援を規定し、市町と県が協働して対処していく

よう努めることを規定しています。（第 36 条、第 37 条、第 46 条、第 47 条、第 50 条、第 64
条において同じ。） 
【解釈】 
(1) 第 1 項は、市町における災害時要援護者の把握及び支援体制の整備に努めることを規定して

います。 
ただし、災害時要援護者の情報把握については、個人情報を含むことから、災害時要援護者

本人や家族等の関係者から、情報の提供が得られにくい場合が多くあります。 
これらに的確に対処するためには、市町だけではなく、自主防災組織など災害時要援護者に

関わる団体が連携して、支援体制を整備していくことが重要です。 
 
(2) 第 2 項は、災害時要援護者の支援体制の整備に係る県の支援について規定しています。 
  具体的には、関係事業者等に関する研修などの支援、他の自治体の取組に関する情報の提供

などがあげられます。 
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（防災情報の収集及び伝達体制の整備） 

第三十三条 県は、あらかじめ、市町及び防災関係機関と連携して、災害発生時等における被

害、避難その他の必要な事項に関する情報の収集及び伝達の体制を整備するものとする。 

２ 県は、市町と連携して、法令に基づく避難の勧告及び指示並びに避難準備情報の発表に関

する情報の提供について、あらかじめ報道機関との調整を図るものとする。 

 
【用語解説】 
◆「被害、避難その他の必要な事項」とは 
  被害、避難のほか、自衛隊や緊急消防援助隊などの活動状況、政府や県などの対応施策に

関することなどが考えられます。 
 
【趣旨】 
災害応急対策活動を迅速かつ的確に行うためには、被害に関する情報及び復旧状況に関する情

報を、迅速かつ的確に収集し、関係機関へ連絡しなければなりません。これらが、円滑に行わ

れるためには、あらかじめ、市町、国、防災関係機関と連携をとっていく必要があります。本

条においては、このことの重要性に鑑み規定するとともに、特に住民への避難勧告、避難指示、

避難準備情報については、速やかに住民に周知されることが必要なことから、特に報道機関と

の事前の調整についても責務を規定しています。 

 
【解釈】 
(1) 第 1 項は、情報の収集伝達体制の整備について規定しています。 
   災害発生時に迅速かつ的確な情報の収集伝達を行うためには、関係機関相互による重要な

情報の共有、または伝達方法・体制をあらかじめ確認しておくことが必要です。 
   また、情報の収集についても、起きうる災害を想定し、体制を整備しておくことが必要で

す。県では関係市町から被害情報を収集し、インターネットホームページや電子メール等の

身近メディアを用いて提供する「防災情報提供プラットフォーム」の運用を行っています。 
(2 ) 第 2 項は、避難勧告・避難指示・避難準備情報の情報提供について、県が報道機関との調

整を行うことを規定しています。 
   これらの情報については、市町長が発表する情報ですが、これらを的確に住民に周知する

手段として、報道機関を通じての発表は重要な手段の一つです。ただし、報道機関の所管し

ているエリアは、県全域・東海地方全域などであり、これらの調整を各市町で行うには相当

な時間・労力が必要となります。そこで県は、県政記者クラブなどを活用し、市町と報道機

関の間に立って調整を行うべき立場として、責務を規定しました。 
  今後は、報道機関と協議し、地上波デジタル放送など新しい伝達手段への対応に取り組む

必要があります。
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（物資及び資機材の備蓄等） 

第三十四条 県は、災害応急対策（災害発生時等に災害の発生を防禦
ぎょ

し、又は応急的救助を行

う等災害の拡大を防止するための対策をいう。以下同じ。）に必要な物資及び資機材を計画

的に備蓄し、整備し、又は点検する場合には、市町と連携して行うよう努めなければならな

い。 

 
【趣旨】 
 本条では、県が行う物資及び資機材の備蓄・整備又は点検については、市町と連携して行う

ことを規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 災害対策基本法第 49 条において「災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところに

より、(略)災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検

し、(略)」とされており、災害予防責任者はそれぞれ必要な物資及び資機材の備蓄等の責務を

有しています。本条では、それぞれ災害予防責任者である県、市町が備蓄等に関して連携して

行うことを規定しています。 
 
(2) 備蓄について、基本的な備蓄は、市町村において整備されますが、非常時にはそれが不足す

ることも考えられることから、県においても広域防災拠点等に避難所で使用する資機材等の備

蓄を行っています。 

 

(3) 災害対策基本法第 49 条において、「災害予防責任者は、（略）災害応急対策又は（略）に必

要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、（略）しなければならない。」と定めら

れており、その重要性に鑑み、本条においても改めて規定することとしました。 

資機材の整備、物資の備蓄及び整備は、災害の規模により必要量が大きく変わってくること

から、市町だけでは対応しきれないことが考えられます。県は、国その他の防災関係機関等の

協力得ながら、市町と連携して、備蓄し、整備し、若しくは点検することとしています。 

なお、食料及び生活必需品の備蓄は基本的に市町村が行うものとし、県は市町による供給が

不可能であると判断された場合に、流通備蓄等を利用して、供給を行います。 
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（緊急地震速報に関する啓発） 

第三十五条 県は、市町、国及び緊急地震速報（気象業務法施行令（昭和二十七年政令第四百

七十一号）第四条に規定する地震動警報及び地震動予報をいう。以下この条及び第五十二条

第二項において同じ。）にかかわる団体と連携して、緊急地震速報の利用方法について、県

民に啓発を行うよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「緊急地震速報」とは 
 気象庁が、地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や

地震の規模を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を推定し、可

能な限り素早く速やかに知らせる情報をいいます。 

◆「地震動警報」とは 

  気象庁が発表する情報で、 大震度 5 弱以上の揺れが予想されたときに、強い揺れが予想

される地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発表するもの

をいいます。「緊急地震速報」又は「緊急地震速報（警報）」という名称で発表されます。主

にテレビ・ラジオ等で発表される情報はこれに該当します。 
◆「地震動予報」とは 
 大震度 3 以上又はマグニチュード 3.5 以上等と予想されたときに発表するもので気象庁

及び気象業務法第 17 条に基づく許可を受けた事業者が発表する情報をいいます。「緊急地震

速報（予報）」という名称で発表されます。 
 
【趣旨】 
 本条では、緊急地震速報の利用方法について、県民に周知することを規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 平成 19 年 10 月 1 日から緊急地震速報の一般適用が開始されました。 

本条では、緊急地震速報の内容や当該情報が発表された場合の心得など利用方法について、

市町や国（気象庁）、関係団体と連携して県民に周知するよう規定しています。 
 
(2)「緊急地震速報」の利用に当たっては、「周囲の状況に応じ、あわてずに、まず身の安全を確

保すること」とされており、これらの情報を活かすためには以下に掲げることが重要とされて

います。 
１．住宅・建造物の耐震化 

２．家具・什器などの転倒・移動防止 

３．備品の落下防止 
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４．ガラスなどの飛散防止 

５．地震時に身を守るための行動や方法 

６．安全な場所の確認 

７．防災訓練の実施 
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（地形等災害関連情報の収集、提供等） 

第三十六条 市町は、災害が発生した場合に備え、住民、自主防災組織及び事業者が防災対策

を実施することができるよう地形等災害関連情報及び避難に関する情報を収集し、これらを

適切に提供するよう努めるものとする。 

２ 市町は、災害等に関する情報を掲載した地図を作成し、住民にその内容及び活用方法を周

知するよう努めるものとする。 

３ 県は、市町が前二項の規定を実施するために必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 
【趣旨】 
 本条は、市町の役割として地形等災害関連情報及び避難に関する情報の収集及び提供につい

て規定しています。 
 また、災害等に関する情報を掲載した地図（防災地図）を作成し、住民に内容及び活用方法

について周知するよう規定しています。 
 地方分権の立場から、県の条例において、市町の業務について記載するのは異例のことでは

ありますが、防災上重要な事業として、県の支援を規定し、市町と県が協働して対処していく

よう努めることを規定しています。（第 32 条、第 37 条、第 46 条、第 47 条、第 50 条、第 64
条において同じ。） 
【解釈】 
(1) 第 1 項は、住民、自主防災組織及び事業者が防災対策を実施するうえで特に必要な地形等災

害関連情報及び避難に関する情報について、あらかじめ収集し、これらを適切に提供するよう

市町の役割として規定しています。避難に関する情報の具体例としては、避難所の設備に関す

ることや被害想定（被害想定は、地形等災害関連情報に含まれる。）などがあげられます。 
 
(2) 第 2 項については、市町に災害等に関する情報を掲載した地図の作成及び内容、活用方法の

周知について規定しています。災害等に関する情報は、災害に関する情報と防災対策に関する

情報が含まれるので、ほぼすべての情報を指します。 
 
(3) 第 3 項については、第 1 項及び第 2 項の市町の施策への支援を規定しています。たとえば、

管理者として県が保有するハザードマップ、被害想定などの提供、危険箇所の情報共有などが

考えられます。 
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（避難計画の策定） 

第三十七条 市町は、あらかじめ、自主防災組織、県、防災関係機関及び避難計画の策定にか

かわる団体と連携して、法令に基づく避難の勧告及び指示並びに避難準備情報の基準、避難

場所、避難経路、避難方法その他の避難のために必要な事項を定めた避難計画を災害及び地

域の特性に応じて策定するよう努めるものとする。 

２ 県は、市町が前項の規定を実施するために必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 
【用語解説】 
◆「避難計画の策定にかかわる団体」とは 

避難所となっている施設の管理者、大学や研究所、災害時要援護者の支援団体などをいい

ます。 
◆「その他の避難のために必要な事項」 

 避難所運営要領、避難勧告等の伝達方法などをいいます。 
 
【趣旨】 
 本条では、市町の役割として災害態様や地域特性に応じた避難計画を策定することを規定し

ています。 
 第 2 項では、これに対する県の支援についても規定しています。 
 地方分権の立場から、県の条例において、市町の業務について記載するのは異例のことでは

ありますが、防災上重要な事業として、県の支援を規定し、市町と県が協働して対処していく

よう努めることを規定しています。（第 32 条、第 36 条、第 46 条、第 47 条、第 50 条、第 64
条において同じ。） 
【解釈】 
(1) 第 1 項は、市町の役割として災害態様や地域特性に応じた避難計画を策定を規定しています

が、この避難計画には、避難勧告・避難指示・避難準備情報の（判断）基準、避難場所、避難

経路、避難方法やこれに付随する必要な事項が書かれている必要があると考えられます。これ

らは、自主防災組織、地域住民等との連携のもと策定することが必要です。 
 
(2) 第 2 項は、第 1 項の避難計画の策定に関する県の支援について規定しています。 

具体的な支援の例としては、県が保有するハザードマップや被害想定などの情報提供、他の

自治体の取組事例の情報提供、研修の開催などの技術的支援があげられます。
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（津波被害等の対策） 

第三十八条 県は、津波、洪水、高潮、波浪及び浸水により生じる被害（次項において「津波

被害等」という。）の発生が予想される区域において、その管理する堤防、防潮堤、水門、

避難路等の整備及び適正な維持管理に努めなければならない。 

２ 知事は、前項の区域において、津波被害等の発生を防止するため、必要があると認めると

きは、市町及び防災関係機関に対し、当該市町及び防災関係機関が管理する堤防、防潮堤、

水門、避難路等の整備及び適正な維持管理を行うよう求めるものとする。 

３ 県は、市町及び防災関係機関と連携して、津波、洪水、高潮、波浪及び浸水に関する情報

の連絡体制の整備並びに迅速な避難のための啓発を行うよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「津波、洪水、高潮、波浪及び浸水による被害の発生が予想される地域」とは 

津波シミュレーションや（洪水による）浸水想定区域図による浸水予測がされている区域や、

過去の津波や洪水により被害を受けた区域などをいいます。 

津波シミュレーションとは、本県に被害を及ぼす津波を想定し、模擬的計算によって津波の

大きさ、浸水区域を予想する業務で、平成 14～15 年度に実施しています。また、浸水想定区域

図においても模擬的計算により浸水区域を予想しています。 

◆「堤防、防潮堤、水門、避難路等
．
」とは 

堤防、防潮堤、水門、避難路の他、陸閘（堤防、胸壁の前面の漁港、港湾、海浜等を利用す

るために、車両、人が通行可能なように設けた門扉をいいます。）、一次避難施設（津波避難タ

ワー等）などをいいます。 

◆「津波、洪水、高潮、波浪及び浸水に関する情報」とは 

「津波情報」は、津波予報、津波の到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報、津

波観測に関する情報などがあります。 

「津波予報」は、到達する津波の高さに応じて「津波注意報（津波注意）」、「津波警報（津波）」、

「津波警報（大津波）」の３種類が発表されます。 

その他「洪水予報」「水防警報」「避難判断水位情報」「土砂災害警戒情報」などがあります。 

◆「津波、洪水、高潮、波浪及び浸水に関する情報の連絡体制」とは 

津波、洪水等に関する情報を伝達する体制。市町村防災行政無線、ケーブルテレビ、ラジオ、

テレビによる放送、インターネット、広報車による広報などあらゆる手段を講じて情報の伝達

を行う体制が必要です。 

◆「津波、洪水等に関する情報の連絡体制の整備及び迅速な避難のための啓発等」とは 

津波、洪水等に関する情報の連絡体制の整備、津波、洪水等からの避難のための啓発のほか、

避難計画策定の支援、避難を促す看板の整備などをいいます。 

【趣旨】 
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本条は、あらゆる水災からの被害を防止するため、堤防、防波堤、水門、避難路等の整備及

び適正な維持管理について規定するとともに、情報連絡体制の整備及び迅速な避難を促す啓発

等についても予防対策として規定しています。 

【解釈】 

(1) 本条は、県及び防災関係機関等による津波被害等の水災に対する予防対策で、公助を促進

する対策についての規定をしています。 

 

(2) 第 1 項は、県が管理する施設による津波被害等の予防対策について規定しています。 

津波、洪水を直接防御又は減衰させることにより浸水区域を少なくするために、県が管理

する堤防、防潮堤、水門、陸閘等の整備に努めるよう規定しています。これらの施設は適正

な維持管理がされていないと、非常時に機能しない可能性があるため、適正な維持管理にも

努めなければなりません。 

また、津波、洪水等により生ずる被害への対策の も基本的な対応である迅速な避難のため

に、県が管理する避難路の整備についても規定しています。 

これらの施設整備は、膨大な費用と時間がかかることから、計画的かつ着実に推進してい

く必要があります。 

なお、避難地、避難路の整備については、「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法」（平成 14 年法律第 92 号）第 10 条において、推進地域内での整備が、国

及び地方公共団体の責務として規定されています。 

 

(3) 第 2 項は、県以外の管理者が管理する施設による津波被害等の予防対策について規定して

います。 

県が管理する施設と一体となって、津波被害等を軽減するために必要がある場合は、県から

津波の被害を予防あるいは軽減させる施設の整備及び適正な維持管理について、当該施設の

管理者に求めていくことを規定しています。 

(4) 第 3 項は、県及び防災関係機関が連携して行う津波被害等の予防対策について規定してい

ます。 

本県で想定されている津波は、地域によって早い場合は地震発生から数分から十数分で来襲

すると予想されており、迅速な避難をするための対策が非常に重要です。 

連携して行う津波予防対策としては、津波情報の連絡体制、津波からの迅速な避難のための

啓発等があります。 

洪水や土砂災害においても同様の対策が必要です。 
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（土木施設の安全性の確保） 

第三十九条 県は、その管理する道路、公園、河川、港湾その他の土木施設の災害に対す

る安全性を確保するため、必要な点検を行い、改修その他の必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

２ 知事は、災害に対する安全性を確保するため、必要があると認めるときは、市町及び

防災関係機関に対し、当該市町及び防災関係機関が管理する道路、鉄道、公園、河川、

港湾その他の土木施設の点検又は改修その他の必要な措置を講ずるよう求めるものと

する。 

 
【用語解説】 
◆「道路、公園、河川、港湾その他の土木施設」とは 

道路、公園、河川、港湾のほか、河川管理施設、海岸保全施設、砂防施設、急傾斜地崩壊対

策施設、地すべり防止施設、治山施設、ダム、漁港などをいいます。 

道路については、原則として、道路法上の道路を対象とします。 

公園については、原則として都市公園等の営造物公園を対象とし、自然公園は公共的に使用

される施設についてのみ対象とします。 

◆「改修その他の必要な措置」とは 

改修のほか、補強、補修などをいいます。 

◆「道路、鉄道、公園、河川、港湾その他の土木施設」とは 

県以外が管理する土木施設を指します。 

道路、鉄道、公園、河川、港湾のほか、河川管理施設、海岸保全施設、ダム、漁港、ため池

などをいいます。 

 

【趣旨】 

道路、公園、港湾といった公共施設や鉄道は、多くの人が利用することから、人の生命、身

体及び財産を守る上で、安全性を高める必要があると同時に、災害時には緊急輸送や応急対策

の拠点などとして活用しなければならないことから、災害に対する安全性を高めておく必要が

あります。 

また、河川堤防、海岸堤防、砂防施設、治山施設などは、水害や土砂災害から県民の生命、

身体及び財産を守る施設であることから、複合型の災害への対応の観点からも、地震時におい

てもその機能を保ち続ける必要があります。 

 

【解釈】 

(1) 第 1 項は、県が管理する公共施設の災害に対する安全性の確保を規定しています。 

災害時の被害を 小限に抑えるためには、橋梁などの道路施設、公園内の建築施設、港湾の



- 66 - 

岸壁等については、耐震性（対地震動、対液状化）、流水・高潮等に対する耐久性等を確保し、

また、道路等の切土あるいは盛土部分については、定期的に点検を行い、ひび割れ等の異常が

ないかを確認しておく必要があります。 

耐震性等の劣るもの、異常を発見したものについては、計画的かつ着実に改修等の整備に努

めていく必要があります。 

 

(2) 第 2 項は、県以外の管理者が管理する施設の災害に対する安全性の確保について規定して

います。 

県が管理する施設と同様、公共的な施設について、必要がある場合は、県から施設の点検及び

改修等について、当該施設の管理者に求めていくことを規定しています。 
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（防災上重要な建築物等の安全性の確保） 

第四十条 県は、その管理する次に掲げる建築物及びこれらに附帯する設備の災害に対する安

全性を確保するため、改修その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
一 庁舎、警察署、病院、避難所その他の災害応急対策の実施上重要な建築物 
二 学校、体育館、文化会館その他の多数の者が利用する建築物 

２ 知事は、災害に対する安全性を確保するため、必要があると認めるときは、市町及び防災

関係機関に対し、当該市町及び防災関係機関が管理する次に掲げる建築物及びこれらに附帯

する設備の改修その他の必要な措置を講ずるよう求めるものとする。 

一 庁舎、消防署、病院、診療所、避難所その他の災害応急対策の実施上重要な建築物 
二 学校、体育館、図書館、集会場その他の多数の者が利用する建築物 

 
【用語解説】 
◆第 1項、第 2項「改修その他の必要な措置」とは 

改修のほか、建築物及び設備について、地震の揺れに耐える耐震性、地震時において火災を

発生させない耐火性、他の火災による延焼に耐えうる耐火性、強風に対する耐風性などの確保

とともに、これらによる被害への対応マニュアルの整備なども含みます。 

◆「庁舎、（警察署）、（消防署）、病院、（診療所）、避難所その他の災害応急対策の実施上重要

な建築物」とは 

災害が発生した場合に、応急対策を実施する上で活用すべき建築物を言います。 

具体的には、庁舎（県及び市町の地域防災計画に定められている災害対策本部等を設置する

もの）、警察の用に供する建築物（警察本部、各警察署、交通管制センター、機動隊及び高速道

路交通警察隊等の職務の拠点となる建築物）、消防の用に供する建築物（各消防本部、各消防署

及び分署の職務の拠点となる建築物）、病院及び診療所（ただし、歯科診療に係るもの、助産所

を除きます）、避難の用に供する建築物（市町地域防災計画で指定する避難所又は避難施設とな

っている建築物）、赤十字血液センター等をいいます。 

◆「学校、体育館、（文化会館）、（図書館）、（集会場）その他の多数の者が利用する建築物」と

は 

災害が発生した場合に多くの被害者の発生が懸念される多数の人が利用する建築物で、県以

外が管理する建築物を指します。 

具体的には、学校、社会福祉施設、体育館、文化会館、図書館、美術館、博物館、集会場、

映画館、百貨店、スーパーマーケット等があります。 

 

【趣旨】 
阪神・淡路大震災では、建築物の倒壊や中間階の層破壊が目立ちましたが、このような被害

は消火、救出救助、医療救護等の災害応急対策の中心となる市役所、警察署、消防署、公立病
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院等の応急対策の実施上重要な建築物でも見られ、その後の災害対策に重大な支障を与えまし

た。 

建築物そのものの倒壊等は免れても、水道の屋内外給排水管、非常電源である自家発電機の冷

却水の配管、電気設備等の建築設備が損傷し、本来の機能が低下又は喪失するケースが多く見

られました。これらの設備の損傷は、地震災害だけではなく、風水害においても想定されます。 

そこで、本条例では、災害応急対策の拠点となる災害対策本部及び支部の庁舎並びに警察及び

消防の庁舎、医療活動の中心となる病院及び診療所、避難所となる学校等その他の応急対策の

実施上重要な建築物とともに、これらに附帯する設備についても耐震性や耐火性等の確保を図

るべきことを規定したものです。 

また、多数の人が利用する建築物については、災害が発生した場合には、多くの被害者を出す

可能性があり、特に地震に対する安全性を高める必要があります。同じ趣旨から、阪神淡路大

震災を契機に建築物耐震改修促進法が平成 7年に制定されています。 

本条では、応急対策の実施上重要な建築物と多数の者が利用する建築物という違った観点から

の防災上の重要性に配慮し、合わせて防災上重要な建築物としてその安全性の確保を規定する

こととしました。県はその所有する防災上重要な建築物等の耐震性や耐火性の確保に努めると

ともに、必要に応じ、市町や国その他の防災関係機関等に対し、その管理する防災上重要な建

築物及び附帯する設備の耐震性や耐火性等が確保されるよう求めていくことを規定しています。 

 

【解釈】 

(1) 第 1 項は、県が管理する防災上重要な建築物の耐震性や耐火性等を確保する責務を規定して

います。 

防災上重要な建築物として、１号では応急対策の実施上重要な建築物をあげ、2号では多数の

者が利用する建築物をあげています。 

これらの建築物の耐震性や耐火性等を確保していくためには、膨大な費用と時間がかかるこ

とから、計画的かつ着実に改修等を実施していく必要があります。 

 

(2) 第 2 項は、県以外の管理者が管理する施設の耐震性や耐火性等の確保について規定していま

す。 

県が管理する施設と同様、防災上重要な建築物について、その重要度に応じて、県から施設の

改修等について、当該施設の管理者に求めていくことを規定しています。 

 なお、本条の 2 号の建築物と同じ趣旨の規定として耐震改修促進法があり、学校、体育館、

病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所その他多数の者が利用する建築物につ

いて、耐震診断及び耐震改修に努める規定をしています。法の規定は、対象となる建築物に規

模の要件を設けていますが、本条例においては特に規模の要件は設けていません。 
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（緊急輸送対策） 

第四十一条 知事は、災害発生時等において、緊急通行車両等（災害対策基本法施行令（昭和

三十七年政令第二百八十八号）第三十二条の二に規定する緊急通行車両及び大規模地震対策

特別措置法（昭和五十三年法律第七十三号）第二十四条に規定する緊急輸送を行う車両。以

下同じ。）の通行の用に供する道路の応急の復旧の実施に関し、三重県公安委員会、他の道

路管理者並びに当該復旧の実施に係る事業者及び団体とあらかじめ協議し、必要な事項を定

めておくものとする。 
２ 県は、災害発生時等において緊急輸送を確保するため、重要な道路（以下この条において

「緊急輸送道路」という。）を指定し、当該道路の路線名及び区間を県民に周知しなければ

ならない。 
３ 県は、その管理する緊急輸送道路の整備に努めなければならない。 
４ 知事は、緊急輸送を確保するため、必要があると認めるときは、他の道路管理者に対し、

当該道路管理者が管理する緊急輸送道路の整備をするよう求めるものとする。 

 
【用語解説】 
◆「道路の応急の復旧に係る措置」とは 
  被災した道路自体に手を施し応急的に機能を回復することのほか、道路上に倒壊・落下し

た建築物、工作物、道路構造物等の残骸物、がれき等の廃棄物を除去し、交通の支障を除く

ことを含みます。 
◆「当該措置の実施に係る事業者及び関係団体」とは 
  道路障害物の除去や被災道路の復旧作業に携わる事業者やＮＰＯなどをいいます。 
◆「必要な事項」とは 
  以下の事項について、事前に協議しておくことで、応急の復旧工事が迅速に行われるよう

にします。 
 ア 通行の障害となる物件の除去に関し必要となる事項 
    警察と道路管理者との協力体制と役割分担、工事事業者及び重機の手配等実施手順、

搬入地、費用負担、情報収集の方法、相互の情報交換、協議する組織 
 イ 被災した道路の迅速な応急復旧に関し必要となる事項 
    関係する道路管理者の協力体制、工事事業者及び重機の手配等に係る相互の融通、応

急復旧用備蓄資材の相互融通、情報収集の方法、相互の情報交換、協議する組織、他管

理者の道路における応急復旧を実施した場合の手続き、搬入地、費用負担 
◆「緊急輸送道路の整備」とは 
  緊急輸送道路は、基本的には改良済みの路線を選定するようにしていますが、他に適当な

道路がない等の事情により、今後改良が必要な道路もあります。 
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  また、改良済であっても、トンネル、盛土、切土、落石危険箇所、崩壊危険箇所等で災害

により大きな被害が予想される箇所の改良、橋梁等の耐震化、落橋防止及び災害防除等の整

備のほか、監視カメラ、道路情報板等交通規制施設、信号機の無停電化、道路情報提供装置

などの整備が必要な箇所もあります。 
 
【趣旨】 
 大規模な災害は、広域にわたり同時に発生するため、県のみならず、市町、国の関係行政機

関、事業者などが連携・協力して対応することが不可欠です。このため、災害対策基本法第 4
条第 1 項では、県の総合調整を行う責務を、第 14 条第 2 項第 3 号で防災会議の事務として連絡

調整を規定しています。 
 これらを受け、第 1 項では、消火、救出救助、救援その他の応急措置の迅速かつ円滑な実施

のために不可欠な緊急通行車両の円滑な通行を確保する上で必要となる防災関係機関、関係事

業者等との総合的な調整を、県が率先して行うことを明らかにしています。 
 また、第 2 項、第 3 項では、災害が発生した場合に、人員・物資の緊急輸送に用いるために

県地域防災計画に設定されている緊急輸送道路について、整備を行うよう努めるとともに、災

害発生時にどの道路が緊急輸送道路となって、通行が制限されるかを県民にあらかじめ周知し

ておくことは、災害発生の際の一般車両の進入を軽減でき、負傷者の救出救助、医療救護等災

害応急対策や施設・設備等の応急復旧に資することから、県に対して周知義務を課したもので

す。 
 また、第 4 項では、必要と認めるときには、他の道路管理者に対し、整備を求める旨を規定

しています。 
【解釈】 
(1) 第 1 項は、緊急通行車両の円滑な通行のために、県が必要な調整を行うことを規定したも

のです。 

必要な調整に関して、災害対策基本法第 4 条第 1 項は、「都道府県は、（略）その区域内の

市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、そ

の総合調整を行う責務を有する。」とし、県の総合調整の責務を規定しています。また、同法

第 14 条では、都道府県に都道府県防災会議を置き（第 1 項）、その事務として「当該都道府

県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に

関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係

指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。」（第 2 項第 3 号）を、第 15 条第 2 項では、

「会長は、当該都道府県の知事をもって充てる。」ことを規定しています。 

このように、災害時において県が果たすべき調整についての役割は大きく、その責務を十

分果たしていくため、災害発生時の緊急交通の確保についても県が率先して調整を行うよう

条例でも明記することとしました。 
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(2) 緊急通行車両のうち、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸

送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両については、災害対策基本法施行令第

33 条により、知事又は公安委員会に緊急通行車両であることの申し出を行い、確認を受け、

標章及び証明書の交付を受け、その標章を車両の前面の見やすい箇所に掲示し、証明書を車

両に備え付けるよう規定されています。 

 

(3) 災害時の交通規制については、災害対策基本法第 76 条第 1 項において、「都道府県公安委

員会は、（略）道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、

又は制限することができる。」と定め、同法第 76 条の 4において、「国家公安委員会は、（略）

特に必要があると認めるときは、（略）関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する

事項について指示することができる。」と定めています。従って、災害時の交通規制について

の実務は、県公安委員会或いは国家公安委員会の権限により行われることとなります。 

しかしながら、実際に交通規制を行うに際しては、全体的な被害状況や、緊急輸送ルート

の選定など事前に調整すべきことが多くあり、この調整については、県の責務として明記す

ることとしました。 

 

(4) 第 2 項は、緊急輸送道路の指定及び県民への周知（県民に広く知らせること。）について、

県に義務づけています。 

緊急輸送道路をあらかじめ県民に周知させておくのは、災害が発生した場合にこの道路が緊

急輸送道路として選定され、その大部分が一般車両の交通規制が実施されることとなると想

定しているからです。緊急輸送道路の路線及び区間を県民に周知させることと併せて、緊急

輸送道路における流入制限、通行禁止への協力や道路障害物の除去への協力を求めておくこ

とにより、災害が発生した場合における緊急輸送道路の円滑な交通が確保されることを期待

しています。 

緊急輸送道路は県内の幹線的な道路を事前に設定して整備しているものであり、災害による

一部の損壊の可能性は否定できないものの、災害発生後においては緊急輸送や県内外から災

害応援に駆けつける緊急通行車両の通行など緊急交通の中心となると想定される路線です。

このことから、大部分が災害が発生した場合の緊急輸送道路として選定され、公安委員会に

よる一般車両の交通規制が実施されることとなります。 

県民への周知の方法としては、平常時から整備している緊急輸送道路についてはパンフレッ

トや防災地図等で、突発的な事態に遭遇して選定した緊急輸送道路については、表示板や看

板、テレビ、ラジオ等が考えられます。 

 

(5) 第 3 項は、県が管理する道路で緊急輸送道路として指定されたものについて、その整備に努

めなければならない旨規定しています。 
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(6) 第 4 項は、県以外の管理者に対して、緊急輸送道路として指定された道路の整備を必要に応

じて行うよう知事から求めていくべきことを規定しています。 

緊急輸送道路を有効に機能させるためには、目的地までルートとなる道路を、管理者間で連

携して、一体的に整備する必要があることから、この規定を設けています。
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（建築物の安全性の確保の啓発） 

第四十二条 県は、市町及び国と連携して、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施状況を調査

するとともに、災害に対する安全性の確保について啓発を行わなければならない。 

 
【趣旨】 
 本条は、第 13 条の「建築物の耐震性の確保」の条文を受け、これらの実施状況の調査と啓発

を進めることを規定しています。 
 
【解釈】 

(1) 本条は、耐震診断及び耐震改修の実施状況の把握と啓発について、県の責務として規定し

ています。 

地震災害において人的・物的被害を減少させる 大の要因は、建築物の耐震改修が図られ

ることであるとの認識から、耐震診断及び耐震改修の実施状況を把握し、また、県民の理解

が得られるよう啓発を進めることが地震対策を推進する上からも重要であるため、県と市町

村、国が連携して、これらの対策を推進するよう規定しています。 
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（生活に不可欠な施設に関する協力体制の充実） 

第四十三条 県は、災害が発生した場合に備え、生活に不可欠な施設の所有者、管理者、設置

者又は占有者との連絡体制の整備等協力体制を充実させるために必要な調整を行うものと

する。 

 
【趣旨】 
災害が発生した場合において、ライフラインは、迅速に復旧をする必要があります。このた

めに、ライフライン関係企業が連携し協力体制をとることにより、効率的に応急対策及び復旧

事業を行う必要があります。 

 

【解釈】 

(1) 本条は、ライフラインの安全性を確保するため、関係事業者で連絡及び協力する体制を確

立することを、県の責務として規定しています。 

県は、この組織により各管理者の情報交換を行う連絡体制、災害が発生した場合の協力体

制をあらかじめ整備しておく必要があります。 

上記の体制のための組織として、「ライフライン企業等連絡協議会」があります。 
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（落下危険物等の安全性の確保に関する啓発） 

第四十四条 県は、市町又は落下危険物、ブロック塀等若しくは自動販売機（以下この条にお

いて「落下危険物等」という。）にかかわる団体と連携して、落下危険物等の実態を調査す

るとともに、災害に対する安全性の確保について啓発を行わなければならない。 

 
【趣旨】 
 第 14 条「落下危険物等の安全性の確保」についての実態調査の実施及び災害に対する安全性

の確保の啓発について規定しています。 
 
【解釈】 
本条は、県の責務として、落下危険物、ブロック塀等、自動販売機の実態調査と安全性確保

に向けた啓発を規定しています。 

落下危険物の落下防止、ブロック塀等の倒壊又は転倒の防止、自動販売機の転倒防止が、災

害発生時の被害の軽減につながるとの認識から、必要に応じ、これらの実態を調査し、また、

耐震改修の必要性と自主的な安全対策措置の実施について、県民の理解が得られるよう啓発を

進めることが防災対策を推進する上からも重要であるため、県と市町が連携して、これらの事

務を推進するよう規定しています。 

実態調査は、県と市町が連携して実施することとし、必要に応じて建築専門知識を有してい

る建築士等や関係業界団体等の協力を得ながら実施していきます。 

調査方法は、主として目視による外観からの点検によりますが、必要に応じて聴取又は資料

の提供を求めることにより行っていくこととなります。
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（火災の予防） 

第四十五条 県は、自主防災組織、市町及び国と連携して、災害による火災の予防に関する意

識の啓発、消火器等の普及その他の災害による火災の発生及び拡大を防止するために必要な

施策を実施しなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「消火器等」とは 

消火器のほか、水バケツ、水槽、乾燥砂などをいいます。 
 
【趣旨】 

災害に伴う火災の発生については、関東大震災の際の惨事が大きな問題となり、その後、都

市の不燃化に向けての各種政策がとられてきました。しかしながら、平成 7年の阪神・淡路大

震災においては、やはり地震に伴う火災が発生し、火災による死傷者が発生しました。 

この阪神・淡路大震災においては、発生時の風速が、非常に弱かったため関東大震災ほどの

惨事には至りませんでしたが、もしもあの日がもっと風の強い日であったなら、火災による被

害はもっと大きくなっていたであろうと想像されます。 

災害に伴う火災は、複数の箇所から同時に発生し、災害による道路の遮断などにより十分な

消火活動が行えないことなども想定され、短時間のうちに拡大し大惨事につながる可能性があ

ります。 

こうしたことから、災害による火災の発生を抑制するための施策を推進する必要があります。 

【解釈】 

(1) 本条は、災害による火災の発生及び拡大を防止するための責務を、県に課しています。 

火災の発生のおそれのある器具の取扱など火災の予防のために必要な事項は、消防法第 9

条の規定により、市町の条例により定めることとされていますが、地震に伴い発生する火災

は、大惨事に発展する可能性があることから、県においても、市町等と連携して、火災防止

の啓発等に取り組む責務を課しています。 

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第 10 条は、「国及び地方

公共団体は、推進地域内において、（略）消防用施設その他東南海・南海地震に関し地震防災

上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならない。」と規定されています。この責

務の中には、火災予防に関する意識の啓発や消火器等の普及のための啓発も含まれていると

解されますが、本条においては、啓発による県民等の防災意識の高揚を図るため、このこと

を明記しました。 
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（孤立地区対策） 

第四十六条 市町は、孤立地区（災害が発生した場合に、交通が途絶するおそれがある地区を

いう。次項において同じ。）における通信の途絶に備え、情報の収集及び伝達の手段を確保

するとともに、物資の備蓄その他の地域の特性に応じた施策を実施するよう努めるものとす

る。 

２ 市町は、県及び防災関係機関と連携して、孤立地区の発生に備え、住民を輸送する手段の

確保に努めるものとする。 

３ 県は、市町が前二項の規定を実施するために必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 
【用語解説】 
◆「物資の備蓄その他の地域の特性に応じた施策」とは、 

物資の備蓄のほか、ヘリポートなど活動拠点の整備、住民への周知などを含みます。 
◆「住民」とは、 

居住する住民、在勤者、在学者だけではなく旅行者、滞在者など発災時にその場にいる者

すべてをいいます。 
 

【趣旨】 
 大規模災害発生時には、多くの交通が途絶されることが懸念されています。 
 災害において、孤立地区（災害が発生した場合に、交通が途絶する可能性がある地区）は、

三重県内では 302 地区とされています。またこれを世帯数・人口で表すと約 86,000 世帯(県内

の 13%)、約 230,000 人（県内の 12％）に該当します。 
 これらの地域においては、災害が発生した場合に、支援について重要な道路、鉄道等のイン

フラが途絶することが懸念されることから、被害様相の把握や支援に多大な困難が生じます。

このことに鑑み、情報収集伝達の手段の確保や広域防災拠点の整備、輸送手段の検討など事前

からの準備が必要となります。 
 地方分権の立場から、県の条例において、市町の業務について記載するのは異例のことでは

ありますが、防災上重要な事業として、県の支援を規定し、市町と県が協働して対処していく

よう努めることを規定しています。（第 32 条、第 36 条、第 37 条、第 47 条、第 50 条、第 64
条において同じ。） 
 
【解釈】 
(1)「孤立」について「中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する調査」

（平成 17 年 8 月内閣府（防災担当）調査）では、以下のとおり定義されています。 
 ＊「孤立」とは 
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  中山間地域、沿岸地域、島嶼部などの地区の内、道路交通（自動車で通行可能かどうかが

目安）または海上交通による外部からのアクセスが、次の要因により途絶し、人の移動・物

資の流通が困難となり、住民生活が困難もしくは不可能となる状態をいいます。 
 ①地震、風水害に伴う土砂災害や液状化等による道路構造物の損傷、道路への土砂堆積 

   ②地震動に伴う液状化による構造物の損傷 
  ③津波による浸水、道路構造物の損傷、流出物の堆積 
  ④地震または津波による船舶の停泊施設の被災 
(2) 孤立地区の防災対策として重要な指標となるのが、 
  ①通信手段の有無 
  ②交通手段（ヘリポート、港湾・漁港）の有無 
  ③避難施設の有無 
  ④備蓄（水、食料）の有無 
  ⑤発電機の有無 
  ⑥自主防災組織の有無 
 などとされており、これらの中から、必要な施策の実施について規定しています。 
 
(3) 孤立地区となった場合、その地域への支援が困難になることから、事前から住民を輸送する

手段を確保しておく必要があります。これらについては、関係機関との協定や県、防災関係間

と連携し、事前検討を行っておくことも重要です。 
 
(4) 第 4 項については、市町への県の支援について規定しています。 

具体的には、自衛隊、海上保安庁などとの応援機関との調整やこれに関わる訓練の実施など

があげられます。
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（医療救護体制の整備） 

第四十七条 県は、災害が発生した場合に備え、広域的な医療及び救護の体制の整備に努めな

ければならない。 

２ 市町は、災害が発生した場合に備え、医療に関する情報の収集及び伝達の体制の整備、救

護所の設置場所の選定その他の医療及び救護の体制の整備に努めるものとする。 

３ 県は、市町が前項の規定を実施するために必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 
【用語解説】 
◆「広域的な医療及び救護の体制の整備」とは 
  災害拠点病院の指定、ＤＭＡＴの運営、広域的な災害医療体制の構築などをいいます。 
◆「医療に関する情報の収集及び伝達の体制の整備、救護所の設置場所の選定その他の災害が

発生した場合における医療及び救護のための体制の整備」とは 
  医療に関する情報の収集及び伝達の体制の整備、救護所の設置場所の選定のほか、医療救

護班の派遣体制の確保、地元医師会との連携強化などをいいます。 
【趣旨】 
 本条では、災害が発生した場合に備えて広域的な医療及び救護の体制の整備について、それ

ぞれ県の責務と市町の役割を規定しています。 
地方分権の立場から、県の条例において、市町の業務について記載するのは異例のことでは

ありますが、防災上重要な事業として、県の支援を規定し、市町と県が協働して対処していく

よう努めることを規定しています。（第 32 条、第 36 条、第 37 条、第 46 条、第 50 条、第 64
条において同じ。） 
 
【解釈】 
(1) 第 1 項では、災害発生時に備え、県が広域的な医療及び救護の体制を整備するよう努力義務

を規定しています。 
  地域防災計画では、事前に行っておくべき対策として、医療体制の整備として、初期医療体

制の整備・後方医療体制の整備・災害医療コーディネーターの養成等があげられており、また

医療品等の確保・供給、医療機能の確保などが求められています。 
 
(2) 第 2 項については、災害発生時に備え、救護所設置場所の事前指定や自主救護体制の確立な

どの医療救護体制の整備などが求められており、これら必要な措置を災害時に効果的に講じる

ためにも、情報伝達体制も整備されることが重要です。 
 
(3) 第 3 項については、市町への県の支援について規定しています。 
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  具体的な県の支援としては、第 1 項で県が行う広域的な医療救護体制の整備などがあげられ

ます。
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（自主防災組織の活動への支援） 

第四十八条 県は、地域における防災対策の実施に資するため、市町及び防災関係機関と連携

して、自主防災組織が活発に活動を行うことができるよう必要な支援に努めなければならな

い。 

２ 県は、地域における防災対策の実施に資するため、市町及び国と連携して、自主防災組織

の活動において中心的な役割を担う者の育成に努めなければならない。 

 
【用語解説】 

◆「必要な支援」とは 

自主防災組織は、災害時には、初期消火、避難誘導、炊き出し等の実働部隊としての役割

を期待されていますが、平常時においても、資機材の整備及び管理、防災訓練、研修会等の

開催、避難計画、防災マップ等の作成などの活動が行われています。 

自主防災組織の活動支援としては、研修会への講師派遣又はあっせん、避難計画や防災マ

ップの策定指針の作成などが考えられます。 

◆「自主防災組織の活動において中心的な役割を担う者の育成」とは 

一例として、現在、自主防災組織リーダー研修会を定期的に開催しているほか、自主防災

組織リーダーハンドブックを作成し、配布しています。 

 

【趣旨】 

地域の防災力の中核は、自主防災組織が担っています。現在、県内には、3,100 を超える自主

防災組織が結成されており、様々な自主的な防災活動が行われているところです。この活動を

一層充実させることで、「共助」が促進され、さらに自主防災組織の活動から地域住民の一人ひ

とりの意識が高まり、「自助」も促進されることが期待できます。このため、その組織及び活動

が充実するよう、市町村や国と連携を図り支援していく必要があります。 

また、阪神・淡路大震災では、消火や救出救助、避難所生活等の様々な場面で、それぞれの

被災地に自然発生的にリーダーとなる人が現れて、大きな力を発揮しました。突発災害の場合

はそうした自然発生的な対応もやむを得ませんが、大地震を想定して事前に準備を進めている

本県の場合、地域における地震対策活動の中心となるリーダーの育成は、地域防災力を高める

上できわめて重要です。 

 

【解釈】 

(1) 第 1 項は、自主防災組織の活動への支援について規定したものです。 

災害対策基本法第 5 条第 2 項は、「市町村は、（略）住民の隣保協同の精神に基づく自発的

な防災組織（第 8 条第 2 項において「自主防災組織」という。）の充実を図り、（略）努めな

ければならない。」と規定しています。このように、自主防災組織の組織及び活動を充実させ
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るための施策は、本来地域に密着した市町が行うものとされていますが、地域の防災活動を

担う自主防災組織の育成の重要性から、県も市町等と連携して、支援に努めなければならな

いことを規定しています。 

自主防災組織の活動に役立てるよう、県はこれまでに、津波避難計画策定指針、避難所運

営マニュアル策定指針なども策定しています。 

 

(2) 第 2 項は、自主防災組織のリーダーの育成について規定したものです。 

自主防災活動を活発にするためには、地域における防災活動の中心的役割を担うリーダー

の育成が、欠かせません。 

自主防災組織のリーダーを育成するための施策としては、消火、救出救助、応急手当等の

防災対策活動に関する知識、技能等を習得するための講習会、防災啓発講座の開催等が考え

られます。 

現在、県は、自主防災組織リーダー研修会を定期的に開催しているほか、自主防災組織リ

ーダーハンドブックを作成し、配布しています。 
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（防災ボランティア等による活動のための環境整備） 

第四十九条 県は、地域における防災対策の実施に資するため、災害が発生した場合に備え、

県民、自主防災組織、事業者、市町及び防災関係機関と連携して、防災ボランティア等によ

る活動が円滑に行われるよう環境の整備に努めなければならない。 

２ 県は、市町及び防災関係機関と連携して、防災ボランティア等による活動への県民及び事

業者の積極的な参加を促すため、防災意識の啓発に努めなければならない。 

 
【用語解説】 

◆「防災ボランティア」とは 

被災地の厳しい状況の中で、復興に立ち上がろうとする被災住民と一緒に行動し、その自

立を支援する自発的な社会奉仕活動を行う人々を一般的に「災害ボランティア」と言います。 

防災ボランティアは、この災害ボランティアの活動に加えて、日常の災害予防活動におい

ても自発的な社会奉仕活動を行う人々を言います。 

◆「防災ボランティア等」とは 

  既に第 4 条で定義済みのとおり、防災ボランティアその他防災対策に関わる団体を指しま

す。 

◆「環境の整備」とは 

ボランティアネットワークの充実、ボランティア活動拠点の整備、情報の提供などをいい

ます。 

 

【趣旨】 

大規模な災害では、被害が広域に及ぶため、行政機関のみで十分な対策を講ずることは困難

な面があり、被災後の混乱の中で被災者に対してきめ細かな配慮をしていく上で、ボランティ

アによる柔軟かつ機動的な活動に期待するところが大きいといえます。 

しかしながら、個々のボランティアが各々自由に活動することは、必ずしも効果的でない場

合があり、ボランティアコーディネーターの指示の下にボランティアの活動が行われることが

望ましい姿といえます。このために、行政としては、環境の整備を行っていく必要があります。 

また、防災ボランティアは、災害が発生したときだけでなく、日常の予防的な防災活動の場

においても多くの役割を果たすことから、こうした場においても行政とボランティア団体が協

働していく体制を作る必要があります。 

 

【解釈】 

(1) 第 1 項では、予防対策としてのボランティア活動が円滑に行えるような施策を実施するこ

とを規定しています。 

本来ボランティア活動は参加者の自発的な社会奉仕活動として行われるものですが、県民の
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ニーズに応じた活動がより円滑かつ効果的に行われるよう、県は、市町、国その他の防災関係

機関と連携して、ボランティアと協働していくことが必要です。 

 

(2) 第 2 項では、県民、事業者にこのような活動への理解、協力、参加を求めるための防災啓

発の実施について規定しています。 
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（協定の締結） 

第五十条 県は、災害発生時等における飲料水、食料、医薬品等の供給、緊急輸送の確保、応

急の復旧に係る工事の施工その他の防災対策が的確に行われるようあらかじめ他の地方公

共団体、事業者及び防災対策にかかわる団体との協定の締結に努めなければならない。 

２ 市町は、防災対策が的確に行われるようあらかじめ他の地方公共団体、事業者及び防災対

策にかかわる団体との協定の締結に努めるものとする。 

３ 県は、市町が前項の規定を実施するために必要な支援を行うよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 

◆「飲料水、食料、医薬品等
．
」とは 

飲料水、食料品、衣料品、寝具類、日用品、医薬品、衛生材料などをいいます。 

◆「緊急輸送の確保」とは 

災害時における物資の緊急輸送に関し、必要な輸送機器及び輸送体制を確保することをい

います。 

◆「応急の復旧に係る工事」とは 

災害時に被災した公共土木施設等を応急的に復旧する工事をいいます。 

◆「その他の防災対策」とは 

避難者、傷病者の受入、応急給水、緊急交通路の警備、医療救護等をいいます。また、各

種予防対策への協力なども含まれます。 

◆「他の地方公共団体」とは 

県内市町村及び県外の地方公共団体をいいます。 

県内市町村とは、既に「三重県市町村災害時応援協定（平成 12 年 9 月）」等が締結されて

います。 

県外の地方公共団体とは、既に「全国都道府県における災害時広域応援に関する協定（平

成 8年 7月）」等が締結されています。 

◆「事業者及び防災対策にかかわる団体」とは 

スーパーなどの小売業者、県生活協同組合連合会、県医師会、県トラック協会、県建設業

協会など応急対策の際に協力を求めることとなる事業者等をいいます。 

 

【趣旨】 

災害時の応急対策を迅速かつ的確に実施するには、他の地方公共団体や様々な分野の事業者

等の協力を得なければならず、県としては、その協力関係が円滑に機能するよう、要請先の地

方公共団体や事業者等との間であらかじめ要請内容を確認し合い、連絡体制や要請手続き、経

費負担の方法等を相互に取り決めておくことが重要となります。 

協定を締結する目的は、災害の発生時における災害応急対策の迅速かつ的確な実施ですが、
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この協定締結により、事業者等の役割と責任が明確にされ、その責任を果たすべく連絡体制や

処理体制の整備が図られ、事前の連携訓練が実施され、非常時に活かされるなどの効果も期待

されます。 

地方分権の立場から、県の条例において、市町の業務について記載するのは異例のことでは

ありますが、防災上重要な事業として、県の支援を規定し、市町と県が協働して対処していく

よう努めることを規定しています。（第 32 条、第 36 条、第 37 条、第 46 条、第 47 条、第 64
条において同じ。） 

 

【解釈】 

(1) 本条は、災害発生時の応急対策のために、あらかじめ、他の地方公共団体や関係する事業

者等と協定を締結しておくことを県の責務として規定したものです。 

災害発生時においては、協定があるかどうかに関わらず、県としては、災害応急対策を推進

するため必要に応じて事業者その他の関係者に対して協力を要請しますが、この協力要請が円

滑に遂行されるよう協定するものであり、また、協定締結に当たっては、事業者等の協力を得

られることが前提で、締結の可能性、時期等には不確定要素を含んでいます。 

 

(2) 協定は、県と他の地方公共団体、関係する事業者との間で協力を要請する事項について合

意の上取り決めるもので、通常、書面を取り交わして行うこととなります。 

協定に盛り込むべき事項やその形式などは任意ですが、協定の目的が円滑に遂行されるよう、

要請内容、要請方法、要請に対する措置、連絡責任者、経費負担、手続き様式等について合意 

の上、明記しておく必要があります。 

また、協定当事者である県と協定締結先とは、随時協定の内容を確認し合い、必要な見直し

を行うとともに、連携訓練を実施し、他県や市町村との需要を調整するなど、地震災害時にお

いて協定の事項が確保されるよう努めることが重要です。 

 

(3) 食料、医薬品等物資の調達については、災害救助法第 26 条第 1項又は災害対策基本法第 71

条第 1項に基づき、収用をすることができます。しかし、協定をあらかじめ締結しておくこと

により、地震災害が発生した場合に、物資の確保、物資の輸送等において、協定相手の素早い

対応が期待できるなどの効果があります。 

 
(4) 第 2 項においては、県と同様に災害発生時の応急対策のために、あらかじめ、他の地方公共

団体や関係する事業者等と協定を締結しておくことを市町の役割として規定したものです。 

 
(5) 第 3 項では、市町への県の支援について規定しています。 

具体的には、市町が協定を結ぶ際に必要な関係機関との調整などがあげられます。



- 87 - 

第３章 災害応急対策 

本章は、第５１条から第７１条までで、自然災害による被害、特に人の生命、身体又は財産へ

の被害を 小限に抑えるために応急的に実施しなければならない対策を定めたもので、各主体

別の責務と役割について規定しています。 

 

 第１節 県民の責務 

 
（県民の相互協力） 

第五十一条 県民は、災害発生時等において、避難、災害等に関する情報の伝達、火災の発生

の防止、救出、応急手当その他の災害応急対策を実施する場合は、相互に協力するよう努め

なければならない。 

 
【用語解説】 
◆「県民」とは 

県内に居住地を有するものであるかどうかにかかわらず、災害発生時に県内にいる人すべ

てが含まれます。（在勤者、在学者、旅行者、滞在者など） 
◆「避難、災害等に関する情報の伝達、火災の発生の防止、救出、応急手当その他の災害応急

対策」とは 
避難、災害等に関する情報の伝達、火災の発生の防止、救出、応急手当の他に避難所の運

営、災害時要援護者の避難援助などが含まれます。 
 
【趣旨】 
 本条は、避難、救出などの応急対策に当たり、県民が相互に協力するよう規定したものです。 
 
【解釈】 
(1)本条は、「共助」の応急対策について規定しています。 
  災害発生時には、地域住民や事業者が相互に協力し、連携して非常事態に対処する必要があ

ります。 
阪神・淡路大震災で、全死亡者の約 8割が、建物倒壊などにより地震発生後 7時間以内に死

亡し、その状況下、神戸市では、救出された人の約 85％の人が家族や近隣の住民によるもの

でした。また、平成 5年 7月 12 日夜に発生した北海道南西沖地震では、津波による大きな被

害が発生したなかで、一部の島民は地震発生の直後に高台に避難することで一命をとりとめて

います。 

このように、災害から自分の命を守るためには、早めの避難や住宅の耐震化など、自ら事前

に行動することが重要であり、また、家族や近隣の住民で助け合うことが非常に有効であるこ

とが教訓となりました。 



- 88 - 

この教訓から、自らの身の安全は自ら守る「自助」、自らの地域は皆で守る「共助」を三重

県の地震対策の根本的な考え方としてきました。地震災害だけでなく風水害その他の自然災

害及びこれらの複合型災害にも対応した本条例の制定に際しても、「自助」「共助」を根本に

おいています。
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（災害発生時等における避難） 

第五十二条 県民は、災害発生時等において、災害等に関する情報に留意し、第二十一条第二

項又は第三十六条第二項に規定する地図等の活用により、必要と判断したときは自主的に避

難するとともに、法令に基づく避難の勧告若しくは指示又は避難準備情報の発表があったと

きはこれに応じて速やかに行動するよう努めなければならない。 

２ 県民は、緊急地震速報が発表された場合には、周囲の状況に応じ、自らの身の安全を

確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 県民は、地震が発生した場合、気象業務法施行令第四条に規定する津波警報若しくは

津波注意報が発表された場合、大規模地震対策特別措置法第二条第十三号に規定する警

戒宣言（次条及び第七十一条において「警戒宣言」という。）が発せられた場合その他

津波により生じる被害の発生が予想される場合においては、津波により生じる被害の発

生が予想される場所から高台その他の安全な場所へ直ちに避難しなければならない。 

４ 県民は、気象業務法施行令第四条に規定する気象警報（暴風雨及び大雨に関するもの

に限る。）、気象注意報（風雨、大雨及び雷に関するものに限る。）、洪水警報、洪水

注意報、高潮警報、高潮注意報、波浪警報若しくは波浪注意報又は気象業務法（昭和二

十七年法律第百六十五号）第十一条の規定による土砂災害警戒情報（第五十四条第三項

において「気象警報等」という。）が発表された場合その他集中豪雨等による被害の発

生が予想される場合においては、海岸又は河川の周辺、土砂災害のおそれのある場所そ

の他危険な場所から安全な場所に直ちに避難しなければならない。 

 
【用語解説】 

◆「緊急地震速報」とは 

  気象庁が、地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や

地震の規模を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を推定し、可

能な限り素早く速やかに知らせる情報をいいます。 

◆「津波により生じる被害の発生が予想される場所」とは 

津波シミュレーションや（洪水による）浸水想定区域図により浸水予測がされている区域

や、過去の津波により被害を受けた区域などをいいます。 

津波シミュレーションとは、本県に被害を及ぼす津波を想定し、模擬的計算によって津波

の大きさ、浸水区域を予想する業務で、平成 14～15 年度に実施しています。 

また、浸水想定区域図においても模擬的計算により浸水区域を予想しています。 

◆「気象業務法施行令第四条に規定する津波警報若しくは津波注意報が発表された場合又は

津波により生ずる被害の発生が予想される場合」とは 

地震発生後、津波の襲来まで時間がほとんどないことが予想される地域においては、津波

予報が発令されたときのほか、地震が発生したらすぐに避難し、避難後に情報を入手すると



- 90 - 

いう体制をとる必要があります。 

なお、津波被害の発生が予想される場合とは、大規模地震対策特別措置法第 9 条に規定す

る警戒宣言が発令された場合を指します。 
◆「その他集中豪雨等による被害の発生が予想される場合」とは 

  個人や地域の経験則に基づき予想されるものを指します。 
◆「津波警報又は津波注意報」とは 

津波の発生のおそれがある場合に気象庁が発表する予報で、到達する津波の高さに応じて

「津波注意報（津波注意）」、「津波警報（津波）」、「津波警報（大津波）」の３種類が発表され

ます。 
◆「高台その他の安全な場所」とは 

津波被害が予想される区域の外、又は区域内であっても予想津波高よりも高い高台や津波

避難所、津波避難施設、あるいは、耐震性を有する鉄筋コンクリート造の建物等をいいます。 

沿岸海域にいる人については、沖に出ることにより、津波による被害を避けることができ

ます。 

◆「土砂災害警戒情報」とは 

  大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町長が避難勧告等を発令する際の判

断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報です。 
 

【趣旨】 

本条は、過去に東南海地震やチリ津波、洪水等により大きな被害を経験している本県の防災

対策の 重点課題である津波、洪水対策のうち、応急対策としての県民の避難について規定し

ています。 

 

【解釈】 

(1) 本条は、津波被害に対する応急対策として、県民等の避難義務について規定しています。 

本県で想定されている地震による津波は、地震発生後、数分から数十分でおそってくると

予想されており、地震が発生した場合や津波予報が出された場合には、迅速に避難しなけれ

ばなりません。 
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（火災の防止） 

第五十三条 県民は、地震が発生した場合又は警戒宣言が発せられた場合においては、自己の

安全の確保に支障を生じない限度において火気の使用を停止し、ガス栓を閉め、電流制限器

により電流を遮断する等地震による火災の発生を防止するため、必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

 
【用語解説】 

◆「自己の安全の確保に支障を生じない限度において」とは 

地震が発生した場合には、火災を防止するために火を消す必要がありますが、揺れている

状態で、火に近づくとかえって危険な場合があることから、火を消す前提として、自己の安

全を確保することを明記しています。 

◆「ガス栓」とは 

ガスの元栓などのガスの供給を遮断する装置のことをいいます。 

◆「自己の安全の確保に支障を生じない限度において」とは 

地震発生時に、津波のおそれがある場合など、地域によっては短時間で津波が襲来してし

まうため、ガスの元栓を閉めることや電気のブレーカーを切ることよりも、避難を優先しな

ければならない場合があります。 

◆「電流制限器」とは 

定められた以上の電流が流れると回路を自動的に遮断する装置。一般的にブレーカーと呼

ばれています。 

◆「電流制限器により電流を遮断する等
．
」とは 

  電流制限器（ブレーカー）により電流を遮断するほか、可燃物など危険物等を安全な場所

に移動させることも必要となります。 

◆「地震による火災の発生を防止するため、必要な措置」とは 

火気の使用を停止すること、ガスの元栓を閉めること、避難等で留守にする場合には電気

のブレーカーを切ることなどを例示しています。 

いずれも火災の発生を防止するためという目的に沿って措置をすれば足りるので、火災の

発生のおそれがない場所での火気の使用など火災の発生の心配がない場合は、本条の規制対

象とはなりません。 

 

【趣旨】 

地震発生に伴う火災は、複数の箇所から同時多発的に発生し、地震による道路の遮断などに

より十分な消火活動が困難なことから、短時間のうちに拡大し大惨事につながる可能性があり

ます。 

地震災害の際の火災の原因は、地震発生時に火気を使用していたケース以外に、地震による

ガス漏れや漏電を原因として、発生したケースも報告されています。 
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こうしたことを防止するため、地震が発生した場合における県民がとるべき行動について、

明確にしておく必要があります。 

 

【解釈】 

(1) 本条は、地震による火災の発生を防止するための県民の責務について規定しています。 

近年のガス供給装置はマイコンメーターにより、地震発生と同時に自動的にガス供給が停止

するようになっていますが、万が一に備え、地震によりガスボンベが倒れることも考えられる

ため、それぞれの家庭等において、ガスの元栓を閉める習慣が必要です。 

電気については、大地震が発生し、一時的に停電となった時、スイッチなどを入れたまま放

置してしまうことが多いようですが、その後に電気の供給が再開された時に、地震の際の建物

の損壊により生じた漏電箇所からの発火などにより、火災となるケースがあります。 

これらを防ぐためには、それぞれの家庭等において、地震災害が発生した際、家屋を離れる

場合には、ブレーカーにより電力の供給を遮断しておく必要があります。なお、停電となって

いない場合で、情報収集のために必要がある場合には、電力の供給を遮断するべきではないの

で、避難をする場合と限定し、さらに津波のおそれがある等で、措置をする時間がない場合に

は避難を優先すべきであることから、自己の安全の確保に支障を生じない限度において、と明

記しています。 

大規模地震対策特別措置法第 22 条においては、「警戒宣言が発せられたときは、強化地域内

の居住者等は、火気の使用、（略）消火の準備（略）地震災害の発生の防止又は軽減を図るた

め必要な措置を執るとともに、（略）」と定められています。この規定は、強化地域内の居住者

に限定され、また、警戒宣言時の規定です。 

しかし、本条の規定は、東海地震のみならず、地震予知が確立されていない東南海、南海地

震も考慮し、全県民の責務として、また、地震発生時も含めた責務として規定することとして

います。 
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（自動車の使用の制限等） 

第五十四条 県民は、災害発生時等においては、避難に著しい支障を生じない限度におい

て、自動車（緊急通行車両等並びに道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第三条に

規定する自動車のうち、大型自動二輪車及び普通自動二輪車以外のものをいう。以下こ

の条において同じ。）の使用を自主的に制限しなければならない。 

２ 自動車の運転者は、地震が発生した場合においては、道路における危険を防止し、及

び緊急通行車両等の円滑な通行を妨げないようにするために、道路交通法その他の法令

の規定に違反しない限りにおいて、次に掲げる必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

一 できる限り安全な方法により自動車を道路の左側端に沿って一時停止させること。 
二 一時停止後は、ラジオ等により災害情報及び交通情報を収集し、これらの情報及び

周囲の状況に応じて行動すること。 

三 自動車を離れるときは、自動車をできる限り道路外の場所に移動しておくこと。 

四 やむを得ず道路上に自動車を置いて離れるときは、道路の左側端に沿って駐車し、

原動機を止め、かぎを付けたままとし、ドアを施錠しないこと。 

五 緊急通行車両等の通行又は災害応急対策の実施を妨げるおそれのある場所には駐

車しないこと。 

六 危険物等を輸送中の者は、できる限り安全な場所に移動すること。 

３ 自動車の運転者は、気象警報等が発表された場合その他集中豪雨等による被害の発生が予

想される場合には、道路交通法その他の法令の規定に違反しない限りにおいて、次に掲げ

る必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 一 浸水のおそれがある区域では、自動車をできる限り安全な場所に移動すること。 

 二 冠水した道路へは、できる限り進入しないこと。 

 
【用語解説】 

◆「避難に著しい支障を生じない限度において」とは 

災害時要援護者の避難等でやむを得ない場合や、半島部等で津波の危険が迫っており緊急

を要していてかつ道路の渋滞の心配がない場合等を除外しています。 

◆「自動車」とは 

道路交通法第２条第１項第９号に定める自動車をいいます。 

「自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動

機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で

定めるもの（以下「歩行補助車等」という。）以外のものをいう。」 

◆「ラジオ等
．
」とは 

ラジオのほか、テレビ、無線、インターネット、道路表示板、同報無線などをいいます。 
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◆「危険物等
．
」とは 

危険物のほか、高圧ガス、規定可燃物なども含みます。 

 

【趣旨】 

阪神・淡路大震災のときには、道路が寸断され、交通が麻痺し、緊急通行車両の通行や物資

の運搬に大変な支障を来しました。また、北海道南西沖地震の際には、車で避難しようとした

人たちが渋滞を起こし、津波から逃げ切れませんでした。これらを教訓に、地震災害が発生し

た場合には、原則として自動車の使用を自粛することが必要です。 

また、大規模な地震が発生した場合、運転中の自動車が被災し、事故に巻き込まれる危険性

が高いため、自動車を運転しているときは、直ちに停止して安全を確保する必要があります。 

前条とも関連し、地震が発生した場合には、消火、救出救助をはじめとする人命の安全確保

や被害の拡大防止のための応急措置を迅速かつ円滑に行うため、地震災害発生直後のできる限

り早い段階から災害応急活動に従事する緊急通行車両の通行を確保することが重要です。 

このため、第 2 項では、公安委員会による交通規制の措置が執られると否とに関わりなく、

地震災害が発生した場合には、自動車の運転者がとるべき必要な措置について規定しています。 

また、第 3 項では、豪雨災害時等の対応について規定しています。2008 年 8 月に、栃木県鹿

沼市において、冠水した道路で車が水没する事故が起きました。豪雨時には道路冠水等により

こうした事例が多く発生することが予想されます。このことについて、行政が適切な措置をと

ることはもとより、運転者も危険な場所にできうる限り近づかないこととし、この場合も、公

安委員会による交通規制の措置が執られると否とに関わりなく、自主的に、自動車の運転者が

とるべき必要な措置について規定しています。 

 

【解釈】 

(1) 本条は、県民が自動車を使用する場合又は自動車を使用している場合に地震が発生したと

きのとるべき措置について規定しています。 

災害対策基本法第 76 条の 2では、通行禁止等の措置が行われたときの車両の運転者の義務

を規定しているのに対し、本条は、対象を自動車の運転者とし、「通行禁止等が行われたとき」

を前提とせず、「災害が発生したとき」にまで広げて、県民に自粛するよう規定したものです。 

運転者が危険回避のためにとる自動車の停止や自動車から離れての避難は、地震の揺れを

感じたときにとられる行動であり、また、避難に当たっての自動車使用の自粛も地震発生直

後から求められるものです。 

対象を緊急通行車両、大型自動二輪車、普通自動二輪車を除く自動車としているのは、緊

急通行車両については、応急対策の実施のために通行する必要があるため、自主的に使用を

制限すべきというのは当たらないためで、大型自動二輪車及び普通自動二輪車については、

危険回避の必要はありますが、緊急通行車両の通行に支障になるおそれが少ないためです。

軽車両や原動機付き自転車についても、緊急通行車両の通行に支障となるおそれが少ないた
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め、対象外としています。 

 

(2) 第 1 項は、県民やそのほかの県内にいるすべての人に対し、災害が発生したときに自動車

の使用を自粛するよう規定したものです。 

災害発生後、一般車両による道路の混乱が懸念されるため、避難のための自動車の使用を自

粛させようとするものです。 

ただし、半島部等で、津波の危険が迫っており緊急を要していて、かつ道路の渋滞の心配が

ない場合や、災害時要援護者の避難等でやむを得ない場合は、避難に著しい支障を生じる場合

として規制の対象外としています。 

 

(3) 第 2 項は、自動車を運転している人を対象に、地震が発生した場合のとるべき措置につい

ての規定です。 

基本的な考えは、地震発生時に、運転中の自動車の安全を確保すること、停止又は駐車し

た自動車が緊急通行車両の通行の支障にならないようにすることです。 

 

(4) 第 2 項第 1 号は、地震が発生した場合には、自身の危険回避、他の車両からの危険回避及

び緊急輸送車両の通行の支障とならないように、道路の左側端に一時停止させることを規定し

ています。 

 

(5) 第 2 項第 2 号は、一時停止後の措置として、ラジオ等により災害情報、交通情報等を収集

し、その後の的確な判断と行動をするよう規定しています。 

 

(6) 第 2項第 3号及び第 4号は、避難等により自動車から離れるときに行うべきことについて、

規定しています。 

 

(7) 第 2 項第 5号は、自動車を駐車する場合の注意事項について規定しています。 

 

(8) 第 2 項第 6 号は、他の車両の衝突等による危険物等の漏洩等を避けるため、危険物等を輸

送中の自動車の扱いについて規定しています。 

 

(9) 第 1 号から第 5号までの規定は、「国家公安委員会・警察庁防災業務計画」の第２編 震災

対策第２章 地域防災計画の作成の基準となるべき事項 第２節 災害に備えての措置 第四 

交通の確保に関する体制及び施設の整備 ４ 運転者のとるべき措置の周知徹底 を参考とし

ています。 
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(10) 第 3 項は、集中豪雨等による被害が予想される場合の県民のとるべき行動について規定し

ています。浸水が予想される場合には、あらかじめ車を安全な場所へ移動させること、冠水し

た場所への進入は控えることを規定しています。 
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（危険建築物等からの避難等） 

第五十五条 県民は、災害発生時等において、倒壊若しくは附属物の落下等のおそれのある建

築物その他の工作物（以下この条において「危険建築物等」という。）による被害の発生又

は拡大を防ぐため、速やかに危険建築物等から避難し、又は危険建築物等に近づかないもの

とする。 

２ 危険建築物等の所有者、管理者、設置者又は占有者は、災害が発生した場合において、必

要に応じて当該危険建築物等が危険である旨の表示を行うよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「倒壊、附属物の落下等」とは 
  倒壊、附属物の落下のほか、建築物その他の工作物の全壊、半壊、一部損壊をいいます。 
 
◆「その他の工作物」とは 

広告塔等及び擁壁、ブロック塀などをいう。 
【趣旨】 
災害発生時等にこれらの必要な措置ができていない場合には、これらの建物から避難しなけ

ればなりません。また、当該危険建築物等の所有者等にあっては、被害の発生又は拡大の防止

の観点から、必要に応じ危険である旨を表示し、住民に知らせるよう努めなければなりません。 
 
【解釈】 
(1) 第 1 項は、県民の危険建築物等からの避難及び危険回避について規定しています。 

地震災害発生時の余震等による事故を防ぐため、これら危険な建築物その他の工作物には近

づかないことが重要です。 
 
(2) 第 2 項は、これら危険建築物等の所有者等に対し、危険である旨の表示を自己の安全に支障

がない範囲で、行うことを規定しています。 
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第２節 自主防災組織の責務 
 
（災害応急対策の実施） 

第五十六条 自主防災組織は、災害発生時等において、地域住民等、県、市町及び防災関係機

関と連携して、災害時要援護者その他の地域住民の避難の支援、火災の発生の防止、救出、

応急手当、給水、給食、危険箇所の巡視その他の地域における災害応急対策を実施するよう

努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「災害時要援護者その他の地域住民」とは 

  災害時要援護者のほか、地域住民を指します。 
◆「避難の支援、火災の発生の防止、救出、応急手当、給水及び給食、危険箇所の巡視その他

の地域における災害応急対策」とは 

  前掲のほか、避難所の運営などをいいます。 

 
【趣旨】 
 本条は、自主防災組織が災害発生時等において、取り組むべき災害応急対策について規定し

ています。 
 
【解釈】 
(1) 本条は、「共助」による災害応急対策について規定しています。 
  災害発生時には、地域住民、事業者、行政などと互いに連携して、非常事態に対処する必要

があります。 
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（情報の伝達） 

第五十七条 自主防災組織は、地域住民又は市町に対し、地域住民の安否、被害状況等に関し

て知り得た情報の伝達に努めるものとする。 

 
【用語解説】 
◆「被害状況等」とは 

市町から提供される避難所に関する情報や住民の要望などをいいます。 
【趣旨】 
 本条は、自主防災組織の情報伝達について規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 本条では、自主防災組織の情報伝達について規定しています。 
 自主防災組織は、市町と地域住民とのパイプ役であり、災害発生時には市町から提供される

情報を地域住民に伝達し、また地域住民の安否のほかニーズや避難所における情報などを市町

に伝えるよう努力することについて規定しています。 
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第３節 事業者の責務 
 
（事業所内の人の生命及び身体の安全の確保等） 

第五十八条 事業者は、災害発生時等における事業所内の人の生命及び身体の安全を確保する

よう努めなければならない。 
２ 事業者は、災害発生時等においては、避難、災害等に関する情報の伝達、火災の発生の防

止、救出、応急手当その他の災害応急対策の実施に当たって、地域住民等及び自主防災組織

と協力するとともに、積極的な役割を果たすよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「事業所内の人」とは 
  従業員だけではなく、来客者など事業所内にいるすべての人をいいます。 
◆「避難、災害等に関する情報の伝達、火災の発生の防止、救出、応急手当等」とは 

  避難、災害等に関する情報の伝達、火災の発生の防止、救出、応急手当のほか、業務の

早期復旧、事業継続に支障を生じない限りにおいて、資機材の提供などをいいます。 

 
【趣旨】 
 第 1 項では、事業者の「自助」の観点から、災害発生時等における事業所内の人の生命及び

身体の安全を確保することを、第 2 項では、避難、災害等に関する情報の伝達、火災の発生の

防止、救出、応急手当等に当たっては、地域の構成員として、「共助」の観点から地域住民

等と協力し、積極的な役割を果たすよう規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 第 1 項では、事業者の「自助」について規定しています。 
   災害発生時等においては、事業所内には、従業員だけではなく、来客者、取引相手の人な

どがいます。事業者は、「自助」の観点から、これらの人たちの生命及び身体の安全を図るよ

う規定しています。 
 
(2) 第 2 項では、地域の構成員としての「共助」の観点から、地域の災害応急対策を行う際に、

地域住民、自主防災組織、他の事業者等と連携して、積極的に役割を果たすよう規定してい

ます。 
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（生活に不可欠な施設の復旧） 

第五十九条 生活に不可欠な施設の所有者、管理者、設置者又は占有者は、災害が発生した場

合において、応急の復旧に係る工事の施工その他の災害応急対策を実施する場合には、相互

に協力するよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「生活に不可欠な施設」とは 
  第 28 条で定義されており、水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設

若しくは処理施設又は電気通信事業の用に供する施設をいいます。 

◆「応急の復旧に係る工事の施工その他の災害応急対策」とは 
応急の復旧に係る工事の施工のほか、情報収集、広報活動、必要な資機材の確保などをい

います。 

◆「相互に協力」とは 

それぞれの管理者が所有する土地等の財産を提供しあうこと、応急工事の工程の調整等に

より、応急対策を円滑かつ迅速に実施できるようにします。 

 

【趣旨】 

水道、電力、ガス、下水道、通信などのライフライン施設は、日常生活に不可欠な施設であ

り、災害発生時等の発生の際に供給が遮断されると、たちまち当該区域住民の生活に支障を来

します。 

このため、これらの施設については、災害が発生した場合は、迅速に復旧をする必要があり、

このためにはライフライン関係企業が連携協力体制をとることにより、効率的に応急の復旧対

策を行う必要があります。 

 

【解釈】 

(1) 本条は、水道、電力、ガス、下水道、通信などのライフライン施設の管理者に対し、災害

が発生した場合の応急対策について、相互に協力するよう規定しています。 

相互に協力する体制としては、第 10 条第 2項で県が整備することとなっており、既に平成

15 年 6 月に「ライフライン企業等連絡会議」を発足させています。 

 

(2) 災害対策基本法第 6条第 2項においては、「指定公共機関及び指定地方公共機関は、（略）

それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。」と定められ、同法第 80 条第１

項においては、「指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又はまさに発生しよ

うとしているときは、（略）その所掌業務に係る応急措置をすみやかに実施するとともに、（略）

必要な措置を講じなければならない。」と定められています。 
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本条においては、法に従いライフラインの各事業者がそれぞれにおいて防災対策を確実に

実施することに加えて、相互に協力することで、応急対策が一層迅速かつ的確に実施される

よう努力義務を規定しています。 
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（帰宅困難者への支援等） 

第六十条 帰宅困難者にかかわる事業者は、災害発生時等においては、県、市町及び防災関係

機関と連携して、帰宅困難者に対する避難の支援、円滑な帰宅のための情報の提供その他の

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「帰宅困難者にかかわる事業者」とは 
  帰宅できない社員がいる事業所、帰宅できない生徒がいる学校、帰宅できない客がいるホ

テルなどの事業者などをいいます。 
◆「帰宅困難者に対する避難の支援、円滑な帰宅のための情報の提供その他の必要な措置」と

は 

  避難支援、情報の提供のほか、帰宅困難者等の一時保護、搬送などを含みます。 

 

【趣旨】 

 本条は、帰宅困難者に対する、関係事業者の支援について規定しています。 

 

【解釈】 
(1) 関係事業者は、基本的に顧客を保護するという趣旨から、帰宅困難者に対し必要な措置を行

う必要があります。措置の実施に当たっては、行政や防災関係機関と十分な連携を図って実施

する必要があります。 
   支援方策としては、発災時はもちろんのこと、普段においても、避難や帰宅方法などに関

する必要な情報提供を行い、帰宅困難者が自ら対策を行うための支援にも努める必要がありま

す。 
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第４節 県の責務及び市町の役割 
 

（応急体制の確立） 

第六十一条 県は、災害発生時等においては、市町及び防災関係機関と連携して、避難、救出、

応急手当、医療その他の災害応急対策の円滑な実施のため、必要な体制を速やかに確立しな

ければならない。 

 
【語句説明】 
◆「避難、救出、応急手当、医療その他の災害応急対策」とは 
  避難、救出、応急手当、医療のほか、情報収集、広報活動などを指します。 
【趣旨】 
 大規模な災害が発生した場合には、交通、通信等が寸断されることが想定されます。こうい

う状況においても、迅速に災害対策本部等を立ち上げ、的確な災害応急対策を実施する必要が

あります。 
 本条においては、応急対策の必要性について、包括的に規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 本条は、応急対策を実施するために必要となる体制の確立と、応急対策に必要な資機材や

物資の整備を規定しています。 

災害対策基本法第 47 条第 2 項においては、「（略）災害予防責任者は、（略）防災に関する

組織を整備するとともに、防災に関する事務又は業務に従事する職員の配置及び服務の基準

を定めなければならない。」と定められています。この規定は、応急対策に限った規定ではあ

りませんが、本条においては、特に、防災の組織が も重要な役割を果たさなければならな

い応急対策時の体制の確立について、規定することとしました。 

体制の確立は、県だけでは不十分であることから、市町、防災関係機関と連携して行うこ

ととしています。  
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（情報連絡体制の確立等） 

第六十二条 県は、災害発生時等においては、市町及び防災関係機関と連携して、第三十三条

第一項に規定する体制を基に、災害等に関する情報の収集及び伝達を行うため、必要な体制

を速やかに確立するとともに、的確な情報を県民に提供しなければならない。 

 
【用語解説】 

◆「災害等に関する情報の収集及び伝達を行うため、必要な体制」とは 

情報の収集先、情報収集の手段、情報の確かさなどを明らかにする体制、収集した情報を

整理する体制、収集した情報を迅速かつ的確に伝達・発信する体制などをいいます。 

情報収集の方法としては、防災ヘリコプター、参集途上の職員、市町をはじめとする防災

関係機関、ボランティアの活用などが考えられます。 

 

【趣旨】 

災害応急対策活動を迅速かつ的確に行うためには、被害に関する情報及び復旧状況に関する情

報を、迅速かつ的確に収集し、関係機関へ連絡しなければなりません。このためには、市町、

国その他の防災関係機関等と連携をとっていく必要があります。 

また、大規模災害が発生した場合には、必要な情報を県民が得ることができなくなる事態が考

えられます。災害発生直後からの被害情報、ライフライン復旧情報、安否情報等を迅速に提供

し、県民の生活及び心の安定が得られるようにする必要があります。さらに、 津波に関する

情報については、例えば南海トラフ付近において地震が発生した場合には、短時間に本県沿岸

部に来襲することが想定されているため、関係機関及び県民に迅速かつ的確に情報を伝達及び

広報していく必要があります。 

大災害時において情報が途絶したときは、パニックに陥りやすく、また、流言飛語による誤っ

た行動を引き起こすことも考えられるので、的確な情報を適切なタイミングで発信することは

非常に重要です。 

 

【解釈】 

(1)本条は、災害が発生した場合における情報収集と伝達について、関係機関との連携体制の確

立と、県民への情報提供を規定しています。 

災害対策基本法第 47 条第 1項においては、「（略）地方公共団体の長（略）は、（略）災

害を予測し、予報し、又は災害に関する情報を迅速に伝達するため必要な組織を整備するとと

もに、絶えずその改善に努めなければならない。」と、同法第 51 条においては、「（略）地

方公共団体の長（略）は、（略）災害に関する情報の収集及び伝達に努めなければならない。」

と定められています。的確な応急対策を実施するためには、迅速かつ的確な情報の収集と伝達

が非常に重要であることに鑑み、本条で改めて規定することとしました。 
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(2) 災害対策基本法第 8条第 2項において、「国及び地方公共団体は、（略）特に次に掲げる

事項の実施に努めなければならない。」と定めており、同項第 16 号に「被災者に対する的確

な情報提供に関する事項」が掲げられています。法における情報提供の対象は被災者ですが、

情報を提供する必要があるのは被災者に限らないので、条例においては、県民に提供しなけ

ればならないと規定しています。 
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（二次災害の防止等） 

第六十三条 県は、災害が発生した場合に、市町及び防災関係機関と連携して、余震等による

二次災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。 
２ 県は、市町及び国と連携して、前項の措置を講ずるため、被災建築物応急危険度判定士（建

築物が余震等に対し引き続き安全に使用できるかを判定する者として知事が認定した者を

いう。）及び被災宅地危険度判定士（宅地の被災状況を調査し、及び当該宅地の危険度を分

類する者として知事が認定した者をいう。）の養成その他の必要な施策を実施しなければな

らない。 

 
【用語解説】 

◆「余震等
．
による二次災害」とは 

余震による建築物、構造物の倒壊や、地震により地盤がゆるんだり堤防が被災した後の余

震又は降雨等による水害・土砂災害などをいいます。 
◆「余震等による二次災害の発生を防止するため、必要な措置」とは 
 被災建築物応急危険度判定士（以下「応急危険度判定士」といいます。）による被災建築物

の危険度の判定、被災宅地危険度判定士による被災宅地の危険度の判定などを行うことによ

り、余震等による建築物の倒壊や宅地の崩壊による人的被害防止のための措置をいいます。 
◆「被災建築物応急危険度判定士」とは 
  被災建築物応急危険度判定（以下「応急危険度判定」といいます。）は、大規模な地震災害

発生後、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止し住民の安全

確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、危険性の判定・表示等を行う方々をいいま

す。 
  応急危険度判定士は、民間の建築士等の方々に被災建築物の応急危険度判定に関する講習

を受講していただくことなどにより、「応急危険度判定士」として登録を行い、災害時に、応

急危険度判定業務に携わっていただきます。 

◆「被災宅地危険度判定士等
．
」とは 

  大規模な地震や大雨などにより、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、二次災害を

軽減・防止し住民の安全確保をはかるため、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、被災

宅地の危険度の判定を行う方々です。 
これらの業務を行う技術者をより多く養成し、災害時に迅速にこれらの業務が遂行される

ようにしておく必要があります。 
◆「その他の必要な施策」とは 

応急危険度判定士等の養成のほか、養成した応急危険度判定士等を登録し、災害時に迅速

に登録された技術者をフルに活用して、二次災害の防止に努めるとともに、これらの技術者

の技術力を保つために、定期的に講習会等も開催する必要があります。 
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また、公共土木施設の管理者は、災害発生後直ちにこれらを点検し、必要な措置を執る体制

を確立しておく必要があります。 

【趣旨】 

大地震の後には余震が続くこととなります。本震により被害を受けた建築物は構造強度が低

下しており、そのまま使用を続けるとその後に発生する余震によって倒壊等建築物被害が生じ、

災害を拡大させることとなります。 

また、大地震により被害を受けた宅地の法面（切土法面、盛土法面）についても同様に、そ

の後の余震による崩壊の危険性があり、そのまま使用を続けることは危険です。 

さらに、地震発生時又はその前後に降雨がある場合には、通常よりも土砂災害が発生しやすく

なりますし、本震において堤防等が被災した場合には、堤防の決壊等による水害の可能性も高

まります。 

このような余震や降雨等による二次的な災害は、その後の使用を停止すること等により、未

然に防止することが可能であることから、これらを防止するための措置又は施策を実施する必

要があります。 

 

【解釈】 

(1)第 1 項は、災害が発生した場合に、二次災害を防止するため、必要な措置を実施することを

定めたものです。 

余震による二次災害を防止する措置として、応急危険度判定と被災宅地危険度判定の業務が

あります。これらの業務は、地震発生後速やかに、応急危険度判定士や被災宅地危険度判定士

が目視等により被災した建築物や宅地の概要、沈下状況、傾斜、構造躯体の損傷、落下物、転

倒、崩壊等の危険性について調査をします。危険度は、 終的には、「危険」「要注意」「調査

済」の３区分により判定されます。危険と判定された建築物等には立ち入らないように指導す

ることも必要です。 

応急危険度判定業務と被災宅地危険度判定業務は、市町が地震発生後の様々な応急対策の一

つとして行うべきものですが、大規模災害の場合には、判定を必要とする建築物等の量的な問

題や被災地域の広域性から行政職員だけでは対応が難しいと考えられます。そこで、ボランテ

ィアとして協力していただける民間の建築士等の方々に、応急危険度判定等に関する講習を受

講していただき、「応急危険度判定士」等として協力をしていただきます。 

 

(2)第 2 項は、前項の措置を実施するために行うべき事前の施策について規定しています。 

応急危険度判定士等の養成については、民間の建築士等の方々に、応急危険度判定等に関す

る講習を受講していただき、「応急危険度判定士」等として、県が養成、登録を行います。
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（避難対策） 

第六十四条 市町は、災害発生時等において、住民の円滑な避難のため、必要な体制を速やか

に確立するよう努めるものとする。 

２ 市町は、避難所における相談窓口の設置等災害時要援護者その他の避難所内の住民に配慮

した避難所の運営に努めるものとする。 
３ 県は、市町が前二項の規定を実施するために必要な支援を行うよう努めなければならな

い。 
４ 知事は、災害が発生した場合において災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）第二条

の規定を適用し、応急仮設住宅の供与を行うときには、市町と連携して行うものとする。 

 
【用語解説】 
◆「住民」とは 
「県民」と同様に、当該市町に居住する住民のみならず、在勤者、在学者、旅行者、滞在者

など当該市町内にいるすべての者を含みます。 
◆「災害時要援護者その他の住民」とは 
 災害時要援護者だけでなく他の地域住民も含みます。 
◆「相談窓口の設置等」とは 
相談窓口の設置のほか、避難生活への配慮をいいます。 

◆「被災者の心身の健康の保持に資するため」とは 
応急仮設住宅における生活は、健康を害しやすく、又、精神的に不安定になりやすいことか

ら、これを防止するよう配慮しながら行うという趣旨です。 

 

【趣旨】 

避難生活が長期化するような場合には、住民の健康や生活の再建への不安などにより、精神的

に不安定な状況におかれることが予想されます。また、これらの場合、災害時要援護者やその

他の住民への被災者感情に配慮する必要があります。 

避難地や避難所の確保、避難所の運営については、基本的には市町の責務ですが、県としても、

災害が発生し混乱した中で、被災者が心身の健康を保持できるよう、市町に対して保健師の派

遣など、必要な支援をする必要があります。 

避難地及び避難所は、具体的には市町地域防災計画で定められますが、その運営体制について

も、あらかじめ想定しておくことが重要であり、運営マニュアルの作成等が必要となります。 

また、応急仮設住宅においては、避難所生活よりもさらに長期化することが予想され、一層被

災者の心身の健康の保持に配慮することが必要となります。 

なお、応急仮設住宅の確保についても、基本的には市町の責務ですが、災害救助法が適用と

なった場合は、市町に委任する場合を除いて県の責務となります。 
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地方分権の立場から、県の条例において、市町の業務について記載するのは異例のことでは

ありますが、防災上重要な事業として、県の支援を規定し、市町と県が協働して対処していく

よう努めることを規定しています。（第 32 条、第 36 条、第 37 条、第 46 条、第 47 条、第 50
条において同じ。） 

 

【解釈】 

(1) 第 1 項は、市町による避難体制の確立を規定しています。具体的には、避難所の早期設置、

連絡手段の確保などが含まれます。 

 

(2) 第 2 項は、避難所運営について、災害時要援護者のみならず、被災した地域住民への避難

生活に配慮するよう努めることとしています。 

 

(3) 第 3 項は、市町による避難所の確保及び運営への支援について規定しています。 

具体的な支援策としては、避難所運営マニュアル策定指針の作成、避難所のネットワーク化、

県有施設の避難所利用等が考えられます。 

 

(4) 第 4 項は、県と市町の連携による応急仮設住宅の供与について規定しています。 

特に、応急仮設住宅における生活は、避難所に比べて長期化することになり、大規模災害の

ショック、慣れない生活、周囲の復興から取り残される不安など、心身共に疲れやすい状況に

なりがちです。このようなことから、被災者の心身の健康管理が重要となります。 
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（緊急輸送対策） 

第六十五条 知事は、災害発生時等においては、緊急通行車両等の円滑な通行を確保する

ため、市町及び防災関係機関と必要な調整を行うものとする。 
２ 知事は、災害発生時等においては、市町及び防災関係機関と連携して、災害応急対策を実

施するため、必要な緊急輸送を確保しなければならない。 

 
【用語解説】 

◆「緊急通行車両等」とは 

いわゆる消防自動車、救急車、パトカーのほかに、災害応急対策に必要な物資の輸送や災

害応急対策を実施するための自動車をいい緊急通行車両と緊急輸送車両があります。 

災害対策基本法第 76 条第１項においては、「道路交通法（略）第 39 条第１項の緊急自動車

その他の車両で災害応急対策の的確かつ円滑な実施のためその通行を確保することが特に必

要なものとして政令で定めるものをいう。」と定義されています。 

また、緊急輸送車両は大規模地震対策特別措置法第 24 条の規定による「地震防災応急対策

に従事する物資若しくは地震防災応急対策に必要な物資の緊急輸送その他地震防災の応急対

策に係る措置を実施するための緊急輸送を確保する」ための車両です。 

◆「必要な調整」とは 

緊急通行車両等の通行ルートの設定、そのための交通規制内容とその方法などについて、

総合的に調整を行います。 

 

【趣旨】 

大規模災害は、広域にわたり同時に発生することが多いため、県のみならず、市町、国の関

係行政機関、事業者等が連携・協力して対応することが不可欠です。このため、災害対策基本

法は、第 4条第 1項で県の総合調整を行う責務を、第 14 条第 2項第 3号で防災会議の事務とし

て連絡調整を規定しています。 

これらの規定に基づき、災害発生後の消火、救出救助、救援その他の応急措置の迅速かつ円

滑な実施のために不可欠な緊急通行車両等の円滑な通行を確保する上で必要となる防災関係機

関、関係事業者等との総合的な調整を、県が率先して行うことを明らかにしています。 

また、災害が発生した場合には、交通網がいたるところで寸断される可能性が高くなります。

しかしながら、災害時には、被災者の救助や、救援物資の輸送などの緊急輸送が必要となりま

す。 

こういった状況の中、緊急輸送を確保するためには、通常の陸上交通だけでなく、海上や航

空等も含めたあらゆる手段による輸送を確保する必要があります。 

 

【解釈】 
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(1) 第 1 項では、緊急通行車両等の円滑な通行のために、県が必要な調整を行うことを規定し

たものです。 

必要な調整に関して、災害対策基本法第 4 条第 1 項は、「都道府県は、（略）その区域内の

市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、そ

の総合調整を行う責務を有する。」とし、県の総合調整の責務を規定しています。また、同法

第 14 条では、都道府県に都道府県防災会議を置き（第 1 項）、その事務として「当該都道府

県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に

関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係

指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。」（第 2 項第 3 号）を、第 15 条第 2 項では、

「会長は、当該都道府県の知事をもって充てる。」ことを規定しています。 

このように、災害時において県が果たすべき調整についての役割は大きく、その責務を十

分果たしていくため、災害発生時の緊急交通の確保についても県が率先して調整を行うよう

条例でも明記することとしました。 

 

(2) 緊急通行車両のうち、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸

送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両については、災害対策基本法施行令第

33 条により、知事又は公安委員会に緊急通行車両であることの申し出を行い、確認を受け、

標章及び証明書の交付を受け、その標章を車両の前面の見やすい箇所に掲示し、証明書を車両

に備え付けるよう規定されています。 

 

(3) 災害時の交通規制については、災害対策基本法第 76 条第 1 項において、「都道府県公安委

員会は、（略）道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、

又は制限することができる。」と定め、同法第 76 条の 4において、「国家公安委員会は、（略）

特に必要があると認めるときは、（略）関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する

事項について指示することができる。」と定めています。従って、災害時の交通規制について

の実務は、県公安委員会或いは国家公安委員会の権限により行われることとなります。 

しかしながら、実際に交通規制を行うに際しては、全体的な被害状況や、緊急輸送ルート

の選定など事前に調整すべきことが多くあり、この調整については、県の責務として明記する

こととしました。 

 

(4) 第 2 項は、応急対策の実施のために、市町、国その他の防災関係機関と連携して、緊急輸

送を確保することを規定しています。 

緊急輸送を確保する手段としては、市町や指定地方行政機関の協力、自衛隊や海上保安庁

などの協力、協定を締結している運送事業者等の協力などを活用し、陸上、海上、航空など、

輸送先、輸送内容、緊急度等を勘案して決定していきます。 
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 なお、災害救助法第 24 条第 1 項又は災害対策基本法第 71 条第 1 項の規定により、知事は、

輸送関係者に従事命令を出し、緊急輸送の業務に従事させることができます。 

 しかしながら、行政の姿勢として、行政の中での連携により 大限の努力をしながら、なお

かつ不足する場合、あるいは従事命令により応急対策を行うことがより効果的である場合に限

って、上記の従事命令を行使するようにしていくべきであります。 

本項においては、従事命令を出す前に、行政や防災関係機関の連携により 大限努力するこ

とを規定しています。



- 114 - 

 

（帰宅困難者への支援） 

第六十六条 県は、災害発生時等においては、市町、国及び県の区域に近接する地方公共

団体と連携して、帰宅困難者の円滑な帰宅のため、必要な措置を講じなければならない。 

 
【用語解説】 
◆「必要な措置」とは 

帰宅困難者の円滑な帰宅のため必要な、道路ならびに避難所及び帰宅支援ステーション等

での滞在に関する情報の周知などが考えられます。 
 

【趣旨】 

 本条は、帰宅困難者等に対する行政の支援について規定しています。 

 

【解釈】 

(1) 支援方策としては、災害時はもちろんのこと、普段においても、必要な情報提供等を行い、

帰宅困難者等が自ら対策を行うための支援にも努める必要があります。 

また、帰宅困難者対策は、県内だけの対応では不十分であり、隣接県等と連携を図りなが

ら対策を実施することが必要となります。 

  近接県においては、「中部 9県 1市災害時等の応援に関する協定」（富山県、石川県、福井

県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県及び名古屋市）「近畿 2府 7県危機発

生時の相互応援に関する基本協定」（福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈

良県、和歌山県及び徳島県）を結び、災害発生時等における物資及び資機材の提供及び斡旋、

職員の派遣、医療機関による傷病者の受入などについて相互応援を行うこととしています。



- 115 - 

 

（災害時における公衆衛生の確保） 

第六十七条 知事は、災害が発生した場合において、感染症の発生の予防及びまん延の防

止、食中毒等の発生の防止その他の公衆衛生の確保を行うときには、市町と連携して行わな

ければならない。 

２ 知事は、災害が発生した場合において、市町が行う一般廃棄物（廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第二条第二項に規定する一般廃棄物をい

う。以下この条において同じ。）の処理に著しい支障を生じるおそれがあると認めるときは、

県内での処理体制の調整その他の一般廃棄物の速やかな処理のために必要な措置を講じな

ければならない。 

 
【用語解説】 
◆「その他の公共衛生の確保」とは 
  大規模災害が発生した場合には、ごみの収集が滞ったり、トイレが使えなかったり、飲料

水、食料が不足したり、入浴、着替えができなかったりします。避難所をはじめとして、各

家庭においても不衛生になり易く、感染症や食中毒等の発生、さらにネズミやゴキブリ、ノ

ミやシラミの発生も懸念されますので、これらを防止することをいいます。 
◆「市町」とは 
  市町のほか、一部事務組合、広域連合をいいます。 
◆「その他の一般廃棄物の速やかな処理のために必要な措置」とは 

  県域内での処理が困難と判断される場合には、他府県への応援要請も検討し、適正に対処

します。 
 

【趣旨】 

災害が発生した場合においては、上下水道の被害が予想され、これに伴い水洗トイレが使用

不可となり、また、洗濯や炊事場での洗いものが不自由になるなど、不衛生となることが予想

されます。災害時には、十分な医療が施せない可能性もあり、衛生的な生活環境を確保するこ

とは･重要な課題となります。 

 災害時の一般廃棄物の処理については、道路の寸断や交通渋滞又は一般廃棄物処理施設の被

災や能力不足などによって、生活に伴うごみ・し尿の収集運搬が滞ったり、処理できない一般

廃棄物は仮置場で保管せざるを得ない事態も懸念されます。このような状況にあっても、公衆

衛生や生活環境の保全に留意しつつ、衛生上支障が生じる一般廃棄物の処理を優先し、適切か

つ速やかに処理処分を行う必要があります。 

また、建物倒壊によるがれきが、道路を覆う場合、交通障害を起こすため、速やかに除去、

処理する必要があります。 

災害に伴って発生する一般廃棄物は市町が処理すべきものですが、その処理に著しい支障を
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生じるおそれがあると認められるときは、県が、県内での処理体制の調整などの措置を講じる

必要があります。 

本条は、このような状況から被災者を守るため、衛生的な生活環境を保護する対策について

規定しています。 

 

【解釈】 

(1) 第 1 項は、災害時の公衆衛生対策について、規定しています。 

災害対策基本法第 50 条第 1 項において定められている災害応急対策として、第 6 号に「清

掃、防疫その他の保健衛生に関する事項」が掲げられ、同条第 2項において、地方公共団体の

長は、災害応急対策を実施しなければならないと定められています。 

公衆衛生上を確保する対策として、災害が発生した場合に衛生面について配慮するよう啓

発を行うことが必要となるうえ、消毒等についても必要となります。 

感染症が発生した場合には、防疫体制の確立、検病調査及び健康診断等を実施し、食品衛

生対策として、特別食品衛生監視班を編成し、救護食品の緊急安全確認やボランティア等に

対する衛生指導を行うなど総合的な食品衛生対策を実施します。 

 

(2) 第 2 項は、市町等が行う一般廃棄物対策への支援について、規定しています。 

廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）

により、一般廃棄物は市町が、産業廃棄物は事業者が自ら処理することとされています。 

災害によって生じたがれき等の災害廃棄物については、一般廃棄物に分類されることから

（ただし、被災した物に限るため、半壊の建築物の場合、壊れた部分のみが一般廃棄物で、

壊れていない部分を取り壊すと産業廃棄物となります。）、災害廃棄物の処理責任は、市町等

となります。 

しかしながら、大規模災害の場合は、市町等が単独での処分が不可能な場合が予想される

ことから、県にその支援についての責務を課すこととしました。 
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（心のケア等の体制確立） 

第六十八条 県は、災害が発生した場合において、市町及び防災関係機関と連携して、被災者

の心のケア（被災したことにより精神的健康が損なわれた状態の回復及び予防をいう。）そ

の他の災害の特性に応じた傷病への対応のため、医師及び保健師等を被災地に派遣し、相談

窓口を設置する等必要な体制を確立しなければならない。 

 
【語句説明】 
◆「心のケアその他の災害の特性に応じた傷病への対応」とは 

心のケアのほか、災害時に特に起こりやすくなる傷病への対応を指し、例えばエコノミー

クラス症候群などへの対応が含まれます。 
◆「医師及び保健師等」とは 

医師、保健師のほかに、臨床心理士、精神保健福祉士などを指します。 
◆「相談窓口を設置する等」とは 
  傷病の予防に資する支援などを指します。 
 
【趣旨】 
 災害発生時は、家族を失ったり、受傷したり、経済的基盤を失ったりなど平常時にはないス

トレス要因により、被災者に心理的負担が生じることになります。この心理的負担により、身

体的にも精神的にも様々な障害をきたすことが多くあります。 
 被災者のこころのケアを行うためには、医師、保健師、臨床心理士、精神保健福祉士など専

門家の派遣や相談窓口を設置するなど迅速に体制を確立する必要があります。 
 
【解釈】 
(1) 被災者は、通常時にはない様々なストレスにより、心理的負担を負い、心身に様々な障害を

もたらします。これらにより生ずる PTSD（Posttraumatic Stress Disorder 心的外傷後スト

レス障害 ）,ASD（Acute Stress Disorder 急性ストレス障害）,うつ病などへの対応は専門的

知識を持った者の対応が必要となります。県においては、これらについて、速やかに対応でき

る体制を確立する必要があります。 
  また、心のケアだけでなく、災害時の避難生活に起因するエコノミークラス症候群への対

応など、災害医療に長けた人材を確保し、派遣するなど体制を確立しなければならないこと

を規定しています。
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（防災ボランティア等による活動への支援体制の確立） 

第六十九条 県は、災害が発生した場合においては、市町及び防災関係機関と連携して、速や

かに防災ボランティア等の受入体制その他の防災ボランティア等による活動の円滑な実施

のために必要な体制を確立しなければならない。 

 
【用語解説】 

◆「防災ボランティアの受入れ体制の整備」とは 

被災地に県内外から駆けつける多数のボランティアを効率的に受け入れ、その活動が効果

的に行われるように、受け入れ・調整・支援のための組織や施設を整え、有機的に結びつけ

ることです。 

◆「必要な体制の整備」とは 

被災地に県内外から駆けつける多数のボランティアを効率的に受け入れ又は派遣し、その

活動が効果的に行われるように、防災ボランティアの受入れ体制の整備、情報の提供、活動

拠点の提供、役割分担による協力体制の整備等が必要となります。 

【趣旨】 

大規模な災害では、被害が広域に及ぶため、行政機関のみで十分な対策を講ずることは困難

な面があり、被災後の混乱の中で被災者に対してきめ細かな配慮をしていく上で、ボランティ

アによる柔軟かつ機動的な活動に期待するところが大きいといえます。 

阪神・淡路大震災においては、地震発生直後から、大勢のボランティアが各地から駆けつけ

（発災後３ヶ月間で延べ 117 万人と推計）、被災者の救護、炊き出し、救援物資の仕分け・配送、

避難所での支援、介護等被災地で様々なニーズに対応した活動を行い、避難生活等を支える大

きな力となりました。 

しかしながら、一方では、初期の段階で多数のボランティアを被災地のニーズに合わせて派

遣するコーディネート機能が十分に働かなかったという実態もありました。 

こうした経験から、個々のボランティアが各々自由に活動することは、必ずしも効果的でな

い場合があり、ボランティアコーディネーターの指示のもとにボランティア活動が行われるこ

とが望ましい姿といえます。 

行政としては、ボランティア活動が円滑に行われるよう必要な措置を実施し、ボランティア

との協働により、効果的な応急対策を実施していく必要があります。 

 

【解釈】 

(1) 本条は、応急対策時における防災ボランティア活動への支援について規定しています。 

本来ボランティア活動は参加者の自発的な社会奉仕活動として行われるものですが、被災者

のニーズに応じた活動がより円滑かつ効果的に行われるよう、県は、市町、国その他の防災関

係機関と連携して、ボランティアと協働体制をとっていく必要があります。 
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応急対策時におけるボランティア活動としては、被災者の救護、炊き出し、救援物資の仕分

け・配送、避難所運営の補助作業、被災者の安否確認、高齢者・障害者等の災害時要援護者へ

の支援、夜間防犯パトロール、交通整理など多岐にわたり、こうした活動の中には、医師によ

る医療救護活動、薬剤師による医薬品の仕分け・供給、弁護士による法律相談、手話通訳、外

国語通訳など専門技術や特殊技能を生かしたものもあります。また、時系列で見ると、発災直

後の「人命の救助、維持」のための活動から、避難生活の支援、復旧・復興に向けた活動など

の「被災者の自立を支援する活動」へと移行していきます。 

また、近隣の他府県で災害が発生した場合には、本県からもボランティアが赴くことが想

定されます。他県へのボランティア活動に参加する人々への情報提供などの活動支援も行いま

す。 

 

(2) 災害対策基本法第 8条第 2項では、国及び地方公共団体が実施に努めなければならない事

項として、同項第 13 号に「自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備

その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項」が掲げられています。



- 120 - 

 
（災害応急対策の実施に係る応援等） 

第七十条 県は、災害発生時等において、必要があると認めるときは、他の地方公共団体、防

災関係機関並びに第五十条に規定する協定を締結している災害応急対策の実施に係る事業

者及び団体に対し、直ちに災害応急対策の実施に関する応援又は協力を求めるものとする。 
２ 県は、災害発生時等において、第五十条に規定する協定を締結している地方公共団体及び

防災関係機関から災害応急対策の実施に関する応援又は協力を求められた場合には、正当な

理由がない限り、速やかにその求めに応じるものとする。 

 
【用語解説】 

◆「応援又は協力」とは 

市町、国その他の防災関係機関、他の地方公共団体からは応援を受け、応急対策の実施に

係る事業者等からは協力を受けます。 

◆「正当な理由」とは 

要請内容に応じる余力がない場合、県内が被災している場合などが考えられます。 

 

【趣旨】 

災害は、局地的なものから広域にわたるものまであり、県としては、災害が発生した場合、

被害の状況を迅速に把握し、救出救助、医療救護、消火等の災害応急対策を円滑に実施する必

要があります。大規模な災害の場合には、県内の行政機関だけでは対応できなくなるおそれは

十分にあります。そのため、50 条に規定する協定について、他の地方公共団体や防災関係機関、

公共的団体、関係する事業者等に対し、応援や協力を求めることを規定することとしました。 

これらの応援や協力を求めるためには、事前にこれらの団体等と災害応援協定を締結してお

くことも必要となります。 

また、反対に、他の地方公共団体から応援を求められた場合は、原則として、速やかにこれ

に応ずることを本条で明記しています。 

 

【解釈】 

(1) 本条は、災害が発生した場合において、県としての責務を十分果たすため、必要があるとき  

は、知事から、他の地方公共団体の長、防災関係機関の長、関係事業者等に応援又は協力を要

請すること、また他の地方公共団体の長から応援要請があったときは、これに応ずることを規

定したものです。 

地方公共団体相互の協力については、災害対策基本法第 5条の 2で「地方公共団体は、（略）

相互に協力するように努めなければならない。」とし、また、同法第 8条第 2項では、地方公共

団体の実施事項として第 12 号に「地方公共団体の相互応援に関する協定の締結に関する事項」

を掲げています。 
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また、災害時の派遣支援について、次のような規定があります。 

①指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣要請（災害対策基本法第

29 条第 1項） 

②指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣のあっせん要請（災害対

策基本法第 30 条第 1項） 

③他の都道府県職員の派遣のあっせん要請（災害対策基本法第 30 条第 2項） 

④自衛隊の派遣要請（自衛隊法第 83 条第 1項） 

(2) 第 1項は、県から行う応援、協力の要請について規定しています。 

応援、協力の要請は、通常、全県の被害の大きさ等から必要な体制を想定して判断しますが、

その場合、被害の状況等から、要請先、要請内容、規模等を決定して対応することとなります。 

人命救助、延焼火災の消火等の応援・協力要請は、一刻を争うため迅速かつ的確な対応が必

要となります。このため、要請先とは予め災害応援協定を締結するなど、相互の協力関係を確

保しておくことなども求められます。 

(3) 第 2項は、応援要請を受けた場合の対応について規定しています。 

他の都道府県知事から応援を求められた場合は、相互協力の立場から、特段の事情がない限

り、速やかに応じなければなりません。 

応援の実務に当たっては、派遣する者の身分や必要な費用の負担等の問題を解決する必要が

あり、また、非常時の混乱した中で迅速かつ的確な対応を図る必要があることから、事前に協

定を結び、細部を詰めておくことが望ましいといえます。 

 

（関係法令の整理） 

 要請する 応じる 

 

他の都道府県知事 

協定 

災対法第 74 条第 1項 

地方自治法第 252 条の 17 

（職員の派遣） 

協定 

災対法第 74 条第 1項 

地方自治法第 252 条の 17 

（職員の派遣） 

 

国 

自衛隊法第 83 条第 1項 

災対法第 29 条第 1項 

（職員の派遣） 

 

－ 

 

 

市町村 

協定 

災対法第 72 条第 1項 

（他の市町村の応援） 

地方自治法第 252 条の 17 

（職員の派遣） 

災対法第 68 条第 1項 

災対法第 31 条（職員の派遣）

地方自治法第 252 条の 17 

（職員の派遣） 

防災関係機関 協定  
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（指定公共機関、指定

地方公共機関） 

災対法第 71 条（従事命令） 災対法第 80 条第 2項 

 

関係事業者 

協定 

災対法第 71 条（従事命令）

災救法第 24 条第 1項 

（従事命令） 

 

－ 

   ※災対法……災害対策基本法 

   ※災救法……災害救助法 
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（警戒宣言等の周知） 

第七十一条 知事は、警戒宣言が発せられた場合又は気象業務法第十一条の規定による東海地

震観測情報若しくは東海地震注意情報若しくは同法第十一条の二の規定による東海地震予

知情報が発表された場合には、市町及び防災関係機関と連携して、その内容を速やかに県民

に周知しなければならない。 

 
【用語解説】 

◆「東海地震観測情報」とは 

  気象庁から発表されるもので、東海地域の地震予知についての観測データに異常が現れ、

東海地震の前兆現象の可能性が高まったと認められる場合に発表されます。 

◆「東海地震注意情報」とは 

  気象庁から発表されるもので、東海地域の地震予知についての観測データに異常が現れ、

東海地震の前兆現象の可能性が高まったと認められる場合に発表されます。 

  これを受け東海地震に係る準備行動開始の意志決定等の対応がとられます。 

◆「東海地震予知情報」とは 

  東海地震の発生のおそれがある場合に気象庁が発表する情報です。気象庁長官は、この情

報について気象業務法第 11 条の 2第 1項の規定により、直ちに内閣総理大臣に報告しなけれ

ばならないこととなっています。 

◆「警戒宣言」とは 

  気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する

緊急の必要があると認めたときに内閣総理大臣が発する警戒宣言のことをいいます。 

  警戒宣言が発せられると、公共交通機関の運行停止など社会状況に様々な影響があります。 

【趣旨】 

警戒宣言は、大規模地震対策特別措置法第 9条第 1項に基づき、気象庁長官から地震予知情

報の報告を受けた場合に、閣議にかけたうえで内閣総理大臣から発せられます。 

警戒宣言が発せられることにより、大規模地震が発災した場合に備えての数々の地震防災応

急対策が実施され、被害の軽減を図ることとなっています。 

この数々の地震防災応急対策を効果的に実施するためには、警戒宣言を迅速かつ的確に関係

機関に伝達する必要があります。また、同時に県民にも周知することにより、県民一人ひとり

が大規模地震の発生に備え、被害を減らす対策を行う必要があります。 

また、このためには、警戒宣言の意味するところや、大規模地震に備えるべき事項等につい

て、事前に十分な広報を行い、周知を図っていく必要があります。 

【解釈】 
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(1) 第 1 項は、警戒宣言が発せられた場合又は東海地震注意情報が発表された場合に、県民に

周知する知事の責務を規定しています。 

大規模地震対策特別措置法第 9条第 2項では、内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、

当該地震予知情報の内容について、国民に周知しなければならない、と定め、同法第 20 条に

基づき準用する災害対策基本法第 55 条では、都道府県知事は、市町村長その他の関係者に対

し、必要な通知をすることを定め、同じく災害対策基本法第 56 条では、市町村長は、関係機

関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない、と定められています。 

法の規定では、内閣総理大臣と市町村長に住民へ周知する責務を規定していますが、本項

では、より確実に県民に周知するために、知事からも県民に周知する責務を規定することと

しました。 

また、東海地震注意情報については、従来の判定会招集連絡報を前倒しした情報で、警戒

宣言と同様に周知することとしています。 

(2) 第 2 項は、警戒宣言が発せられた場合の県地震災害警戒本部の設置と地震防災応急対策の

実施を規定しています。 

大規模地震対策特別措置法第 16 条は、「警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都

道府県知事（略）は、都道府県地震災害警戒本部（略）を設置するものとする。」と定め、同

法第 21 条第 2項は、「警戒宣言が発せられたときは、（略）地方公共団体の長（略）は、法令

又は地震防災計画の定めるところにより、地震防災応急対策を実施しなければならない。」と

定めています。 

警戒宣言が発せられたときの地震防災応急対策が、大規模地震による被害を軽減するため

にきわめて重要な事項であることから、本項においても規定することとしました。 
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第４章 災害復旧復興対策 

 

 （県民の責務） 

第七十二条 県民は、災害が発生した場合において、地域の災害の復旧及び復興の主体である

ことを認識した上で、相互に連携し、自主防災組織、事業者、県、市町、国及び防災ボラン

ティア等と協働することにより、自らの生活の再建及び地域社会の再生に努めなければなら

ない。 

２ 県民は、災害の復旧及び復興時において、環境への負荷が少ない循環型社会を形成する観

点から、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。 

 
【趣旨】 
 本条は、復旧復興対策における県民の責務について規定しています。 
 復旧復興時には、まず、県民自身が自らの生活を早く再建することが重要です。これには、

互いに連携していくことも重要です。 
 また、自らの生活の再建を図りながらも、地域の構成員として、できうる限り地域社会の再

生にも、関係機関と連携して主体的に取り組むことを規定しました。 
 第 2 項では、復旧復興時には、災害廃棄物が大量に発生します。県民は、再利用などに努め、

災害廃棄物の発生を抑制するよう努めなければなりません。 
 
【解釈】 
(1) 第 1 項では、県民は、災害が発生した場合には、まず自らも復旧復興の主体であることを認

識し、関係機関と連携しながら、自らの生活再建を図っていくことを規定しています。 
また、住民は、地域の構成員でもあることから、どのように地域を再生していくのかに関

しても、「共助」の観点から、関係機関と連携し、主体的に参画していくことの重要性も規定

しています。 
  前文でも触れていますように、復旧復興は災害が起きてから考えていては、復興までに多

くの時間を費やし、また 悪の場合は地域の崩壊に繋がります。また、自らの生活再建との

両立は、困難を極めます。このような事態に対処するため、県の被害想定などをもとに地域

がどのような被害を受けるのか、被害を防ぐための予防対策としてどのような事ができるの

か、また被害を受けた場合にどのように再生していくのか、事前に関係機関との共通認識を

もっておくことが重要です。 
 
(2) 第 2 項については、災害廃棄物の発生抑制についての県民の努力義務について規定していま

す。 
   災害時には、多くの廃棄物が発生します。この災害廃棄物は一般廃棄物となることから（詳

細は第 68 条の解釈をご覧ください。）、市町等に処理責任があります。費用の面でも、労力の
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面においても、これに対する負担は大きい物であり、県民ひとり一人が早期の地域再生の観

点から、また循環型社会の形成の観点からも、不必要な廃棄物の発生抑制に努めなければい

けません。
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（自主防災組織の責務） 

第七十三条 自主防災組織は、災害が発生した場合において、地域社会の再生に貢献するとと

もに、県、市町及び防災関係機関が実施する災害の復旧及び復興対策に協力するよう努めな

ければならない。 

 
【趣旨】 
 本条は、災害発生時において、地域住民の生活を早期に取り戻すために、地域自らが再建す

る努力や行政が実施する災害復旧復興対策に協力するよう努力義務として規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 本条は、自主防災組織が、行政が実施する災害復旧復興対策に協力することについて規定し

ています。 
  災害復旧復興時には、住民とのパイプ役との認識のもと、行政が行う対策へ協力し、地域

コミュニティの再生に努めていただく必要があります。 



- 128 - 

 
（事業者の責務） 

第七十四条 事業者は、災害が発生した場合において、事業の継続又は中断した事業の速やか

な再開により雇用の場を確保するとともに、県、市町及び防災関係機関と連携して、地域経

済の復興に貢献するよう努めなければならない。 

 
【趣旨】 
 本条は、災害時において、事業者が果たすべき責務を記載しています。 
 地域の復興、再生において、雇用の場を確保するとともに、行政や防災関係機関と連携し、

地域経済の復興に貢献するよう規定しています。 
 
【解釈】 
(1) 本条は、災害発生時に事業者に事業の継続又は中断した事業の速やかな再開に努めることを

規定しています。 
また、事業者の事業継続・事業再開は、地域再生の柱です。 
雇用の確保が図られなければ、県民の自立した生活再建が出来なく、災害により荒廃がす

すんだ地域から住民が離れ、衰退していきます。 
  災害時に大きな被害を受けなく速やかな事業継続・早期な事業再開を図るという点は事業

の存続に関わる重要な問題であり、県民にとって雇用確保に繋がり生活再建を図るうえで、

欠かせない要素であります。 
このためには、事前の事業継続計画（BCP）等の策定（従業員の安全・施設の安全確保・

取引先との調整など）も重要なものとなります。 
 
  「事業継続計画（BCP）」とは、事業所が大規模災害などの緊急事態に遭遇した場合に、事

業資産の損害を 小限に留めつつ、事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常

時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための資金確保等の方法、手段などを予め定

めておく計画をいいます。
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（県の責務） 

第七十五条 県は、災害が発生した場合において、県民の参画を図りながら、当該災害からの

復興を計画的かつ円滑に推進するため、必要があると認めるときは、復興計画を策定しなけ

ればならない。 
２ 県は、市町及び防災関係機関と連携して、前項の復興計画の定めるところにより、復興対

策を実施しなければならない。 

 
【用語解説】 

◆「必要があると認めるとき」とは 

県内の広範囲において災害が発生し、被災市街地復興特別措置法第 5 条に規定する被災市

街地復興推進地域を定めること等により計画的に復興を実施する必要があり、かつ単独の市

町で復興計画を策定することが適当でないと判断される場合をいいます。 

◆「復興計画」とは 

大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、

被災地域の再建は、都市構造・産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度か

つ複雑な大規模事業となり、これを可及的すみやかに実施するため、関係機関の諸事業を調

整しつつ計画的に復興を進めるための計画を言います。 

 

【趣旨】 

大規模な災害が発生した後の復興については、計画的なまちづくりを進め、約 100～150 年周

期で発生する次の大規模災害に耐えうる強いまちづくりを行う必要があります。 

災害の発生後は、応急対策が進められている中でも、まちは少しずつ復興を始めますから、

計画的なまちづくりを行うためには、早期に震災復興計画を策定し、復興事業に着手する必要

があります。 

阪神・淡路大震災後、兵庫県においては、約 6 ヶ月後の平成 7 年 7 月末に「阪神・淡路震災

復興計画（案）」を平成 17 年までの 10 箇年計画として策定しています。 

震災復興計画は、まちを計画的に復興させる都市計画的な部分と、県民生活や経済活動を復興

させるための生活復興、経済復興についても、必要に応じて計画的に進める必要があります。 

 

【解釈】 

(1) 第 1項は、知事の責務として、必要がある場合には、復興計画を策定するよう規定して  い

ます。 

都市計画は、基本的に市町村が定め推進していくべき事項であり、また、住民の生活復興や

経済復興についても、住民生活に も近い行政単位である市町村が主体になります。 

しかし、大規模災害の場合、被害が広範囲に及ぶ可能性があり、市町村の範囲を越えて広域
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的に計画を立案すべき場合には、県において復興計画を策定することが有効であると考えら

れるため、本項に基づき、復興計画の策定を行うこととなります。 

なお、阪神・淡路大震災を契機に、被災市街地復興特別措置法が制定され、同法の規定によ

り被災市街地復興推進地域を定めることにより、建築行為等が制限され、まちの無秩序な再

建を規制することができるようになりました。 
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第５章 雑則 

 

（県民等の意見） 

第七十六条 知事は、県民、自主防災組織、事業者及び防災ボランティア等から防災対策

について意見を聴くものとする。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、県民、自主防災組織、事業者及び防災ボランテ

ィア等の意見を県が実施する防災対策に反映しなければならない。 

 

【解釈】 

(1) 第 1 項は、知事が、県民、自主防災組織、事業者などから意見を聴くことについて義務を

規定しています。 

 本条においては、被害を軽減するために、防災対策に県民の意見を反映し、自助・共助に

よる防災対策を推進することが重要であることから、県民・事業者等の意見を述べる権利を明

記した、「地震対策推進条例」を一歩進め、知事が自発的に意見を聴くものと規定し、一層有

効な意見を期待することとしました。 

県民の意見を聞くシステムは、三重県防災事業推進懇話会、県民一口提案、ｅ－デモ会議

室、防災に関する県民意識調査、知事と語ろう本音でトーク等これまでに各種設けられてきて

います。 

 

(2) 第 2 項は、必要がある場合には、前項の意見を防災対策に反映させるよう規定しています。 

意見の反映については、多種多様な意見が寄せられる可能性があることから、内容について

反映の必要があるかどうかの判断を行ったうえで反映させることとしています。 

反映の必要があるかどうかの判断については、県民、事業者等に意見を述べる権利を明示し

た上での意見であり、意見を反映させることについても明示していることから、意見を尊重し、

慎重になされる必要があります。
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（委任） 

第七十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 

【趣旨】 
本条例は、防災対策の推進に関する基本的な事項を定めているものであり、その細目につい

ては規則に委任する趣旨です。 
 
【規則に委任する事項】 
・第 17 条第 3項 自動販売機の地震に対する安全性を確保するため、規則で定める基準 

・第 18 条    文化財として指定された建築物その他の規則で定めるもの 
 


