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行政、防災関係機関が担う

（平成21年3月25日公布・施行）

三重県防災対策推進条例



　全国各地で台風や異常現象による集中豪雨等による風水害が多く発生し、尊い
人命や財産が失われていることから、水害などが発生したときの適切かつ迅速な
避難や日頃からの適正な森林管理などを新たに規定して、地震のみならず自然災
害全般に強い県土づくりを行っていきます。

　東海地震、東南海地震、南海地震等の大規模地震や伊勢湾台風などのような大規模
な風水害等に対する防災対策を推進していくには、県民、自主防災組織、事業者、行政が
それぞれの責務と役割を着実に果たし、防災ボランティア等を含め、互いに緊密に連携
していくことが重要です。
　また、近年、全国的に台風や異常気象による集中豪雨等により風水害が増加しており、
三重県においても地震だけでなく風水害を含めた自然災害全般に対する防災対策を推
進することが重要な課題となっています。

 災害に強い社会の実現は、県民すべての願いです。災害を引き起こす自然現象や家族形態の変
化や地域の結びつきの希薄化などにより災害リスクが高まっていることを一人ひとりの県民に正
しく認識していただき、行政による取組だけでなく、県民、自主防災組織、事業者のみなさんなど
さまざまな主体の取組により、災害が発生した場合の被害を軽減していくことが重要です。
 このため、県内のさまざまな主体が防災対策を行う上で共有すべき基本理念を定めるとともに、
各主体の役割を明確にし、相互の緊密な連携のもと、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、災
害に強い地域社会を実現することを目的として、この条例を制定しました。

条 例 内 容

改 正 の 目 的

条 例 改 正 の 背 景

災害応急対策
　災害が発生したとき、または災害が発生す
るおそれがある場合に、被害の発生または拡
大を防ぐための対策です。

災害復旧復興対策
　災害が起こったあとに、施設や地域社会を
再生し、より災害に強いものにするために行う
対策です。

風水害を含む自然災害全般への対応1

　防災対策を迅速かつ的確に進めるためには、県民、自主防災組織、事業者、行政
それぞれの責務または役割を明確にし、互いの責務や役割を理解して、相互に連携
して対策を行う必要があります。

それぞれの主体の責務または役割を明確化、連携することの重要性2

　地震対策ではぐくんだ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』の考え方は、地震対策のみならず、他の自然災害においても重要です。
　このことを『基本理念』として明文化し、継承します。

「自助」・「共助」の重要性の継承3

　災害時要援護者（＊）対策、孤立地区対策、
心のケア対策など新たな課題への対策に
ついても明文化し、推進していきます。

新たな課題への対応4

　三重県に甚大な被害をもたらした２つの災害の教訓を風化させず、次世代に伝
承して、さらに防災対策を進めていくため、伊勢湾台風が襲来した9月26日を『み
え風水害対策の日』とし、昭和東南海地震が発生した12月7日を『みえ地震対策の
日』としました。

「みえ風水害対策の日」（9月26日）・「みえ地震対策の日」（12月7日）の制定5

三重県防災対策
推進条例

三重県防災対策推進　条例が施行されました。三重県防災対策推進　条例が施行されました。

基 本 理 念

自らの地域は皆で守る

共　助
自らの身の安全は自ら守る

自　助

公　助

前　　文
　自助、共助、公助の理念のもと、防災対策を
推進する三重県の決意です。

総　　則
　目的や基本理念など条例全体に共通する事
項です。
　「みえ風水害対策の日」「みえ地震対策の日」
についても規定しています。

災害予防対策
　災害の発生または拡大を災害が起こる前に
防ぐための対策です。

＊災害時要援護者…
　災害が発生した場合または災害が発生するおそ
れがある場合に、避難または情報収集が困難になる
ことが予想される人。
　高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国
人の方などが想定されます。
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筋交いを
入れる

基礎を補強柱、梁、土台を
補強

○防災訓練や防災研修に積極的に参加しましょう。
○地域の危険な場所をあらかじめ、確認しておきま
しょう。
○災害が発生した場合に備え、避難場所、避難経路、
避難方法をあらかじめ確認しておきましょう。
○県民の皆さんは、地域の防災を担う主体でもあり
ます。自主防災組織を結成して、防災活動に積極
的に参画しましょう。

防災知識の習得等（第12条）

県民のみなさんに取り組んでいた    だきたいこと

○阪神・淡路大震災においても、犠牲
者の約8割は、建築物の倒壊などによ
る圧死だったと言われています。この
ことから、建築物の耐震化は被害を
軽減するために、非常に重要です。
○昭和56年以前の建築物については、
耐震診断を受けましょう。
　　

▲ ▲ ▲

詳しくは、市町の防災担当
　　　　　または建築担当にお問 い
　　　　　合わせください。
○改修の必要性がある場合は、耐震改
修を行いましょう。

建築物の耐震性の確保（第13条）

自 助

災害予防対策（災害への備え）

○災害が発生した場合などに、帰宅が困難になると
予想されるみなさんは、徒歩などによる帰宅経路
や家族、隣人、友人などとの連絡方法を確認する
など、あらかじめ必要な準備をしておきましょう。

帰宅困難者となった場合の対応（第15条）

災害時要援護者からの情報提供（第16条）
○災害が発生した場合に支援を迅速かつ的確に受
けることができるように、災害時要援護者のみな
さんまたは支援者のみなさんは、自主防災組織ま
たは市町に対して、必要な情報をあらかじめ提供
しておきましょう。

○家具類を固定しましょう。
○消火器等の設置、飲料水、食料、医薬品等を備蓄し
ましょう。
○ラジオ、テレビなどにより情報収
集を行い、避難の際に必要な物
資を直ちに持ち出すことができ
るよう準備しておきましょう。

家庭における災害予防対策（第14条）　災害から自らの身の安全を守るためには、一人ひとりが防災意識を高め、発生する
災害をイメージして、日頃から対策を行うことが重要です。
　災害による被害を軽減するために、県民のみなさんに取り組んでいただきたいこと
を規定しています。

災害用伝言ダイヤル
伝言の録音方法

※被災地の方はご自宅の電話番号、または、連絡を
取りたい被災地の方の電話番号を市外局番からダイ
ヤルしてください。

××× ××× ××××

録音の場合 1
にダイヤル1 ７ １

電話番号を入力する
－ －

❶
❷

❸

伝言の再生方法

※被災地の方はご自宅の電話番号、または、連絡を
取りたい被災地の方の電話番号を市外局番からダイ
ヤルしてください。

××× ××× ××××

再生の場合 ２
にダイヤル1 ７ １

電話番号を入力する
－ －

❶
❷

❸

※携帯電話では、各社に災害用伝言板サービスがありますので、使用方法を事前に確認しておきましょう。
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災害復旧復興対策（災害から立ち直り、より災害に強い地域づくりのために行う対策）

県民の責務（第72条）
○県民のみなさんは、地域の災害の復旧及び復興の主体です。
○自主防災組織、事業者、行政や防災ボランティアなどと協働し、自らの生活を再建し、地
域社会の再生のために行動しましょう。
○災害の復旧や復興時において、環境への負荷が少ない循環型社会を形成する観点か
ら、廃棄物の発生を抑えましょう。

災害応急対策（災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合の対応）

○災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合、避難、災害等に関する
情報の伝達、火災の発生の防止、救出、応急手当などの災害応急対策を行う場合は、お
互いに協力しましょう。

県民の相互協力（第51条）

○災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合には、災害等に関する情
報に留意して、必要と判断したときは自主的に避難しましょう。
○避難勧告や避難指示または避難準備情報の発表があったときは、速やかに行動しま
しょう。
○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
よう行動しましょう。
○地震が発生した場合や津波警報、津波注意報、東海地震に関する警戒宣言が発表され
た場合、その他の津波による被害の発生が予想される場合には、高台など安全な場所
に避難しましょう。
○大雨、洪水、高潮、強風などに関する警報・注意報が発表された場合や土砂災害警戒情
報など被害の発生が予想される場合には、安全な場所へ直ちに避難しましょう。

災害発生時等における避難（第52条）

火災の防止（第53条）
○地震が発生した場合には、揺れがおさまるのを待って、火を消しましょう。
○避難をする場合には、ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを落としましょう。

危険建築物等からの避難等（第55条）
○災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合
には、倒壊や附属するものの落下などの危険のある建物から速
やかに避難しましょう。また、近づかないようにしましょう。

自動車の使用の制限等（第54条）
○災害が発生した場合には、原則として自動車の
使用は自粛しましょう。
○地震が発生した場合には、次のように行動しま
しょう。
　（１）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てく

ださい。
　（２）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、その情報及び周

囲の状況に応じて行動してください。
　（３）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いてください。
　（４）やむを得ず道路上に置いて自動車を離れるときは、道路の左側端に沿って駐車し、

エンジンを止め、キーを付けたままにし、ドアをロックしないでください。
　（５）駐車するときは、緊急通行車両などの通行や応急対策の実施を妨げるおそれのあ

る場所に駐車しないでください。
　（６）危険物等を輸送中の方は、できる限り安全な場所に移動してください。
○大雨や洪水に関する警報など集中豪雨等による被害の発生が予想される場合には、次
のように行動しましょう。
　（１）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してください。
　（２）冠水した道路へは、できる限り進入しないようにしてください。

県民のみなさんに取り組んでいた    だきたいこと自 助
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災害復旧復興対策（災害から立ち直り、より災害に強い地域づくりのために行う対策）

県民の責務（第72条）
○県民のみなさんは、地域の災害の復旧及び復興の主体です。
○自主防災組織、事業者、行政や防災ボランティアなどと協働し、自らの生活を再建し、地
域社会の再生のために行動しましょう。
○災害の復旧や復興時において、環境への負荷が少ない循環型社会を形成する観点か
ら、廃棄物の発生を抑えましょう。

災害応急対策（災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合の対応）

○災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合、避難、災害等に関する
情報の伝達、火災の発生の防止、救出、応急手当などの災害応急対策を行う場合は、お
互いに協力しましょう。

県民の相互協力（第51条）

○災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合には、災害等に関する情
報に留意して、必要と判断したときは自主的に避難しましょう。
○避難勧告や避難指示または避難準備情報の発表があったときは、速やかに行動しま
しょう。
○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
よう行動しましょう。
○地震が発生した場合や津波警報、津波注意報、東海地震に関する警戒宣言が発表され
た場合、その他の津波による被害の発生が予想される場合には、高台など安全な場所
に避難しましょう。
○大雨、洪水、高潮、強風などに関する警報・注意報が発表された場合や土砂災害警戒情
報など被害の発生が予想される場合には、安全な場所へ直ちに避難しましょう。

災害発生時等における避難（第52条）

火災の防止（第53条）
○地震が発生した場合には、揺れがおさまるのを待って、火を消しましょう。
○避難をする場合には、ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを落としましょう。

危険建築物等からの避難等（第55条）
○災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合
には、倒壊や附属するものの落下などの危険のある建物から速
やかに避難しましょう。また、近づかないようにしましょう。

自動車の使用の制限等（第54条）
○災害が発生した場合には、原則として自動車の
使用は自粛しましょう。
○地震が発生した場合には、次のように行動しま
しょう。
　（１）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てく

ださい。
　（２）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、その情報及び周

囲の状況に応じて行動してください。
　（３）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いてください。
　（４）やむを得ず道路上に置いて自動車を離れるときは、道路の左側端に沿って駐車し、

エンジンを止め、キーを付けたままにし、ドアをロックしないでください。
　（５）駐車するときは、緊急通行車両などの通行や応急対策の実施を妨げるおそれのあ

る場所に駐車しないでください。
　（６）危険物等を輸送中の方は、できる限り安全な場所に移動してください。
○大雨や洪水に関する警報など集中豪雨等による被害の発生が予想される場合には、次
のように行動しましょう。
　（１）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してください。
　（２）冠水した道路へは、できる限り進入しないようにしてください。

県民のみなさんに取り組んでいた    だきたいこと自 助
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地域を守るために、自主防災組織や    事業者のみなさんに取り組んでいただきたいこと共 助

災害応急対策（災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合の対応）

災害応急対策の実施（第56条）
○災害が発生した場合または災害の発生するおそれがある場合には、地域住民や県、市
町などと連携して、災害時要援護者や地域住民のみなさんの避難支援をはじめ、火災
の発生防止、救出、応急手当、給水、給食、危険箇所の巡視などを行いましょう。

情報の伝達（第57条）
○地域住民や市町に対して、地域住民
の安否や被害状況などの情報を伝達
しましょう。

○地域の防災意識の啓発や高揚を図るため、地
域住民の参加を得た防災訓練や研修会など
を行いましょう。

防災意識の啓発（第20条）

○県や市町などが提供する地形等災害関連情報（地形のほか、地質、過去の災害、予測さ
れる被害などの情報）を確認しましょう。
○地形等災害関連情報を参考に、避難場所、避難経路、避難方法をあらかじめ把握してお
きましょう。
○これらを掲載した地図を
作って、地域のみなさん
にその内容や活用の方
法を周知しましょう。

地形等災害関連情報の確認等（第21条）

○災害が発生したときに必要な物資や資機材の備蓄、整備、点検を行いましょう。

物資及び資機材の備蓄等（第22条）

○避難勧告、避難指示、避難準備情報の発表
があったときに地域住民の避難が円滑に
行われるように、あらかじめ役割を決めて
おくなど日頃から準備しておきましょう。

避難の勧告等への対応の準備（第24条）
災害予防対策（災害への備え）

自主防災組織のみなさんへ自主防災組織のみなさんへ
 自主防災組織とは、災害から自らの地域を皆で守るために、地域の連帯感に基づい
て、地域の住民のみなさんによって自発的に結成される組織です。
 この条例では、自主防災組織が地域における防災対策に重要な存在であることから、
防災対策の主体としてその責務を規定しています。

災害復旧復興対策（災害から立ち直り、より災害に強い地域づくりのために行う対策）

自主防災組織の責務（第73条）
○災害が発生した場合には、地域社会の再生に貢献し、県や市町が行う災害の復旧や復
興対策に協力しましょう。

○県、市町や防災に関わる団体、災害時要援護者のみなさん
に関わる団体などと連携して、災害時要援護者の方を支
援するための体制を事前から作っておきましょう。

災害時要援護者への支援体制（第23条）
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地域を守るために、自主防災組織や    事業者のみなさんに取り組んでいただきたいこと共 助

災害応急対策（災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合の対応）

災害応急対策の実施（第56条）
○災害が発生した場合または災害の発生するおそれがある場合には、地域住民や県、市
町などと連携して、災害時要援護者や地域住民のみなさんの避難支援をはじめ、火災
の発生防止、救出、応急手当、給水、給食、危険箇所の巡視などを行いましょう。

情報の伝達（第57条）
○地域住民や市町に対して、地域住民
の安否や被害状況などの情報を伝達
しましょう。

○地域の防災意識の啓発や高揚を図るため、地
域住民の参加を得た防災訓練や研修会など
を行いましょう。

防災意識の啓発（第20条）

○県や市町などが提供する地形等災害関連情報（地形のほか、地質、過去の災害、予測さ
れる被害などの情報）を確認しましょう。
○地形等災害関連情報を参考に、避難場所、避難経路、避難方法をあらかじめ把握してお
きましょう。
○これらを掲載した地図を
作って、地域のみなさん
にその内容や活用の方
法を周知しましょう。

地形等災害関連情報の確認等（第21条）

○災害が発生したときに必要な物資や資機材の備蓄、整備、点検を行いましょう。

物資及び資機材の備蓄等（第22条）

○避難勧告、避難指示、避難準備情報の発表
があったときに地域住民の避難が円滑に
行われるように、あらかじめ役割を決めて
おくなど日頃から準備しておきましょう。

避難の勧告等への対応の準備（第24条）
災害予防対策（災害への備え）

自主防災組織のみなさんへ自主防災組織のみなさんへ
 自主防災組織とは、災害から自らの地域を皆で守るために、地域の連帯感に基づい
て、地域の住民のみなさんによって自発的に結成される組織です。
 この条例では、自主防災組織が地域における防災対策に重要な存在であることから、
防災対策の主体としてその責務を規定しています。

災害復旧復興対策（災害から立ち直り、より災害に強い地域づくりのために行う対策）

自主防災組織の責務（第73条）
○災害が発生した場合には、地域社会の再生に貢献し、県や市町が行う災害の復旧や復
興対策に協力しましょう。

○県、市町や防災に関わる団体、災害時要援護者のみなさん
に関わる団体などと連携して、災害時要援護者の方を支
援するための体制を事前から作っておきましょう。

災害時要援護者への支援体制（第23条）
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災害応急対策（災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合の対応）

事務所内の人の生命及び身体の安全等（第58条）
○災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合には、事業所内の人（従
業員だけでなく来客なども含む。）の生命及び身体の安全を確保しましょう。
○災害が発生した場合には、避難、災害等に関する情報の伝達、火災の発生の防止、救
急、応急手当などの災害応急対策を行う際に、地域住民や自主防災組織と協力し、積極
的な役割を果たしましょう。

生活に不可欠な施設の復旧（第59条）
○水道、電気、ガス、下水道、電気通信などの生活に不可欠な施設を所有、管理などをする
事業者の方は、応急の復旧工事の施工などの災害応急対策において、相互に協力しま
しょう。

帰宅困難者への支援等（第60条）
○帰宅困難者にかかわる事業者のみなさんは、避難の支援、円滑な帰宅のための情報の
提供などを行いましょう。

○災害が発生した場合に、事業所内の人（従業員
だけでなく来客なども含む。）の生命や身体の
安全の確保ができるよう事前に対策を行いま
しょう。
○災害が発生した場合または災害が発生するお
それがある場合に備えて、事業所の施設や設
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、必要な資機材の整備など
を行いましょう。
○事業所の規模や業態に応じて、事業継続計画
（事業を継続するためまたは早期に復旧するた
めの計画）を策定しましょう。

事業所内の安全の確保等（第25条）

災害予防対策（災害への備え）

事業者のみなさんへ事業者のみなさんへ

災害復旧復興対策（災害から立ち直り、より災害に強い地域づくりのために行う対策）

事業者の責務（第74条）
○災害が発生した場合には、事業の
継続また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
など県、市町などと連携して地域
経済の復興に貢献しましょう。

○従業員に対して、防災教育を行ったり、従業員の防災訓練や研修会などへの参加の機
会を確保しましょう。

防災教育の実施等（第26条）

○地域住民や自主防災組織などと連携して、従業員を地域の防災訓練へ参加させるなど
地域の災害予防に寄与しましょう。

地域の災害予防への寄与（第27条）

○水道、電気、ガス、下水道、電気通信などの生活に不可欠な施設を所有、管理などをする
事業者のみなさんは、施設や設備の災害に対する安全性を確保しましょう。

生活に不可欠な施設等の安全性の確保（第28条）

○危険物または有害物質を製造、貯蔵、取り扱う事業者のみなさんは、施設や設備の災害
に対する安全性を確保しましょう。

危険物取扱施設等の安全性の確保（第29条）

　事業者は豊富な人材、専門的な技術、資機材を保有していることから、迅速な初動
対応や多様な活動が可能です。また事業者そのものの組織力が期待されることか
ら、地域防災力の担い手として大きな期待が寄せられており、条例においても主体の
一つとしてその責務を規定しています。

地域を守るために、自主防災組織や    事業者のみなさんに取り組んでいただきたいこと共 助
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災害応急対策（災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合の対応）

事務所内の人の生命及び身体の安全等（第58条）
○災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合には、事業所内の人（従
業員だけでなく来客なども含む。）の生命及び身体の安全を確保しましょう。
○災害が発生した場合には、避難、災害等に関する情報の伝達、火災の発生の防止、救
急、応急手当などの災害応急対策を行う際に、地域住民や自主防災組織と協力し、積極
的な役割を果たしましょう。

生活に不可欠な施設の復旧（第59条）
○水道、電気、ガス、下水道、電気通信などの生活に不可欠な施設を所有、管理などをする
事業者の方は、応急の復旧工事の施工などの災害応急対策において、相互に協力しま
しょう。

帰宅困難者への支援等（第60条）
○帰宅困難者にかかわる事業者のみなさんは、避難の支援、円滑な帰宅のための情報の
提供などを行いましょう。

○災害が発生した場合に、事業所内の人（従業員
だけでなく来客なども含む。）の生命や身体の
安全の確保ができるよう事前に対策を行いま
しょう。
○災害が発生した場合または災害が発生するお
それがある場合に備えて、事業所の施設や設
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、必要な資機材の整備など
を行いましょう。
○事業所の規模や業態に応じて、事業継続計画
（事業を継続するためまたは早期に復旧するた
めの計画）を策定しましょう。

事業所内の安全の確保等（第25条）

災害予防対策（災害への備え）

事業者のみなさんへ事業者のみなさんへ

災害復旧復興対策（災害から立ち直り、より災害に強い地域づくりのために行う対策）

事業者の責務（第74条）
○災害が発生した場合には、事業の
継続また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
など県、市町などと連携して地域
経済の復興に貢献しましょう。

○従業員に対して、防災教育を行ったり、従業員の防災訓練や研修会などへの参加の機
会を確保しましょう。

防災教育の実施等（第26条）

○地域住民や自主防災組織などと連携して、従業員を地域の防災訓練へ参加させるなど
地域の災害予防に寄与しましょう。

地域の災害予防への寄与（第27条）

○水道、電気、ガス、下水道、電気通信などの生活に不可欠な施設を所有、管理などをする
事業者のみなさんは、施設や設備の災害に対する安全性を確保しましょう。

生活に不可欠な施設等の安全性の確保（第28条）

○危険物または有害物質を製造、貯蔵、取り扱う事業者のみなさんは、施設や設備の災害
に対する安全性を確保しましょう。

危険物取扱施設等の安全性の確保（第29条）

　事業者は豊富な人材、専門的な技術、資機材を保有していることから、迅速な初動
対応や多様な活動が可能です。また事業者そのものの組織力が期待されることか
ら、地域防災力の担い手として大きな期待が寄せられており、条例においても主体の
一つとしてその責務を規定しています。

地域を守るために、自主防災組織や    事業者のみなさんに取り組んでいただきたいこと共 助
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自 助 共 助 公 助 共通して取り組んでいた　 だきたいこと

○広告塔、広告板、建物の外装材、窓ガラスなど災害の際に落下の危険がある物の所有
者や管理者は、必要な点検、改修を行いましょう。
○ブロック塀など災害の際に転倒の危険がある物の所有者や管理者は、必要な点検、改
修を行いましょう。
○自動販売機は、地震の際、転倒するおそれがあります。自動販売機の所有者や管理者
は適切な転倒防止措置
をとりましょう。

落下危険物等の安全性の確保（第17条）

○森林の所有者や森林を使用収益する権原を有
するみなさんは、適正に森林を管理するととも
に、県、市町、国が推進する治山対策に積極的に
協力しましょう。

適正な森林の管理（第19条）

○危険建築物等の所有者や管理者のみなさんは、災害が発生した場合に必要に応じて
その建築物当が危険であることを表示しましょう。

危険建築物等からの避難等（第55条）

○文化財の所有者や管理者は、文化財保護法などの法令や
条例に違反しない範囲で、改修などを行いましょう。

文化財等の安全性の確保（第18条）

○県民、自主防災組織、事業者や防災ボラン
ティアなどのみなさんには、県に対して、防災
対策についての意見、提言をお願いします。

　県は、意見を聴き、必要に応じ、県が行う防
災対策に反映します。

県民等の意見の反映（第７６条）

各主体に共通する取組各主体に共通する取組
　ここでは、主体に限らず、県民のみなさん、事業者のみなさん、行政それぞれに共通
して取り組むべきことを規定しています。
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被災者の心のケアやエコノミークラス症
候群など災害の特性に応じた傷病への対
応のために、必要な体制を確立します。
（第68条）

県や市町が取り組むこと公 助

災害応急対策（災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合の対応）

災害予防対策（災害への備え）

　県や市町にとって、住民の生命・財産を守ることは、最も重要な責務で、この対策について
は、万全の措置を講じる必要があります。
　条例では、県、市町、防災関係機関が行うべき対策を詳細に規定しています。

災害復旧復興対策（災害から立ち直り、より災害に強い地域づくりのために行う対策）

災害時要援護者の方の支援を行うため
の体制の整備に努めます。（第32条）

災害が発生した場合または災害が発生
するおそれがある場合に備えて、物資及
び資機材の備蓄に努めます。（第34条）

防災に関する情報の収集や伝達を行う
ための体制の整備を図ります。
避難に関する情報などの提供についてあ
らかじめ報道機関との調整を図ります。
（第33条）

緊急地震速報に関する啓発、地形等災害
関連情報の収集、提供等に努めます。
（第35・36条）

建築物や落下危険物（看板や自動販売
機など）の安全性に関する啓発を行いま
す。（第42・44条）

生活に不可欠な施設（ライフライン施設
など）の管理者などとの協力体制を構築
します。（第43条）

災害が発生した場合に備え、火災の発生
や拡大を防止するために必要な対策を
行います。（第45条）

避難計画の策定に努めます。（第37条）

土木施設の安全性の確保に努めます。
（第39条）

防災上重要な施設、不特定多数の方の
集まる施設の安全性の確保に努めます。
（第40条）

孤立地区対策を行います。（第46条）
自主防災組織の活動への支援を行いま
す。（第48条）

防災ボランティアなどによる活動のため
の環境整備に努めます。（第49条）

事業者や地方公共団体などとの協定の
締結を行います。（第50条）

災害が発生した場合に備え、医療救護体
制の整備に努めます。（第47条）

避難、救出、応急手当、医療など災害が
発生した場合に必要な体制を速やかに
確立します。（第61条）

情報の収集及び伝達に必要な体制を速
やかに確立します。（第62条）

二次災害の防止に必要な措置を行いま
す。（第63条）

住民に配慮した避難所の運営など避難
対策に努めます。（第64条）

防災ボランティアなどによる活動への支
援を行うための体制を速やかに確立し
ます。（第69条）

災害が発生したときは、必要に応じ他の
公共団体への応援または協力を速やか
に求めます。（第70条）

警戒宣言や東海地震に関連する情報な
どを県民のみなさんへ速やかに周知し
ます。（第71条）

緊急輸送に必要な対策を実施します。
（第65条）

帰宅困難者への支援のため、必要な対
策を実施します。（第66条）

感染症の発生やまん延の防止、食中毒
の発生の防止を行うなど、公衆衛生の確
保を行います。（第67条）

災害が発生した場合には、復興計画にしたがい復興対策を実施します。（第７５条）

県民の方々の防災意識の高揚のため、防
災教育の充実に努めます。（第30条）

津波、洪水、高潮、波浪、浸水により生じ
る被害が予想される地域において、必要
な施設の整備及び適正な維持管理に努
めます。（第38条）

緊急輸送に関する対策を行います。
（第41条）

職員の防災に関する職務の習熟、一層の
防災意識の向上を図ります。（第31条）

13



被災者の心のケアやエコノミークラス症
候群など災害の特性に応じた傷病への対
応のために、必要な体制を確立します。
（第68条）

県や市町が取り組むこと公 助

災害応急対策（災害が発生した場合または災害が発生するおそれがある場合の対応）

災害予防対策（災害への備え）

　県や市町にとって、住民の生命・財産を守ることは、最も重要な責務で、この対策について
は、万全の措置を講じる必要があります。
　条例では、県、市町、防災関係機関が行うべき対策を詳細に規定しています。

災害復旧復興対策（災害から立ち直り、より災害に強い地域づくりのために行う対策）

災害時要援護者の方の支援を行うため
の体制の整備に努めます。（第32条）

災害が発生した場合または災害が発生
するおそれがある場合に備えて、物資及
び資機材の備蓄に努めます。（第34条）

防災に関する情報の収集や伝達を行う
ための体制の整備を図ります。
避難に関する情報などの提供についてあ
らかじめ報道機関との調整を図ります。
（第33条）

緊急地震速報に関する啓発、地形等災害
関連情報の収集、提供等に努めます。
（第35・36条）

建築物や落下危険物（看板や自動販売
機など）の安全性に関する啓発を行いま
す。（第42・44条）

生活に不可欠な施設（ライフライン施設
など）の管理者などとの協力体制を構築
します。（第43条）

災害が発生した場合に備え、火災の発生
や拡大を防止するために必要な対策を
行います。（第45条）

避難計画の策定に努めます。（第37条）

土木施設の安全性の確保に努めます。
（第39条）

防災上重要な施設、不特定多数の方の
集まる施設の安全性の確保に努めます。
（第40条）

孤立地区対策を行います。（第46条）
自主防災組織の活動への支援を行いま
す。（第48条）

防災ボランティアなどによる活動のため
の環境整備に努めます。（第49条）

事業者や地方公共団体などとの協定の
締結を行います。（第50条）

災害が発生した場合に備え、医療救護体
制の整備に努めます。（第47条）

避難、救出、応急手当、医療など災害が
発生した場合に必要な体制を速やかに
確立します。（第61条）

情報の収集及び伝達に必要な体制を速
やかに確立します。（第62条）

二次災害の防止に必要な措置を行いま
す。（第63条）

住民に配慮した避難所の運営など避難
対策に努めます。（第64条）

防災ボランティアなどによる活動への支
援を行うための体制を速やかに確立し
ます。（第69条）

災害が発生したときは、必要に応じ他の
公共団体への応援または協力を速やか
に求めます。（第70条）

警戒宣言や東海地震に関連する情報な
どを県民のみなさんへ速やかに周知し
ます。（第71条）

緊急輸送に必要な対策を実施します。
（第65条）

帰宅困難者への支援のため、必要な対
策を実施します。（第66条）

感染症の発生やまん延の防止、食中毒
の発生の防止を行うなど、公衆衛生の確
保を行います。（第67条）

災害が発生した場合には、復興計画にしたがい復興対策を実施します。（第７５条）

県民の方々の防災意識の高揚のため、防
災教育の充実に努めます。（第30条）

津波、洪水、高潮、波浪、浸水により生じ
る被害が予想される地域において、必要
な施設の整備及び適正な維持管理に努
めます。（第38条）

緊急輸送に関する対策を行います。
（第41条）

職員の防災に関する職務の習熟、一層の
防災意識の向上を図ります。（第31条）

14



災害に関するリスクが高まっています。

防災データ

① 東海地震、東南海、南海地震等の大規模地震の切迫性
　東海から紀伊半島、四国にかけての太平洋沿岸では、巨大海溝型地震がしばしば発生し、この地方に大き
な被害をもたらしてきました。これらの地震は、歴史的に震源域が異なる３つの巨大地震に分類され、東海
地震、東南海地震、南海地震とよばれています。

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時、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。 

早期避難が重要です

　土砂災害警戒情報等が発表されていなくても、斜面の状況には常に注意を払い、普段とは異なる状況
（一般に「土砂災害の前兆現象」と言います）に気がついた場合には、直ちに周りの人と安全な場所に避難す
るとともに、市町役場等に連絡してください。

地域の居住者、滞在者などに避難
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
を求めるものです。

地域の居住者、滞在者などを拘束
するものではないですが、避難の
ための立ち退きをすすめ、促すた
め災害対策基本法に基づき、市町
長が行うものです。

「避難勧告」よりも拘束力が強く、居
住者、滞在者などを立ち退かせるた
めに、災害対策基本法に基づき、市
町長が行うものです。

避難準備情報 避難勧告 避難指示

＊ここに掲げるものの他、水防法、地すべり等防止法、警察官職務執行法に基づく「避難勧告」「避難指示」があります。

上記３つの地震が同時に発生する可能性もあるとされていま
す。そのときのマグニチュードは8.7、津波は高いところで約9
ｍと想定されています。  

三重県では、現在も含めて近い将来、東海地震、東南海地震、南海
地震の発生が心配されています。 

発生確率（平成22年１月１日時点）と
想定の大きさ（マグニチュード）

連動して発生!? ３つの巨大地震 

南海
地震

今後30年のうちに60％程度
Ｍ8.4前後

東海
地震

いつ発生してもおかしくない
Ｍ8.0程度

今後30年のうちに60％～70％
Ｍ8.1前後 

東南海
地震

② 台風や異常気象による集中豪雨等による風水害の増加
　全国的に台風や異常気象による集中豪雨等により、風水害が増加して
おり、三重県においても地震だけでなく風水害を含めた自然災害全般に
対する防災対策を進めることが重要な課題となっています。

アメダス地点で1時間降水量が50mm、80mm以上となった年間の回数（1000地点あたりの回数に換算）

1時間降水量 50ｍｍ以上の年間発生回数（1000地点あたり）
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平成16年の台風21号と秋雨前線による浸水被害・紀北町

1時間降水量 80ｍｍ以上の年間発生回数（1000地点あたり）

・1時間降水量の年間発生回数　　   ・全国約1300地点のアメダスより集計　  　・1000地点あたりの回数としている
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気象庁「気象変動監視レポート２００８」より引用

年

四 国 

紀伊半島 

室戸岬 足摺岬 
潮 岬 

想定震源域 

南海トラフ 駿河トラ
フ

フィリピン海プレートの沈み込みが起こす巨大地震 
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1944年 
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南海地震 
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２年後 

■津波警報・注意報
　津波による災害の発生が予想される場合に、地震が発生してから約3分（一部の地震(※)については最速2
分以内）を目標に気象庁から津波警報（大津波、津波）または津波注意報を発表します。

※日本近海で発生し、緊急地震速報の技術によって精度の良い震源位置やマグニチュードが迅速に求められる地震

津波警報・注意報の種類

種　　類 解　　説 発表される津波の高さ

３ｍ、４ｍ、６ｍ、８ｍ、１０ｍ以上

１ｍ、２ｍ

０.５ｍ

津波
警報

大津波

津　波

高いところで３ｍ程度以上の津波が予想されますので、厳重に警戒してください。

高いところで２ｍ程度の津波が予想されますので、警戒してください。

高いところで０.５ｍ程度の津波が予想されますので、注意してください。津波注意報

（資料提供：太田 金典 氏）
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災害に関するリスクが高まっています。

防災データ

① 東海地震、東南海、南海地震等の大規模地震の切迫性
　東海から紀伊半島、四国にかけての太平洋沿岸では、巨大海溝型地震がしばしば発生し、この地方に大き
な被害をもたらしてきました。これらの地震は、歴史的に震源域が異なる３つの巨大地震に分類され、東海
地震、東南海地震、南海地震とよばれています。

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時、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。 

早期避難が重要です

　土砂災害警戒情報等が発表されていなくても、斜面の状況には常に注意を払い、普段とは異なる状況
（一般に「土砂災害の前兆現象」と言います）に気がついた場合には、直ちに周りの人と安全な場所に避難す
るとともに、市町役場等に連絡してください。

地域の居住者、滞在者などに避難
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
を求めるものです。

地域の居住者、滞在者などを拘束
するものではないですが、避難の
ための立ち退きをすすめ、促すた
め災害対策基本法に基づき、市町
長が行うものです。

「避難勧告」よりも拘束力が強く、居
住者、滞在者などを立ち退かせるた
めに、災害対策基本法に基づき、市
町長が行うものです。

避難準備情報 避難勧告 避難指示

＊ここに掲げるものの他、水防法、地すべり等防止法、警察官職務執行法に基づく「避難勧告」「避難指示」があります。

上記３つの地震が同時に発生する可能性もあるとされていま
す。そのときのマグニチュードは8.7、津波は高いところで約9
ｍと想定されています。  

三重県では、現在も含めて近い将来、東海地震、東南海地震、南海
地震の発生が心配されています。 

発生確率（平成22年１月１日時点）と
想定の大きさ（マグニチュード）

連動して発生!? ３つの巨大地震 

南海
地震

今後30年のうちに60％程度
Ｍ8.4前後

東海
地震

いつ発生してもおかしくない
Ｍ8.0程度

今後30年のうちに60％～70％
Ｍ8.1前後 

東南海
地震

② 台風や異常気象による集中豪雨等による風水害の増加
　全国的に台風や異常気象による集中豪雨等により、風水害が増加して
おり、三重県においても地震だけでなく風水害を含めた自然災害全般に
対する防災対策を進めることが重要な課題となっています。

アメダス地点で1時間降水量が50mm、80mm以上となった年間の回数（1000地点あたりの回数に換算）

1時間降水量 50ｍｍ以上の年間発生回数（1000地点あたり）
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昭和54年～昭和63年

平均169回
平成1年～平成10年

平均184回
平成11年～平成20年

平均231回

平成16年の台風21号と秋雨前線による浸水被害・紀北町

1時間降水量 80ｍｍ以上の年間発生回数（1000地点あたり）

・1時間降水量の年間発生回数　　   ・全国約1300地点のアメダスより集計　  　・1000地点あたりの回数としている
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平均11.6回
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平均11.1回

気象庁「気象変動監視レポート２００８」より引用

年

四 国 

紀伊半島 

室戸岬 足摺岬 
潮 岬 

想定震源域 

南海トラフ 駿河トラ
フ

フィリピン海プレートの沈み込みが起こす巨大地震 

90年後 

102年後 

M 8.41854年 M 8.4

M 8.4

M 7.9

1707年 

1605年 

1944年 
1946年 

南海地震 
東南海地震 

147年後 

慶長地震 

宝永地震 

安政東海地震 安政南海地震 

東南海地震 東海地震南海地震

M 7.9
M 8.0

現在

20XX年

約150年 

南海地震 東南海地震 東海地震

32時間後 

２年後 

■津波警報・注意報
　津波による災害の発生が予想される場合に、地震が発生してから約3分（一部の地震(※)については最速2
分以内）を目標に気象庁から津波警報（大津波、津波）または津波注意報を発表します。

※日本近海で発生し、緊急地震速報の技術によって精度の良い震源位置やマグニチュードが迅速に求められる地震

津波警報・注意報の種類

種　　類 解　　説 発表される津波の高さ

３ｍ、４ｍ、６ｍ、８ｍ、１０ｍ以上

１ｍ、２ｍ

０.５ｍ

津波
警報

大津波

津　波

高いところで３ｍ程度以上の津波が予想されますので、厳重に警戒してください。

高いところで２ｍ程度の津波が予想されますので、警戒してください。

高いところで０.５ｍ程度の津波が予想されますので、注意してください。津波注意報

（資料提供：太田 金典 氏）
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平成２１年３月２５日公布・施行　三重県条例第8号

　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。

（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。

（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。

（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。

（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

三重県防災対策推進条例（自助・共助関係抜粋）

第一章　総則
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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。

（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。

（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。
第七条～第十条（略）

（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

第二章　災害予防対策

第一節　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。

（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。

（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。

（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。

18



（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。

（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。

（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。

（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。

第二節　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。

（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。

（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。

（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。
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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。
　　　　　　
第三節　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。

（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。

（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。

（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。

（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。

第三十条～第五十条（略）

第三章　災害応急対策

第一節　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。

（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
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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。

（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。

（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。

（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。

第二節　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。

（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。
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第三節　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。

（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。

（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。
第六十一条～第七十一条（略）

第四章　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。

（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。

（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。

第七十五条（略）

第五章　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。
第七十七条（略）

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
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なまず博
はかせ

士

地震の発生する確率は・・・（平成22年1月1日時点）

●東海地震・・・・・いつ発生してもおかしくない。
●東南海地震・・・今後30年のうちに60〜70％
●南海地震・・・・・今後30年のうちに60％程度

みんな、地震にそなえよう！

9月26日は
みえ風水害対策の日

●この条例についてのお問い合わせは次のところまで

三重県防災危機管理部防災対策室

平成22年3月

〒514-8570　三重県津市広明町13番地
TEL 059-224-2189　FAX 059-224-2199

電子メール bosai@pref.mie.jp

http://www.bosaimie.jp/mie/index.html

12月7日は
みえ地震対策の日

水害のリスクが増大しているよ！
●１時間降水量50mm以上の年間発生回数（1000地点あたり）
　平均169回（昭和54年〜昭和63年）
　　　　　　　　　　 ⇒ 平均231回（平成11年〜平成20年）
●１時間降水量80mm以上の年間発生回数（1000地点あたり）
　平均11.6回（昭和54年〜昭和63年）
　　　　　　　　　　 ⇒ 平均17.6回（平成11年〜平成20年）


