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遠野市防災基本条例概要版パンフレットの配布について 
 
 
【発表の要旨】 

  平成26年４月１日に施行した遠野市防災基本条例について、市民への周知を図ると

ともに、「自助」「共助」の取り組みを促進するため、条例をわかりやすく解説したパ

ンフレットを市内全世帯に配布します。 

 
 
【発表の内容】 

１ パンフレットの内容  

 (1) 条例の構成に従い、第１章～第５章に定める条項ごとにイラストや写真を用いて、

市民にもわかりやすいような表現としています。 

 (2) 基本理念である「自助」「共助」「公助」それぞれの取り組みの内容を説明していま

す。特にも「自助」については、家具の転倒防止、食料や飲料水の備蓄、避難場所の

確認等、市民や事業者の皆さん一人ひとりに日頃より心がけていただきたい点につい

て、項目ごとに掲載しています。 

 (3) 条例の原文についても掲載しています。 

  

２ 配布について  

  ６月19日（木）に市内全世帯へ配布しており、各家庭などでの防災対策に活用してい

ただいています。 

 

３ （参考）条例の概要  

 (1) 東日本大震災から３年の経過を機に、改めてこの震災を教訓として、将来にわたっ

て災害に強い地域社会を構築することが市政の重要な課題であると捉え、県内の市町

村で初めて防災基本条例を制定しました。 

 (2) 条例は、市民の命と暮らしを守るため、防災対策に関する基本理念や市と市民等の

責務と役割など、防災対策に関する基本的な事項を定めています。 

 (3) 震災時の後方支援活動の教訓をもとに、大規模災害時における「他の地方公共団体

等への支援」（水平連携）を条例に盛り込んでいる点が特徴です。 
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遠野市防災基本条例

遠野市

概要版

一人ひとりの心がけからはじめよう
防災と減災のまちづくり



第1章　総則

第２章　自助

第3章　共助

第５章　他の地方公共団体等への支援

第４章　公助
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■第１条（目的）　■第２条（定義）　■第３条（基本理念）　■第４条（地域防災計画への反映）

■第５条（市民の自助）　■第６条（事業者の自助）

■第７条（市民の共助）　■第８条（自主防災組織の共助）　■第９条（事業者の共助）

■第22条（他の地方公共団体への支援）　■第23条（災害応急対策等の活動を行う機関等への支援）　

■第10条（市の責務）　■第11条（自主防災組織への支援及び防災活動の啓発）

■第12条（災害時要援護者への支援）　■第13条（防災知識の普及及び防災訓練の実施）

■第14条（物資の備蓄）　■第15条（情報の提供）　■第16条（災害応急対策の実施体制の確立）　

■第17条（ボランティアとの連携）　■第18条（応急医療体制の整備）　

■第19条（避難所の開設及び運営）　■第20条（施設又は設備の復旧要請）　■第21条（災害復旧の推進）

　東日本大震災をはじめとして、これまでに発生してきた多くの災害は、人々の尊い命と
財産を奪い去り、自然が持つ力の大きさと防災の重要性を突きつけました。
　これらの災害を教訓として、いつ起きるかわからない災害から市民の皆さんの命と暮らし
を守るためには、市民・地域・行政それぞれの役割を明らかにするとともに、官民一体による
連携のもと、災害を未然に防ぐことはもとより、被害を最小限にするための「減災」の取り
組みを行うことが不可欠です。
　また、広域的な災害が起きた場合には、自治体の枠を越えて相互に支え合う支援体制を
構築することが求められています。
　これらを踏まえて、市民・地域・行政が適切な役割分担をしながら、「自助」「共助」「公助」
を基本理念として、市民の皆さんが安心して暮らすことのできる災害に強いまちを築くため、
「遠野市防災基本条例」を制定しました。

は じ め に



第２条（定義）

災害から市民の皆さんの命と暮らしを守るため、市民・事業者・自主防災組織・市
それぞれの防災対策における責務と役割を明らかにし、

この条例での用語の意義を説明しています。

第１章　総則

災害に強いまちを築くことが本条例の目的です。

1 災害

4 事業者

2 防災

5 自主防災組織

3 市民

6 災害時要援護者

暴風、豪雨、豪雪、洪水、
地震などによって起こる
被害をいいます。

遠野市内で事業をする
法人や団体、個人をいい
ます。

住民が自らつくった防災
の組織をいいます。

高齢者、障がい者、傷病者、
乳幼児、妊産婦、外国人、
旅行者など、災害が起こった
場合に救助や援護が必要な
方をいいます。

災害を防ぎ、災害が起きた
場合には被害の拡大を
防ぎ、災害の復旧を図る
ことをいいます。

遠野市内に住所または
住まいがある方をいい
ます。

第
１
章

　総
則

第１条  （目的）
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第３条  （基本理念）

防災対策は、災害が起こったときの被害を最小限にするため、「自助」「共助」「公助」
を基本として、社会のさまざまな主体が連携して取り組むことが大切です。

遠野市地域防災計画を変更するときは、本条例の基本理念を反映
することとします。

遠野市地域防災計画… 遠野市防災会議が、災害予防や災害発生時の応急対策と復旧など、
　　　　　　　　　　災害に係る事務・業務に関して総合的に定めた計画

自助

公助

共助

自分の安全は自分で守る

市民や事業者を災害から守る

地域でお互いに助け合って守る

第
１
章

　総
則

市民

市

市民
事業者

事業者

自主防災組織

関係機関

第４条  （地域防災計画への反映）
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市民の皆さんは、災害に備えて日頃から次のことに心がけましょう。

第２章　自助

第
２
章

　自
助

建築物や工作物の
安全を確保

家具の転倒や
物品の落下を防ぐ

出火の予防

災害時に必要な
用具の準備

飲料水や
食料の備蓄

避難場所や
避難経路の確認

防災の知識の習得と
情報の収集

災害時の連絡先や
連絡方法の確認

第５条  （市民の自助）
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事業者は、災害に備えて日頃から次のことに心がけましょう。

第
２
章

　自
助

建築物や工作物の
安全を確保

物品の転倒や
落下を防ぐ

出火の予防

災害時に必要な
用具の準備

避難場所や
避難経路を確認し
従業員に知らせる

●防災の知識や技術を
従業員に知らせる

●定期的な防災訓練の実施

災害時の情報収集と
伝達の方法を確認し
従業員に知らせる

災害時に事業が中断しないよう
中断した場合には

早期に再開できるよう努める

第６条  （事業者の自助）
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市民の皆さんは、災害に備えて市が実施する防災訓練等に参加し、また自主防災
組織の活動に参加するよう努めましょう。

自主防災組織は、消防団、婦人消防協力隊、事業者等と協力して地域での防災活動
を実施し、また市民の安全確保に努めましょう。

事業者は、市民との連携による防災活動に協力し、また参加するよう努めましょう。

第３章　共助

第
３
章

　共
助

第７条  （市民の共助）

第８条  （自主防災組織の共助）

第９条  （事業者の共助）
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市は、災害から市民の生命、身体、財産を守るため、市民や事業者、自主防災組織
の皆さんと協働して防災対策に取り組みます。

市は、自主防災組織に対して必要な研修を行い、人材の育成や確保の支援に取り
組みます。また、市民が自主的に行う防災活動の啓発に努めます。

市は、高齢者や障がい者の方など、災害が起こった場合に救助や援護が必要な方
への情報の提供や避難の支援が円滑に行われるための体制の整備に取り組みます。

第４章　公助

第
４
章

　公
助

第10条  （市の責務）

第11条  （自主防災組織への支援及び防災活動の啓発）

第12条  （災害時要援護者への支援）
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市は、防災知識の普及と、市民や関係機関と連携した防災訓練の積極的な実施に
取り組みます。

市は、災害に備えて、必要な物資の計画的な備蓄に取り組みます。

市は、災害に備えて、災害の情報や避難場所、避難経路など、必要な情報を市民の
皆さんにお知らせします。また、災害が起こったとき、または起こるおそれがある
ときは、気象などの必要な情報を市民の皆さんが収集できるよう取り組みます。

第
４
章

　公
助

第13条  （防災知識の普及及び防災訓練の実施）

第14条  （物資の備蓄）

第15条  （情報の提供）
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市は、災害が起こったとき、または起こるおそれがあるときは、災害対策本部を
中心とした応急対策のための体制をつくります。

市は、災害が起こったとき、ボランティア活動が円滑に行われるよう、ボランティア
の育成や、ボランティアを受け入れるための体制づくりに取り組みます。

市は、災害に備えて、医療の提供が行われるよう体制づくりに取り組み、災害が
起こったときは、市民の皆さんや医療機関と協力して負傷者や疾病者の救護に
当たります。

第
４
章

　公
助

第16条  （災害応急対策の実施体制の確立）　

第17条  （ボランティアとの連携）

第18条  （応急医療体制の整備）
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市は、災害が起こったとき、または起こるおそれがある場合で必要なときは、速やか
に避難所の開設と運営に当たります。

市は、災害により電気、通信、交通など、日常生活に必要な施設や設備が破損した
ときは、管理する事業者へ復旧を要請し、その施設や設備に関する情報を求めます。

市は、災害により大きな被害が発生したときは、市民生活の早期の再建を目指し、
災害復旧のための体制をつくり、国、県、関係機関、市民の皆さんと連携して、
災害復旧に取り組みます。

第
４
章

　公
助

第19条  （避難所の開設及び運営）

第20条  （施設又は設備の復旧要請）

第21条  （災害復旧の推進）
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第
５
章

　他
の
地
方
公
共
団
体
等
へ
の
支
援

市は、災害により他の自治体に大きな被害が発生したときは、応急対策や災害復旧
の支援を行うよう努めます。

市は、災害により他の自治体に被害が発生したときは、遠野市に拠点を置いて救援
活動を行う機関や団体へ、施設の提供や円滑な活動のために必要な支援を行うよう
努めます。

第５章　他の地方公共団体等への支援

第22 条  （他の地方公共団体への支援）　

第23条  （災害応急対策等の活動を行う機関等への支援）
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目次
　前文
　第１章　総則（第１条－第４条）
　第２章　自助（第５条・第６条）
　第３章　共助（第７条－第９条）
　第４章　公助（第 10 条－第 21 条）
　第５章　他の地方公共団体等への支援（第 22 条・第 23 条）
　第６章　雑則（第 24 条）
　附則

　平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災をはじめとして、これまでに発生してきた幾多の災害は、多くの生命と

財産を一瞬にして奪い、自然が持つ圧倒的な力の大きさと防災の重要性を私たちに突き付けたところである。

　これらの災害を教訓として、いつ発生するか分からない災害から市民の生命と暮らしを守り、災害に強い地域社会を

築くためには、市と市民等の責務と役割を明らかにするとともに、官民一体による連携の下、災害を未然に防止すること

はもとより、減災の理念に基づいた防災対策を講ずることが必要不可欠である。

　また、広域的な災害が発生した場合には、被災した地方公共団体を他の地方公共団体が支援する協力体制を構築する

ことが重要である。

　ここに、市と市民等との適切な役割分担を図りながら、自助、共助及び公助を基本理念として、市民が安心して暮らす

ことのできる災害に強い地域社会を築き上げることを決意し、この条例を制定する。

第１章　総則
　（目的）

第１条　この条例は、市民の生命、身体及び財産を災害から守るため、防災対策に関し、基本理念を定め、並びに市民、

　事業者、自主防災組織（以下「市民等」という。）及び市の責務を明らかにするとともに、災害予防、災害応急対策及び

　災害復旧に関する基本的な事項を定め、並びに防災対策に係る地域間の連携の強化を図ることにより、防災対策を

　総合的に推進し、もって災害に強い地域社会を構築することを目的とする。

　（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

　(1) 災害　暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

　(2) 防災　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、及び災害の復旧を図ることをいう。

　(3) 市民　市内に住所又は居所を有する者をいう。

　(4) 事業者　市内で事業を営む法人その他の団体及び個人をいう。

　(5) 自主防災組織　市民が防災活動に取り組むため、相互扶助の精神に基づく自発的な防災組織をいう。

　(6) 災害時要援護者　高齢者、障がい者その他の災害時に必要な情報を迅速かつ的確に把握し、及び自ら避難すること

　が困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

　（基本理念）

第３条　防災対策は、災害が発生した場合における被害を最小化するため、自己の責任により自らを守る自助、地域に

　おいて相互に助け合う共助並びに市及び関係機関が講ずる公助を基本として、市と市民等が相互に連携して実施されな

　ければならない。

　（地域防災計画への反映）

第４条　災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第 16 条第１項の規定により設置する市の防災

　会議は、地域防災計画を作成するに当たっては、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）を反映させな

　ければならない。

遠野市防災基本条例
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第２章　自助
　（市民の自助）

第５条　市民は、自助の理念にのっとり、防災対策のため、次に掲げる事項について、自ら災害に備えるよう努めなけ

　ればならない。

　(1) 自らが居住し、又は使用する建築物その他の工作物の安全の確保を図ること。

　(2) 家具の転倒、物品の落下等の防止のための措置を講ずること。

　(3) 出火の防止のための措置を講ずること。

　(4) 災害時の初期対応に必要な用具の準備を行うこと。

　(5) 飲料水、食料等の災害時に自らが必要とする物資の備蓄を図ること。

　(6) 避難場所、避難経路及び避難方法を確認すること。

　(7) 災害時の連絡先及び連絡方法を確認すること。

　(8) 防災対策に関する知識の習得及び情報の収集を行うこと。

　(9) 前各号に掲げるもののほか、日常の防災対策に関し必要な事項

　（事業者の自助）

第６条　事業者は、自助の理念にのっとり、従業員及び事業所を来訪する者（以下「従業員等」という。）の安全を考慮し、

　防災対策のため、次に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。

　(1) 事業活動で使用する建築物その他の工作物の安全の確保を図ること。

　(2) 事業活動で使用する物品の転倒、落下等の防止のための措置を講ずること。

　(3) 出火の防止のための措置を講ずること。

　(4) 災害時の初期対応に必要な用具の準備を行うこと。

　(5) 避難場所、避難経路及び避難方法の確認を行い、並びにその内容を従業員等に周知すること。

　(6) 防災対策に関する知識及び技術を従業員等に周知するとともに、定期的に防災訓練を実施すること。

　(7) 災害時における情報の収集方法及び伝達方法を確認し、並びに確保し、その内容を従業員等に周知すること。

　(8) 前各号に掲げるもののほか、日常の防災対策に関し必要な事項

２　事業者は、災害時に事業を中断しないよう、又は中断した場合においてはできる限り早期に事業を再開することが

　できるよう体制の整備に努めなければならない。

第３章　共助
　（市民の共助）

第７条　市民は、地域社会の一員としての責任を自覚し、共助の理念にのっとり、市が実施する防災対策に関する事業に

　協力するよう努めるとともに、災害から生命、身体及び財産を守るため、自主防災組織の活動に積極的に参加するよう

　努めなければならない。

　（自主防災組織の共助）

第８条　自主防災組織は、共助の理念にのっとり、消防団、婦人消防協力隊、事業者等と協力し、地域における防災活動を

　実施するとともに、市民の安全確保に努めなければならない。

　（事業者の共助）

第９条　事業者は、社会的責任を自覚し、共助の理念にのっとり、市民との連携による防災活動に協力し、及び参加する

　よう努めなければならない。

第４章　公助
　（市の責務）

第10条　市は、基本理念にのっとり、災害から市民の生命、身体及び財産を守り、その安全を確保するため、市民等と

　協働して災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する必要な施策を推進しなければならない。

　（自主防災組織への支援及び防災活動の啓発）

第11条　市は、自主防災組織の活動の促進を図るため、自主防災組織に対して必要な研修を行い、並びにその活動を担う

　人材の育成及び確保について必要な支援を行うよう努めるとともに、市民の自主的な防災活動の推進に資する啓発に

　努めなければならない。
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　（災害時要援護者への支援）
第12条　市は、災害時要援護者への情報の提供及び避難の支援が円滑に行われるよう体制の整備に努めなければならない。
　（防災知識の普及及び防災訓練の実施）
第13条　市は、防災に関する知識の普及に努めるとともに、市民等及び関係機関と連携して積極的に防災訓練を実施する
　よう努めなければならない。
　（物資の備蓄）
第 14条　市は、災害の発生に備え、必要な物資を計画的に備蓄しなければならない。
　（情報の提供）
第 15 条　市は、災害の発生に備え、災害に関する情報、避難場所、避難経路その他円滑な避難のために必要な情報を
　市民等に対し提供しなければならない。
２　市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、気象に関する情報その他の必要な情報を速やかに把握すると
　ともに、市民等が当該情報を収集することができるよう必要な措置を講じなければならない。
　（災害応急対策の実施体制の確立）
第 16 条　市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、法第 23 条の２第１項の規定により設置する災害
　対策本部（以下「災害対策本部」という。）を中心とした災害応急対策を実施するための体制を確立しなければならない。
　（ボランティアとの連携）
第 17 条　市は、災害が発生した場合におけるボランティアによる被災者への支援活動の円滑な実施を確保するため、
　ボランティアの養成を図るとともに、当該活動の拠点となる施設の確保、防災に必要な物資の提供その他の必要な
　支援及びボランティアを受け入れるための体制の整備に努めなければならない。
　（応急医療体制の整備）
第 18条　市は、災害の発生に備えて医療の提供体制を整備するものとし、災害が発生した場合には、市民等及び医療
　機関と連携協力して、負傷し、又は疾病にかかった者の救護を行わなければならない。
　（避難所の開設及び運営）
第19条　市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要があると認めるときは、速やかに避難所
　を開設し、及びその運営を行わなければならない。
　（施設又は設備の復旧要請）
第20条　市は、災害により電気、通信、交通その他の市民の生命又は日常生活の維持に必要な施設又は設備が破損した
　場合は、当該施設又は設備を管理する事業者に対し、その速やかな復旧を要請するとともに、当該施設又は設備に
　係る情報提供を的確かつ迅速に行うよう求めるものとする。
　（災害復旧の推進）
第21条　市は、災害により甚大な被害が発生した場合は、市民生活の早期の再建を図り、及び都市機能の回復に資する
　ため、速やかに災害復旧を実施するための体制を確立するとともに、国、他の地方公共団体その他の関係機関及び市民等
　との連携を確保し、これに取り組まなければならない。

第５章　他の地方公共団体等への支援
　（他の地方公共団体への支援）
第 22条　市は、災害により甚大な被害が発生した他の地方公共団体に対し、災害応急対策又は災害復旧に関する支援
　を行うよう努めるものとする。
　（災害応急対策等の活動を行う機関等への支援）
第 23 条　市は、災害により他の地方公共団体に被害が発生した場合において、本市を拠点として当該地方公共団体に
　おける災害応急対策又は災害復旧に関する活動を行う機関又は団体に対し、市の施設の提供その他の当該活動を円滑
　に行うために必要な支援を行うよう努めるものとする。

第６章　雑則
　（委任）
第 24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、市長が別に定める。

附則
　この条例は、平成 26年４月１日から施行する。
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平成26年3月

遠野市総務部防災危機管理課

〒028-0501 岩手県遠野市青笹町糠前10地割46番地
TEL.0198-62-2119（代表）／ FAX.0198-62-2271

〒028-0522  岩手県遠野市新穀町１番11号　　
TEL.0198-62-2111（代表）／ FAX .0198-62-3047

遠野市消防本部消防総務課

　全戸に配布されている「遠野市防災マップ」には、土砂災害の起きやすい場所や、洪水災害の危険度、近くの避難所
などを地域ごとに詳しく表わしています。また、災害に関する情報や、各家庭で日頃から心がけておくべき点なども
説明しています。身近にある危険なポイントをチェックして、いざという時に備えましょう。

【 発 行 】

「遠野市防災マップ」を活用して
「備えあれば憂いなし」を実践しましょう。 

情報の種類 　　　　　　　　　　連絡先 電話番号

 市の対策状況・被害の通報  遠野市消防本部  0198-62-2119

 火事・救急  遠野消防署
 火事・救急
 問い合わせ

 119
 0198-62-2119

 事故・事件  遠野警察署
 緊急
 その他

 110
 0198-62-0110

 停電  東北電力コールセンター  0120-175-366

 ガス漏れ等  ご契約のガス会社へご連絡ください

 電話の故障  東日本電信電話株式会社  113

緊急時の連絡先

一人ひとりの心がけからはじめよう
防災と減災のまちづくり

Ⓒ2014 ZENRIN CO., LTD.（Z14AⅠ第183号）
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