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他 県 条 例 構 成 項 目 比 較 一 覧 

 香川県防災対策基本条例 岡山県防災対策基本条例 和歌山県防災対策推進条例 宮崎県防災対策推進条例 前文 前文 前文 前文 前文 総則 第１章  総則 ・目的 ・定義 ・基本理念 ・県民の責務 ・市町の役割 ・県の責務 
第１章  総則 ・目的 ・定義 ・基本理念 ・県の責務 ・市町村の役割 ・県民の役割 ・市町村の役割 ・自主防災組織の役割 ・事業者の役割 ・防災ボランティアの役割 

第１章 ・目的 ・定義 ・基本理念 ・県民の責務 ・自主防災組織の責務 ・事業者の責務 ・県の責務 ・市町村の役割 
 

第１章  総則 ・目的 ・定義 ・県の責務 ・市町村の役割 ・県民の責務 ・事業者の責務 
災 害 予 防対策 第２章  災害予防対策   第１節  県民等   第１款  県民 ・防災知識の習得等 ・防災情報の提供 ・建築物の所有者等の防災対策 ・用具の備え ・県民による備蓄等 ・要援護者による情報の提供 ・自主防災組織への参加等   第２款  自主防災組織 ・災害危険箇所等の確認等 ・要援護者への支援体制の整備 ・地域住民の行動基準の作成等 ・防災意識の啓発等 ・自主防災組織による備蓄 ・市町等との連携   第３款  事業者 ・事業者の災害予防対策 ・地域への協力 ・市町及び県への協力   第４款 学校等 

第２章  災害予防対策   第１節  県の責務及び市町村の役割 ・危機管理体制の充実 ・消防団及び水防団の充実等 ・防災訓練等の実施 ・災害及び防災に関する普及啓発 ・災害関連情報の提供等 ・防災に関する教育の実施 ・物資の計画的な備蓄等 ・公共施設の整備等 ・情報収集伝達体制の整備 ・避難計画の策定等 ・災害時要援護者の支援体制の整備 ・医療救護体制の整備 ・公衆衛生の確保のための体制の整備 ・緊急輸送体制の整備 ・事業者等との協定 ・自主防災組織の結成の促進等 ・人材の育成等 ・防災ボランティア活動の環境整備等   第２節  県民の役割 

第２章  災害予防対策   第１節  県民の役割 ・防災知識の習得等 ・建築物等の防災対策 ・生活物資の備蓄等 ・用具の備え ・自主防災組織への参加等 ・災害時要援護者の協力   第２節  自主防災組織の役割 ・災害危険箇所の確認等 ・防災意識の啓発等 ・防災訓練の実施等 ・資機材等の備蓄 ・災害時要援護者の情報把握及び援護体制の整備   第３節  事業者の役割 ・安全を確保するための対策及び事業を継続するための計画 ・建築物の耐震性の確保及び資機材等の備蓄 

第２章  予防対策   第１節  地域防災力の強化 ・防災情報の提供 ・防災訓練等の実施 ・防災に関する教育の実施 ・人材の育成 ・宮崎県防災の日   第２節  災害に強い地域づくり ・広域的避難等 ・災害時要援護者に対する避難誘導等 ・建築物の安全性の確保 ・防災上必要な道路等の安全確保 ・生活に不可欠な施設の安全性確保等 ・火災の予防 ・事業者等との調整 
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 第２節  市町及び県 ・防災意識の啓発等 ・災害情報の提供等 ・自主防災組織への支援 ・情報伝達体制の整備 ・避難計画の作成等 ・市町及び県による備蓄 ・地域防災力の強化 ・医療救護体制の整備 ・公衆衛生の確保 ・輸送体制の整備 ・他の地方公共団体との連携体制の整備 ・ボランティア活動への支援等 ・公共施設の整備 ・職員への研修等 
 

・防災知識の習得等 ・建築物の安全性の確保等 ・生活物資の備蓄等 ・災害時要援護者からの情報の提供   第３節  自主防災組織の役割 ・防災意識の啓発等 ・地形等災害関連情報の確認等 ・災害時要援護者の支援等 ・物資の備蓄等 ・避難勧告等への対応の準備   第４節  事業者の役割 
 

・防災訓練の実施等 ・地域への協力   第４節  県の役割 ・防災意識の啓発等 ・自主防災組織への支援 ・ボランティア活動の環境整備等 ・防災リーダー等の育成 ・情報収集伝達体制の整備等 ・災害時要援護者に対する避難誘導等 ・物資等の備蓄 ・事業者等との協定 ・医療救護体制の整備 ・公共施設の整備 ・防災訓練の実施 ・職員への研修等 ・防災に関する教育の充実 災 害 応 急対策 第３章  災害応急対策   第１節  県民等 ・避難及び避難場所 ・車両使用の自粛等 ・危険建築物の取扱い ・自主防災組織の災害応急対策 ・事業者の災害応急対策   第２節  市町及び県 ・応急体制の確立 ・災害発生情報の収集，提供 ・県から市町への応援  

第３章  災害応急対策   第１節  県の責務及び市町村の役割 ・情報の収集及び提供 ・災害応急対策のための体制の確立 ・市町村への応援   第２節  県民の役割 ・避難及び避難場所 ・車両使用の自粛等   第３節  自主防災組織の役割   第４節  事業者の役割 ・来所者等の安全の確保 ・帰宅困難者への支援   第５節  防災ボランティアの役割 
 

第３章  災害応急対策   第１節  県民の役割 ・避難及び避難所 ・車両使用の自粛等   第２節  自主防災組織の役割   第３節  事業者の役割   第４節  県の役割 ・情報連絡体制の確立 ・応急体制の確立 ・緊急輸送の確保 ・県から市町村への応援 
 

第３章  応急対策   第１節  応急体制の確立等 ・応急体制の確立 ・情報連絡体制の確立 ・応急対策に必要な土地等の確保 ・応急仮設住宅の供与 ・ボランティア活動の支援 ・公衆衛生の確保 ・帰宅困難者等への情報の提供   第２節  避難対策 ・避難情報への留意等 ・津波からの避難 ・避難所の運営体制等   第３節  緊急輸送対策 ・緊急輸送体制の整備 ・緊急輸送車両の通行の確保等   第４節  二次災害の防止 
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復旧・復興対策  第４章  復旧・復興対策   第１節  県の責務及び市町村の役割   第２節  県民の役割   第３節  自主防災組織の役割   第４節  事業者の役割 ・雇用の場の確保等 ・生活に不可欠な施設の復旧   第５節  防災ボランティアの役割 
 

 第４章  復旧・復興対策 ・生活に不可欠な施設の復旧 ・復興計画の策定及び復興対策の実施 ・協働による復旧・復興 
 

その他 第４章  防災対策の計画的な推進等 ・目標の設定及び実施状況の点検 ・防災訓練の実施 ・県民防災週間    第５章  風水害の拡大防止等 ・総合的対策の実施 ・危険箇所の周知等 ・風水害対策に関する知識及び情報の収集 ・施設管理者等の責務 
 

 


