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自助 
【市民・昼間市民、事業者など】 

・防災知識の習得 
・食糧、飲料水等生活必需物資の備蓄 

・自主防災組織の結成や参加 
・防災訓練への参加 
・事業所における防災・減災計画 
   の作成・実施 など 
 
 

共助 
【自主防災組織、市民・昼間市民、

事業者、ＮＰＯなど】 
 ・自主防災組織における防災・ 
  減災計画の作成・実施 
 ・防災訓練の実施 
 ・災害時要援護者への避難支援 
 ・防災資機材・物資の備蓄 
 ・個人・組織間の連携 など 

 
 
 
 

公助 
【大阪市】 

・地域防災計画の推進 
・業務継続計画の策定 
・防災知識の啓発や防災情報の提供 

・自主防災組織への支援 
・防災訓練の実施 
・津波・河川氾濫対策や建築物の 
 不燃化対策などのハード対策 
・災害発生後の速やかな復旧・復興  
 な 

限界あり 

災害時要援護者への支援 

耐震性の確保 

帰宅困難者対策 など 

降雨による浸水防止対策 

生活必需物資等の確保 

ハ
ー
ド
対
策

 

自主防災組織の活動の促進 

広告塔等の落下防止対策 

中高層建築物対策 

建築物の不燃化対策  など 

ソ
フ
ト
対
策

 

ボランティア活動の推進 

防災広報・防災教育 

避難対策(津波・河川氾濫、降雨による
浸水、火災) 

津波・河川氾濫対策 

本条例は、防災・減災対策について基本理念を定め、本市、市民、昼間市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、災害の予防対策、応急対策及び復旧・復
興対策に関する基本的事項を定めることにより、防災・減災対策の総合的、計画的かつ効果的な推進を図り、市民等の生命、身体及び財産を災害から保護し、す
べての人が安全に暮らすことができる災害に強いまちの実現をめざすことを目的とする。 

自助、共助及び公助の理念を明らかにし、その理念に基づき、本市、市民、昼間市民及び事業者がそれぞれの責務と役割を果たし、相互に連携を図りながら協力
することにより、防災・減災対策を行うことを基本理念とする。 

    『自助』の理念   市民・昼間市民、事業者などが自己の責任により自らを災害から守ること 
    『共助』の理念   自主防災組織、市民・昼間市民、事業者、ＮＰＯなどが地域において互いに助け合い、互いを災害から守ること 
    『公助』の理念   本市が市民等及び事業者を災害から守るための対策を推進すること 

目的・基本理念 

減災 

大阪市防災・減災条例（仮称）の概要 （案） 再 掲 



項目 公助（本市等の責務・役割） 自助・共助（市民・昼間市民、事業者等の責務・役割） 

計画 地域防災計画の推進（防災・減災対策の実施） 
業務継続計画の策定・検証 

自主防災組織、事業者における防災・減災計画の作成・実施 
  ※事業者は業務継続・早期再開の対策を盛り込む． 

自主防災 自主防災活動への支援 自主防災組織の結成・活動の推進 

他自治体､事業者
等との連携 

他自治体との相互応援協定の締結 
事業者との物資の提供、輸送等の協定の締結 
協定に係る業務の従事者への損害補償 

本市の対策への協力 
 

災害想定 予想される災害の想定・公表、対策への反映 本市の災害想定・地域の災害リスクの認識、対策への反映 

防災教育等 職員の防災・減災対策に関する知識・技術の習得 
市民等への知識普及・情報提供の積極的推進 
 災害の想定、避難場所・避難所、警報等の情報、伝達手段 など 

功労者への表彰 

市民及び昼間市民、事業者の従業員等における防災・減災対策に関する知
識・技術の習得 

行政からの災害想定、避難場所・避難所、警報等の情報、伝達手段などの把
握、情報収集手段の確保、避難経路の確認 など 

防災訓練 防災訓練の実施（関係機関等と連携） 自主防災組織、事業者における防災訓練の実施 
これら訓練や本市が実施する訓練への参加 

建築物等の安全
対策 

公共建築物の耐震化、屋内の安全対策、 
啓発・相談窓口の設置など 

住宅・事業所等の耐震診断・耐震改修及び不燃化、屋内の安全対策（家具等
転倒防止）、屋外の安全対策（ブロック塀転倒や広告塔・看板等の落下防止） 

中高層建築物 屋内の家具等転倒防止の啓発 など 屋内の家具等転倒防止、建物内の居住者間の連携 

ライフライン等の
対策 

ライフラインの耐震化・耐水化 
堤防、道路等の耐震化 など 

ライフライン途絶時の復旧までの対策 
   水、予備電池、簡易トイレ等の備蓄 
   事業所等における非常用発電設備の確保 
食糧、医薬品、その他生活必需物資の備蓄 

物資の備蓄等 水、食糧、簡易トイレ等の備蓄 
仮設トイレ汚水受入れ施設の整備 

ボランティア活動 平常時からのボランティア活動を行う団体との連携、活
動環境の整備 

平常時からのボランティア活動を行う団体との連携、活動環境の整備 

要援護者への支
援 

要援護者支援計画の策定 

自主防災組織における要援護者支援の取組みが効果的
に進展させるための支援 

自主防災組織における票援護者支援の取組み（平常時からの要援護者に係
る情報収集、支援方法の策定等） 
自主防災組織の要援護者支援の取組みへの要援護者の参画 

内水による浸水の
防止 

短時間で局所的な降雨による浸水被害の防止・軽減対
策（下水道施設の整備、雨水ます清掃等） 

所有又は管理する施設への浸水防止対策 
占有する土地に本市が設置した雨水ます等の清掃 

津波・河川氾濫等
からの避難 

避難場所の確保・周知 避難場所の確保、事業所における避難者の受入れ協力 
地下施設の管理者・事業者における避難確保計画の作成 

火災対策 市民、昼間市民及び事業者への出火防止・初期消火に
関する知識・技術の習得支援 

出火防止・初期消火に関する知識・技術の習得 
地震時における火災発生の防止・初期消火 

大阪市、市民・昼間市民、事業者等の責務と役割（案） 
 【主な災害予防対策（事前の備え）】 再 掲 
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大阪市、市民・昼間市民、事業者等の責務と役割（案） 
 【主な災害応急対策（災害発生時の行動）】 

                                                             ※行動のための事前準備を一部含む. 

項目 公助（本市等の責務・役割） 自助・共助（市民・昼間市民、事業者等の責務・役割） 

応援要請 他自治体・関係機関への消火・救助等の応援要請 ボランティア組織等への応援要請・連携 

避難情報 災害情報の収集体制・連絡体制の整備 

市民等への避難準備・勧告・指示、被害状況、避難所開
設等の的確な情報提供 

行政から発せられる情報の収集 
地域や個人等から行政への地域情報の提供協力 

避難所の開設・ 
運営 

避難所への防災資機材・備蓄物資の配備の推進 

施設責任者・自主防災組織等との避難所開設・運営の
連携・協力体制の整備 

避難所開設・運営への協力 

緊急交通路 
の確保 

緊急交通路において歩行者や車両の通行の制限が行
われた場合の対象道路・区間の市民等への周知 

自動車の使用の自粛（救助活動・緊急輸送への協力） 

帰宅困難者対策 帰宅困難者対策を推進するための団体結成及び活動へ
の支援 

災害発生時における帰宅困難者の一斉帰宅の抑制に、
関する支援 

【帰宅困難者において】 
  家族等との連絡手段の確保、徒歩帰宅ルートの確認・安全な帰宅 
  災害発生時におけるむやみな移動の自粛 
  本市及び事業者が行う帰宅困難者対策への協力 
【事業者において】 
  従業員等の施設内待機のための事前の安全対策 
  災害発生時における一斉帰宅の抑制 
  本市及び他の事業者等との連携・協力による帰宅困難者の保護等 

復旧 電気・ガス・輸送・通信等のライフライン、道路・堤防等土
木施設の早期復旧 

－ 
（ライフライン復旧までの備蓄等による対応） 

復興 他自治体・関係機関のほか、市民・昼間市民・事業者と
協力した速やかな復興の推進 

相互協力による市民生活・事業の速やかな再建 

障害物処理 道路、港湾、河川における障害物の速やかな除去 道路等の障害物除去への協力 

がれき処理 路上への崩落防止のための速やかながれき処理 被災建物所有者等における本市の処理作業への協力 

ごみ・し尿対策 
（衛生対策） 

速やかな処理 ごみ減量の工夫、適切なし尿処理 

再 掲 
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＜ 参考： 条例と地域防災計画の関係イメージ ＞ 

災害対策基本法 

大阪市地域防災計画 
(大阪市防災会議) 

 ※ 国・府の計画との整合を図るとともに 
     その内容に抵触しないよう作成 
         （議会へ報告） 

大阪市防災・減災条例(仮称) 

・本市、市民・昼間市民、事業者等 
 の責務と役割を明確にする． 
・相互連携を図る． 
・努力義務等を課す． 

※ 計画の実効性を高め、防災・減災対策 
   を効果的に推進 
        （議会で議決） 
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再 掲 



都 市 名 条 例 名 称 制 定 日 

政令市 

神戸市 神戸市民の安全の推進に関する条例 H10.1.5 

名古屋市 名古屋市防災条例 H18.10.16 

横浜市 横浜市震災対策条例 H10.2.25 

川崎市 川崎市地震対策条例 S56.4.1 

特別区※ 

千代田区 千代田区災害対策基本条例 H18.3.9 

港区 港区防災対策基本条例 H23.10.14 

新宿区 新宿区災害対策推進条例 H25.3.22 

足立区 足立区災害対策条例 H13.12.25 

東京都 
東京都震災対策条例 H12.12.22 

東京都帰宅困難者対策条例 H24.3.30 

他都市における防災・減災条例の制定状況 
     
  ◇ 政令市 ：  ４市 ／ ２０市 
  ◇ 特別区 ： １３区 ／ ２３区 

参 考 

5    ※ 主なもののみを抽出 


