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第15節 遺体の捜索、処理及び埋・火葬 (震災対策編準用) ・・・・・・・２９６ 

第16節 被災者の健康対策 (震災対策編準用) ・・・・・・・・・・・・・２９６ 

第17節 防疫・衛生対策 (震災対策編準用) ・・・・・・・・・・・・・・２９６ 

第18節 災害廃棄物等の処理 (震災対策編準用) ・・・・・・・・・・・・２９６ 

第19節 文教対策 (震災対策編準用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・２９６ 

第20節 ライフラインの応急復旧の調整 (震災対策編準用) ・・・・・・・２９７ 

第21節 水道施設の応急対策 (震災対策編準用 ) ・・・・・・・・・・・・２９７ 

第22節 下水道施設の応急対策 (震災対策編準用) ・・・・・・・・・・・２９７ 

第23節 ガス施設の応急対策 (震災対策編準用) ・・・・・・・・・・・・２９７ 

第24節 電力施設の応急対策 (震災対策編準用) ・・・・・・・・・・・・２９７ 

第25節 電気通信施設の応急対策 (震災対策編準用) ・・・・・・・・・・２９７ 
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 Ⅲ 風水害等災害復旧計画                                            

      

第１章 災害復旧・復興計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９９ 

第１節 災害復旧事業計画の作成 (震災対策編準用) ・・・・・・・・・ ２９９ 

第２節 民生安定化措置 (震災対策編準用) ・・・・・・・・・・・・・ ２９９ 

第３節 激甚災害の指定 (震災対策編準用) ・・・・・・・・・・・・・ ２９９ 

 

第４編 事故対策編 

 

第１章 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０１ 

第２章 大規模火災対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０２ 

第１節 大規模火災予防・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０２ 

第２節 大規模火災対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０６ 

第３章 危険物災害対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０９ 

第１節 危険物施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０９ 

第２節 高圧ガス災害応急対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・３１０ 

第３節 火薬類災害応急対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・・３１０ 

第４節 毒物・劇物災害応急対策計画・・・・・・・・・・・・・・・３１１ 

第５節 サリン等による人身被害対策・・・・・・・・・・・・・・・３１１ 

第６節 放射性物質輸送車両の応急対策計画・・・・・・・・・・・・３１２ 

第４章 農業災害対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１９ 

第１節 注意報及び警報の伝達・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１９ 

第２節 農業災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１９ 

第３節 畜産災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１９ 

第５章 道路災害対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２１ 

第１節 道路災害予防対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２１ 

第２節 道路災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２２ 

第６章 鉄道災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２４ 

第１節 予防対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２４ 

第２節 活動体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２４ 

第３節 情報の収集と伝達の基本方針  ・・・・・・・・・・・・・・３２４ 

第４節 避難誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２５ 

第５節 消防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２６ 

第６節 応援要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２６ 

第７節 医療救護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２６ 

第７章 雪害予防計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２７ 
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