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     ３－８－７ 災害廃棄物処理の実施 

     ３－８－８ 防疫・衛生活動 

     ３－８－９ 保健衛生活動 

     ３－８－10 死体の捜索及び処理 

     ３－８－11 災害時における動物（犬、猫等）の管理 

     ３－８－12 死亡した獣蓄（牛、馬、豚、めん羊、山羊）及び家きんの処理 

     ３－８－13 応急仮設住宅の確保等 

        第第第第９９９９章章章章    応急教育活動応急教育活動応急教育活動応急教育活動    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    141414146666    

     ３－９－１ 応急教育計画の作成 

     ３－９－２ 高等学校及び中等教育学校生徒の災害応急対策への協力 

  第第第第 11110000 章章章章    要配慮者に対する支援活動要配慮者に対する支援活動要配慮者に対する支援活動要配慮者に対する支援活動    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    141414148888    

     ３－10－１ 県の活動 

     ３－10－２ 市町の活動 

第第第第 11111111 章章章章    孤立地区に対する支援活動孤立地区に対する支援活動孤立地区に対する支援活動孤立地区に対する支援活動    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    141414149999    

     ３－11－１ 県の活動 

     ３－11－２ 市町の活動  

        第第第第 11112222 章章章章    応援協力活動・ボランティア等への支援………………………応援協力活動・ボランティア等への支援………………………応援協力活動・ボランティア等への支援………………………応援協力活動・ボランティア等への支援………………………………………………………………………………………………………………………    111150505050    

     ３－12－１ 行政機関の応援活動 

     ３－12－２ ボランティア等の支援活動 

     ３－12－３ 自衛隊の活動 

     ３－12－４ 海上保安庁の支援 

     ３－12－５ 外国からの応援活動 

        第第第第 11113333 章章章章    通信放送施設の確保通信放送施設の確保通信放送施設の確保通信放送施設の確保    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    151515159999    

     ３－13－１ 通信施設 

     ３－13－２ 放送施設 

        第第第第 11114444 章章章章    ライフラインの確保ライフラインの確保ライフラインの確保ライフラインの確保    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    111160606060    

     ３－14－１ 水道施設 

     ３－14－２ 下水道施設 

     ３－14－３ 工業用水道施設 



     ３－14－４ 電力施設 

     ３－14－５ ガス施設 

     ３－14－６ 電信電話施設 

     ３－14－７ 応急金融対策 

        第第第第 11115555 章章章章    公共土木施設等の確保公共土木施設等の確保公共土木施設等の確保公共土木施設等の確保    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    161616165555    

     ３－15－１ 道路施設 

     ３－15－２ 海岸保全施設 

     ３－15－３ 河川管理施設 

     ３－15－４ 砂防等施設 

     ３－15－５ 治山等施設 

     ３－15－６ 港湾施設 

     ３－15－７ 漁港施設 

     ３－15－８ 空港施設 

     ３－15－９ 鉄道施設 

     ３－15－10 農業用ダム、ため池及び用水路 

     ３－15－11 災害応急対策の拠点となる重要な庁舎等 

     ３－15－12 情報システム 

     ３－15－13 都市公園施設    

        第第第第 11116666 章章章章    危険物施設等の安全確保危険物施設等の安全確保危険物施設等の安全確保危険物施設等の安全確保    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    161616168888    

     ３－16－１ 危険物施設 

     ３－16－２ 高圧ガス施設 

     ３－16－３ 毒物劇物貯蔵施設  

     ３－16－４ 火薬類製造施設・貯蔵施設      

        第第第第 1111 7777 章章章章    社会秩序維持活動社会秩序維持活動社会秩序維持活動社会秩序維持活動    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    111170707070    

     ３－17－１ 県の活動 

     ３－17－２ 県警察の活動 

     ３－17－３ 市町の活動 

 

第４編第４編第４編第４編    災害復災害復災害復災害復旧・復興対策旧・復興対策旧・復興対策旧・復興対策    

        第１章第１章第１章第１章    災害復旧対策災害復旧対策災害復旧対策災害復旧対策    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    111172727272    

     ４－１－１ 激甚災害の指定 

     ４－１－２ 被災施設の復旧等 

     ４－１－３ 都市の復興 

        第２章第２章第２章第２章    復興計画復興計画復興計画復興計画    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    171717175555    

     ４－２－１ 復興計画の作成 

４－２－２ 防災まちづくりを目指した復興 

     ４－２－３ 復興財源の確保 

        第３章第３章第３章第３章    被災者の生活再建支援被災者の生活再建支援被災者の生活再建支援被災者の生活再建支援    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    171717178888    

     ４－３－１ 要配慮者の支援 

     ４－３－２ 義援物資、義援金の受入れ及び配分 

     ４－３－３ 災害弔慰金等の支給 

     ４－３－４ 被災者の経済的再建支援 

     ４－３－５ 恒久住宅対策 

     ４－３－６ 生活再建支援策等の広報 

     ４－３－７ 中小企業を対象とした支援 

     ４－３－８ 雇用対策 

     ４－３－９ 農林漁業者を対象とした支援 

     ４－３－10 地域経済の復興と発展のための支援 
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