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     ３－15－１ 水道施設 

     ３－15－２ 下水道施設 

     ３－15－３ 工業用水道施設 

     ３－15－４ 電力施設 

     ３－15－５ ガス施設 

     ３－15－６ 電信電話施設 

     ３－15－７ 応急金融対策 

        第第第第1111 6666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    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    141414149999    

     ３－16－１ 道路施設 

     ３－16－２ 海岸保全施設 

     ３－16－３ 河川管理施設 

     ３－16－４ 砂防等施設 

     ３－16－５ 港湾施設 

     ３－16－６ 漁港施設 

     ３－16－７ 空港施設 

     ３－16－８ 鉄道施設 

     ３－16－９ 農業用ダム、ため池及び用水路 

     ３－16－10 災害応急対策の拠点となる重要な庁舎等 

     ３－16－11 情報システム 

     ３－16－12 都市公園施設 

        第第第第1111 7777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    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    151515152222    

     ３－17－１ 危険物施設 

     ３－17－２ 高圧ガス施設 

     ３－17－３ 毒物・劇物貯蔵施設 

     ３－17－４ 火薬類製造施設・貯蔵施設    

第第第第1111 8888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    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    151515154444    

３－18－１ 県の活動  

３－18－２ 県警察の活動  

３－18－３ 市町の活動 
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        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    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    151515156666    

     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    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    151515159999    

     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    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    161616162222    

     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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