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第3節 被害軽減への備え ----------------------------------- 地震災害 2-3 -39- 
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８．燃料不足への備え ---------------------------------------------- 地震災害 2-3 -54-  
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３．被害状況の把握------------------------------------------------ 地震災害 3-2 -86-  
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第3節 応援・派遣 ------------------------------------------------ 地震災害 3-3 -93- 

１．自衛隊派遣要請・受入体制の確保 --------------------------------- 地震災害 3-3 -93- 

２．応援要請・受入体制の確保 --------------------------------------- 地震災害 3-3 -97-  

３．他市町村被災時の応援 ------------------------------------------ 地震災害 3-3 -99-  

第4節 被害軽減対策 -------------------------------------- 地震災害 3-4 -101- 

１．消防 -------------------------------------------------------- 地震災害 3-4 -101- 

２．救急・救助 --------------------------------------------------- 地震災害 3-4 -106- 

３．応急医療 ---------------------------------------------------- 地震災害 3-4 -109-  

４．避難勧告・指示・誘導 ------------------------------------------- 地震災害 3-4 -112- 

５．交通路の確保 ------------------------------------------------ 地震災害 3-4 -115-  

６．緊急輸送 ---------------------------------------------------- 地震災害 3-4 -119-  

７．社会秩序の維持----------------------------------------------- 地震災害 3-4 -121-  

第5節 被災者生活支援 ----------------------------------------- 地震災害 3-5 -123- 
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２．避難生活の確保，健康管理 ------------------------------------- 地震災害 3-5 -123- 

３．ニーズの把握・相談窓口の設置・生活情報の提供 ------------------- 地震災害 3-5 -127- 

４．災害時要援護者安全確保対策 ----------------------------------- 地震災害 3-5 -129-  

５．ボランティア活動の支援 ---------------------------------------- 地震災害 3-5 -131-  

６．応急教育 ---------------------------------------------------- 地震災害 3-5 -132-  

７．帰宅困難者対策----------------------------------------------- 地震災害 3-5 -135-  

８．愛玩動物の保護対策 ------------------------------------------- 地震災害 3-5 -136- 

第6節 救援物資の調達・供給 ------------------------------- 地震災害 3-6 -138- 

１．食糧 -------------------------------------------------------- 地震災害 3-6 -138- 

２．水 ---------------------------------------------------------- 地震災害 3-6 -139-  

３．衣料・生活必需品---------------------------------------------- 地震災害 3-6 -141-  

第7節 災害救助法の適用 ---------------------------------- 地震災害 3-7 -144- 

１．災害救助法の適用手続き --------------------------------------- 地震災害 3-7 -144- 

２．災害救助法による救助の実施 ----------------------------------- 地震災害 3-7 -147-  

３．小災害救助 -------------------------------------------------- 地震災害 3-7 -148- 

４．り災証明書の発行  -------------------------------------------- 地震災害 3-7 -148- 

第8節 二次災害の防止 ------------------------------------ 地震災害 3-8 -151- 

１．建築物の応急復旧--------------------------------------------- 地震災害 3-8 -151- 

２．土木施設の応急復旧 ------------------------------------------- 地震災害 3-8 -154-  

３．土砂災害 ---------------------------------------------------- 地震災害 3-8 -156-  

４．水害 -------------------------------------------------------- 地震災害 3-8 -157-  

第9節 事後処理 ------------------------------------------ 地震災害 3-9 -159- 

１．応急仮設住宅 ------------------------------------------------ 地震災害 3-9 -159- 

２．捜索及び遺体処理 --------------------------------------------- 地震災害 3-9 -160- 

３．防疫 -------------------------------------------------------- 地震災害 3-9 -162-  

４．清掃 -------------------------------------------------------- 地震災害 3-9 -164-  

５．障害物の除去 ------------------------------------------------ 地震災害 3-9 -166-  

６．ライフラインの応急復旧 ----------------------------------------- 地震災害 3-9 -168- 

 

第４章  震災復旧・復興対策計画 
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