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(3)  伝達ルートの確保 

(4)  大規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備 

(5)  伝達方法の住民への周知 

(6)  要配慮者への伝達 

(7)  新たな伝達手段の検討 

３  避難誘導 

(1)  避難実施要領のパターンの作成 

(2)  要配慮者の避難誘導 

(3)  近隣市町との連携の確保 

(4)  学校や事業所との連携 

４  避難施設 

(1)  避難施設の指定 

(2)  指定への協力 

５  運送の確保 

(1)  運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握 

(2)  運送経路の確認 

第２節  救援  

１ 救援に関する基本的事項 

(1)  基礎的資料の準備等 

(2)  府との調整 

２  安否情報の収集・整理・提供 

(1)  安否情報収集のための体制整備 

(2)  安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握 

第３節  災害対処 

１  被災情報の収集・連絡体制の整備 

２  生活関連等施設の安全確保 

(1)  生活関連等施設の把握 

(2)  市が管理する公共施設等における警戒 
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１  意義 

２  特殊標章等 

(1)  特殊標章 

(2)  身分証明書 

(3)  識別対象 

(4)  交付及び管理 

３  濫用等の防止 

４  赤十字標章等  
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１  市の直接管理する施設及び整備 

(1)  復旧のための体制・資機材の整備 

(2)  応急復旧の実施 

(3)  通信手段の確保 

(4)  府等に対する支援要請 

２ ライフライン等市民の生活安定に関係する主要施設の応急復旧 

(1)  ライフラインの復旧 

 (2)  輸送路の復旧 
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第１節  国における所要の法制の整備  

第２節  所要の法制が整備されるまでの復旧  

１  地域の社会経済等に留意した迅速な対応 

２  地域の状況に沿った復旧の方向策定 

３  復旧の方向に沿った実施 
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第１節  国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求  

１  国に対する負担金の請求方法 

２  関係書類の保管 

第２節  損失補償、損害補償及び損失補てん 

１  損失補償 

２  損害補償 

３  総合調整及び指示に係る損失の補てん 

 



 

第４章  国民の権利利益の救済に係る手続等 ･･･････････････････････････  112 

第１節  国民の権利利益の迅速な救済  

第２節  国民の権利利益に関する文書の保存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


