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http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/boujyo/suiboukeikaku.html
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 ――――― 

 

 

第５章  交通対策、緊急輸送活動                                                                         

①道路通行規制基準等（西日本高速道路株式会社・阪神高速道路株式会社・大阪府道路公社）       

②道路通行規制基準等（大阪府） http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/ijokisyoji/index.html                                                      

 

 

第６章  二次災害防止、ライフライン確保 

 ――――― 

 

 

第７章  被災者の生活支援                                                        

①災害救助法の適用基準について                                                                     

②災害救助法適用基準（市区町村別）                                                                 

③被害認定統一基準                                                                                

 

 

第８章  社会環境の確保                                                          

①大阪府広域火葬計画 http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/kouikikasou/index.html 

・火葬場連絡調整主管課等一覧                                              

・大阪府広域火葬計画                                                      

・大阪府広域火葬事務処理要領                                             

・広域火葬に係る情報等伝達フロー                                          

 

 

事 故 等 災 害 応 急 対 策   

①消防活動に関する相互応援協定・医療救護に関する協定（大阪国際空港）                                 

②消防資機材等保有状況（大阪国際空港）                                                              

③消防活動に関する相互応援協定・医療救護等に関する協定（関西国際空港）                               

④消防資機材等保有状況（関西国際空港）                                                               

⑤消火救難に関する協定（八尾空港）                                                                   

⑥消防資機材等保有状況（八尾空港）                                                                   

⑦林野火災対策資料（調査様式）                                                                       

   

 

災 害 復 旧 ・ 復 興 対 策 

①激甚災害及び局地激甚災害指定基準                                                                   

②激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく復旧事業及び府の関係部局               

③災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金について                                                 

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/ijokisyoji/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/kouikikasou/index.html
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原 子 力 災 害 対 策 
                                                                                                          

①原子力災害緊急事態応急対策拠点施設                                            

②原子力災害拠点病院                                                        

③原子力災害医療協力機関 

④高度被ばく医療支援センター 

⑤原子力災害医療・総合支援センター                       

⑥原子炉施設等相互応援に関する協定締結状況                                  

⑦原子炉施設等安全協定締結状況                                              

⑧原子力発電所等に係る情報連絡に関する覚書                                  

⑨緊急時モニタリングの測定資機材等一覧表                                    

⑩環境放射線監視計画書 http://www.pref.osaka.lg.jp/kikikanri/nuclear_energy/ems.html                                                     

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kikikanri/nuclear_energy/ems.html

