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第３ 災害復旧対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７５

第８節 大規模火災対策

第１ 火災情報の伝達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７６
第２ 消火活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７６

第９節 林野火災対策
第１ 火災情報の伝達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７７
第２ 避難誘導 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７７

第３ 消火活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７７
第４ 二次災害の防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７７

第６章 災害復旧・復興対策計画

第１節 生活再建支援
第１ 被災者等の生活再建支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・２７８
第２ 中小企業者・農林業者の再建支援 ・・・・・・・・・・・・２８２

第３ 復旧事業の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８３

第２節 災害復興推進体制

第１ 災害復興体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８６
第２ 災害復興計画の策定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８７
第３ 災害復興事業の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８７


