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１１－１ 学校園等の災害発生時の対策  ---------------------------------  121 

 

第１２節 帰宅困難者対策 
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１２－２ ターミナル駅周辺の滞留者対策  -------------------------------  122 
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１３－１ 災害多言語支援センターの設置  -------------------------------  124 

１３－２ 情報提供・相談体制  ------------------------------------------  124 

第１４節 地下空間の浸水避難 
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第３章 消防応急対策 
 

第１５節 消防応急活動 

    １５－１ 震災、風水時の応急対策（共通）  -----------------------------  126 
１５－２ 震災時の応急対策  -------------------------------------------  126 
１５－３ 風水害の応急対策  -------------------------------------------  126 
１５－４ 大規模火災等の応急対策  -------------------------------------  127 
１５－５ 地下街・高層建築物等災害の応急対策  --------------------------  128 
１５－６ 危険物施設等の応急対策  -------------------------------------- 128 
１５－７ 海上災害の応急対策  -----------------------------------------  128 
１５－８ 大阪北港地区（石油コンビナ－ト等特別防災区域）における災害応急対策 
          -------------------------------------------------------------  129 
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１５－１０ 道路災害の応急対策  ---------------------------------------  129 
１５－１１ 鉄道災害の応急対策  ---------------------------------------  130 
１５－１２ 集団災害救助の応急対策  -----------------------------------  130 
１５－１３ その他の応急対策  -----------------------------------------  130 

 

第４章 医療救護活動 

第１６節 医療救護活動 

１６－１ 初期初動医療救護活動  ----------------------------------------  131 
１６－２ 後方医療活動  ------------------------------------------------  132 
１６－３ 長期間にわたる避難所等における救護所の設置運営  --------------  133 
１６－４ 保健師等による健康相談  --------------------------------------  133 

 

第５章 水防活動 
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１７－１ 水防の責任  -------------------------------------------------  134 
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第１８節 水防警報及び警戒 
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とおりとする。  ------------------------------------------------------  136 
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１８－３ 監視、警戒  -------------------------------------------------  137 
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１９－４ 水防演習  ---------------------------------------------------  139 

 

第６章 社会基盤施設の応急対策 

第２０節 市設建築物の応急対策 

２０－１ 市設建築物の応急対策  ---------------------------------------  141 
 

第２１節 公共土木施設の応急復旧対策 
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