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署、大阪ガス(株) 
199～201 

第５節 林野火災応急対策 産業振興室、消防本部、消防団、和泉警察署 202～203 

第６節 その他事故等災害応急対策 各課・室共通 204 
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■災害復旧・復興対策 各節担当課確認表 

第５編 災害復旧・復興対策 関係機関 頁 

第１章 災害復旧対策 

第１節 復旧事業の推進 各課・室共通 207 

第２節 被災者の生活確保 

公民協働推進室、税務室、滞納債権整理回収

課、くらしサポート課、都市政策室、建築住宅

室、社会福祉協議会 

208～211 

第３節 中小企業の復旧支援 産業振興室 212 

第４節 農林業関係者の復旧支援 産業振興室 213 

第５節 ライフライン等の復旧 

土木維持管理室、経営総務課、水道工務課、下

水道整備課、浄水課、関西電力（株）、関西電

力送配電(株)、大阪ガス(株)、西日本電信電話

(株)、（株）ＮＴＴドコモ（関西支社）、ＫＤＤ

Ｉ(株)、ソフトバンク（株）、西日本旅客鉄道

(株)、泉北高速鉄道(株)、日本放送協会 

214～216 

第２章 災害復興対策 

第１節 復興に向けた基本的な考え方 各課・室共通 217 

第２節 復興に向けた組織・体制整備 各課・室共通 218 

第３節 復興に向けた取組み 各課・室共通 219 
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