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 資料編 

 

 

《参考：災害の類型と関連法制》 

 

 

国民保護法

国民保護計画 新型インフルエンザ等対策行動計画等

感染症法、
新型インフルエンザ特措法等

新たな災害

自然災害人為災害

　NBC災害

 （炭そ菌、

　 天然痘、

　 サリン、

　 放射性物質

　 …等）

新型インフルエンザ

鳥インフルエンザ

感染症

風水害 津波

地震 火山噴火

災害対策基本法

地域防災計画従来からの災害

新興・再興感染症

（SARS、O-157）

武力攻撃災害

（着上陸、ゲリラ・特殊部隊、

　弾道ミサイル、航空機攻撃）

緊急対処事態災害
（大規模テロ等）

（コレラ、赤痢）

大規模な事故
（原発事故、爆発、脱線、

衝突、墜落、座礁）


