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   【資料８－１－２１】 災害廃棄物関係被害、一般廃棄物処理場関係被害、 

産業廃棄物処理場関係被害 （様式第１９号の１～３） 

   【資料８－１－２３】 公有財産関係被害 （様式第２３号） 

第２節 災害時における応援・派遣要請等に関する様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・190 

１．自衛隊派遣要請 

【資料８－２－１】 部隊等の災害派遣要請申請書 

２．防災ヘリコプターの要請 

【資料８－２－２】 防災ヘリコプター要請様式 

３．緊急患者の輸送 

【資料８－２－３】 緊急患者輸送要請処理簿 

第３節 その他様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194 

   【資料８－３－１】 労務供給に関する記録様式 

【資料８－３－２】 避難所収容状況 

【資料８－３－３】 避難所用物資受払簿 

【資料８－３－４】 救護班活動状況 

   【資料８－３－５】 規制の表示（交通対策基本法施行規定様式第２） 

【資料８－３－６】 措置等通知書（交通対策基本法第７６条の３ 第６項） 

【資料８－３－７】 緊急通行車両証明標章 

【資料８－３－８】 緊急通行車両確認証明書（災害対策基本法施行規則様式第４） 

【資料８－３－９】 水防活動報告様式 

【資料８－３－１０】 公用負担命令諸様式 

【資料８－３－１１】 優先通行標識 

【資料８－３－１２】 応急用米穀割当申請書 

【資料８－３－１３】 災害救助用米穀引渡申請書 

【資料８－３－１４】 災害救助用米穀受領証 

【資料８－３－１５】 飲料水の供給簿 

【資料８－３－１６】 物資の給与状況 

【資料８－３－１７】 学用品の給与状況 

【資料８－３－１８】 埋葬台帳 

【資料８－３－１９】 遺体処理台帳 

【資料８－３－２０】 住宅応急修理記録簿 

【資料８－３－２１】 応急仮設住宅台帳 

【資料８－３－２２】 罹災証明願 

【資料８－３－２３】 被害者台帳 

【資料８－３－２４】 避難者名簿 


