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避難所における良好な生活環境の
確保に向けた取組指針
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―平成26年版―

制度の解説、法令・通知、報告書、資料などを収録した、災害救助業務関係者のための必携書。
東日本大震災以降の法整備に対応し、解説もさらに充実。

利用頻度の高い「災害救助法適用基準」「応急救助の概念図」「事務のあらまし」「早見表」等が
第１編第１章に入り、ますます使いやすくなりました。

災害救助法による応急救助の実務ハンドブック！

■災害救助実務研究会　編著

東京都港区南青山2‒11‒17　〒107‒8560
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Fax. 0120‒302‒640
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部署名

＜お客様の個人情報の取扱いについて＞
お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かりしま
した個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　　　　　  　フリーダイヤル TEL　 0120̶203̶696　FAX　 0120̶202̶974 

□公用
□私用

　　　　　―　　　　　　―　　　　　ＴＥＬ

@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

機関名

■宛先
〒107̶8560
東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
FAX　　0120̶202̶982

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

書店印

取 扱 い

平成　　　　年　　　　月　　　　日上記のとおり申し込みます。なお、代金は現品受領後、請求書により支払います。

＊弊社宛直接お申込いただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービス
　といたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適応税率によります。

部申込部数
●定価6,048円（本体5,600円）　［コード029892］

申　込　書　〈第一法規刊〉

災害救助の運用と実務 [平成２６年版]

●定価3,456円（本体3,200円）　［コード029900］
災害弔慰金等関係法令通知集 [平成２６年版] 部申込部数

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!第一法規 検　索お試し読み、お申し込みはコチラ

災救（26）
災弔（26）

（029892）
（029900）2014.9 SE

Ⅰ　制度の概要
Ⅱ　法令編
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　　２　逐条解説
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A5判／並製／328頁／定価：本体3,200円＋税

―平成26年版―

自治体での災害対策にかかる事務のなかでも、災害弔慰金及び災害援護
資金の制度に特化して、その制度・事務を解説する唯一の書籍です。

災害弔慰金関係事務担当者の必携書！

■災害救助実務研究会　編集
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