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実戦CBRNeテロ・災害対処実戦CBRNeテロ・災害対処
事故・事件・テロでのよりよき現場対応のために
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事態対処研究会メンバー（五十音順）
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第８章　テロ等の災害時における国民保護と関連法令
第９章　用語解説

●事態対処研究会　編著
●B5判　●208頁
●定価（本体 2,500 円 +税）

ISBN978-4-8090-2450-4 C3031 ¥2500E

詳細は
こちら!

   CBRNe とは…
　Chemical（化学）・Biological（生物）・Radiological（放射線）・
　Nuclear（核）・Explosive（爆発物）の頭文字を組み合わせた用語です。

Point!
地方公共団体、
事業者の役割を解説！

Point!
メディアからの
視点による広報、報道
対応の解説は必見！

Point!被災者の身元確認の
流れや被害者家族への
支援対応について解説！

Point!
テロや武力攻撃事態となる
場合の法的根拠や手続の流れを解説！

各分野の第一人者が
わかりやすく解説
各分野の第一人者が
わかりやすく解説!!
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地方公共団体、事業者等の初動対応から、地方公共団体、事業者等の初動対応から、

内容見本内容見本

テロの対処は、現場対応の連携で決まるテロの対処は、現場対応の連携で決まる！！

広報、報道対応まで解説。広報、報道対応まで解説。
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編集／全国消防長会　編集協力／東京消防庁

4訂版

災害事例に見る活動の実際

●B5判　●296頁
●定価（本体 2,600円＋税）

■編　　集／全国消防長会
■編集協力／東京消防庁
■発　　行／一般財団法人 全国消防協会
　　　　　　東京法令出版株式会社
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4訂版

詳細は
こちら! ISBN978–4–8090–2449–8

C3030  ¥2600E

こちらもオススメ
改訂版発刊！！

CBRNeテロ、災害における現場対応要領や過去の
災害事例をまとめた現場活動従事者必携の実務書！
CBRNeテロ、災害における現場対応要領や過去の
災害事例をまとめた現場活動従事者必携の実務書！
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