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台東区及び墨田区防災相互協定 

 

 

  台東区及び墨田区は、地震等の災害にぜい弱な地域であり、市街地としての危険性を内蔵している。 

  そのため両区は、ともに災害に強い都市の建設をめざし、住民の生命と安全の確保に努力している。

ここに両区は、姉妹区提携の精神に基づいて両区にまたがる隅田公園の有効的活用に留意しながら協

力して、安全都市の建設に努力することを誓い、防災体制を整備し、非常の際は、相互に援助協力を

行うためこの協定を結ぶものとする。 

（趣 旨） 

第１条  両区は、災害対策基本法（昭和 36 年 11 月法律第 223 号）に基づく防災業務に関し、この協

定の定めるところにより相互に援助協力を行うものとする。 

（災害用物資、資材の援助） 

第２条  姉妹区のうち一区に災害が発生し、応急対策及び復旧対策に必要な物資資材に不足をきたし

た場合、姉妹区の他方に対して援助要請をすることができる。 

第３条  前条の規定により、物資資材の援助要請を受けた区は、可能な限り供給するものとする。 

第４条  前条の規定により供給する物資資材は、次に掲げるものとする。 

(１)  食糧品（乾パン等） 

(２)  毛  布 

(３)  生活必需品 

(４)  医療品 

(５)  その他応急対策用資器材等 

第５条  第３条の規定により、供給を受けた物資資材については、災害復旧後速やかに返還するもの

とする。 

（飲料水の供給） 

第６条  災害時において、飲料水の確保が困難な場合、姉妹区は相互に給水の援助を行う。 

（災害予防に関する事項） 

第７条  姉妹区は、防災訓練上必要な場合、相互に訓練用資器材の共同利用等をはかり、効果的な訓

練の実施をはかるものとする。 

第８条  姉妹区は、備蓄物資の保有状況一覧表を作成し、相互に交換するものとする。 

（協  議） 

第９条  本協定に定めのない事項については、両区協議のうえ決定する。 

（細目協定） 

第 10 条 この協定を実施するための必要な事項については、両区防災主管部長が協議して別に定める。 

 

  昭和５３年４月２３日 

 

                      台東区長     

 

 

                      墨田区長     



資料第１８ 

100 

特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定 

 

 

（目的） 

第１条 この協定は、特別区（以下、「区」という。）の区域において大規模な地震等の災害が発

生した場合において、区相互間の協力により応急対策及び復旧対策等の円滑化を図るとともに、

災害を受けた区（以下、「被災区」という。）独自では、十分な対策等が実施できない場合におい

て、被災を免れた区あるいは被災の軽微な区であって、被災区の支援が可能な区（以下、「支援区」

という。）が、連携して支援体制を構築し、被災区の支援に万全を期すことを目的とする。 

（支援対策本部の設置）  

第２条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、前条の目的を達成するた

め、災害発生後直ちに特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）を設置する。 

２ 本部は、予め区相互で定める方法に従い、支援区のうち一区に設置する。 

３ 本部に本部長を置き、本部長は、本部設置区の区長とする。 

４ 本部は、被災区の要請に基づき、又は、被災区からの要請を待っていては応急対応に支障が

出ると予想されるときは自らの判断により、支援区に対して支援活動を要請し、又は支援区及

び支援区相互の活動に必要な調整を行う。 

５ 本部長は、支援区その他関係団体に対し、本部従事職員の派遣を要請し、又は本部の活動に

必要な資機材その他の応援を求めることができるものとする。 

６ 本部の設置、運営その他に関し、必要な事項は別に定める。 

（支援各区の体制） 

第３条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、災害発生後直ちに支援体

制を整えるとともに、原則として、本部の要請に従い、支援活動を行うものとする。 

２ 本部と支援区は相互に情報連絡を密にするものとする。 

３ 支援区は、前２項のほか、本部の活動に協力するものとする。 

（支援の要請） 

第４条 この協定に基づき、本部が行った支援活動及び本部の要請に基づき行った支援区の支援

活動は、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。 

第４条の２ 隣接区等において、本部の要請等がある前に支援を開始する場合は、支援区の本部

への報告をもって、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。 

（相互協力及び相互支援の内容） 

第５条 この協定に基づく相互協力及び相互支援の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１） 職員の派遣及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区への応援職員の派遣 

ロ 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供 

ハ その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項 

（２） 救援物資の提供及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区への救援物資の提供 

ロ 支援区又は他の地方公共団体等からの救援物資の集積場所等の提供 
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ハ その他救援物資に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項

（３） 避難場所を共用する区間における共同の現地本部の設置その他避難場所の運営協力上必要な

事項 

（４） 被災区におけるボランティアの受入れ支援に関する次の事項 

イ 被災区へのボランティアの斡旋 

ロ 支援区におけるボランティアへの情報提供、募集、受付、宿舎の提供 

ハ その他ボランティアに関し、被災区の支援に必要な事項 

（５） 被災住民の受入れに関し、施設の提供その他被災区の支援に必要な事項 

（６） 動物の保護に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、

区間支援に必要な事項 

（７） 被災区への医療救護班の派遣その他医療救護活動に関し、被災区内での支援及び被災区

の負担を軽減するために必要な事項 

（８） ごみ、し尿、がれきの処理に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その

他区間協力、区間支援に必要な事項 

（９） 災害時要援護者の救援支援に関する次の事項 

イ 被災区への専門職員等の派遣 

ロ 支援区での二次避難場所の提供等災害時要援護者の受入れ 

ハ その他災害時要援護者の救援に関し、被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するために

必要な事項 

（10） 遺体の搬送、埋葬等に関し、職員、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、

区間支援に必要な事項 

（11） 道路の早期復旧に関し、職員、資機材等の派遣、提供その他の被災区内での支援及び被

災区の負担を軽減するために必要な事項 

（12） 応急危険度判定、り災証明発行にかかる建物被害認定調査及びり災証明発行に関し、職

員、資機材等の派遣、提供その他の被災区の支援に必要な事項 

（13） 仮設住宅の提供に関する次の事項 

イ 被災区への職員、物資等の派遣、提供 

ロ 支援区での仮設住宅建設用地の確保 

ハ その他仮設住宅の提供に関し、区間協力、区間支援に必要な事項 

（14） 帰宅困難者への対応に関し、情報提供、一時滞在施設への受入れ、物資提供その他の区

間協力、区間支援に必要な事項 

（15） 児童・生徒の受入れ、応急教育の実施に関し、必要な事項 

（16） 被災区の被災区外での業務継続に関し、施設の提供、その他被災区の支援に必要な事項 

（17） 前各号に定めるもののほか、被災区から要請があった事項 

（支援経費の負担） 

第６条 支援区の支援に要した経費は、原則として支援を受けた被災区の負担とする。 

２ 支援を受けた区が、前項に定める経費を支弁するいとまがなく、かつ、支援を受けた区から

要請があった場合には、支援する区は当該費用を一時繰替支弁するものとする。 
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３ 被災区間の経費の割り振り又は被災区に費用負担を求められない特別の事情がある場合の措

置その他については、本部が調整する。 

（連絡担当部署） 

第７条 各区は、防災担当課をこの協定に基づく相互協力、相互支援に関する連絡担当部署とす

る。 

（平常時の措置）  

第８条 各区は、この協定が災害時において有効に機能するよう、平常時において、区相互の情

報交換、防災訓練の実施、災害時における対策に関する調査研究その他に努めるものとする。 

（実施細目の作成） 

第９条 この協定の円滑な実施を図るため、区間の協議により実施細目を定めるものとする。 

（協定内容等の見直し） 

第 10 条 各区は、この協定の内容及び前条に定める実施細目の内容については、毎年度見直しを

行い、常に実践的な内容を持たせるよう必要な修正を行うものとする。 

（その他） 

第 11 条 この協定の実施に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は、区が協議して定める。 

 

附則 

１ この協定は、平成２６年４月１日から適用する。 

２ 平成８年２月１６日締結の特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定書及び実施細目

は廃止する。 

３ この協定の締結を証するため、本協定書を２３通作成し、各区長は記名押印のうえ、各１通

を保有する。 

 

 

平成２６年３月１４日 

 

 

千代田区長              新宿区長   

中央区長             文京区長      

港区長              台東区長   

墨田区長             豊島区長      

江東区長             北区長       
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品川区長              荒川区長      

目黒区長              板橋区長      

                   練 馬 区 長   

大田区長              職務代理者   

          副 区 長 

世田谷区長              足立区長      

渋谷区長              葛飾区長      

中野区長              江戸川区長    

杉並区長         
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特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定実施細目 

 

 

特別区支援対策本部の設置等に関する実施細目 

（協定第２条・３条・４条関係） 

１ 本部の設置 

特別区において大規模な地震等の災害が発生した場合、発災後直ちに被災を免れた区

あるいは被災の軽微な区（以下、「支援区」という。）のうち一区に「特別区支援対策

本部」（以下、「本部」という。）を設置し（以下、本部が設置された区を「本部設置

区」という。）、支援区は相互に協力して被災区の支援にあたることとする。 

２ 本部設置区の決定 

発災時に本部設置区を決定する場合、迅速に支援体制を確立するため、支援区間で協

議することなく、以下に定める順位に従って、支援区のうち一区を本部設置区とする。 

（１）本部設置区は次の順位に従って決定する。 

① 第１順位 区長会会長区 

② 第２順位 区長会副会長区のうち、２３区行政順位が先の区 

③ 第３順位 区長会副会長区のうち、２３区行政順位が後の区 

（２）支援区の中に第１順位から第３順位までの該当区がなかった場合は、次の順により

本部設置区を決定する。 

① 支援区の中から、区長会幹事区で、行政ブロック順が先の区を本部設置区とする。 

② ①による該当区がなかった場合は、支援区の中から、行政順が先の区を本部設置

区とする。 

３ 本部設置区の変更 

（１）本部設置区となった区が２次災害の発生等の事情により本部としての機能を果たせ

なくなった場合は、支援区の中の直近後順位の区にその旨を通知することとし、この通

知をもって当該後順位の区を本部設置区とする。 

（２）本部設置区が本部機能を果たせなくなったと判断できる場合は、本部設置区からの

連絡を待たずに、支援区の中の直近後順位の区を本部設置区とする。 

（３）本部機能を果たせなくなったと判断される場合とは、以下の場合である。 

① 本部設置区において２次災害が発生し、支援区と本部設置区との連絡手段が途絶

えた場合 

② ①に準ずる状況で、本部設置区が被災したことが明らかな場合 

４ 被災区及び支援区等への連絡 

本部設置区となった区は、その旨を各区並びに東京都等の関係団体に連絡する。 
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５ 本部の組織及び運営 

（１）本部には本部長を置くこととし、本部長は、本部設置区の区長とする。 

（２）本部長は、本部設置区の職員を本部従事職員に指定し、本部の運営にあたらせる。 

（３）本部長は、本部の運営に必要な場合、支援区その他の関係団体に対し、応援職員の

派遣を要請することができる。 

（４）（３）の要請を受けた区は、速やかに応援職員を本部設置区に派遣することとし、

本部派遣に要する費用は、派遣する支援区の負担とする。 

 

６ 被災区からの支援要請 

  被災区からの支援要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない

場合は、電話その他の手段で要請し、後日文書で提出する。 

７ 本部の役割と支援区の協力体制 

（１）本部は、被災区への支援活動が円滑、効果的に行われるよう、協定第５条に基づく

支援活動に関する連絡調整を行う。 

（２）本部は、各支援区が支援活動を行うにあたり、被災区に負担をかけない、効率的、

効果的な支援活動が展開できるよう、必要に応じて各支援区に支援活動に関する要請を

行うことができる。 

（３）各支援区は本部の要請に従って、一体となって被災区の支援にあたることとする。 

８ 支援対策会議 

本部は、以下の事項について、支援活動等に関して各区に協議する必要がある場合、

被災区並びに支援区による支援対策会議を招集することができる。 

（１）国、都、他の地方公共団体等との調整が必要で、各区に協議する必要がある場合 

（２）支援経費の負担等、経費負担に関する協議が必要な場合 

（３）本部を解散する場合 

（４）その他協議が必要な場合 

９ 本部の解散 

本部は、８の（３）の決定により解散する。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 
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職員の区間相互支援及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する実施細目 

（協定第５条第１号関係） 

１ 被災区への応援職員の派遣 

① 被災区は応援職員の派遣が必要な場合、特別区支援対策本部（以下、「本部」とい

う。）若しくは連絡可能な区に速やかに派遣要請を行うこととし、被災区から応援職

員の派遣要請を受けた区は、速やかにその旨を本部に連絡することとする。 

② 本部は、被災区からの要請を受けた場合、早急に応援職員の派遣について支援区間

の調整を行い、各支援区に職員の派遣を要請する。 

③ 本部は、被災区からの要請を待たずに、応援職員の派遣先・規模等を調整し、各支

援区に応援職員の派遣を要請することができる。 

④ 各支援区は、本部から応援職員の派遣について要請を受けた場合、速やかに応援職

員を派遣することとし、派遣先、規模等についても本部の要請にできる限り応えるよ

う努める。 

２ 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供 

① 各支援区が応援職員を派遣する場合は、原則として、職員宿舎、食料等支援活動に

必要な設備、装備等は支援区で用意し、被災区に負担をかけることがないよう努める。 

② 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食料等の提供については、被災

区近隣の支援区が中心となって、支援区相互が協力して対応することとする。 

③ 宿舎、食料等の提供に関して必要がある場合は、本部において支援区間の連絡調整

を行うこととする。 

３ その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項 

発災直後に各区が応援職員を自主的に緊急派遣する場合においても、原則とし 

て、応援職員は自らの食料・飲料水・野営用具等を装備のうえ被災地に向かうこととす

る。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 

  

 

救援物資の区間相互支援及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する実施細目 

（協定第５条第２号関係） 

１ 被災区は、特別支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、救援物資の品目、

数量、搬入場所などを極力明確にしたうえで、救援物資の提供を要請することができる。 

なお、被災区は、被災区内に搬入場所を確保することが困難な場合には、本部に対し

て、支援区内において搬入場所を確保するよう要請することができる。 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車

両をもって、指定された搬入場所まで救援物資を搬送するものとする。 
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３ 支援区は、物資搬入後も、搬入場所における仕分作業や運送作業等についても支援す

るものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

避難場所を共用する区間における共同の現地本部の設置その他避難場所の運営協力上必

要な事項に関する実施細目 

（協定第５条第３号関係） 

１ 避難場所を共用する区（以下、「関係区」という。）は、共同で現地本部（以下、「現

地共同本部」という。）を設置して避難場所の運営を行うものとする。 

２ 関係区の災害対策本部は、次の場合、相互に連絡のうえ、現地共同本部を設置し派遣

人数を通報する。 

（１）避難勧告を発令した場合 

（２）その他、関係区の災害対策本部が必要と認めた場合 

３ 現地共同本部の統轄は、当該避難場所の所在区がこれを行う。 

なお、避難場所が複数の区にまたがる場合は、関係区間で事前に協議して定める。 

４ 現地共同本部の業務は、次のとおりとする。 

（１）避難場所の状況にかかる次の情報を収集し、災害対策本部に連絡すること。 

①避難者数 

②傷病者、乳幼児等緊急に支援が必要な者の数及び状況 

③その他緊急に対応する必要がある事項 

（２）災害対策本部からの情報に基づき、避難者に対して次の情報提供を行うこと。 

なお、情報の提供にあたっては、関係区が有する手段を共同で利用して、相互に連携・

協力して行う。 

①避難場所周辺の被災の状況 

②避難所に関する情報 

③交通機関の状況 

④その他被災者に必要な情報 

（３）避難場所の避難者に対する応急救護を行うこと。 

（４）その他、避難場所において給食・給水等を行う必要があるときは、関係区は共同で

必要な処置をとる。 

５ 避難場所の運営に関して経費の負担が生じたときは、当該関係区間で協議する。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 
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被災区におけるボランティアの受入れ支援に関する実施細目 

（協定第５条第４号関係） 

１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、必要とするボ

ランティアの種類、人数、活動場所などを極力明確にしたうえで、ボランティアの斡旋

を要請することができる。 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、ボランティア希望者に

対して、ボランティア関連情報の提供、相談、募集及び受付業務を実施するとともに、

被災区におけるボランティア活動に従事することを要請するものとする。 

３ 支援区は、ボランティアに対し、活動拠点の確保等支援体制の整備に努めるものとす

る。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

 

被災住民の受入れに関する実施細目 

（協定第５条第５号関係） 

１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、被災区外での

避難生活が必要な被災住民の人数、健康等の状態、受入希望施設などを極力明確にした

うえで、支援区への受入れを要請することができる。 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区外での避難生活

が必要な被災住民の状況に応じて、受入施設及び移送手段を確保するとともに、被災住

民に対する支援を行う。 

なお、支援区は、被災区において福祉措置等を受けていた被災住民が避難した支援区

で引き続き措置等を受ける場合には、被災区の措置基準に準じた措置等を行うものとす

る。 

 

３ 本項は、ペットの同行避難にも配意するものであり、支援区は、支援を行う。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 
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動物の保護に関する実施細目 

（協定第５条第６号関係） 

１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に動物の保護・収容に必

要な食料、資機材の救援物資の品目、数量、搬入場所等を極力明確にしたうえで、要請

することができる。 

２ 支援区は、本部と連携のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車

両をもって、指定された搬入場所まで救援物資を搬送するものとする。 

３ 支援区は、物資搬入後も、搬入場所における仕分作業や運送作業等についても支援す

るものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

 

医療救護活動に関する実施細目 

（協定第５条第７号関係） 

１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対し、必要とする医療

救護班の内容・班数・救護活動の場所などを極力明確にしたうえで、必要な医療救護班

の派遣を要請することができる。 

なお、支援区は２３区内での被災を知ったときは、支援要請の有無に関わらず、直ち

に区内の医療資源（医師・医療品・ベッド等）の把握や医療機材の確保に努めるととも

に、医療救護班（保健師等を含む）を編成し、支援体制を整えるものとする。 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び医療機

材・物資・運送車両をもって、指定された場所で医療救護活動を実施するものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

ごみ、し尿、がれきの処理に関する実施細目 

（協定第５条第８号関係） 

１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、ごみ、し尿、

がれきの処理に要する資機材、物資等の品目、搬入場所などを極力明確にしたうえで、

資機材、物資等の提供を要請することができる。 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び運送車

両をもって、指定された搬入場所まで、要請を受けた資機材、物資等を搬送するものと

する。 
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３ 支援区は、資機材、物資等を搬入場所に搬入後、被災区の要請に基づき、仕分・配送・

組立作業等について支援するものとする。 

４ 被災区は、本部に対して、がれきの処理に関する事務に要する職員の人員、期間など

を極力明確にしたうえで、職員の派遣を要請することができる。 

５ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、職員に必要な装備、物

資を携行させ、自らの運送車両をもって、指定された場所まで、要請を受けた職員を派

遣するものとする。 

６ 支援区から派遣された職員は、派遣の要請内容に基づいて、被災区の指示に従って、

がれきの処理に関する事務に従事する。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

 

災害時要援護者の救援支援に関する実施細目 

（協定第５条第９号関係） 

１ 被災区への専門職員等の派遣 

（１）被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、災害時要援

護者の救援活動に関する専門職員等の派遣を要請することができる。 

要請の要領は、次のとおりとする。 

① 応援を要請する職員の職種と人員数 

② 応援を必要とする期間 

③ その他必要な事項 

（２）支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区に必要な専門

職員等の派遣を行うものとする。 

２ 支援区での二次避難所の提供 

（１）被災区は、災害時要援護者の避難のため、区の設置した二次避難所では避難者を収

容できないとき、あるいは災害の状況、その他の理由で避難者を区外の施設等に移す必

要のあるときは、本部に対して、二次避難所の提供を要請することができる。 

要請の要領は次のとおりとする。 

① 災害時要援護者の態様と人員 

② 開設を希望する施設の種類 

③ 開設を希望する期間 

④ 避難者の移送方法 

⑤ その他必要な事項 
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（２）支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自区内に二次避難所

を開設し、被災区の避難者を受入れ、災害時要援護者に必要な物資や情報の提供を行い、

介護等に必要な要員を配置するものとする。 

３ 被災区への資機材の提供 

（１）被災区は、災害時要援護者の救援に関し、車椅子、紙おむつ等、必要な物資の支援

を要請することができる。 

（２）支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区に必要な支援

を行うものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

 

遺体の搬送、埋葬等に関する実施細目 

（協定第５条第１０号関係） 

１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、遺体の保管に

要するドライアイス、棺、その他必要な資機材及び車両を区独自で調達することが困難

な場合には、その提供を要請することができる。 

この場合、被災区は提供を必要とする資機材の種類、数量及び搬入場所等を極力明確

に示すものとする。 

２ 被災区は、遺体の搬送等の人的作業を区独自で処理することが困難な場合には、本部

に対して、応援職員を要請することができる。 

この場合、被災区は応援を必要とする職員の人数、派遣期間等について、極力明確に

示すものとする。 

３ 応援職員を派遣する場合、応援職員の装備及び被災区までの運送車両の手配について

は、支援区が行うものとする。 

４ 支援区から派遣された職員は、派遣の要請内容に基づき、被災区の指示に従って業務

に従事するものとする。 

５ 資機材の輸送に要する車両の手配については、支援区が行うものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 
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道路の早期復旧に関する実施細目 

（協定第５条第１１号関係） 

１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、道路の被害状

況調査並びに資機材の提供、障害物の除去、仮復旧工事等に関する応援要請をすること

ができる。 

なお、被災区は、可能なかぎり道路の被害状況を把握し、本部に報告するものとする。 

２ 本部は、被災区の要請を待たずに、本部の判断により支援体制を決定することができ

る。 

３ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、自らの人員及び資機材

をもって、指定された場所で道路復旧活動を実施するものとする。 

４ 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

 

応急危険度判定、り災証明書発行にかかる建物被害認定調査及びり災証明発行に関する

実施細目 

（協定第５条第１２号関係） 

１ 支援区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）の要請に基づき、速やか

に被災区に対し応急危険度判定、り災証明書発行にかかる建物被害認定調査及びり災証

明の発行（以下「建物の被害調査等」という。）に必要な職員の派遣及び資機材等の提

供を行う。 

２ 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。 

３ 本部は、支援区の活動内容をとりまとめるとともに、建物の被害調査等に必要な職員

及び資機材等が不足する場合は、その確保に努めるものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 
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仮設住宅の提供に関する実施細目 

（協定第５条第１３号関係） 

１ 支援区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）の要請に基づき、指定さ

れた場所に必要物資等を搬送するほか、応援職員を派遣するものとする。 

２ 被災区は、被災区内に仮設住宅建設用地を確保することが困難なときは、本部に仮設

住宅建設用地の提供を要請することができる。 

３ 支援区は、被災区及び本部に対し、その活動内容を報告するものとする。 

４ 本部は、支援区の活動内容をとりまとめるとともに、仮設住宅建設に必要な職員及び

資機材等が不足する場合は、その確保に努めるものとする。 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

 

帰宅困難者対策に関する実施細目 

（協定第５条第１４号関係） 

 

１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、帰宅困難者への

情報提供、帰宅困難者の一時滞在施設への受入れ及び水、食料等の提供、帰宅困難者の避難誘

導等に必要な協力等、必要な援助を極力明確にしたうえで、職員の派遣、資機材の提供、

施設の提供等を要請することができる。 

 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、対応可能な範囲におい

て、職員の派遣、資機材の提供、施設の提供等、必要な支援を行うものとする。 

 

３ その他、区界に存するターミナル駅等に滞留した帰宅困難者による混乱や事故の発生等の危

険性がある場合は、関係区が連携及び協力し、必要な措置を講じることとする。 

 

 

（附 則） 

 この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 
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児童・生徒の受入れ、応急教育の実施等に関する実施細目 

（協定第５条第１５号関係） 

 

１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、被災区の児童・生徒の

受入れ、応急教育等に関し、要請することができる。 

  要請の要領は、次のとおりとする。 

（１）受入れを要請する児童・生徒の人数 

（２） 受入れを必要とする期間 

（３）その他必要な事項 

 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区の児童・生徒を受入れ、

教材や文具等の必要な物資や情報の提供を行なうものとする。 

 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

 

被災区の業務継続のための支援区における施設等の提供に関する実施細目        

（協定第５条第１６号関係） 

 

１ 被災区は、特別区支援対策本部（以下、「本部」という。）に対して、被災区外で実施する業

務に必要な資機材、応援職員などを極力明確にしたうえで、施設等の提供を要請することがで

きる。 

 

２ 支援区は、本部と協議のうえ、若しくは本部の要請に基づき、被災区の業務継続のために必

要な施設及び資機材等の確保に努めるものとする。 

 

３ 被災区の業務への支援区職員の応援に関しては、「職員の区間相互支援及び被災区における

応援職員の受入れ支援に関する実施細目（第 5 条第 1 号関係）」に準ずるものとする。 

 

 

（附 則） 

この実施細目は、平成２６年４月１日から適用する。 
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東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定書 

 

 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基づく災害時等（災害が発生し、又は災害が発生

するおそれがある場合をいう。以下同じ。）の地方公共団体相互間での協力に関し、東京都（以下

「都」という。）及び都内の区市町村（以下「区市町村」という。）は、次のとおりこの協定を締結

する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、都と区市町村が災害時等において、被災し、又は被災するおそれのある区市

町村（以下「被災区市町村等」という。）に対する災害対策基本法に基づく協力（以下「協力」と

いう。）を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の内容） 

第２条 この協定に基づく協力の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１） 災害応急対策及び災害復旧に必要な職員の応援 

（２） 居住者等の避難のための施設の提供及びあっせん 

（３） 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

（４） 前各号に定めるもののほか、被災区市町村の長から特に要求のあった事項 

（協力の要求等） 

第３条 被災区市町村等の長は、東京都知事（以下「知事」という。）及び他の区市町村の長に対

し、次の各号に掲げる事項を明らかにし、協力の要求又は協議（以下「要求等」という。）を行う

ものとする。 

（１） 災害時等の状況 

（２） 協力の内容 

（３） 協力の期間 

（４） 協力の場所 

（５） その他必要な事項 

２ 被災区市町村等の長は、前項の規定により個別に要求等するいとまがないときは、知事に対し

て一括して協力の要求等を行うことができるものとする。この場合において、知事は、特別区長

会会長（特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定第２条第１項に基づく特別区支援対策

本部が設置されている場合にあっては、特別区支援対策本部長である区長）、東京都市長会会長

及び東京都町村会会長と協議の上、速やかに要求等の相手先の区市町村の長に対し、要求等の内

容を伝達するものとする。 

３ 前２項の規定による要求等は、電話等により行い、後日速やかに文書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第４条 前条第１項の規定により要求等を受けた知事及び区市町村の長は、被災区市町村等の長に

対し、協力内容を電話等により連絡し、可能な範囲で、協力を実施するものとする。 

２ 前条第２項の規定により要求等の内容の伝達を受けた区市町村の長は、知事に対し、協力内容

を電話等により連絡し、直ちに協力を実施するものとする。 
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３ 知事は、前項の連絡を受けたときは、協力内容を取りまとめ、被災区市町村等の長に通知する

ものとする。 

（自主協力）  

第５条 知事及び区市町村の長は、災害時等の状況に鑑み、特に緊急を要し、かつ被災区市町村等

の長が第３条に規定する要求等を行うことができない状況にあると判断されるときは、同条の要

求等を待たず、第２条の協力を実施することができるものとする。この場合には、同条の要求等

があったものとみなす。 

（協力費用の負担区分） 

第６条 第４条及び前条の規定により行われた協力に要した費用は、被災区市町村等が負担するも

のとする。ただし、法令並びに都及び区市町村が締結している他の協定に別段の定めがある場合

は、その定めるところによる。 

２ 協力を行う都又は区市町村が実施する被災区市町村等に関する情報収集に要する費用は、当該

地方公共団体が負担するものとする。 

３ 第１項の費用は、被災区市町村等の長の求めがあったときは、協力を実施した都及び区市町村

が一時繰替え支弁するものとする。 

４ 前３項の規定によりがたい場合は、被災区市町村等と協力を実施した都及び区市町村の間で協

議して定めるものとする。 

（都の役割） 

第７条 都は、被災区市町村等が災害応急対策及び災害復旧を円滑に実施できるようにするため、

都及び区市町村相互間の災害時等の協力に係る総合調整を行うものとする。 

２ 都は、災害時等において、都及び区市町村相互間の災害時等の協力のみによっては被災区市町

村等の実施する災害応急対策及び災害復旧が円滑に実施されないと認めるときは、法律並びに都

が締結している道府県及び指定都市等との協定に基づき、速やかに、必要な措置を講じなければ

ならない。 

（他の協定との関係） 

第８条 この協定は、災害対策基本法及び消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）等に基づき締結

している、その他の災害時等における地方公共団体相互間での協力協定を排除するものではない。 

（その他） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項については、都及び区市町村が協議して別に定めるもの

とする。 

（適 用） 

第 10 条 この協定は、令和３年１２月２７日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、協定書には東京都知事及び特別区長会会長、東京都市長会会長、

東京都町村会会長が記名して、本書４通を作成し、各１通を保有するものとする。 
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  令和３年１２月２７日 

 

         東京都 

         代表者 東京都知事 

 

 

         都内２３特別区（別表のとおり） 

         代表者 江東区長（特別区長会会長） 

 

 

         都内２６市（別表のとおり） 

         代表者 町田市長（東京都市長会会長） 

 

 

         都内１３町村（別表のとおり） 

         代表者 瑞穂町長（東京都町村会会長） 
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 （別表） 

都内２３特別区 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、

品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、 

豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 

都内２６市 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、 

調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、 

国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、 

武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市 

都内１３町村 瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、 

神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈村、青ヶ島村、小笠原村 

 



資料第２０ 
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台東区と大崎市との災害時相互応援協定書 

 

 

 台東区（以下「甲」という。）及び大崎市（以下「乙」という。）は、姉妹都市提携の精神に基

づき、災害時における相互応援について次のとおり協定を締結する。 

  

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災

害」という。）が発生し、被災地独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災地の

応急対策等を円滑に支援するため、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(１) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

(２) 被災者の救援・救助、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資器材並びに物資の 

提供 

(３) 本協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

(４) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 甲又は乙は、応援を要請するときは原則として、次の各号に掲げる事項を明らかにして、

第７条に定める連絡担当部署を通じて要請し、後日速やかに災害時応援要請書を送付するもの

とする。 

(１) 災害及び被害の状況 

(２) 前条第１号及び第２号に掲げる応援にあっては、品名及び数量 

(３) 前条第３号に掲げる応援にあっては、派遣を必要とする職員の職種及び人員数 

(４) 応援を受ける場所、経路及び集結場所 

(５) 応援を必要とする期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援活動の実施） 

第４条 甲又は乙は、応援を要請されたときは、可能な範囲で速やかに応ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、応援要請を待っていては応急対策等に支障が出ると

予想されるときは、自らの判断により自主的に応援を実施できるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた甲又は乙の負担とする。ただし、前条第

２項の規定に基づく応援に要した経費の負担は、甲乙間で協議するものとする。 

（災害補償） 

第６条 第２条第３号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災

害補償については、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の定めるところによる

ものとする。
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２ 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務中に生じたもの

については要請した側が、被災地への往復経路の途中で生じたものについては応援した側が、

それぞれ賠償の責務を負うものとする。 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定めておくものと

する。 

２ 連絡担当部署は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速

やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙間で

協議して定めるものとする。 

（協定の廃止） 

第９条 平成 10 年６月２日付けで締結した台東区と古川市との災害時における相互援助協定は、

廃止する。 

 

 

平成１９年１０月２０日 

 

 

        甲      東京都台東区東上野４丁目５番６号 

台東区 

               台東区長 

 

 

        乙      宮城県大崎市古川七日町１番１号 

大崎市 

               大崎市長 

 



資料第２１ 
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台東区と諏訪市との災害時相互応援協定書 

 
 
 台東区（以下「甲」という。）及び諏訪市（以下「乙」という。）は、友好都市提携の精神に基

づき、災害時における相互応援について次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災

害」という。）が発生し、被災地独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災地の

応急対策等を円滑に支援するため、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(１) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

(２) 被災者の救援・救助、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資器材並びに物資の 

提供 

(３) 本協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

(４) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 甲又は乙は、応援を要請するときは原則として、次の各号に掲げる事項を明らかにして、

第７条に定める連絡担当部署を通じて要請し、後日速やかに災害時応援要請書を送付するもの

とする。 

(１) 災害及び被害の状況 

(２) 前条第１号及び第２号に掲げる応援にあっては、品名及び数量 

(３) 前条第３号に掲げる応援にあっては、派遣を必要とする職員の職種及び人員数 

(４) 応援を受ける場所、経路及び集結場所 

(５) 応援を必要とする期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援活動の実施） 

第４条 甲又は乙は、応援を要請されたときは、可能な範囲で速やかに応ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、応援要請を待っていては応急対策等に支障が出ると

予想されるときは、自らの判断により自主的に応援を実施できるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた甲又は乙の負担とする。ただし、前条第

２項の規定に基づく応援に要した経費の負担は、甲乙間で協議するものとする。 

（災害補償） 

第６条 第２条第３号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災

害補償については、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の定めるところによる

ものとする。
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２ 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務中に生じたもの

については要請した側が、被災地への往復経路の途中で生じたものについては応援した側が、

それぞれ賠償の責務を負うものとする。 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定めておくものと

する。 

２ 連絡担当部署は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速

やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙間で

協議して定めるものとする。 

 

 

平成１９年１０月２０日 

 

 

        甲      東京都台東区東上野４丁目５番６号 

               台 東 区 

               台東区長 

 

 

        乙      長野県諏訪市高島１丁目２２番３０号 

               諏 訪 市 

               諏訪市長 
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台東区と日光市との災害時相互応援協定書 

 

 

台東区（以下「甲」という。）及び日光市（以下「乙」という。）は、友好都市提携の精神に基

づき、災害時における相互応援について次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災

害」という。）が発生し、被災地独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災地の

応急対策等を円滑に支援するため、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(１) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

(２) 被災者の救援・救助、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資器材並びに物資の 

提供 

(３) 本協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

(４) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 甲又は乙は、応援を要請するときは原則として、次の各号に掲げる事項を明らかにして、

第７条に定める連絡担当部署を通じて要請し、後日速やかに災害時応援要請書を送付するもの

とする。 

(１) 災害及び被害の状況 

(２) 前条第１号及び第２号に掲げる応援にあっては、品名及び数量 

(３) 前条第３号に掲げる応援にあっては、派遣を必要とする職員の職種及び人員数 

(４) 応援を受ける場所、経路及び集結場所 

(５) 応援を必要とする期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援活動の実施） 

第４条 甲又は乙は、応援を要請されたときは、可能な範囲で速やかに応ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、応援要請を待っていては応急対策等に支障が出ると

予想されるときは、自らの判断により自主的に応援を実施できるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた甲又は乙の負担とする。ただし、前条第

２項の規定に基づく応援に要した経費の負担は、甲乙間で協議するものとする。 

（災害補償） 

第６条 第２条第３号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災

害補償については、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の定めるところによる

ものとする。
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２ 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務中に生じたもの

については要請した側が、被災地への往復経路の途中で生じたものについては応援した側が、

それぞれ賠償の責務を負うものとする。 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定めておくものと

する。

２ 連絡担当部署は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速

やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙間で

協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、各自記名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 

 

 

平成１９年１０月２０日 

 

 

        甲      東京都台東区東上野４丁目５番６号 

               台 東 区 

               台東区長 

 

 

        乙      栃木県日光市今市本町１番地 

               日 光 市 

               日光市長 
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台東区と南会津町との災害時相互応援協定書 

 
 
 台東区（以下「甲」という。）及び南会津町（以下「乙」という。）は、友好都市提携の精神に

基づき、災害時における相互応援について次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災

害」という。）が発生し、被災地独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災地の

応急対策等を円滑に支援するため、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(１) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

(２) 被災者の救援・救助、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資器材並びに物資の 

提供 

(３) 本協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

(４) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 甲又は乙は、応援を要請するときは原則として、次の各号に掲げる事項を明らかにして、

第７条に定める連絡担当部署を通じて要請し、後日速やかに災害時応援要請書を送付するもの

とする。 

(１) 災害及び被害の状況 

(２) 前条第１号及び第２号に掲げる応援にあっては、品名及び数量 

(３) 前条第３号に掲げる応援にあっては、派遣を必要とする職員の職種及び人員数 

(４) 応援を受ける場所、経路及び集結場所 

(５) 応援を必要とする期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援活動の実施） 

第４条 甲又は乙は、応援を要請されたときは、可能な範囲で速やかに応ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、応援要請を待っていては応急対策等に支障が出ると

予想されるときは、自らの判断により自主的に応援を実施できるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた甲又は乙の負担とする。ただし、前条第

２項の規定に基づく応援に要した経費の負担は、甲乙間で協議するものとする。 

（災害補償） 

第６条 第２条第３号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災

害補償については、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の定めるところによる

ものとする。
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２ 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務中に生じたもの

については要請した側が、被災地への往復経路の途中で生じたものについては応援した側が、

それぞれ賠償の責務を負うものとする。 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定めておくものと

する。 

２ 連絡担当部署は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速

やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙間で

協議して定めるものとする。 

 

  

平成１９年１０月２０日 

 

 

        甲      東京都台東区東上野４丁目５番６号 

               台 東 区 

               台 東 区 長 

 

 

        乙      福島県南会津郡南会津町田島字後原甲３５３１番地１ 

               南 会 津 町 

               南会津町長 
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台東区と会津美里町との災害時相互応援協定書 

 
 
 台東区（以下「甲」という。）及び会津美里町（以下「乙」という。）は、友好都市提携の精神

に基づき、災害時における相互応援について次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災

害」という。）が発生し、被災地独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災地の

応急対策等を円滑に支援するため、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(１) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

(２) 被災者の救援・救助、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資器材並びに物資の 

提供 

(３) 本協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

(４) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 甲又は乙は、応援を要請するときは原則として、次の各号に掲げる事項を明らかにして、

第７条に定める連絡担当部署を通じて要請し、後日速やかに災害時応援要請書を送付するもの

とする。 

(１) 災害及び被害の状況 

(２) 前条第１号及び第２号に掲げる応援にあっては、品名及び数量 

(３) 前条第３号に掲げる応援にあっては、派遣を必要とする職員の職種及び人員数 

(４) 応援を受ける場所、経路及び集結場所 

(５) 応援を必要とする期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援活動の実施） 

第４条 甲又は乙は、応援を要請されたときは、可能な範囲で速やかに応ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、応援要請を待っていては応急対策等に支障が出ると

予想されるときは、自らの判断により自主的に応援を実施できるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた甲又は乙の負担とする。ただし、前条第

２項の規定に基づく応援に要した経費の負担は、甲乙間で協議するものとする。 

（災害補償） 

第６条 第２条第３号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災

害補償については、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の定めるところによる

ものとする。
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２ 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務中に生じたもの

については要請した側が、被災地への往復経路の途中で生じたものについては応援した側が、

それぞれ賠償の責務を負うものとする。 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定めておくものと

する。 

２ 連絡担当部署は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速

やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙間で

協議して定めるものとする。 

 

 

平成１９年１０月２０日 

 

 

        甲      東京都台東区東上野４丁目５番６号 

               台 東 区 

               台 東 区 長 

 

 

        乙      福島県大沼郡会津美里町字宮北３１６３番地 

               会 津 美 里 町 

               会津美里町長 
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台東区と豊後大野市との災害時相互応援協定書 

 
 
 台東区（以下「甲」という。）及び豊後大野市（以下「乙」という。）は、友好都市提携の精神

に基づき、災害時における相互応援について次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災

害」という。）が発生し、被災地独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災地の

応急対策等を円滑に支援するため、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(１) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

(２) 被災者の救援・救助、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資器材並びに物資の 

提供 

(３) 本協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

(４) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 甲又は乙は、応援を要請するときは原則として、次の各号に掲げる事項を明らかにして、

第７条に定める連絡担当部署を通じて要請し、後日速やかに災害時応援要請書を送付するもの

とする。 

(１) 災害及び被害の状況 

(２) 前条第１号及び第２号に掲げる応援にあっては、品名及び数量 

(３) 前条第３号に掲げる応援にあっては、派遣を必要とする職員の職種及び人員数 

(４) 応援を受ける場所、経路及び集結場所 

(５) 応援を必要とする期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援活動の実施） 

第４条 甲又は乙は、応援を要請されたときは、可能な範囲で速やかに応ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、応援要請を待っていては応急対策等に支障が出ると

予想されるときは、自らの判断により自主的に応援を実施できるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた甲又は乙の負担とする。ただし、前条第

２項の規定に基づく応援に要した経費の負担は、甲乙間で協議するものとする。 

（災害補償） 

第６条 第２条第３号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災

害補償については、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の定めるところによる

ものとする。 
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２ 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務中に生じたもの

については要請した側が、被災地への往復経路の途中で生じたものについては応援した側が、

それぞれ賠償の責務を負うものとする。 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定めておくものと

する。 

２ 連絡担当部署は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速

やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙間で

協議して定めるものとする。 

 

 

平成１９年１０月２０日 

 

 

        甲      東京都台東区東上野４丁目５番６号 

               台 東 区 

               台 東 区 長 

 

 

        乙      大分県豊後大野市三重町市場１２００番地 

               豊 後 大 野 市 

               豊後大野市長 
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台東区と村山市との災害時相互応援協定書 

 

 

台東区（以下「甲」という。）及び村山市（以下「乙」という。）は、友好都市提携の精神に基

づき、災害時における相互応援について次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災

害」という。）が発生し、被災地独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災地の

応急対策等を円滑に支援するため、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

 (１) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

(２) 被災者の救援・救助、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資器材並びに物資の 

提供 

(３) 本協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

(４) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 甲又は乙は、応援を要請するときは原則として、次の各号に掲げる事項を明らかにして、

第７条に定める連絡担当部署を通じて要請し、後日速やかに災害時応援要請書を送付するもの

とする。 

(１) 災害及び被害の状況 

(２) 前条第１号及び第２号に掲げる応援にあっては、品名及び数量 

(３) 前条第３号に掲げる応援にあっては、派遣を必要とする職員の職種及び人員数 

(４) 応援を受ける場所、経路及び集結場所 

(５) 応援を必要とする期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援活動の実施） 

第４条 甲又は乙は、応援を要請されたときは、可能な範囲で速やかに応ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、応援要請を待っていては応急対策等に支障が出ると

予想されるときは、自らの判断により自主的に応援を実施できるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた甲又は乙の負担とする。ただし、前条第

２項の規定に基づく応援に要した経費の負担は、甲乙間で協議するものとする。

（災害補償） 

第６条 第２条第３号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災害

補償については、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の定めるところによるもの

とする。 
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２ 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務中に生じたもの

については要請した側が、被災地への往復経路の途中で生じたものについては応援した側が、

それぞれ賠償の責務を負うものとする。 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定めておくものと

する。 

２ 連絡担当部署は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速

やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙間で

協議して定めるものとする。 

 

 

平成２１年８月２１日 

 

 

甲  東京都台東区東上野４丁目５番６号 

         台 東 区 

             台 東 区 長 

 

 

乙  山形県村山市中央１丁目３番６号 

         村 山 市 

              村 山 市 長 
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台東区と鹿追町との災害時相互応援協定書 

 

 

台東区（以下「甲」という。）及び鹿追町（以下「乙」という。）は、災害時における相互応援に

ついて次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災

害」という。）が発生し、被災地独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災地の応急

対策等を円滑に支援するため、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

 (１) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

(２) 被災者の救援・救助、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資器材並びに物資の 

提供 

(３) 本協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

(４) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 甲又は乙は、応援を要請するときは原則として、次の各号に掲げる事項を明らかにして、

第７条に定める連絡担当部署を通じて要請し、後日速やかに災害時応援要請書を送付するものと

する。 

(１) 災害及び被害の状況 

(２) 前条第１号及び第２号に掲げる応援にあっては、品名及び数量 

(３) 前条第３号に掲げる応援にあっては、派遣を必要とする職員の職種及び人員数 

(４) 応援を受ける場所、経路及び集結場所 

(５) 応援を必要とする期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援活動の実施） 

第４条 甲又は乙は、応援を要請されたときは、可能な範囲で速やかに応ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、応援要請を待っていては応急対策等に支障が出ると予

想されるときは、自らの判断により自主的に応援を実施できるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた甲又は乙の負担とする。ただし、前条第２

項の規定に基づく応援に要した経費の負担は、甲乙間で協議するものとする。 

（災害補償） 

第６条 第２条第３号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災害補

償については、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の定めるところによるものと

する。 
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２ 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務中に生じたものに

ついては要請した側が、被災地への往復経路の途中で生じたものについては応援した側が、それ

ぞれ賠償の責務を負うものとする。 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定めておくものと 

 する。 

２ 連絡担当部署は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速や

かに緊密な情報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙間で協

議して定めるものとする。 

（協定の発効） 

第９条 この協定は、令和３年４月１日から効力を発する。 

 

 

 令和３年３月３１日 

 

 

甲  東京都台東区東上野４丁目５番６号 

                     台東区 

                          台東区長 

 

 

 

乙  北海道河東群鹿追町東町１丁目１５番地１ 

   鹿追町 

   鹿追町長 



資料第２８ 
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台東区と筑西市との災害時相互応援協定書 

 

 

台東区（以下「甲」という。）及び筑西市（以下「乙」という。）は、災害時における相互応援に

ついて次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災

害」という。）が発生し、被災地独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災地の応急

対策等を円滑に支援するため、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

 (１) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

(２) 被災者の救援・救助、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資器材並びに物資の 

提供 

(３) 本協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

(４) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 甲又は乙は、応援を要請するときは原則として、次の各号に掲げる事項を明らかにして、

第７条に定める連絡担当部署を通じて要請し、後日速やかに災害時応援要請書を送付するものと

する。 

(１) 災害及び被害の状況 

(２) 前条第１号及び第２号に掲げる応援にあっては、品名及び数量 

(３) 前条第３号に掲げる応援にあっては、派遣を必要とする職員の職種及び人員数 

(４) 応援を受ける場所、経路及び集結場所 

(５) 応援を必要とする期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援活動の実施） 

第４条 甲又は乙は、応援を要請されたときは、可能な範囲で速やかに応ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、応援要請を待っていては応急対策等に支障が出ると予

想されるときは、自らの判断により自主的に応援を実施できるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた甲又は乙の負担とする。ただし、前条第２

項の規定に基づく応援に要した経費の負担は、甲乙間で協議するものとする。 

（災害補償） 

第６条 第２条第３号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災害補

償については、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の定めるところによるもの

とする。 
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２ 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務中に生じたものに

ついては要請した側が、被災地への往復経路の途中で生じたものについては応援した側が、それ

ぞれ賠償の責務を負うものとする。 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定めておくものと 

する。 

２ 連絡担当部署は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速や

かに緊密な情報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙間で協

議して定めるものとする。 

 

（協定の発効） 

第９条 この協定は、令和３年４月１日から効力を発する。 

 

 

 令和３年３月２５日 

 

 

甲  東京都台東区東上野４丁目５番６号 

                     台東区 

                          台東区長 

 

 

乙  茨城県筑西市丙３６０番地 

                     筑西市 

                          筑西市長 



資料第２９ 
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台東区と長浜市との災害時相互応援協定書 

 

 

台東区（以下「甲」という。）及び長浜市（以下「乙」という。）は、災害時における相互応援に

ついて次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災

害」という。）が発生し、被災地独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災地の応急

対策等を円滑に支援するため、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

 (１) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(２) 被災者の救援・救助、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資機材並びに物資の提供 

(３) 本協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

(４) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第３条 甲又は乙は、応援を要請するときは原則として、次の各号に掲げる事項を明らかにして、

第７条に定める連絡担当部署を通じて要請し、後日速やかに災害時応援要請書を送付するものと

する。 

(１) 災害及び被害の状況 

(２) 前条第１号及び第２号に掲げる応援にあっては、品名及び数量 

(３) 前条第３号に掲げる応援にあっては、派遣を必要とする職員の職種及び人員数 

(４) 応援を受ける場所、経路及び集結場所 

(５) 応援を必要とする期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援活動の実施） 

第４条 甲又は乙は、応援を要請されたときは、可能な範囲で速やかに応ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、応援要請を待っていては応急対策等に支障が出ると予

想されるときは、自らの判断により自主的に応援を実施できるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた甲又は乙の負担とする。ただし、前条第２

項の規定に基づく応援に要した経費の負担は、甲乙間で協議するものとする。 

（災害補償） 

第６条 第２条第３号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災害補

償については、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）の定めるところによるものと

する。 
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２ 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務中に生じたものに

ついては要請した側が、被災地への往復経路の途中で生じたものについては応援した側が、それ

ぞれ賠償の責務を負うものとする。 

（連絡体制） 

第７条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定めておくものと 

する。 

２ 連絡担当部署は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速や

かに緊密な情報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙間で協

議して定めるものとする。 

（協定の発効） 

第９条 この協定は、令和３年４月１日から効力を発する。 

 

 

 令和３年３月２５日 

 

 

甲  東京都台東区東上野４丁目５番６号 

                     台東区 

                          台東区長 

 

 

乙  滋賀県長浜市 

                     長浜市八幡東町６３２番地 

                          長浜市長 



資料第３０ 
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①上野高等学校 

 

避難所等施設利用に関する協定書 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、東京都立上野高等学校を「乙」とし、甲乙の間において次のとお

り避難所等としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、乙の施設の一部を、甲が東京都台東区地域防災計画に基づき避難所及び一

時集合場所として利用することについて必要な事項を定める。 

（避難所利用可能施設等の周知） 

第２条  甲は、乙の施設のうち避難所として利用することができる施設（以下「避難所利用可能

施設という。）の範囲を、あらかじめ避難を想定する地域住民（以下「地域住民」という。）に

周知するよう必要な措置を講ずるものとする。 

２  甲は、乙の施設のうち一時集合場所として利用する施設の範囲を、あらかじめ地域住民に周

知するよう必要な措置を講ずるものとする。 

（避難所の開設等） 

第３条  甲は、災害時に避難所を開設する必要が生じた場合は、避難所利用可能施設を避難所と

して開設することができる。 

２  乙は、夜間・休日等に災害が発生した場合に速やかに一時集合場所を利用するため又は避難

所を開設するため、甲が地域住民の中から指定する防災協力員に対し、あらかじめ乙の施設の

開閉に必要な鍵又はカード等の所持を認めることができるものとする。 

３  甲が乙の施設内に地域住民のために食糧及び生活必需品等をあらかじめ備蓄しようとすると

きは、乙はこれに可能な限り協力するものとする。 

（開設の通知） 

第４条  甲は、第３条第１項に基づき避難所を開設する場合は、乙に対して、事前に文書により、

その旨を通知するものとする。 

２  甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、避難所利用可能施設

を避難所として開設することができるものとする。但し、甲は、可能な限り早期に、乙に対し

て、文書により、開設した旨を通知するものとする。 

（避難所の管理） 

第５条  避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。但し、甲は乙と協議の上、災

害発生後数日間は、乙に避難所の管理運営を委ねることができるものとする。 

２  避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（費用負担） 

第６条  避難所の管理運営に係る費用は、甲が負担するものとする。
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（開設期間） 

第７条  避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。但し、状況により、期間を延

長する必要がある場合は、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に対して使用許可延長

の申請をするものとする。 

（避難所閉鎖への努力） 

第８条  甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期閉鎖

に努めるものとする。 

（避難所の閉鎖） 

第９条  甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設

を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（協議） 

第 10 条  この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

  甲と乙とは、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上各１通を保有

する。 

 

  平成８年１０月３１日 

 

 

                        東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                  甲    東京都台東区 

                        台 東 区 長         

 

 

                        東京都台東区上野公園１０番１４号 

                  乙    東京都立上野高等学校 

                        校 長        
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②蔵前工業高等学校 

 

避難所施設利用に関する協定書 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、東京都立蔵前工業高等学校を「乙」とし、甲乙の間において次の

とおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、乙の施設の一部を、甲が東京都台東区地域防災計画に基づき避難所として

利用することについて必要な事項を定める。 

（避難所利用可能施設の周知） 

第２条  甲は、乙の施設のうち避難所として利用することができる施設（以下「避難所利用可能

施設」  という。）の範囲を、あらかじめ避難を想定する地域住民（以下「地域住民」という。）

に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。 

（避難所の開設） 

第３条  甲は、災害時に避難所を開設する必要が生じた場合は、避難所利用可能施設を避難所と

して開設することができる。 

２  乙は、夜間・休日等に災害が発生した場合に速やかに避難所を開設するため、甲が地域住民

の中から指定する防災協力員に対し、あらかじめ乙の施設の開閉に必要な鍵又はカード等の所

持を認めることができるものとする。 

３  甲が乙の施設内に地域住民のために食糧及び生活必需品等をあらかじめ備蓄しようとすると

きは、乙はこれに可能な限り協力するものとする。 

（開設の通知） 

第４条  甲は、第３条第１項に基づき避難所を開設する場合は、乙に対して、事前に文書により、

その旨を通知するものとする。 

２  甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、避難所利用可能施設

を避難所として開設することができるものとする。但し、甲は、可能な限り早期に、乙に対し

て、文書により、開設した旨を通知するものとする。 

（避難所の管理） 

第５条  避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。但し、甲は乙と協議の上、災

害発生後数日間は、乙に避難所の管理運営を委ねることができるものとする。 

２  避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（費用負担） 

第６条  避難所の管理運営に係る費用は、甲が負担するものとする。 

（開設期間） 

第７条  避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。但し、状況により、期間を延

長する必要がある場合は、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に対して使用許可延長

の申請をするものとする。 
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（避難所閉鎖への努力） 

第８条  甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期閉鎖

に努めるものとする。 

（避難所の閉鎖） 

第９条  甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設

を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（協  議） 

第 10 条  この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

  甲と乙とは、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上各１通を保有

する。 

 

  平成８年１０月３１日 

 

 

                        東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                  甲    東京都台東区 

                        台 東 区 長        

 

 

                     東京都台東区蔵前一丁目３番５７号 

                  乙    東京都立蔵前工業高等学校 

                        校 長         
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③浅草高等学校 

 

避難所施設利用に関する協定書 
 

 

  東京都台東区を「甲」とし、東京都立浅草高等学校を「乙」とし、甲乙の間において次のとおり

避難所としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、乙の施設の一部を、甲が東京都台東区地域防災計画に基づき避難所として利

用することについて必要な事項を定める。 

（避難所利用可能施設の周知） 

第２条  甲は、乙の施設のうち避難所として利用することができる施設（以下「避難所利用可能施

設」という。）の範囲を、あらかじめ避難を想定する地域住民（以下「地域住民」という。）に

周知するよう必要な措置を講ずるものとする。 

（避難所の開設） 

第３条  甲は、災害時に避難所を開設する必要が生じた場合は、避難所利用可能施設を避難所とし

て開設することができる。 

２  乙は、夜間・休日等に災害が発生した場合に速やかに避難所を開設するため、甲が地域住民の

中から指定する防災協力員に対し、あらかじめ乙の施設の開閉に必要な鍵又はカード等の所持を

認めることができるものとする。 

３  甲が乙の施設内に地域住民のために食糧及び生活必需品等をあらかじめ備蓄しようとすると

きは、乙はこれに可能な限り協力するものとする。 

（開設の通知） 

第４条  甲は、第３条第１項に基づき避難所を開設する場合は、乙に対して、事前に文書により、

その旨を通知するものとする。 

２  甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、避難所利用可能施設を

避難所として開設することができるものとする。但し、甲は、可能な限り早期に、乙に対して、

文書により、開設した旨を通知するものとする。 

（避難所の管理） 

第５条  避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２  避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（費用負担） 

第６条  避難所の管理運営に係る費用は、甲が負担するものとする。 

（開設期間） 

第７条  避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。但し、状況により、期間を延長

する必要がある場合は、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に対して使用許可延長の申

請をするものとする。 
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（避難所閉鎖への努力） 

第８条  甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期閉鎖に

努めるものとする。 

（避難所の閉鎖） 

第９条  甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設を

原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（協  議） 

第10条  この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

  甲と乙とは、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上各１通を保有す

る。 

 

  平成２１年４月１日 

 

 

                        東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                  甲    東京都台東区 

                        台 東 区 長           

 

 

                        東京都台東区今戸一丁目８番１３号 

                  乙    東京都立浅草高等学校 

学 校 長 
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④白鷗高等学校・白鷗高等学校附属中学校 

 

避難所等施設利用に関する協定書 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、東京都立白鷗高等学校及び同校附属中学校を「乙」とし、甲乙の

間において次のとおり避難所等としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、乙の施設の一部を、甲が東京都台東区地域防災計画に基づき避難所及び一

時集合場所として利用することについて必要な事項を定める。 

（避難所利用可能施設等の周知） 

第２条  甲は、乙の施設のうち避難所として利用することができる施設（以下「避難所利用可能

施設」という。）の範囲を、あらかじめ避難を想定する地域住民（以下「地域住民」という。）

に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。 

２  甲は、乙の施設のうち一時集合場所として利用する施設の範囲を、あらかじめ地域住民に周

知するよう必要な措置を講ずるものとする。 

（避難所の開設等） 

第３条  甲は、災害時に避難所を開設する必要が生じた場合は、避難所利用可能施設を避難所と

して開設することができる。 

２ 甲が、避難所を開設する場合の学校施設の範囲は、別途、乙と協議の上、定める。 

３  乙は、夜間・休日等に災害が発生した場合に速やかに一時集合場所を利用するため又は避難

所を開設するため、甲が地域住民の中から指定する防災協力員に対し、あらかじめ乙の施設の

開閉に必要な鍵の所持を認めることができるものとする。 

４  甲が乙の施設内に地域住民のために食糧及び生活必需品等をあらかじめ備蓄しようとすると

きは、乙はこれに可能な限り協力するものとする。 

（応急危険度判定の実施） 

第４条  甲は、避難所として利用する場合、二次災害を防止するため都と連携して早急に応急危

険度判定員を派遣し、施設利用の安全性について調査する。 

２ 甲は、判定員が到着しない場合は建築関係者により施設・設備等の安全確認を行う。 

（開設の通知） 

第５条  甲は、第３条第１項に基づき避難所を開設する場合は、乙に対して、事前に文書により、

その旨を通知するものとする。 

２  甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、避難所利用可能施設

を避難所として開設することができるものとする。但し、甲は、可能な限り早期に、乙に対し

て、文書により、開設した旨を通知するものとする。 

（避難所の管理） 

第６条  避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。但し、甲は乙と協議の上、災

害発生後数日間は、乙に避難所の管理運営を委ねることができるものとする。 
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２  避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（費用負担） 

第７条  避難所の管理運営に係る費用は、甲が負担するものとする。 

（開設期間） 

第８条  避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。但し、状況により、期間を延

長する必要がある場合は、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に対して使用許可延長

の申請をするものとする。 

（避難所閉鎖への努力） 

第９条  甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期閉鎖

に努めるものとする。 

（避難所の閉鎖） 

第 10 条  甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設

を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（細 目） 

第 11 条 この協定を実施するための必要な事項については、別にさだめる。 

（協  議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第 13 条 この協定の有効期間は、平成 17 年４月１日から平成 18 年３月３１日までとする。但し、

期間満了の３か月前までに甲・乙なんらの申し出がないときはさらに１年間延長されたものと

みなし、以後この例によるものとする。 

 

  甲と乙とは、この協定を証するため、本書３通を作成し、それぞれ記名押印の上各１通を保有

する。 

 

平成１７年４月１日 

 

                        東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                  甲    東京都台東区 

            台 東 区 長 

 

東京都台東区元浅草一丁目６番２２号 

                       東京都立白鷗高等学校 

            校       長 

乙 

  東京都台東区元浅草三丁目１２番１２号 

東京都立白鷗高等学校附属中学校 

            校       長 
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⑤忍岡高等学校 

 

避難所等施設利用に関する協定書 

 

 

  台東区長を「甲」とし、東京都立忍岡高等学校長を「乙」とし、甲乙の間において、次のとお

り避難所としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定書は、甲が、乙の管理する施設の一部を、避難所として利用することについて

の必要な事項を定めることを目的とする。 

（避難所として利用できる施設の周知） 

第２条  甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設の範囲を、地域住民に周知

するよう必要な措置を講ずるものとする。 

（避難所の開設） 

第３条  甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、乙の指定した場所を開

設することができる。 

２  乙は、夜間・休日等に災害が発生した場合に速やかに避難所を開設するため、甲が地域住民

の中から指定する防災協力員に対し、あらかじめ乙の施設の開閉に必要な鍵等の所持を認める

ことができるものとする。 

（応急危険度判定の実施） 

第４条  甲は、避難所として利用する場合、二次災害を防止するため都と連携して早急に応急危

険度判定員を派遣し、施設利用の安全性について調査する。 

２ 甲は、判定員が到着しない場合は建築関係者により施設・設備等の安全確認を行う。 

（開設の通知） 

第５条  甲は、第３に基づき避難所を開設する際、事前に乙に対しその旨を、文書または口頭で

通知するものとする。 

２  甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の承認した施設を

避難所として開設することができるものとする。ただし、できるだけ早い早期に、甲は、乙に

対し開設した旨を通知するものとする。 

（避難所の管理） 

第６条  避難所の管理運営は甲の責任において行うものとする。 

２  避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（費用の負担） 

第７条  甲は、避難所の管理運営に係る経費を負担するものとする。 

（開設期間） 

第８条  避難所の開設期間は災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により、期間を延

長する必要がある場合、甲は乙と協議のうえ、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請

をするものとする。 
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（避難所解消への努力） 

第９条  甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期閉鎖

に努めるものとする。 

（避難所の終了） 

第 10 条  甲は、乙の管理する施設を避難所として終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出す

るとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（協議） 

第 11 条  この協定書に定めなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

  甲と乙は、この協定を証するため本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上各１通を保有する

ものとする。 

 

平成１８年１２月１日 

 

 

                            （甲）東京都台東区東上野四丁目 5 番 6 号 

                                 台東区長 

 

 

（乙）東京都台東区浅草橋五丁目 1 番 24 号 

                                 東京都立忍岡高等学校 

                      校    長 
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⑥社会福祉法人 清峰会 

 

避難所等施設利用に関する協定書 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、社会福祉法人 清峰会を「乙」とし、甲と乙の間において次のと

おり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、乙の管理する施設である福祉プラザ台東清峰会の一部を、甲が台東区地域

防災計画に基づき避難所として利用することについて必要な事項を定める。 

（避難所利用可能施設の周知） 

第２条  甲は、乙の福祉プラザ台東清峰会の施設のうち避難生活の場として利用することができ

る施設（以下「避難所利用可能施設」という。）の範囲を、あらかじめ避難を想定する地域住民

に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。 

（避難所の開設） 

第３条  甲は、災害時に避難所を開設する必要が生じた場合は、避難所利用可能施設を避難所と

して開設することができる。 

２ 避難所利用可能施設の範囲は、別途、甲乙協議の上、定める。 

（備蓄倉庫の使用） 

第４条  甲は、避難所として必要な物資を備蓄するため、乙が（仮称）清川二丁目福祉施設整備

等事業者募集要項に基づき設置する災害備蓄庫を備蓄倉庫として使用する。 

（応急危険度判定の実施） 

第５条  甲は、避難所としての使用可否の確認のため、被害の規模等により必要な場合には、応

急危険度判定員を派遣し、福祉プラザ台東清峰会の施設利用の安全性について調査する。 

（開設の通知） 

第６条  甲は、第３条第１項に基づき避難所を開設する場合は、乙に対して、事前に文書により、

その旨を通知するものとする。 

２  甲は、避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、避難所利用可能施設

を避難所として開設することができるものとする。ただし、甲は、可能な限り早期に、乙に対

して、文書により、開設した旨を通知するものとする。 

（避難所の管理） 

第７条  避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。ただし、甲は、乙と協議の上、

災害発生後数日間は、乙に避難所の管理運営を委ねることができるものとする。 

２  避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（開設期間） 

第８条  避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、甲は、災害の状況に

より、期間を延長する必要がある場合は、乙と協議の上、使用許可延長の申請をするものとす

る。 
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（避難所閉鎖への努力） 

第９条  甲は、乙が早期に社会福祉法人としての業務を再開できるよう配慮するとともに、当該

避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（避難所の閉鎖） 

第 10 条  甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、当該施設

を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（訓練） 

第 11 条 甲は、避難を想定する地域住民を対象に、避難所利用可能施設等を使用した訓練を定期

的に行うものとする。 

２  訓練の実施にあたっては、甲は乙と事前に調整を図るものとし、乙は甲に協力するものとす

る。 

（費用負担） 

第 12 条  避難所としての利用に要した費用で次に掲げるものは、甲の負担とする。 

（１） 避難所の周知に係る費用 

 （２） 避難所の管理運営に係る費用 

 （３） 備蓄倉庫の物資の備蓄に係る費用 

 （４） 第 10 条に規定する原状に復す費用（避難所利用に起因するものに限る。） 

 （５） その他甲が負担すべき費用 

（細目） 

第 13 条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第 14 条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第 15 条 この協定の有効期間は、平成 22 年６月１日から平成 23 年３月３１日までとする。ただ

し、期間満了の３月前までに甲、乙いずれからも申し出がないときは、さらに１年間期間を延

長するものとし、以後も同様とする。 

 

  甲と乙とは、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成２２年６月１日 

 

                           東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                     甲   

               東京都台東区長 

 

 

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水３８９－５ 

                     乙    社会福祉法人 清峰会 

               理 事 長 



資料第３１ 
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①社会福祉法人 清峰会 

 

二次避難所施設利用に関する協定書 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、社会福祉法人 清峰会を「乙」とし、甲と乙の間において次のとおり避

難所としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条  この協定は、乙の管理する施設である福祉プラザ台東清峰会の一部を、甲が台東区地域防災計

画に基づく二次避難所（福祉避難所）（以下「二次避難所」という。）として利用することについて必

要な事項を定める。 

（二次避難所利用対象者） 

第２条  この協定による二次避難所の利用対象者は、高齢者及び障害者等のうち、一般の避難所で生活

することが困難であると甲に判断された者及びその家族等とする。 

（二次避難所の開設） 

第３条  甲は、災害時に二次避難所を開設する必要が生じた場合は、乙の施設のうち二次避難所として

利用することができる施設（以下「避難所利用可能施設」という。）を二次避難所として開設するこ

とができる。 

２ 避難所利用可能施設の範囲は、甲乙協議の上、実施細目に定める。 

（備蓄倉庫の使用） 

第４条  甲は、二次避難所として必要な物資を備蓄するため、乙が（仮称）清川二丁目福祉施設整備等

事業者募集要項に基づき設置する災害備蓄倉庫を備蓄倉庫として使用する。 

（開設の通知） 

第５条  甲は、第３条第１項に基づき二次避難所を開設する場合は、乙に対して、事前に文書により、

その旨を通知するものとする。 

２  甲は、二次避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、避難所利用可能施設を

二次避難所として開設することができるものとする。ただし、甲は、可能な限り早期に、乙に対して、

文書により、開設した旨を通知するものとする。 

（二次避難所の管理） 

第６条  二次避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。ただし、甲は、乙と協議の上、

災害発生後数日間は、乙に二次避難所の管理運営を委ねることができるものとする。 

２  二次避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（開設期間） 

第７条  二次避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、甲は、災害の状況によ

り、期間を延長する必要がある場合は、乙と協議の上、使用許可延長の申請をするものとする。
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（二次避難所閉鎖への努力） 

第８条  甲は、乙が早期に社会福祉法人としての業務を再開できるよう配慮するとともに、二次避難所

の早期閉鎖に努めるものとする。 

（二次避難所の閉鎖） 

第９条  甲は、二次避難所を閉鎖するときは、乙に二次避難所使用終了届を提出するとともに、当該施

設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（費用負担） 

第 10 条  二次避難所としての利用に要した費用で次に掲げるものは、甲の負担とする。 

 （１） 二次避難所の周知に係る費用 

 （２） 二次避難所の管理運営に係る費用 

 （３） 備蓄倉庫の物資の備蓄に係る費用 

 （４） 前条の規定による原状に復す費用（二次避難所の利用に起因するものに限る。） 

 （５） その他甲が負担すべき費用 

（細目） 

第 11 条 この協定を実施するための必要な事項については、甲乙協議の上、別に定める。 

（協議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第 13 条 この協定の有効期間は、平成 22 年６月１日から平成 23 年３月 31 日までとする。ただし、期

間満了の３月前までに甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに１年間期間を延長するものとし、

以後も同様とする。 

 

  甲と乙とは、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成２２年６月１日 

 

 

                           東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                     甲   

               東京都台東区長  

 

 

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水３８９－５ 

                     乙    社会福祉法人 清峰会 

               理 事 長    
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二次避難所施設利用に関する協定書実施細目 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、社会福祉法人 清峰会を「乙」とし、甲と乙の間において平成 22 年６

月１日に締結した二次避難所施設利用に関する協定書（以下「協定」という。）第１１条の規定に基づ

き、この協定を実施するために必要な事項について定める。 

 

（協定第３条第２項関係） 

１  避難生活の場として利用することができる施設の範囲は、別紙の網掛け部分とする。ただし、災害

の程度及び避難住民の人数に応じて、甲は乙と協議の上、当該範囲を変更することができるものとす

る。 
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②社会福祉法人 フレスコ会 

 

二次避難所施設利用に関する協定書 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、社会福祉法人 フレスコ会を「乙」とし、甲と乙の間において次のとお

り避難所としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、乙の管理する施設である特別養護老人ホームフレスコ会の一部を、甲が台東区地

域防災計画に基づく二次避難所（福祉避難所）（以下「二次避難所」という。）として利用することに

ついて必要な事項を定める。 

（二次避難所利用対象者） 

第２条  この協定による二次避難所の利用対象者は、高齢者及び障害者等のうち、一般の避難所で生活

することが困難であると甲に判断された者及びその家族等とする。 

（二次避難所の開設） 

第３条  甲は、災害時に二次避難所を開設する必要が生じた場合は、乙の施設のうち二次避難所として

利用することができる施設（以下「避難所利用可能施設」という。）を二次避難所として開設するこ

とができる。 

２ 避難所利用可能施設の範囲は、甲乙協議の上、実施細目に定める。 

（備蓄倉庫の使用） 

第４条  甲は、二次避難所として必要な物資を備蓄するため、乙の施設の一部を備蓄倉庫として使用す

ることができる。 

（開設の通知） 

第５条  甲は、第３条第１項に基づき二次避難所を開設する場合は、乙に対して、事前に文書により、

その旨を通知するものとする。 

２  甲は、二次避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、避難所利用可能施設を

二次避難所として開設することができるものとする。ただし、甲は、可能な限り早期に、乙に対して、

文書により、開設した旨を通知するものとする。 

（二次避難所の管理） 

第６条  二次避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。ただし、甲は、乙と協議の上、

災害発生後数日間は、乙に二次避難所の管理運営を委ねることができるものとする。 

２  二次避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（開設期間） 

第７条  二次避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、甲は、災害の状況によ

り、期間を延長する必要がある場合は、乙と協議の上、使用許可延長の申請をするものとする。 
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（二次避難所閉鎖への努力） 

第８条  甲は、乙が早期に社会福祉法人としての業務を再開できるよう配慮するとともに、二次避難所

の早期閉鎖に努めるものとする。 

（二次避難所の閉鎖） 

第９条  甲は、二次避難所を閉鎖するときは、乙に二次避難所使用終了届を提出するとともに、当該施

設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（費用負担） 

第 10 条  二次避難所としての利用に要した費用で次に掲げるものは、甲の負担とする。 

 （１） 二次避難所の周知に係る費用 

 （２） 二次避難所の管理運営に係る費用 

 （３） 備蓄倉庫の物資の備蓄に係る費用 

 （４） 前条の規定による原状に復す費用（二次避難所の利用に起因するものに限る。） 

 （５） その他甲が負担すべき費用 

（細目） 

第 11 条 この協定を実施するための必要な事項については、甲乙協議の上、別に定める。 

（協議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第 13 条 この協定の有効期間は、平成 28 年９月１日から平成 29 年３月 31 日までとする。ただし、期

間満了の３月前までに甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに１年間期間を延長するものとし、

以後も同様とする。 

 

  甲と乙とは、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成２８年９月１日 

 

 

                           東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                     甲   

               東京都台東区長  

 

 

東京都台東区浅草五丁目３３番７号 

                     乙    社会福祉法人 フレスコ会 

               理 事 長    
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二次避難所施設利用に関する協定書実施細目 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、社会福祉法人 フレスコ会を「乙」とし、甲と乙の間において平成 28

年９月１日に締結した二次避難所施設利用に関する協定書（以下「協定」という。）第１１条の規定に

基づき、この協定を実施するために必要な事項について定める。 

 

（協定第３条第２項関係） 

１  避難生活の場として利用することができる施設の範囲は、別紙の網掛け部分とする。ただし、災害

の程度及び避難住民の人数に応じて、甲は乙と協議の上、当該範囲を変更することができるものとす

る。 
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③社会福祉法人 すみれ福祉会 

 

二次避難所施設利用に関する協定書 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、社会福祉法人すみれ福祉会を「乙」とし、甲と乙の間において次のとお

り避難所としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、乙の管理する施設である特別養護老人ホーム橋場すみれ園の一部を、甲が台東区

地域防災計画に基づく二次避難所（福祉避難所）（以下「二次避難所」という。）として利用すること

について必要な事項を定める。 

（二次避難所利用対象者） 

第２条  この協定による二次避難所の利用対象者は、高齢者及び障害者等のうち、一般の避難所で生活

することが困難であると甲に判断された者及びその家族等とする。 

（二次避難所の開設） 

第３条  甲は、災害時に二次避難所を開設する必要が生じた場合は、乙の施設のうち二次避難所として

利用することができる施設（以下「避難所利用可能施設」という。）を二次避難所として開設するこ

とができる。 

２ 避難所利用可能施設の範囲は、甲乙協議の上、実施細目に定める。 

（備蓄倉庫の使用） 

第４条  甲は、二次避難所として必要な物資を備蓄するため、乙の施設の一部を備蓄倉庫として使用す

ることができる。 

（開設の通知） 

第５条  甲は、第３条第１項に基づき二次避難所を開設する場合は、乙に対して、事前に文書により、

その旨を通知するものとする。 

２  甲は、二次避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、避難所利用可能施設を

二次避難所として開設することができるものとする。ただし、甲は、可能な限り早期に、乙に対して、

文書により、開設した旨を通知するものとする。 

（二次避難所の管理） 

第６条  二次避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。ただし、甲は、乙と協議の上、

災害発生後数日間は、乙に二次避難所の管理運営を委ねることができるものとする。 

２  二次避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（開設期間） 

第７条  二次避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、甲は、災害の状況によ

り、期間を延長する必要がある場合は、乙と協議の上、使用許可延長の申請をするものとする。 
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（二次避難所閉鎖への努力） 

第８条  甲は、乙が早期に社会福祉法人としての業務を再開できるよう配慮するとともに、二次避難所

の早期閉鎖に努めるものとする。 

（二次避難所の閉鎖） 

第９条  甲は、二次避難所を閉鎖するときは、乙に二次避難所使用終了届を提出するとともに、当該施

設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（費用負担） 

第 10条  二次避難所としての利用に要した費用で次に掲げるものは、甲の負担とする。 

 （１） 二次避難所の周知に係る費用 

 （２） 二次避難所の管理運営に係る費用 

 （３） 備蓄倉庫の物資の備蓄に係る費用 

 （４） 前条の規定による原状に復す費用（二次避難所の利用に起因するものに限る。） 

 （５） その他甲が負担すべき費用 

（細目） 

第 11条 この協定を実施するための必要な事項については、甲乙協議の上、別に定める。 

（協議） 

第 12条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第 13条 この協定の有効期間は、平成 29年６月１日から平成 30年３月 31日までとする。ただし、期

間満了の３月前までに甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに１年間期間を延長するものとし、

以後も同様とする。 

 

  甲と乙とは、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成２９年６月１日 

 

 

                           東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                     甲   

               東京都台東区長  

 

 

兵庫県明石市松が丘北町１０７４番地の１ 

                     乙    社会福祉法人すみれ福祉会 

               理 事 長    
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二次避難所施設利用に関する協定書実施細目 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、社会福祉法人すみれ福祉会を「乙」とし、甲と乙の間において平成 29

年６月 1 日に締結した二次避難所施設利用に関する協定書（以下「協定」という。）第１１条の規定に

基づき、この協定を実施するために必要な事項について定める。 

 

（協定第３条第２項関係） 

１  避難生活の場として利用することができる施設の範囲は、別紙の網掛け部分とする。ただし、災害

の程度及び避難住民の人数に応じて、甲は乙と協議の上、当該範囲を変更することができるものとす

る。 
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④株式会社 global life care 

 

二次避難所施設利用に関する協定書 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、株式会社 global life care を「乙」とし、甲と乙の間において次のと

おり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、乙の管理する施設であるサービス付高齢者向け住宅「やすらぎ入谷」の一部を、

甲が台東区地域防災計画に基づく二次避難所（福祉避難所）（以下「二次避難所」という。）として利

用することについて必要な事項を定める。 

（二次避難所利用対象者） 

第２条  この協定による二次避難所の利用対象者は、高齢者及び障害者等のうち、一般の避難所で生活

することが困難であると甲に判断された者及びその家族等とする。 

（二次避難所の開設） 

第３条  甲は、災害時に二次避難所を開設する必要が生じた場合は、乙の施設のうち二次避難所として

利用することができる施設（以下「避難所利用可能施設」という。）を二次避難所として開設するこ

とができる。 

２ 避難所利用可能施設の範囲は、甲乙協議の上、実施細目に定める。 

（備蓄倉庫の使用） 

第４条  甲は、二次避難所として必要な物資を備蓄するため、乙の施設の一部を備蓄倉庫として使用す

ることができる。 

（開設の通知） 

第５条  甲は、第３条第１項に基づき二次避難所を開設する場合は、乙に対して、事前に文書により、

その旨を通知するものとする。 

２  甲は、二次避難所の開設に緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、避難所利用可能施設を

二次避難所として開設することができるものとする。ただし、甲は、可能な限り早期に、乙に対して、

文書により、開設した旨を通知するものとする。 

（二次避難所の管理） 

第６条  二次避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。ただし、甲は、乙と協議の上、

災害発生後数日間は、乙に二次避難所の管理運営を委ねることができるものとする。 

２  二次避難所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（開設期間） 

第７条  二次避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、甲は、災害の状況によ

り、期間を延長する必要がある場合は、乙と協議の上、使用許可延長の申請をするものとする。 
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（二次避難所閉鎖への努力） 

第８条  甲は、乙が早期に通常の業務を再開できるよう配慮するとともに、二次避難所の早期閉鎖に努

めるものとする。 

（二次避難所の閉鎖） 

第９条  甲は、二次避難所を閉鎖するときは、乙に二次避難所使用終了届を提出するとともに、当該施

設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（費用負担） 

第 10条  二次避難所としての利用に要した費用で次に掲げるものは、甲の負担とする。 

 （１） 二次避難所の周知に係る費用 

 （２） 二次避難所の管理運営に係る費用 

 （３） 備蓄倉庫の物資の備蓄に係る費用 

 （４） 前条の規定による原状に復す費用（二次避難所の利用に起因するものに限る。） 

 （５） その他甲が負担すべき費用 

（細目） 

第 11条 この協定を実施するための必要な事項については、甲乙協議の上、別に定める。 

（協議） 

第 12条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第 13条 この協定の有効期間は、平成 31年４月１日から平成 32年３月 31日までとする。ただし、期

間満了の３月前までに甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに１年間期間を延長するものとし、

以後も同様とする。 

 

  甲と乙とは、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成３１年４月１日 

 

 

                           東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                     甲   

               東京都台東区長  

 

 

東京都墨田区錦糸一丁目２番１号 

                     乙    株式会社 global life care 

代表取締役  
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二次避難所施設利用に関する協定書実施細目 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、株式会社 global life care を「乙」とし、甲と乙の間において平成 31

年４月１日に締結した二次避難所施設利用に関する協定書（以下「協定」という。）第１１条の規定に

基づき、この協定を実施するために必要な事項について定める。 

 

（協定第３条第２項関係） 

１  避難生活の場として利用することができる施設の範囲は、別紙の網掛け部分とする。ただし、災害

の程度及び避難住民の人数に応じて、甲は乙と協議の上、当該範囲を変更することができるものとす

る。 

 

 



資料第３２ 
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災害時における東食健保会館の一時的利用に関する協定 

 

 

東京都台東区を｢甲｣とし、東京都食品健康保険組合を｢乙｣とし、甲乙の間において次のとおり災害時

における東食健保会館の一時利用関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、乙の所有する東食健保会館（東京都台東区東上野二丁目 25 番 8 号）の一部を、 

甲が災害発生直後における近隣住民の一時避難施設として利用することにつき必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（利用可能範囲の周知） 

第２条 東食健保会館のうち甲が一時避難施設として利用できる施設の範囲は別紙のとおりとし、甲は

その範囲を近隣住民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。 

（一時避難施設の利用） 

第３条 甲は、災害発生直後に近隣住民が避難する必要が生じたとき、避難所または避難場所へ避難す

るまでの間、東食健保会館の一部を一時避難施設として利用することができるものとする。 

（一時避難施設の管理運営） 

第４条 一時避難施設の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２ 避難広場の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

（費用負担） 

第５条 一時避難施設の管理運営にかかる費用は、甲が負担するものとする。 

（原状回復） 

第６条 甲は、一時避難施設の利用を終了するときは、その施設を現状に復し、乙の確認を受けるもの

とする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

甲と乙とは、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成１１年１０月１日 

   

 

甲   東京都台東区東上野四丁目５番６号 

東京都台東区長  

 

乙   東京都台東区東上野二丁目２５番８号 

東京都食品健康保険組合 

理 事 長 
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災害時における理容サービス提供に関する協定書 

 

 

  台東区（以下「甲」という。）と東京都理容生活衛生同業組合台東支部（以下「乙」という。）

は、地域防災対策における民間協力の一環として、災害時における理容サービス業務（以下「業

務」という。）について、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、台東区内に地震災害、風水害、その他の災害が発生し、住民の避難生活が

長期化した場合に、甲が開設した避難所（以下「避難所」という。）において、乙の業務を実施

するにあたり必要な事項を定めることにより、住民の避難生活に伴う心労の負担軽減を目的と

する。 

（定義） 

第２条  前条に定める避難生活が長期化した場合とは、避難状態が概ね２週間を経過し、引き続

き避難状態が継続されると認められる場合をいう。 

（対象者） 

第３条  業務の提供を受けることができる者は、避難所に避難している住民のうち、災害による

負傷、疾病等その他の理由により、理容店へ出向くことが困難な状態で、かつ、避難生活が前

条に定める状態に該当する場合に限るものとする。 

（業務の提供者） 

第４条 この協定に定める業務の提供者とは、理容師法（昭和 22 年 12 月法律第 234 号）に定め

る理容師免許証を有する者で、乙の組合員、乙の組合員の経営する理容店の従業員、台東区災

害ボランティアセンターに登録した者（以下「ボランティア」という。）をいう。 

（業務の要請） 

第５条  甲は、第２条に定める場合において、乙に対し、業務の要請を行うことができるものと

する。 

２  甲は、文書、電話、ファクシミリ等により、業務の実施日時、実施内容、実施場所を指定し

て、乙に対して、理容サービス業務の提供要請書（第 1 号様式）により業務を要請するものと

する。文書以外の方法により要請を行った場合は、後日、文書により手続きを行うものとする。 

３ ボランティアは、乙の要請・指示により、業務を行うものとする。 

４ 乙が業務を提供する避難所については、避難所の衛生状況等を考慮して、理容師法第６条の

２（昭和 22 年 12 月法律第 234 号）及び理容師法施行令第４条（昭和 28 年８月政令第 232 号）

に基づき、甲が指定するものとする。 

（業務の内容） 

第６条 甲は、次に掲げる事項について、乙の協力を要請するものとする。ただし、避難所の衛

生状況等の事情によっては、要請する業務の項目を減ずるものとする。 

（１） 散髪に関すること。 

（２） 洗髪に関すること。 

（３） 顔剃りに関すること。 
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（業務の提供及び報告） 

第７条  乙は、甲から第５条に定める要請がされた場合において、乙の組合員等を、甲の指定する避難

所へ派遣するものとする。 

２ 乙は、業務が終了したときは、次に掲げる事項について、理容サービス業務の提供報告書（第 2 号

様式）により、甲に報告するものとする。 

（１） 実施日時及び実施場所 

（２） 実施した業務の提供人数 

（３） 従事者の氏名 

（４） その他必要な事項 

（費用の負担） 

第８条  この協定により、乙が実施する業務に要した費用で次に掲げるものは、甲の負担とする。 

（１） 乙が業務に要した化粧品、医薬品等の消耗品にかかる費用 

（２） 乙が業務に要した道具類にかかる費用 

（３） その他、甲が負担すべき費用 

２ 前項の費用は、災害が発生した直前の価格に基づき、算定されたものとする。 

（費用の請求） 

第９条  乙は、業務が終了した後、速やかに、業務に要した費用を甲に請求する。 

２ 甲は、前項による乙の請求があったときは、その内容を確認のうえ支払うこととする。 

（賠償） 

第１０条 甲は、甲の責に帰す事由により業務に従事する乙に損害を与えた場合は、乙に対して、その損

害を賠償するものとする。 

２ 乙は、業務の実施中に乙の責に帰す事由により他人に損害を与えた場合、速やかに甲に報告し、そ

の賠償の責を負うものとする。 

（損害補償） 

第１１条 甲は、この協定に基づく乙の組合員及び乙の組合員の経営する理容店の従業員が、業務の実施

中に死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合または防災業務に従事したことによる負

傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、「災害に際し応急措

置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例」（昭和41年７月台東区

条例第 16 号）の規定に基づき、その損害を補償するものとする。 

２ ボランティアが、業務の実施中に被った損害は、ボランティア保険により補償するものとする。 

（資料提供及び組合員名簿の提出） 

第１２条  甲は、乙に対して避難所の所在地等の防災関係資料を提供するものとする。 

２ 乙は、毎年４月に組合員名簿（所在、氏名が記載されたもの）を、甲に提出するものとする。 

（協定期間） 

第１３条  この協定の期間は、協定締結の日から平成 26 年３月 31 日までとする。ただし、期間満了の日

の３箇月前までに、甲又は乙から何らの申し出がないときは、さらに１年間延長されたものとみなし、

以後も同様とする。 
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（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項及び解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとす

る。 

 

  本協定締結の証として、協定書２通を作成し、甲乙双方の記名捺印のうえ各１通を保有する。 

 

 平成２５年６月３日 

 

 

                            住  所    東京都台東区東上野４－５－６ 

                      甲              東京都台東区 

                            代表者    台 東 区 長           

 

 

              住  所    東京都台東区今戸２－14－８ 

                      乙           東京都理容生活衛生同業組合台東支部 

                            代表者    支 部 長    

            



資料第３４ 

167 

災害時における畳の提供に関する協定書 

 

 

東京都台東区（以下「甲」という。）と「５日で 5000 枚の約束」プロジェクト実行委員会（以

下「乙」という。）との間において、災害発生時における畳の提供に関し、次のとおり協定を締結

する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、台東区地域防災計画に基づき甲が行う救援活動に対する乙の協力に関し、

必要な事項を定める。 

（協力内容） 

第２条 甲は、台東区内に災害が発生し、又は発生する恐れがあると認められるときは、乙に対

して指定避難所等（以下「避難所」という。）へ畳の提供を要請することができる。 

２ 前項の要請があったときには、乙は当該要請に対して可能な範囲において畳の提供に努める。 

３ 甲の要請に基づき、乙が提供する内容は、次のとおりとする。 

（１） 避難所までの畳の輸送 

（２） 避難所における畳の設置。 

４ 利用後の畳は、甲が処分するものとする。 

（方法） 

第３条 甲は乙に対し、前条に定める協力要請をするときは、履行場所、要請の内容、数量、及

び期日、その他必要な事項について文書をもって行う。ただし、緊急を要するときは、電話等

を利用して口頭で要請を行い、後日文書により処理を行う。 

２ 乙は、甲から前項の協力要請を受けたときは、特別の理由がない限り、直ちに必要な措置を

とる。 

（物資の引き渡し） 

第４条 甲は、前条の履行場所に職員を派遣し、物資を確認のうえ引き取る。また、甲は、可能

な範囲で車両を緊急又は優先車両として通行できるよう対処する。 

（費用の負担） 

第５条 第２条に係る畳の代金、輸送費、人件費等、提供の費用については無償とする。 

（損害賠償） 

第６条 この協定に基づき従事した者が、当該活動により死亡、損傷、又は疾病にかかったとき

は、

災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の

規定に基づき甲が補償する。ただし当該従事者が他の法令により療養その他の給付若しくは補

償を受けたとき、又はその原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、これらの価格の

限度において損害賠償の責を免れる。 
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（連絡） 

第７条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に実施するため、平素から情報交換を行い、

災害時に備える。 

２ 前項に定める情報交換を行うため、甲乙双方の連絡責任者及び担当者の職、氏名、電話番号

その他必要な事項を相互に通知する。 

（訓練） 

第８条 乙は、甲の主催する防災訓練等に積極的に参加するものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

決定する。 

（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結日から平成 29 年３月 31 日までとする。ただし、期間

満了の日の３か月前までに甲又は乙から書面により申し出がないときは、さらに１年間延長さ

れたものとみなし、以後この例による。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙各１通を保有する。 

 

平成２９年２月２０日 

  

 

甲 台東区東上野四丁目５番６号                 

  東京都台東区                 

  台東区長  

 

 

乙 埼玉県川越市三光町３番２号 

                  「５日で 5000 枚の約束」プロジェクト実行委員会 

                  関東地区委員長  
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災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 

 

 

 災害時における高齢者・障害者等の災害時要援護者（付き添いを含み、以下「要援護者」とい

う。）への宿泊施設等の提供に関して、台東区（以下「甲」という。）と東京都ホテル旅館生活衛

生同業組合第３ブロック（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害対策基本法第二条第一項に定める災害時において、甲が要援護者のた

めの宿泊施設等を必要とする場合に、区内でホテル業または旅館業を営む事業者の団体である

乙が、事業所の地域貢献の一環として、当該要援護者に対し宿泊施設等を提供することを目的

とする。 

（協力） 

第２条 乙は、災害が発生し、要援護者に対し宿泊施設等を提供するよう甲から要請があった場

合には、その業務の範囲内で可能な限り当該要請に協力するものとする。 

（協力内容） 

第３条 前条の規定により乙が協力する内容は、次のとおりとする。 

（１） 客室等、営業上使用する宿泊設備、その他の付随設備の提供 

（２） 食事の提供 

（３） 前各号の提供を行うにあたっての空室等の状況の把握及び調整 

（期間） 

第４条 要援護者が、甲の要請に基づき乙が提供する宿泊施設等を利用できる期間は、７日以内

とする。 

ただし、甲が必要と認める場合には、乙と協議してその期間を延長することができる。 

（費用弁償） 

第５条 第３条第１号および第２号に係る経費については、実費弁償を原則とし、別途協議する。 

（補償の請求） 

第６条 乙は、この協定に基づき、要援護者に提供した宿泊設備等に損害が生じた場合、原則と

して、損害を及ぼした者に対し補償の請求を行うものとする。 

  ただし、損害を及ぼした者に補償能力がない場合、もしくは、損害を及ぼした者が特定でき

ない事故等で、宿泊設備等に損害が生じた場合には、乙および甲の間において、その補償につ

いて協議するものとする。

（従事者の災害補償） 

第７条 甲の要請に基づく業務中に乙の従事者が負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡し

た場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に

関する条例」（昭和 41 年台東区条例第 16 号）の規定に基づき、これを補償するものとする。 

 

 

 



 

170 

（協定期間） 

第８条 この協定の期間は、協定締結の日から平成 22 年３月 31 日までとする。 

ただし、期間満了の日の３か月前までに、甲または乙からなんらの申し出がないときは、さ

らに１年間延長されたものとみなし、以降はこの例によるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙記名のうえ各１通を保有する。 

 

平成２１年３月３０日 

 

 

甲  台 東 区 長 

 

 

乙  東京都ホテル旅館生活衛生同業組合第３ブロック 

ブロック長 
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災害時の医療救護活動についての協定書 

 

  台東区（以下「甲」という。）と一般社団法人下谷医師会及び公益社団法人浅草医師会（以下「乙」

という。）は、昭和 51 年 11 月１日に締結した「災害時の医療救護活動についての協定書」につい

て、下記のとおり改める。 

 

（総則） 

第１条  この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号）、災害救助法（昭和

22 年 10 月 18 日法律第 118 号）及び台東区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対

する乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

（災害医療救護計画の提出） 

第２条  乙は、災害対策基本法第６条に基づく防災に関する計画について、台東区地域防災計画

の修正があった場合等、必要に応じて見直しを行い、甲に提出する。 

（医療救護班の派遣） 

第３条  甲は、下記の医療救護活動を実施するため、必要と認めた場合は、乙に対し、医療救護

班の派遣を要請する。 

（１） 災害対策基本法、災害救助法又は台東区地域防災計画等に基づき、甲が行う台東区内に

おける医療救護活動 

（２） 災害対策基本法第８条第２項 12 号による相互応援協定若しくは同法第 74 条第１項に基

づく要請又は災害救助法第 14 条に基づく指示があった場合等の台東区外における医療救

護活動 

２  乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに乙の防災に関する計画等に基

づき医療救護班を編成し、派遣する。 

３  第１項の定めによる医療救護班の構成人数は、次のとおりとする。 

（１） 医師 （必須）      

（２） 看護師       若干名           

（３） その他事務補助  

 なお、必要に応じ、甲乙協議の上、職種等について変更することができる。 

４ 医療救護班の派遣期間は、甲乙協議の上、決定する。 

（医療救護班の活動場所） 

第４条  医療救護班は、医療救護所、避難所、医療機関、医療対策拠点又は医療救護活動拠点等

において、医療救護活動を実施する。 

（医療救護班の業務等） 

第５条  医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１） 傷病者に対するトリアージ 

（２） 傷病者に対する応急処置及び医療 

（３） 傷病者の収容医療機関への搬送の要否及び搬送順位の決定 

（４） 死亡の確認及び遺体の検案への協力 

（５） 助産救護 
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（６） その他、甲乙協議の上、必要と認められる業務 

２ 医療救護班は、派遣期間中、甲に対して活動内容を適宜報告するとともに、派遣期間が終了

する際に、必要に応じて、次の医療救護班等に活動内容等の引き継ぎを行う。 

３ 甲及び乙は、医療救護活動に必要な情報を収集し、相互に情報を共有するとともに、医療救

護班への伝達に努める。 

（指揮命令） 

第６条  医療救護班の活動場所は、次の者が指示する。 

（１） 台東区内における医療救護活動の場合、甲が指示する。 

（２） 台東区外における医療救護活動の場合、都道府県又は区市町村等の行政機関が指示する。 

２ 医療救護班は、その業務内容等について、前項に規定する者に加え、活動場所における指揮

者等の指示に従う。 

３ 甲は、必要に応じて、医療救護班の活動場所、業務内容等について、前２項に規定する者と

調整を行うなど、医療救護班に対し、必要な支援を行う。 

（医療救護班の移動等） 

第７条  医療救護班の移動手段、宿泊先及び食糧の確保は、原則として次のとおりとする。 

（１） 台東区内における医療救護活動の場合、活動場所が医療救護所においては、必要とする

食糧を甲が確保する。その他の活動場所においては、医療救護班自らが確保する。 

（２） 台東区外における医療救護活動の場合、移動手段及び宿泊先は甲が確保し、食糧は医療

救護班自らが確保する。 

ただし、緊急の場合又はこれにより難い場合は、甲乙協議の上、決定する。 

（医薬品等の確保） 

第８条  医療救護班が使用する医薬品及び医療資器材（以下「医薬品等」という。）の確保は、次

のとおりとする。 

（１） 台東区内における医療救護活動の場合、活動場所に提供されるもの又は甲が備蓄するも

のを使用し、必要に応じて、医療救護班が携行する医薬品等を使用する。 

   なお、甲が備蓄する医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（２） 台東区外における医療救護活動の場合、活動場所に提供されるものを使用し、必要に応

じて、医療救護班が携行する医薬品等を使用する。 

（医療費） 

第９条  次項に定める場合を除く、医療救護所、避難所等における医療費は、無料とする。 

２  医療機関における医療費は、原則として患者負担とし、保険診療等によるものとする。 

（合同訓練） 

第 10 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第 11 条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施し、また、甲が実施する合同訓練に参加

した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。 

（１） 医療救護班の編成、派遣に要する経費 

（２） 医療救護班の移動、宿泊及び食糧における実費弁償 



 

173 

（３） 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

（４） 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、障害の状態となっ

たとき又は死亡した場合の損害補償。 

    ただし、合同訓練に参加した場合に要する経費のうち、（２）の近接地（職員の旅費に関

する条例第２条第３項に規定する近接地（別表のとおり。））における移動並びに宿泊費及

び食事に要する経費については、甲の負担の対象外とする。 

２ 医療救護活動を実施する際の費用弁償等については、災害救助法の定めにより行い、前項の

定めによる費用弁償等の額については、東京都と公益社団法人東京都医師会とで締結する「医

療救護に係る費用弁償等に関する覚書」に準ずるものとする。 

  なお、災害救助法の適用を受けない期間及び地域において医療救護活動を行った場合も、こ

の条に準じて、甲が費用弁償等を行う。 

（協議会への参画） 

第 12 条  甲は、この協定の円滑な実施等を図るため、乙は、甲が設置する災害医療に関する協議

会等に参画する。 

（細目） 

第 13 条  この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第 14 条  この協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。 

（有効期間） 

第 15 条 この協定の有効期間は、協定書締結日から平成 31 年３月 31 日までとする。ただし、期

間満了の３か月前までに、甲乙から申出がないときは、更に１年延長され、以降この例による。 

 なお、本協定書について、甲乙協議の上、適宜必要な見直しを行う。 

 

  甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印のうえ各一通を保有する。 

 

平成３０年４月１日 

 

甲    東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                          東京都台東区 

                代表者 台 東 区 長  

 

乙    東京都台東区東上野三丁目３８番１号 

                                一般社団法人下谷医師会 

                代表者 下谷医師会長 

 

乙  東京都台東区雷門一丁目１０番５号 

  公益社団法人浅草医師会 

  代表者 浅草医師会長
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災害時における応急救護活動についての協定書 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、社団法人東京都柔道接骨師会台東支部を「乙」とし、甲乙間にお

いて次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条  この協定は、東京都台東区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の

協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の内容） 

第２条  災害時において、乙は、甲からの要請に基づき、次に掲げる範囲の協力を行うものとす

る。 

  ア  傷病者に対する応急救護（柔道整復師法「昭和 45 年法律第 19 号」に規定された業務の範

囲）の実施 

  イ  傷病者に対する応急救護に関する衛生材料等の提供 

２  乙が救護所において行う応急救護は、救護所の医師の指示により実施するものとする。 

（費用弁償） 

第３条  甲は、乙の協力にかかる衛生材料等の提供使用について、その実費を弁償するものとす

る。 

（損害補償） 

第４条  甲の要請に基づき、乙が行った救護活動にかかる従事者の損害補償については、「災害に

際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例」（昭

和 41 年東京都台東区条例第 16 号）の例による。 

（防災訓練） 

第５条  乙は甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。 

（応急救護計画の策定） 

第６条  乙は本協定で定める救護活動を実施するため、災害応急救護計画を策定し、これを甲に

提供するものとする。 

２  乙は前項の災害応急救護計画を策定するにあたっては、社団法人下谷・浅草両医師会との密

接な連携のもとに行うものとする。 

（協議） 

第７条  この協定の条項の解釈について疑義を生じたとき、または、この協定に定めのない事項

については、そのつど甲・乙協議のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条  この協定の有効期間は平成４年８月 21 日から平成５年３月 31 日までとする。 

   ただし、期間満了の日の３ヵ月前までに甲・乙なんらの申し出がないときはさらに１年間延

長されたものとみなし、以降この例によるものとする。
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この協定を証するため、本書二通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各一通保有する。 

 

平成４年８月２１日 

 

 

                      甲  東京都台東区 

                           代表者  東京都台東区長 

                                

 

                      乙  社団法人  東京都柔道接骨師会台東支部 

                           代表者  東京都柔道接骨師会台東支部長 
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災害時の歯科医療救護活動についての協定書 

 

  東京都台東区を「甲」とし、社団法人東京都台東区歯科医師会及び社団法人東京都台東区浅草

歯科医師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。 

 

（総  則） 

第１条  この協定は、台東区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（歯科医療救護班の派遣） 

第２条  甲は、台東区地域防災計画に基づき歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、

乙に対し、歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２  乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合には、直ちに、乙の災害医療救護活動組

織に基づき歯科医療救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条  乙は、前条の定めによる歯科医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、

これを甲に提出するものとする。 

２  前条に定める歯科医療救護班の構成人員は、次のとおりとする。 

(１) 歯科医師    

(２) 歯科衛生士       若干名 

(３) その他の補助事務    

（歯科医療救護班の活動場所） 

第４条  乙所属の歯科医療救護班は、甲が避難所等に設置する救護所において、歯科医療救護活

動を実施するものとする。 

（歯科医療救護班の業務） 

第５条  歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１） 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

（２） 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

（３） 避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療・衛生指導 

（４） 検死・検案に際しての法歯学上の協力 

（指揮命令） 

第６条  歯科医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定する者が行う

ものとする。 

（医療救護班の輸送） 

第７条  乙所属の歯科医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第８条  乙所属の歯科医療救護班は、原則として、甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使

用するものとする。 

２  救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。

３  備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 
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（医療費） 

第９条  救護所における医療費は、無料とする。 

（合同訓練） 

第 10 条  乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の歯科医療救護を併せ担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第 11 条  甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が

負担するものとする。 

（１） 歯科医療救護班の編成、派遣に伴うもの 

     ア  歯科医療救護班の編成、派遣に要する経費 

     イ  歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

     ウ  歯科医療救護班の歯科医師等が歯科医療救護活動等において負傷し疾病にかかり、 

又は死亡した場合 

（２） 合同訓練時における歯科医療救護活動の前(1)に係る経費 

２  前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会への参画） 

第 12 条  乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関をもって構成する

台東区災害医療運営連絡会へ参画するものとする。 

（細  目） 

第 13 条  この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第 14 条  前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ､その１通を保有する。 

 

平成９年３月２４日 

 

                              甲    台東区東上野四丁目５番６号 

                                   東京都台東区 

                                    代表者  東京都台東区長 

 

                              乙   台東区根岸四丁目１番２８号 

                                   社団法人 東京都台東区歯科医師会 

                                    代表者  会   長 

 

                              乙    台東区浅草一丁目４番７号 勉強堂ビル４階 

                  社団法人 東京都台東区浅草歯科医師会 

                  代表者 会  長 
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災害時の薬剤師救護活動についての協定書 

 

 

  東京都台東区を「甲」とし、下谷薬剤師会及び浅草薬剤師会を「乙」とし、甲乙間において次

のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条  この協定は、台東区地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（薬剤師の派遣） 

第２条  甲は、台東区地域防災計画に基づき医薬品の調剤、服薬指導及び医薬品管理等の医療救

護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、薬剤師班の派遣を要請するものとする。 

２  乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合には、直ちに、乙の災害医療救護活動組

織に基づき薬剤師班を編成し、救護所及び医薬品の集積場所に派遣するものとする。 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条  乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、こ

れを甲に提出するものとする。 

（薬剤師班の活動場所） 

第４条  薬剤師班は、救護所及び医薬品の集積場所等において、医療救護活動を実施するものと

する。 

（薬剤師班の業務） 

第５条  薬剤師班の業務は、次のとおりとする。 

（１） 救護所における傷病者等に対する調剤、服薬指導 

（２） 救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け、管理 

（指揮命令） 

第６条  薬剤師班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定する者が行うものと

する。 

（薬剤師班の輸送） 

第７条  薬剤師班の輸送は、原則として甲が行う。 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第８条  薬剤師班は、原則として、甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用するものとす

る。 

２  救護所等において薬剤師班が必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３  備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（調剤費） 

第９条  救護所における調剤費は、無料とする。 

（合同訓練） 

第 10 条  乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の調剤、服薬指導を併せて担当するものとする。
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（費用弁償等） 

第 11 条  甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担

するものとする。 

（１） 薬剤師班の編成、派遣に伴うもの 

     ア  薬剤師班の編成、派遣に要する経費 

     イ  薬剤師班が携行又は調達した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

     ウ  薬剤師班の薬剤師が医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助費 

（２） 合同訓練時における医療救護活動の前（１）に係る経費 

２  前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会への参画） 

第 12 条  乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要とする関係機関をもって構成する台

東区災害医療運営連絡会に参画するものとする。 

（細目） 

第 13 条  この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第 14 条  前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 

甲と乙とは、本協定書３通を作成し、それぞれ記名押印のうえ､各１通を保有する。 

 

    平成９年３月２４日 

 

 

                              甲    台東区東上野四丁目５番６号 

                                   東京都台東区 

                                    代表者  東京都台東区長 

 

 

                              乙    台東区入谷一丁目６番６－１０３号 

                                   下谷薬剤師会 

                                    代表者    会  長  

 

 

                              乙    台東区寿三丁目１５番１７号 

                                   浅草薬剤師会 

                                    代表者    会  長  
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災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

 
 
東京都台東区（以下「甲」という。）と株式会社スズケン東京中央営業部中央支店、株式会社マルタケ東京支

店、東邦薬品株式会社首都圏支社東京営業部葛飾事業者江東営業所、株式会社メディセオ、アルフレッサ株式会

社営業本部東京城東営業部荒川･台東支店、株式会社バイタルネット東京中央支店（以下「乙」という。）は、災

害時における医薬品等の調達業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都台東区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対する

乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対し、協力を要請するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、電話等によることができるものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条第１項の規定により、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとと

もに、その措置状況を甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙は当該範囲内において供給可能な品目及び数量

を供給するものとする。 

（１） 医薬品 

（２） 衛生材料 

（３） 医療器具 

（４） 前３号のほか、甲が指定するもの 

（医薬品等の搬送等） 

第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、必要に応じて、乙は、甲に対して搬送の協

力を求めることができる。 

２ 前項の規定により医薬品等を搬送する場所（以下「搬送場所」という。）は、甲が指定する。 

３ 第１項の規定により、乙が医薬品等を搬送場所に搬送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確認の

上、これを受領するものとする。 

（費用負担） 

第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金は、甲が負担するものとする。 

２ 医薬品等の搬送費用の負担については、搬送の困難性等の諸般の事情を考慮して、甲乙が協議して決定する。 

３ 第１項の代金及び第２項の協議により決定した搬送費用については、甲は請求書受領後、遅滞なく支払いを

行うものとする。 

（医薬品等の価格） 

第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、災害発生時の直前における適正な価格とする。
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（委任） 

第８条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙が協議のうえ決定する

ものとする。 

（有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年３月31日までとする。ただし、期間満了の３月

前までに甲又は乙から何らの申し出がないときはさらに１年間期間を延長するものとし、以後も同様とする。 

 

この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙がそれぞれ記名、押印のうえ、各１通ずつ保管する。 

 

 

甲  東京都台東区東上野四丁目５番６号 

  東京都台東区 

   台 東 区 長 

 

 

乙  締結日 平成２６年９月８日 

東京都千代田区神田佐久間河岸５９番地 

株式会社スズケン 東京中央営業部 

中央支店 支店長 

 

 

               乙  締結日 平成２６年９月１０日 

東京都豊島区南大塚一丁目２番７号 

株式会社マルタケ 

東京支店 支店長 

 

 

乙  締結日 平成２６年９月１７日 

東京都葛飾区奥戸一丁目２５番１号 

東邦薬品株式会社 

首都圏支社 東京営業部 葛飾事業所 

江東営業所長 

                

               乙  締結日 平成２６年９月２２日 

東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 

株式会社メディセオ 

専務取締役東京支社長 



 

 

182 

                乙  締結日 平成２８年２月１８日 

東京都江戸川区平井七丁目５番３２号 

アルフレッサ株式会社 

東京第二営業統括部 東京城東営業部 

荒川・台東支店 支店長 

 

 

               乙  締結日 平成２６年９月２６日 

東京都板橋区泉町４０番１号 

株式会社バイタルネット 

 東京中央支店 
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災害時の動物救護活動に関する協定書 

 
 

台東区を「甲」とし、台東区獣医師会を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結

する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、台東区内に地震、台風その他の災害が発生した際に、甲が行なう動物救護

活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

（協力の要請等） 

第２条 甲は、動物救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し協力を要請するものとす

る。 

２ 乙は、前項の規定により、甲から要請を受けた場合は、速やかに動物救護活動を行なうもの

とする。 

３ 乙は、緊急を要すると判断した場合は、甲の要請の有無にかかわらず、動物救護活動を行な

うことができる。 

（動物救護活動の場所） 

第３条 乙は、甲が指定する場所等において、動物救護活動を実施するものとする。 

（動物救護活動の内容） 

第４条 乙の行なう動物救護活動の内容は、次のとおりとする。 

（１） 負傷した動物に対する応急措置 

（２） 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

（３） 動物の死亡の確認 

（４） 甲の行なう動物救護活動に対する指導及び公衆衛生活動 

（５） その他必要な応急業務 

（負担） 

第５条 甲の要請に基づき、乙が動物救護活動を実施したときに要する次の経費は、甲が負担す

るものとする。 

（１） 動物の応急手当等に用いた器材、医薬品、設備等の実費 

（２） その他動物救護活動に必要な物品等 

（損害補償） 

第６条 甲の要請に基づき、乙が行なった動物救護活動に係わる従事者の損害補償については、

「災 害 に 際 し 応 急 措 置 の 業 務 に 従 事 し た 者 及 び 水 防 に 従 事 し た 者 に か か る 損 害

補償に関する条例」（昭和 41 年台東区条例第 16 号）の規定に基づき補償するも

のとする。  

（動物救護連絡協議会の設置）  

第 ７ 条  甲 は 、 こ の 協 定 の 円 滑 な 実 施 を 図 る た め 、 甲 及 び 乙 が 必 要 と 認 め る 関 係

機関と動物救護連絡協議会を設置するものとする。  
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（細目）  

第８条  この協定に関する細目は、別途定める。  

（協議） 

第９条  この協定に定めがない事項及び協定の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、

決定する。 

（協定期間） 

第 10 条 この協定は、協定の締結の日から平成 26 年３月 31 日までの期間有効とする。ただし、

期間満了の３か月前までに、甲乙から何ら申出がない場合は、更に１年延長されたものとみな

し、以降この例によるものとする。 

 

 上記協定の証として本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各々１通を保有する。 

 

平成２５年９月１日 

 

 

                  東京都台東区東上野４－５－６ 

                甲  

                  東京都台東区長 

 

 

                  東京都台東区三筋１－９－４ 

乙 台東区獣医師会   

                  代表者  
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①株式会社松坂屋東京上野支店、株式会社松屋浅草支店 

 

災害時における応急物資の調達に関する協定 

 

 

（協定の趣旨） 

第１条  この協定は、東京都台東区地域防災計画に基づき、災害時における協力計画の一環とし

て、台東区が株式会社松坂屋東京上野支店、株式会社松屋浅草支店に対し、応急物資の調達に

関する協力を求めるときの、手続きを定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条  台東区長（以下「甲」という。）は、災害が発生し、台東区等の備蓄物資のみでは十分な

応急措置を実施することができない場合、状況により株式会社松坂屋東京上野支店、株式会社

松屋浅草支店（以下「乙」という。）に対し、災害応急物資調達の協力を要請することができる。 

（協力の指示） 

第３条  甲は、災害の実情に応じて乙と協議し、調達を必要とする物資名・日時・場所等を指示

して、応急物資の提供を求めるものとする。 

（応急物資の提供） 

第４条  乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り甲に対し、応急物資を提供する

ものとする。 

（費用負担） 

第５条  甲は、乙より提供された応急物資に要した費用は、乙の通常の定価による請求にもとづ

きこれを負担する。 

（協  議） 

第６条  この協定について疑義が生じたとき、又はこの協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙

が協議して定めるものとする。 

 

    付  則 

  この協定は、昭和５２年１月１７日から実施する。 

 

  昭和５２年１月１７日 

 

 

                  甲    東京都台東区長 

 

 

                        株 式 会 社         松坂屋東京上野支店長 

                  乙 

                        株 式 会 社         松 屋 浅 草 支 店 長          
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②株式会社いなげや入谷店 

 

災害時における応急物資の調達に関する協定 

 

 

 台東区（以下「甲」という。）と株式会社いなげや入谷店（以下、「乙」という。）は、災害時に

おける応急物資の調達に関し、次のとおり協定を締結するものとする。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都台東区地域防災計画に基づき、災害時において必要な物資の調達を

図るため、甲が乙に対し、応急物資の調達に関する協力を求める手続について定めるものとす

る。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、甲等の備蓄物資のみでは十分な応急措置を実施することができな

い場合、乙に対し、応急物資調達の協力を要請することができる。 

（調達内容） 

第３条 甲は、災害の実情に応じて乙と協議し、調達を必要とする物資名、日時、場所等を明ら

かにして、応急物資の提供を要請するものとする。 

（応急物資の提供） 

第４条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り甲に対し、応急物資を提供する

ものとする。 

（費用負担）  

第５条 甲は、乙より提供された応急物資に要した費用について、乙の通常の販売価格による請

求に基づきこれを負担する。 

（有効期間） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了日の３箇月

前までに甲乙いずれからも申出がないときは、１年間更新されるものとし、以後この例による。 

（協議） 

第７条 この協定の解釈に疑義が生じたとき及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を

保有するものとする。 

 

 平成２７年 ３月３０日 

 

 

 

 



 

187 

甲 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                     東京都台東区 

東京都台東区長   

 

 

乙 東京都立川市栄町六丁目１番地の１ 

  株式会社いなげや 

  代表取締役社長    
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③株式会社ぱぱす 

 

災害時における応急物資の調達に関する協定 

 

 

 台東区（以下「甲」という。）と株式会社ぱぱす（以下、「乙」という。）は、災害時における応

急物資の調達に関し、次のとおり協定を締結するものとする。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都台東区地域防災計画に基づき、災害時において必要な物資の調達を

図るため、甲が乙に対し、応急物資の調達に関する協力を求める手続について定めるものとす

る。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、甲等の備蓄物資のみでは十分な応急措置を実施することができな

い場合、乙に対し、応急物資調達の協力を要請することができる。 

（調達内容） 

第３条 甲は、災害の実情に応じて乙と協議し、調達を必要とする物資名、日時、場所等を明ら

かにして、応急物資の提供を要請するものとする。 

（応急物資の提供） 

第４条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り甲に対し、応急物資を提供する

ものとする。 

（費用負担）  

第５条 甲は、乙より提供された応急物資に要した費用について、乙の通常の販売価格による請

求に基づきこれを負担する。 

（有効期間） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了日の３箇月

前までに甲乙いずれからも申出がないときは、１年間更新されるものとし、以後この例による。 

（協議） 

第７条 この協定の解釈に疑義が生じたとき及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を

保有するものとする。 

 

 令和３年 ３月１７日 
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甲 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                     東京都台東区 

東京都台東区長   

 

 

乙 東京都墨田区横川四丁目８番３号 

  株式会社ぱぱす 

  代表取締役社長    
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①都立上野恩賜公園 

 

給水施設の維持管理及び運用に関する協定書 

 

 

  東京都知事を甲とし、台東区長を乙とし、甲乙間において、次の条項により、給水施設の維持管理及

び運用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、甲が東京都震災予防条例（昭和 46 年東京都条例第 121 号）に基づき東京都立上

野恩賜公園内に設置した給水施設（以下「給水施設」という。）の維持管理及び運用に関して必要な

基本的事項を定めることを目的とする。 

（協力） 

第２条  甲と乙とは、給水施設を設置した趣意に鑑み、当該施設の維持管理及び運用について相互に協

力するものとする。 

（維持管理） 

第３条  甲は、給水施設が常に良好な状態で使用できるように給水施設の維持管理を行うものとする。 

２  前項の維持管理は、東京都水道局長が実施するものとする。 

（応急給水） 

第４条  乙は、応急給水を実施するため給水施設を使用するものとする。ただし、災害訓練の目的で使

用するときは、事前に東京都水道局長の承認を得るものとする。 

（費用負担） 

第５条  甲は、第３条に規定する給水施設の維持管理に要する経費を負担するものとする。 

２  乙は、給水施設から応急給水を行うために資器材を使用する場合は、甲が設置した資器材以外のも

のに係る経費を負担するものとする。 

（関連区） 

第６条  乙は、給水施設を使用して行う応急給水に関して必要がある場合は、関連する他の特別区と別

途協議するものとする。 

（実施細目） 

第７条  乙と東京都水道局長は、この協定の実施に関し必要な事項について協議するものとする。 

（適用期日） 

第８条  この協定は、昭和 53 年９月１日から適用する。 

 

  甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通

を保有する。 

 

    昭和５３年９月１日 

 

                    甲  東京都知事 

 

 

                    乙  台 東 区 長      
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              「給水施設の維持管理及び運用に関する協定」の実施細目 

 

  東京都水道局長（以下「甲」という。）と台東区長（以下「乙」という。）は、乙と東京都知事との間

で昭和 53 年９月１日締結した「給水施設の維持管理及び運用に関する協定」（以下「協定」という。）

第７条の規定に基づく協定の実施細目を、次のとおり定める。 

 

（給水施設の使用方法） 

第１条  乙は、協定第４条により給水施設を使用する場合は、甲の定める「台東区上野恩賜公園内給水

施設に関する取扱要綱」第６条の規定に従い使用しなければならない。この場合において、乙は、水

質の保全並びに給水施設及び給水施設内の器具等の維持管理に支障を及ぼさないように努めなけれ

ばならない。 

（災害訓練に使用する場合の手続） 

第２条  協定第４条ただし書による甲の承認手続等は、次の各号による。 

（１） 別紙様式１に必要事項を記載し、災害訓練実施日の７日前までに東京都水道局北部第１支所

長（以下「支所長」という。）に届出て、その承認を得ること。 

（２） 災害訓練が終了したときは、直ちにその旨を支所長に連絡すること。 

（責任者の選任） 

第３条  給水施設の適正な使用を図るため、乙は、給水施設の施設に係る責任者を選任し、様式２によ

り支所長に通知するものとする。これを変更する場合も同様とする。 

（資器材の搬入等） 

第４条  乙は、乙の資器材を給水施設内に搬入若しくは搬出しようとするとき、又は搬入した資器材を

点検しようとするときは、様式３により、支所長にあらかじめ届出を行い、その承認を得なければな

らない。 

（非常用備品等の補充） 

第５条  乙は、災害訓練その他により、給水施設内に常備している非常用備品、工具その他を費消し、

消耗し又は破損したときは、乙の負担において補充しなければならない。 

（損害賠償） 

第６条  乙が、故意又は過失により、給水施設その他甲の管理に係る施設及び機器等に損害を与えた場

合は、乙がその責めを負うものとする。 

（疑義等の解釈） 

第７条  この実施細目の解釈に疑義が生じたとき又はこの実施細目に定めのない事項は甲乙協議のう

え決定するものとする。 

（適用期日） 

第８条  この実施細目は昭和 53 年９月１日から適用する。 

 

  甲と乙とは、上記実施細目締結の証として、本書二通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、その一通

を保有する。 

 

    昭和５３年９月１日 

                    甲    東京都水道局長 

 

                    乙    台 東 区 長        
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②区立隅田公園 

 

給水施設の維持管理及び運用に関する協定書 

 

 

  東京都知事を甲とし、台東区長を乙とし、甲乙間において、次の条項により、給水施設の維持管理及

び運用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、甲が東京都震災予防条例（平成 12 年東京都条例第 202 号）に基づき台東区立隅

田公園山谷堀広場内に設置した給水施設（以下「給水施設」という。）の維持管理及び運用に関して

必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

（協  力） 

第２条  甲と乙とは、給水施設を設置した趣意に鑑み、当該施設の維持管理及び運用について相互に協

力するものとする。 

（維持管理） 

第３条  甲は、給水施設が常に良好な状態で使用できるように給水施設の維持管理を行うものとする。 

２  前項の維持管理は、東京都水道局長が実施するものとする。 

（応急給水） 

第４条  乙は、応急給水を実施するため給水施設を使用するものとする。ただし、災害訓練の目的で使

用するときは、事前に東京都水道局長の承認を得るものとする。 

（費用負担） 

第５条  甲は、第３条に規定する給水施設の維持管理に要する経費を負担するものとする。 

２  乙は、給水施設から応急給水を行うために資器材を使用する場合は、甲が設置した資器材以外のも

のに係る経費を負担するものとする。 

（関連自治体） 

第６条  乙は、給水施設を使用して行う応急給水に関して必要がある場合は、関連する自治体と別途協

議するものとする。 

（実施細目） 

第７条  乙と東京都水道局長は、この協定の実施に関し必要な事項について協議するものとする。 

（適用期日） 

第８条  この協定は、平成 27 年８月１日から適用する。 

 

  甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通

を保有する。 

 

    平成２７年７月３０日 

 

                    甲  東京都知事 

 

 

                    乙  台 東 区 長      
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              「給水施設の維持管理及び運用に関する協定」の実施細目 

 

  東京都水道局長（以下「甲」という。）と台東区長（以下「乙」という。）は、台東区立隅田公園山谷

堀広場内に設置した給水施設（以下「給水施設」という。）に関し、乙と東京都知事との間で平成 27 年

７月 30 日付けで締結した、給水施設の維持管理及び運用に関する協定（以下「協定」という。）第７条

の規定に基づく協議の結果、次のとおり実施細目を締結する。 

 

（給水施設の使用方法） 

第１条  乙は、協定第４条により給水施設を使用する場合は、甲が別に定める取扱要綱に従い使用しな

ければならない。この場合において、乙は、水質の保全並びに給水施設及び給水施設内の器具等の維

持管理に支障を及ぼさないように努めなければならない。 

（災害訓練に使用する場合の手続） 

第２条  協定第４条ただし書による甲の承認手続等は、次の各号による。 

（１） 別記様式第１号に必要事項を記載し、災害訓練実施日の７日前までに東京都水道局中央支所

長（以下「支所長」という。）に届け出て、その承認を得ること。 

（２） 災害訓練が終了したときは、直ちにその旨を支所長に連絡すること。 

（責任者の選任） 

第３条  給水施設の適正な使用を図るため、乙は、給水施設の施設に係る責任者を選任し、別記様式第

２号により支所長に通知するものとする。これを変更する場合も同様とする。 

（資器材の搬入等） 

第４条  乙は、乙の資器材を給水施設内に搬入若しくは搬出しようとするとき、又は搬入した資器材を

点検しようとするときは、別記様式第３号により、支所長にあらかじめ届出を行い、その承認を得な

ければならない。 

（非常用備品等の補充） 

第５条  乙が、故意又は過失により、給水施設内に常備している甲が配備した非常用備品、工具その他

を使用、消耗又は破損したときは、乙の負担において補充しなければならない。 

（損害賠償） 

第６条  乙が、故意又は過失により、給水施設その他甲の管理に係る施設及び機器等に損害を与えた場

合は、乙がその責を負うものとする。 

（疑義等の解釈） 

第７条  この実施細目の解釈に疑義が生じたとき又はこの実施細目に定めのない事項は、甲乙協議の上

決定するものとする。 

（適用期日） 

第８条  この実施細目は平成 27 年８月１日から適用する。 

 

  甲と乙とは、上記実施細目締結の証として、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を

保有する。 

 

    平成２８年３月３１日 

 

                    甲    東京都水道局長 

 

                    乙    台 東 区 長        



資料第４４ 

194 

避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する覚書 

 

 

  東京都（以下、甲という。）と台東区（市・町）（以下「乙」という。）とは、次の条項により覚

書を締結する。 

 

（目的） 

第１条  この覚書は、災害発生時等におえる配水管及び給水管の洗浄排水作業並びに災害発生時

における応急給水活動を実施するために設置する設備（以下「応急給水栓」という。）の取扱い

について、設置、使用その他必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

（応急給水栓の構成及び設置場所） 

第２条  応急給水栓は、給水装置の一部として、配水管の取付口から量水器（水道メータ）まで

の間の給水管から分岐させた配管、止水栓及び排水栓で構成する。 

２ 応急給水栓は、避難所（二次避難所（福祉避難所）を除く。以下同じ。）の敷地内に設置する。 

（応急給水栓の設置に係る協議） 

第３条  甲乙は、協議の上、個別の応急給水栓の設置について、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

（１） 乙が避難所に指定しているもののうち応急給水栓を設置する避難所 

（２） 避難所の敷地内に応急給水栓を設置する工事（以下「設置工事」という。）の施行時期

及びその方法 

（３） 応急給水栓の設置位置 

２  甲乙は、乙が指定する避難所に応急給水栓が設置されるように誠実に協議する義務を負う。

ただし、甲乙は、個別の応急給水栓の設置に係る合意を成立させる義務は負わない。 

（設置工事の施行等） 

第４条  甲は、設置工事の施行し、及び設置工事に係る費用を全額負担し、並びに応急給水栓の

設置に必要な事務手続を行う。 

２ 乙は、設置工事に当たり、甲に当該避難所の敷地使用料を求めないものとする。 

３ 乙は、甲が設置工事を円滑に施行できるよう誠実に協力するものとする。 

４ 乙は、設置工事の施行に係る事故・トラブル等の責任に関して、明らかにその責めが乙に帰

する場合を除いて、負わないものとする。 

（応急給水栓の引渡し） 

第５条  応急給水栓は、設置工事の完了検査の合格により特定されたものとする。 

２  設置工事完了検査の合格後、甲乙は遅滞なく立ち会い、甲乙立会いの下で応急給水栓を甲か

ら乙へ無償で引き渡す。 

３ 前項の規定による引渡しをもって、応急給水栓の所有権は乙に帰属する。 

４ 甲は、応急給水栓のかし担保責任を負わない。ただし、甲がそのかしを知りながら乙に告げ

なかったときは、この限りではない。 
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５ 前項の規定にかかわらず、乙は、応急給水栓に隠れたかしを認めたときは、甲に対して、そ

の修補を求めることができる。ただし、甲が設置工事の請負者に対するかし修補請求権を持た

ないときは、この限りでない。 

６ 甲は、前項に規定する請求を受けたときは、遅滞なく当該応急給水栓の設置工事の請負者に

対して当該かしの修補を請求しなければならない。 

７ 甲は、請負工事の遅滞、災害等の不可抗力その他のやむを得ない事由により、第３条第１項

第２号の時期までに設置工事が終わらないと認められるときは、速やかに乙と協議を行い、新

たな期間を定めるものとする。 

（応急給水栓の維持管理） 

第６条  乙は、応急給水栓について、善良な管理者の注意をもって維持管理を行うものとする。 

２ 乙は、応急給水栓の使用に支障とならないよう、重量物を積載しないなど、応急給水栓の周

辺環境に注意を払うものとする。 

３ 乙は、老朽化等の理由により、応急給水栓の補修又は更新が必要であると判断したときは、

速やかに甲に通知するとともに、応急給水栓を補修し、又は更新するように努めるものとする。

この場合において、当該応急給水栓の補修又は更新に係る費用は乙が負担するものとする。 

４ 乙は、前項前段の応急給水栓の補修又は更新を完了したときは、甲にその旨を速やかに報告

するものとする。 

（応急給水栓の機能維持） 

第７条  乙は、応急給水栓の適正な機能維持のために、少なくとも年に１回は弁の開閉操作によ

る機能及び出水の確認を行うよう努めなければならない。ただし、乙は関係者（乙の申請に基

づき、甲が認めたものをいう。以下同じ。）に代行させることができる。 

２ 乙は、応急給水栓に異常を認めたときは、遅滞なく甲へ通知するとともに、補修又は更新を

行うように努めなければならない。なお、これに係る費用は乙が負担するものとする。 

３ 前条第４項の規定は、前項の場合に準用する。 

（不可抗力に伴う調整） 

第８条  引渡しの前に災害等の不可抗力により応急給水栓が滅失又は損傷したときは、甲乙は、

第３条から第３状から第５条まで規定する義務を再度負うものとする。 

２ 前項に規定する場合において、乙は甲に対してその滅失又は損傷に係る損害賠償を求めるこ

とはできない。 

（開栓器等の引渡し） 

第９条  応急給水栓の維持管理に必要な器具（以下「開栓器等」という。）は、次に掲げる器具等

とし、設置工事完了後、甲乙立会いの下で、甲から乙へ無償で引き渡す。 

（１） 開栓器 

（２） 蓋鍵 

（３） スタンドパイプ 

（４） 蛇口アダプター 

（５） 排水用ホース 

（６） ホーローカップ 

（７） 残留塩素キット 
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（８） 収納バッグ 

２ 前項に規定による引渡しをもって、開栓器等は乙の財産とする。 

３ 甲は、開栓器等を乙に引き渡した後は、当該開栓器等に隠れたかしがあったとしても、その

責めを負わないものとする。ただし、甲がそのかしを知りながら乙に告げなかったときは、こ

の限りではない。 

４ 乙は、第１項の規定による引渡しの後、開栓器等を善良な管理者の注意をもって管理するも

のとする。 

（操作方法及び機能維持の説明） 

第 10 条  甲は、前条第１項に規定する開栓器等の引渡し時に、乙に対し、応急給水栓及び開栓器

等（以下「応急給水栓等」という。）の操作方法及び機能維持の説明を行うものとする。 

（甲の応急給水栓の使用） 

第 11 条  甲は、甲が必要と認めた場合は、配水管等の洗浄排水作業及び応急給水栓の調査を行う

ために、応急給水栓を使用することができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定による応急給水栓の使用に当たり、無償で乙の敷地内に立ち入ることがで

きるものとする。 

３ 甲が乙の敷地内に立ち入るために必要となる手続きについては、別途協議して定めるものと

する。 

（乙の応急給水栓の使用） 

第 12 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、応急給水栓を使用することができるもの

とする。 

（１） 災害発生時において応急給水活動を行う場合 

（２） 応急給水栓の機能維持を行う場合 

２ 乙は、前項に規定する場合を除くほかは、応急給水栓を使用してはならない。 

３ 乙は、第１項の場合、関係者に応急給水栓を使用させることができるものとする。 

４ 乙は、関係者が前項の規定により応急給水栓を使用するときは、やむをえないときを除き、

これに立ち会わなければならない。 

５ 乙は、第１項第１号に規定する場合において、応急給水栓を使用しようとするときは、あら

かじめ配水管の通水状況を甲に確認しなければならない。 

（避難所の指定解除による応急給水栓の撤去） 

第 13 条 乙は、応急給水栓を設置した避難所について、避難所の指定を解除する場合は、遅滞な

く応急給水栓を撤去しなければならない。この場合において、撤去に要する費用は、所有者で

ある乙が全額負担する。 

２ 乙は、避難所の指定を解除したときは、甲に遅滞なく通知するものとする。 

３ 乙は、第１項に規定する場合を除き、応急給水栓の撤去をしてはならない。 

４ 乙は、当該応急給水栓の撤去により不要となる開栓器等について、乙の責任において適正に

処分するよう努めるものとする。 

（乙の理由による応急給水栓の移設） 

第 14 条 乙は、乙の理由により応急給水栓を移設する場合は、移設時期、移設場所その他の必要

な事項について、事前に甲に対し協議を行うこととする。この場合において、応急給水栓の移
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設に要する費用は、乙が全額負担するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による移設を完了したときは、遅滞なく甲に移設が完了したことを通知す

るものとする。 

３ 乙が、甲に無断で移設を行った場合は、甲乙にて協議を行うこととする。たあし、協議の結

果、再度移設が必要な場合は、乙が移設にかかる費用を全額負担するものとする。 

（覚書の解除） 

第 15 条 甲乙は、協議の上で、覚書を解除すること、応急給水栓の撤去をすること、および撤去

の費用を負担するものを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、不要となる開栓器等について、協議の上、甲乙は乙の責任において適

切に処分するものとする。 

（有効期間） 

第 16 条 この覚書は、締結日から１年間その効力を有する。 

２ 甲乙は乙のいずれかから、前項の期間満了の６か月前までに、甲乙は乙に書面による不更新

の意思表示がない場合には、この覚え書きは同一の条件で当該期間の満了の日の翌日から更に

１年間効力を有するものとし、その後も同様とする。 

３ 甲又は乙のいずれかが前項に定める不更新の意思表示をするには、何らの理由も要しない。 

４ 甲又は乙から第２項に定める不更新の意思表示があった場合には、前条の規定を準用する。 

（解釈に疑義を生じた場合等） 

第 17 条 この覚書の解釈について、疑義を生じたとき又はこの覚書に定めのない事項について定

める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（記載事項の変更） 

第 18 条 この覚書に定める事項を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとす

る。 

 

 

  この覚書締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

    平成２９年２月２７日 

 

            東京都新宿区二丁目８番１号 

                    甲  東京都 

             代表者 東京都公営企業管理者 

                 水道局長 

 

 

            東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                    乙  台東区 

                 台東区長
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消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 

 

 

 東京都（東京都水道局）（以下「甲」という。）と台東区（以下「乙」という。）とは、消火栓等

からの応急給水用資器材及び消火用資器材（以下「資器材」という。）の貸借並びに資器材を使用

した防災訓練並びに災害時における消火栓等からの応急給水及び初期消火活動（以下「応急給水

等」という。）の実施に関し、次の条項により覚書を締結する。 

  

（目的） 

第１条 この覚書は、避難所等又はその周辺の消火栓等を活用し、給水拠点での応急給水を補完す

る応急給水や初期消火活動を行うに当たり、甲と乙との間において資器材の貸借、防災訓練の実

施等について必要な事項を定めることにより、災害発生時において、乙が地域等の協力を得て、

速やかに応急給水等を実施することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この覚書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１） 避難所等 

地震等の自然災害による家屋の倒壊、焼失等により被害を受けた者又は現に被害を受け

るおそれのある者を一時的に受け入れ、保護するための場所及び大地震時等に発生する延

焼火災その他の危険から避難者の生命を保護するために必要な面積を有する避難場所を

いう。 

（２） 消火栓等 

消火活動に必要な水を供給するために配水管に設置された消火栓又は水質保全等を目的

として排水作業に使用するために配水管に設置された排水栓をいう。 

（資器材の貸与等） 

第３条  甲は、乙に対し、第５条に規定する基準を満たす場合において、次条第１項から第３項

までに規定する手続により（１）アからエまで及び（２）に掲げる資器材を貸与し、並びに（１）

オに掲げる資器材を譲渡するものとする。 

この場合において、譲渡する資器材の所有権は、引渡しと同時に甲から乙に移転するものと

し、甲は、当該資器材を乙に引き渡した後は、当該資器材に隠れたかしがあっても、その責め

を負わないものとする。 

（１） 応急給水用資器材 

路上の消火栓等に接続して応急給水を実施するため及び安全確保のための次に掲げる

器材 

ア 応急給水用仮設給水器材（スタンドパイプ、仮設給水栓セット及び接続ホース） 

イ ホース（２０ｍ×２本） 

ウ 差込式異径媒介金具（２個） 

エ 開栓器、鉄蓋開閉用バール、鉄蓋用蓋鍵及び鉄蓋転倒防止器具
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オ カラーコーン（４本）、コーンウエイト（４個）、コーンバー（４本）、残留塩素検査キ

ット、バケツ（２個）及びホーローカップ 

（２） 消火用資器材 

応急給水用資器材と併せて使用することにより初期消火活動に活用するための次に掲げ

る器材 

ア 管そう（噴霧ノズル一体型） 

イ ホース（２０ｍ×３本） 

２  甲は、乙に資器材を貸与及び譲渡する場合には、前項に規定する資器材を一組として、甲が

乙の希望を考慮して決定した組数を貸与及び譲渡するものとする。 

（資器材の貸借等の手続） 

第４条 乙は、甲から資器材を借り受けようとする場合には、甲が指定する申込書により、甲に

申し込むものとする。 

２  前項の場合において、乙は、甲から借り受けようとする資器材の保管場所として、安全かつ

継続的に資器材を保管することが可能な避難所、防災倉庫等を甲に届け出るものとする。 

３  甲は、第１項の規定により乙から資器材貸与の申込みがあった場合には、次条の基準に照ら

し、乙にその結果を通知するものとする。 

４ 乙は、第２項の規定により甲に届け出ている資器材の保管場所を変更しようとする場合には、

甲に対し、保管場所の変更を届け出るものとする。 

（資器材の貸与等の基準） 

第５条 甲が乙に資器材を貸与及び譲渡する場合の基準は、次のとおりとする。 

（１） 資器材の保管場所（倉庫等、風雨の影響を受けない施錠可能な場所）が確保されている

こと。 

（２） 資器材の保管場所ごとに年に１回以上応急給水等の訓練が行われること。この場合にお

いて、複数の保管場所での訓練を合同で一つの訓練として行ってもよいものとする。 

（資器材の配送及び受領） 

第６条 甲は、乙に資器材を貸与及び譲渡する場合には、乙が指定する納品場所に当該資器材を

一括して配送するものとし、配送に係る費用は甲が負担する。 

２  前項の規定により一括して配送された資器材の各保管場所への配布は、乙が行うものとする。 

３ 乙は、甲から資器材を受領した場合には、甲が別途指定する様式により、受領報告を行うも

のとする。 

（資器材の保管及び管理） 

第７条 乙は、甲から借り受け、及び譲り受けた資器材について、災害発生時及び訓練時におい

て直ちに使用することができるよう適切に保管及び管理を行うものとする。 

２ 乙が前項の規定による保管及び管理を怠ったことを起因として、紛失又は損傷した場合の修

繕又は交換に係る費用は乙が負担する。 

３ 乙は、年に１回、甲が求める時期に資器材の棚卸しを行い、甲が指定する様式をもって保管

状況の報告を行うこと。 
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（災害発生時の応急給水に使用する消火栓等の選定） 

第８条 甲は、乙が指定する災害発生時に応急給水を行う予定の場所において、応急給水に使用

する消火栓等を乙と協議の上選定し、乙に通知するものとする。 

２  乙は、災害発生時において消火栓等から応急給水を行う場合には、前項の規定により甲が通

知した消火栓等を使用するものとする。 

（区職員への訓練等） 

第９条 乙が次条第１項の規定により応急給水の訓練を実施するため、甲が必要と認める間、甲

は、乙の防災担当職員等に対し、消火栓等及び第３条第１項に規定する資器材を使用した応急

給水の訓練等を行うものとする。 

（消火栓等からの応急給水等の訓練の実施） 

第 10 条 乙は、自ら又は自治会、町会等が実施する防災訓練において、住民に対し、年に１回以

上栓等からの応急給水等の訓練を実施するものとする。 

２ 乙は、前項の訓練を実施しようとする場合には、あらかじめ甲と協議の上、甲に対し、必要

に応じて訓練への応援を要請することができるものとする。 

３ 乙は、第１項の規定により応急給水の訓練を実施する場合には、第８条第１項の規定により

甲が通知した消火栓等を使用するものとする。 

４  前項の規定にかかわらず、乙は、甲が通知した消火栓等以外の消火栓等を使用して応急給水

の訓練を実施しようとする場合には、別途甲と協議するものとする。 

（訓練参加者の損害に対する補償） 

第 11 条 乙が前条第１項の規定により訓練を行う場合において、当該訓練の実施中に、当該訓練

の参加者が負傷したときは、その補償に係る費用は、甲に責めのある場合を除き乙が負担する

ものとする。 

（消火栓等からの応急給水等の実施） 

第 12 条  乙は、災害発生時において、住民への速やかな応急給水を行うために必要があると認め

る場合には、水道管の通水状況等を甲に確認した上で、第８条第１項の規定により甲が通知し

た消火栓等を使用して応急給水を実施することができるものとする。ただし、当該消火栓等を

使用することができない場合には、乙は、甲と協議の上、避難所等又はその周辺の消火栓等の

うち使用可能な消火栓等を使用して応急給水を実施することができるものとする。 

２  乙は、初期消火活動を行う場合には、甲から借り受けた資器材及び使用可能な全ての消火栓

等を使用することができるものとする。 

（相互の連絡調整） 

第 13 条 甲及び乙は、必要に応じて連絡調整を行うものとする。 

（疑義等に関する協議） 

第 14 条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書の実施に際し疑義が生じた場合は、甲と乙とが

協議して決定するものとする。 

 

甲及び乙は、本覚書締結の証として本覚書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を

保管するものとする。 
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平成２５年７月１０日 

 

 

                  甲 東京都 

                     水 道 局 長   

 

 

                  乙 台東区 

                     台 東 区 長   
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災害時における米穀供給協力に関する協定書 

 

 

  台東区（以下「甲」という。）と東京都米穀小売商業組合台東支部（以下「乙」という。）は、

地域防災対策における民間協力の一環として、食糧の応急的な供給を必要とする災害が区内に発

生した際（以下「災害時」という。）に区民に対する米穀の確保と優先供給を図るため、次のとお

り協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条  この協定書は、台東区地域防災計画に基づき甲が行う米穀の供給活動に対する乙の協力

に関し、必要な事項を定める。 

（協力） 

第２条  乙は、災害時における区民の米穀の確保を図るため、この協定に基づき、甲の要請に対

し、協力するものとする。 

２  乙は、災害時における甲からの要請に備え、平常時から所属各組合員（以下「組合員」とい

う。）１店舗当り 270 ㎏、支部全体として最低 45,000 ㎏の精米をストックし、災害時には、甲

の要請に対し、優先的に供給するものとする。 

（調査） 

第３条  甲は、毎年３月及び９月に、第２条第２項に規定する精米のストック状況について調査

を行うことができる。 

２  乙は、甲が行う前項の調査に協力するものとし、必要に応じて「精米備蓄総量の報告書」を

甲に対して提出するものとする。 

（価格及び請求） 

第４条  災害時における精米の価格は、当該応急用の精米を必要とする災害が発生した直前の価

格（標準価格又は指導価格）による。 

２  乙は、第２条第１項の規定により、甲に応急用の精米を納入したときは、前項の規定の価格

により、甲にその代金を請求するものとする。 

３  乙は、甲の要請により、応急用の精米を輸送したときは、輸送に要した経費を、甲に請求す

ることができるものとする。 

（費用の支払） 

第５条  甲は、乙から前条２項及び３項の規定により請求があったときは、納入した米穀の代金

（災害が発生した前の標準価格又は指導価格による）及び所要経費を支払うものとする。 

２ 第２条に定める米穀の保管協力にかかる経費については別に定めるものとする。 

（従事者の災害補償） 

第６条  甲の要請に基づき、応急用の精米を輸送中に乙の組合員が負傷し若しくは、疾病にかか

り、又は死亡した場合は、災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にか

かる損害補償に関する条例（昭和 41 年台東区条例第 16 号）の規定に基づきこれを補償するも

のとする。
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（協力店の表示） 

第７条  甲は、乙の組合員の承諾を得て、各店舗に「台東区災害時食糧供給協力店」である旨の

表示を行うものとする。 

（協  議） 

第８条  この協定に定めのない事項およびこの協定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議のう

え決定するものとする。 

（有効期限） 

第９条  この協定の有効期限は、協定締結の日から平成 18 年３月 31 日までとする。 

    ただし、期限満了の日の３カ月前までに甲乙なんらの申し出がないときは、１年間延長され

たものとみなし、以降この例によるものとする。 

（雑則） 

第 10 条 昭和 55 年４月 26 日付「災害時における米穀供給協力に関する協定書」は、この協定日

をもって廃止する。 

 

  本協定締結の証として、協定書２通を作成し、双方記名捺印のうえ各１通を保有する。 

 

   平成１７年７月１日 

 

 

                            住  所    台東区東上野４－５－６ 

                      甲              台東区 

                            代表者    台 東 区 長       

 

 

                            住  所    台東区東浅草１－１８－８ 

                      乙              東京都米穀小売商業組合台東支部 

                            代表者    台 東 支 部 長       
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災害時における公衆浴場所有井戸の使用に関する協定 

 

 

災害時における公衆浴場所有井戸の使用に関し、東京都台東区を（以下「甲」という。）と東京都公

衆浴場業生活衛生同業組合台東支部（以下｢乙｣という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に乙の協力により、乙の組合員（以下「組合員」という。）が所有する井

戸を使用し、区民の飲料水及び生活用水を確保することを目的とする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害が発生し必要があると認めたときは、乙に対し組合員所有の井戸の使用を要請する

ものとする。 

２ 前項の要請は、文書により行う。ただし、文書により要請することができない緊急の場合は、口頭

により要請し、後日、文書により処理するものとする. 

（協力） 

第３条 乙は、甲から要請があったときは、組合員所有の井戸を使用し、井戸水を区民に提供する。 

（周 知） 

第４条 甲は、組合員所有の井戸について、区民に周知を図るものとする。 

（使用料） 

第５条 災害時における井戸使用にかかる費用は、甲の負担とする。 

（水質検査） 

第６条 甲は、必要に応じて井戸の水質検査を実施する。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義のある事項については、甲乙協議の上、

決定する。 

（有効期限） 

第８条 この協定の有効期限は、本協定締結の日から５年間とする。ただし、期間満了の日の３ヶ月前

までに甲乙双方から何らの申し出がない限り、さらに５年間延長するものとし、以後もこの例による。 

 

上記協定締結の証として、本協定を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成１３年３月２２日 

 

甲 東京都台東区 

代表者 東京都台東区長 

 

 

乙 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合台東支部 

代表者 台 東 支 部 長 
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災害時における石油類等の供給に関する協定書 

 

 

東京都台東区（以下「甲」という。）と東京都石油商業組合台東・墨田支部（台東上野ブロック・

台東浅草ブロック・台東蔵前ブロックを以下「乙」という。）は、区内に地震、風水害その他の大

規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急車両等の燃料及び区民の生活

を確保するため、石油類等の供給に関する協定を次のとおり締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲は、東京都台東区地域防災計画に基づき、甲が実施する石油類の確保に対して、乙の

協力得て対処する。 

（協力） 

第２条 乙は、甲が実施する石油類の確保について、甲から協力の要請があったときは、優先的

に協力する。 

（要請） 

第３条 甲は、区内に災害が発生し、又は、発生するおそれがある場合において、石油類等の供

給を必要とするときは、乙に対してその旨を要請する。 

２ 前項に規定する要請を行うにあたっては、品名、数量、供給場所その他必要な事項を示すも

のとする。 

（石油類等） 

第４条 前条の規定により、乙が甲に供給する石油類等については、次に掲げるものとする。 

（１） ガソリン 

(２)  軽油 

(３)  灯油 

(４)  その他石油製品 

(５)  石油類等の供給に伴う役務の提供 

（業務） 

第５条 乙は、甲の要請があったときは、これに応じて要請のあった石油類等を速やかに供給す

るものとする。 

２ 乙は、甲の指定する車両等が乙に属する給油所に燃料の供給を求めたときは、これを供給す

るものとする。 

３ 乙は、甲の要請があったときは、甲が指定する場所へ石油類等を納入するものとする。ただ

し、事情により、納入ができない場合は、甲へ連絡するものとする。 

（代金請求） 

第６条 乙は、業務の終了後、甲に対して所要経費を請求する。 

２ 甲は、前項の規定に基づき、乙から所要経費の請求があったときは、速やかに支払うものと

する。
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（協定価格） 

第７条 乙が供給する石油類の価格については、当該災害発生の直前の小売価格とする。 

（従事者の災害補償） 

第８条 甲は、第５条に規定する業務に従事した者が、本業務において負傷し、若しくは疾病に

かかり、又は死亡した場合は、「東京都台東区災害に際し応急業務に従事したもの及び水防に従

事した者に係る損害補償に関する条例」に基づき、これを補償する。 

（細則） 

第９条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第 10 条 この協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（協定期間） 

第 11 条 この協定の期間は、本協定締結の日から５年間とする。ただし、期間満了の日の３箇月

前までに、甲乙からなんらかの申し出がないときは、さらに５年間延長されたものとみなし、

以後はこの例によるものとする。 

（雑則） 

この協定は、平成１４年４月３日から適用する。 

 

上記協定締結の証として、本書４通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

平成１４年４月３日 

 

甲 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

東京都台東区長 

 

乙 東京都石油商業組合・台東墨田支部 

台東上野ブロック代表 

東京都台東区台東二丁目２８番３号 

代 表 

 

東京都石油商業組合・台東墨田支部 

台東浅草ブロック代表 

東京都台東区浅草六丁目４７番８号 

代 表 

 

東京都石油商業組合・台東墨田支部 

台東蔵前ブロック代表 

東京都台東区小島一丁目１８番８号 

代 表 



資料第４９ 
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災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定 

 

 

（趣旨） 

第１条  この協定は、災害時に、台東区長（以下「甲」という。）が、社団法人東京都トラック協

会台東支部長（以下「乙」という。）に対し、緊急輸送業務（以下「業務」という。）に関する

協力を求めるときの手続き等を定めるものとする。 

（協力の要請等） 

第２条  甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、台東区のみでは十分な

業務を実施することができない場合、乙に対し、業務の実施を要請することができる。 

２  前項の規定による協力の要請は、災害の実情に応じて、業務の内容、日時、場所を指定して、

文書又は電話により、必要な車種、車両数及び運転者の提供を求めるものとする。 

（業務の実施） 

第３条  乙は、甲から協力の要請があったときは、可能な限り車両を調達し、その要請に応じる

ものとする。 

（費用負担） 

第４条  この協定により、乙が実施する業務に要した次の各号に掲げる費用は、甲の負担とする。 

（１） 車両等の運賃及び料金    

(２)  業務の実施にかかる高速道路等有料道路の通行料金及び有料駐車場の使用料金 

(３)  その他、甲が負担すべき費用 

（運賃及び料金） 

第５条  前条第１号に掲げる乙が提供した車両等の運賃及び料金は、「東京陸運局認可貨物自動

車運送業運賃料金表」の時間制運賃率を準用する。 

（費用の請求） 

第６条  乙は、業務が終了した後、速やかに甲に報告し、業務に要した費用を請求する。 

２  甲は、前項による乙の請求があったときは、その内容を確認のうえ支払うこととする。 

（賠償） 

第７条  甲は、甲の責に帰する事由により業務に従事する車両等に損害を与え、又は滅失したと

きは、乙に対して、その損害を賠償するものとする。 

２  乙は、業務の実施中に乙の責に帰する事由により他人に損害を与えた場合、すみやかに甲に      

報告し、その賠償の責を負うものとする。 

（損害補償） 

第８条  甲は、この協定に基づく業務に従事した者が、業務の実施中に負傷し、疾病にかかり又

は死亡した場合は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる

損害補償に関する条例」（昭和 41 年７月台東区条例第 16 号）の例により、その損害を補償する

ものとする。 

（提供可能車両等の報告） 

第９条  乙は、毎年４月に災害時に提供可能な車両の台数について、甲に報告するものとする。 
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（協定期間） 

第 10 条  この協定の有効期間は、本協定締結の日から５年間とする。ただし、期間満了の日の３

箇月前までに、甲、乙からなんらの申し出がないときは、さらに５年間延長されたものとみな

し、以後はこの例によるものとする。 

（協議） 

第 11 条  この協定に定めのない事項及び解釈に疑義のある事項については、甲、乙協議して定め

るものとする。 

 

    上記協定締結の証として、本協定を２通作成し、甲乙の記名押印のうえ、それぞれ１通を保

有する。 

 

    平成１１年３月１７日 

 

 

                                   甲  東京都台東区長 

 

 

                                   乙  社団法人東京都トラック協会台東支部 

                                       支    部    長 

 

 



資料第５０ 
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災害時における軽自動車緊急輸送業務に関する協定書 

 

 

  台東区（以下「甲」という。）と赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城東支部（以下「乙」という。）

は、地域防災対策における民間協力の一環として、災害時における緊急輸送業務（以下「業務」

という。）について、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、台東区地域防災計画に基づき、台東区内に地震災害、風水害、その他の災

害が発生し、又は発生するおそれのある場合（以下「災害の状況」という。）において、乙の保

有する軽自動車（運転手を含む。以下「車両等」という。）の災害時緊急輸送業務への協力に関

し、必要な事項を定め、災害応急対策業務の円滑な実施を目的とする。 

（協力の要請） 

第２条  甲は、災害の状況に応じて、乙に対し、災害時緊急輸送業務への協力を要請する。 

２  甲は、前項の要請に際しては、文書により、業務の内容、日時、場所を指定して、乙に対し

て協力を求めるものとする。ただし、緊急時においては、電話等により、要請することができ

るものとし、後日、文書により手続きを行うものとする。 

（車両等の出動） 

第３条 乙は、前条の規定に基づく要請があった場合は、可能な限り車両等を出動し、その要請

に応じるものとする。 

２ 乙が出動させた車両等が、故障その他の理由により運行を中断した時は、乙は、速やかに当

該車両等を交替して、業務を継続するものとする。 

（業務の内容） 

第４条 甲は、次に掲げる事項について、乙の協力を要請するものとする。 

（１） 救助物資等物資輸送に関すること。 

（２） 災害対策要員輸送に関すること。 

（３） その他甲が必要と認める災害応急対策業務に関すること。 

（業務の実施及び報告） 

第５条  乙は、前条に規定する業務を行う場合は、甲の指示に従うものとする。 

２ 乙は、業務が終了したときは、速やかに、その内容を甲に報告するものとする。 

（費用の負担） 

第６条  この協定により、乙が実施する業務に要した次の各号に掲げる費用は、甲の負担とする。 

（１） 乙が実施した業務にかかる運賃料金 

（２） 乙が実施した業務にかかる高速道路等有料道路の通行料金及び有料駐車場の使用料金 

（３） その他、甲が負担すべき費用 

２ 前項第１号の規定による運賃料金は、災害の発生直前に適用されていた「赤帽運賃料金」の

時間制運賃料金を準用するものとする。

３ 乙は、前項に規定された「赤帽運賃料金」について変更があった際は、速やかに甲に報告す

るものとする。（費用の請求） 
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第７条  乙は、業務が終了した後、速やかに、業務に要した費用を甲に請求する。 

２ 甲は、前項による乙の請求があったときは、その内容を確認のうえ支払うこととする。 

（賠償） 

第８条 甲は、甲の責に帰する事由により業務に従事する乙の車両等に損害を与え、又は滅失した

ときは、乙に対して、その損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、業務の実施中に乙の責に帰する事由により他人に損害を与えた場合、速やかに甲に報

告し、その賠償の責を負うものとする。 

（損害補償） 

第９条 甲は、この協定に基づく業務に従事した者が、業務の実施中に死亡し、負傷し、若しく

は疾病にかかった場合または防災業務に従事したことによる負傷若しくは疾病によ

り死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、「災害に際し応急措置の業務に従事し

た者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例」（昭和 41 年７月台東区条例第 16

号）の規定に基づき、その損害を補償するものとする。 

（資料提供及び車両数等の報告） 

第１０条  甲は、乙に対して備蓄倉庫の所在等防災関係資料を提出するものとする。 

２ 乙は、毎年４月に車両保有台数及び災害時に供給可能な車両の台数について、甲に報告する

ものとする。 

（協定期間） 

第１１条  この協定の期間は、協定締結の日から平成 18 年３月 31 日までとする。ただし、期間満

了の日の３箇月前までに、甲又は乙からなんらの申し出がないときは、さらに１年間延長され

たものとみなし、以後はこの例によるものとする。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項及び解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するも

のとする。 

 

  本協定締結の証として、協定書２通を作成し、甲乙双方の記名捺印のうえ各１通を保有する。 

 

平成１７年９月８日 

 

                            住  所    東京都台東区東上野４－５－６ 

                      甲              台東区 

                            代表者    台 東 区 長       

 

                            住  所    東京都江東区新木場１－１１－１４ 

                      乙              赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城東支部 

                            代表者    支 部 長 
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災害時における台東区と郵便事業株式会社との相互協力に関する覚書 

 

 

  東京都台東区（以下「甲」という。）と郵便事業株式会社上野支店及び浅草支店（以下「乙」と

いう。）は、台東区内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必

要な対応を円滑に遂行するために、次の覚書を締結する。 

 

（用語の定義） 

第１条  この覚書において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に定める被害をいう。 

（協力要請） 

第２条  この覚書に基づき、甲又は乙が相手方に要請できる内容は、次の各号に掲げる事項とす

る。 

（１） 甲が、乙の所有する車両を緊急連絡用車両等として使用すること。 

（２） 甲が、乙の所有し、又は管理する施設及び用地を避難所、物資集積場所等として一時的

に使用すること。 

(３)  乙が、甲の所有し、又は管理する施設、用地、資材等を救援荷物の区分、保管及び通信

手段の確保のため一時的に使用すること。 

(４)  避難所等に臨時の郵便差出箱を設置すること。 

(５)  被災区民の避難先及び被災状況の情報を相互に提供すること。 

(６)  その他前各号に定めのない事項で、協力できること。 

（協力の実施） 

第３条  甲及び乙は、前条の規定による要請を受けた時は、その緊急性に鑑み、可能な範囲内に

おいて、これに協力するものとする。 

（経費の負担） 

第４条  第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他

に別段の定めがあるものを除くほか、要請した者が適正な方法により算出した金額を負担する。 

２  前項の負担につき疑義が生じたときは、甲乙両者が協議し、負担すべき額を決定する。 

（防災会議への参加） 

第５条  台東区防災会議に区内郵便事業会社の代表として上野支店長が参加する。 

（災害情報連絡体制の整備） 

第６条  甲及び乙は安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとす

る。 

（情報の交換） 

第７条  甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関して、原則として毎年１回情報

の交換を行う。 

（連絡責任者） 

第８条  この覚書に関する連絡責任者は、甲においては台東区総務部危機・災害対策課長、乙に

おいては上野支店総務課長とする。
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（協議） 

第９条  この覚書に定めのない事項、及びこの覚書に関し疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議

して決定する。 

 

  この覚書の締結を証するため、この書面３通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ、各

自その一通を保有する。 

 

 

    平成２０年６月１０日 

 

 

                        甲      東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                                東 京 都 台 東 区  台 東 区 長 

 

 

                        乙      東京都台東区下谷一丁目５番１２号 

                                郵便事業株式会社 上野支店長 

 

 

                                東京都台東区西浅草一丁目１番１号 

                                郵便事業株式会社 浅草支店長 
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区有施設の応急措置に関する協定書 

  

 

東京都台東区（以下「甲」という。）と台東建設防災協力会、台東区電設防災協力会、台東区機械設

備防災協力会及び一般社団法人台東区建築設計事務所協会防災協力会（以下これらを「乙」という。）

は、区内の区有施設が不測の事故等により、施設運用上支障をきたす状態等が生じた場合（以下「非

常時」という。）の応急措置について、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（出動要請） 

第１条 甲は、非常時において区有施設の応急措置に対応するため、乙に対して出動を要請すること

ができる。 

（応急措置） 

第２条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、直ちに乙の会員を出動させ当該施設の応急措

置を行う。 

（協議等） 

第３条 乙は、前条の応急措置を行うときは、事前に甲と協議し、その指示に従わなければならない。

ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前条の応急措置が終了したときは、その実施内容を直ちに甲に報告するものとする。 

（経費） 

第４条 甲は、乙に対し、第１条の規定により出動を要請した場合又は第２条の応急措置を行った場

合は、当該出動又は措置に要した経費を負担する。 

２ 甲が前項の規定により負担する経費は、原則として、甲が算出した金額を基準とする。 

（協議） 

第５条 本協定の解釈に疑義が生じたとき又は定めのない事項については、その都度甲乙協議して定

めるものとする。 

（協定期間） 

第６条 本協定の有効期間は、締結の日から令和２年３月 31 日までとする。ただし、期間満了日の１

月前までに甲又は乙から協定解除の申し出がない場合は、１年間延長するものとみなし、以後この

例によるものとする。 

（その他） 

第７条 本協定の締結により、平成 23 年６月６日付で締結した区有施設の応急措置に関する協定書

（以下「旧協定書」という。）で、旧協定書第６条の規定により延長するものとみなされていたもの

は、その効力を失う。 

 

 本協定を証するため、本書を５通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各１通を保有するものとする。 
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 令和元年８月１日 

 

 

       甲 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

          東京都台東区 

           代表者  東京都台東区長   

 

 

       乙 東京都台東区西浅草三丁目１３番８号 

          台東建設防災協力会 

           代表者  会 長       

 

 

       乙 東京都台東区松が谷二丁目２７番１０号 

          台東区電設防災協力会 

           代表者  会 長       

 

 

       乙 東京都台東区寿一丁目１９番９号 

          台東区機械設備防災協力会       

           代表者  会 長       

 

 

       乙 東京都台東区北上野一丁目１１番９－４０２号 

          一般社団法人台東区建築設計事務所協会防災協力会 

           代表者  会 長       
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①東京都印刷工業組合 

 

災害時における応急対策活動支援に関する協定書 

 

 

 東京都台東区（以下「甲」という。）と東京都印刷工業組合上野支部及び浅草支部（以下「乙」

という。）との間において、（東京都台東区地域防災計画）に基づき、災害時における民間協力の

一環として、台東区内に災害が発生した場合において、応急対策活動のための、フォークリフト

等、作業資機材、操作員等（以下「作業用資機材等」という。）を確保するため、次のとおり協定

を締結する。 

 

（協力要請） 

第１条 東京都台東区（以下「甲」という。）は、災害が発生し甲のみでは十分な応急措置を実施

することができない場合において、乙に対し、災害応急対策業務に関する協力を要請すること

ができる。 

（要請手続） 

第２条 甲は、乙に作業用資機材等の提供を要請するときは、日時、場所等の必要な事項を指示

するものとする。 

（協力内容） 

第３条 乙の行う協力は、災害時における建築物その他の工作物の崩壊等に伴う緊急人命 

救助活動のための障害物の除去作業並びに救援物資、調達物資等の運搬作業（以下 

「業務」という。）とする。 

（業務） 

第４条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し作業用資機材等を提

供し、業務を行うものとする。 

（業務完了報告） 

第５条 乙は、業務が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。 

（実費の請求及び支払） 

第６条 乙は、甲の出動要請により要した業務実費を甲に請求し、甲は、請求内容を精査して、

速やかにその費用を支払うものとする。 

（災害補償） 

第７条 甲は、第４条に規定する業務に従事した者が、本業務において死亡し、若しくは疾病に

かかり、又は障害の状態となった場合は、災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に

従事した者にかかる損害補償に関する条例に基づき、これを補償するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、 

甲乙が協議の上決定するものとする。 
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上記協定の証として、本協定書三通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

 

平成１５年 ３ 月２０日 

 

 

（甲） 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

東 京 都 台 東 区 

台 東 区 長 

 

 

（乙） 東京都台東区北上野二丁目６番１５号 

東京都印刷工業組合上野支部 

支 部 長 

 

 

東京都台東区蔵前四丁目２７番４号 

東京都印刷工業組合浅草支部 

支 部 長 
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②東京都製本工業組合 

 

災害時における応急対策活動支援に関する協定書 

 

 

 東京都台東区（以下「甲」という。）と東京都製本工業組合下谷支部（以下「乙」という。）と

の間において、（東京都台東区地域防災計画）に基づき、災害時における民間協力の一環として、

台東区内に災害が発生した場合において、応急対策活動のための、フォークリフト等、作業資機

材、操作員等（以下「作業用資機材等」という。）を確保するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力要請） 

第１条 東京都台東区（以下「甲」という。）は、災害が発生し甲のみでは十分な応急措置を実施

することができない場合において、乙に対し、災害応急対策業務に関する協力を要請すること

ができる。 

（要請手続） 

第２条 甲は、乙に作業用資機材等の提供を要請するときは、日時、場所等の必要な事項を指示

するものとする。 

（協力内容） 

第３条 乙の行う協力は、災害時における建築物その他の工作物の崩壊等に伴う緊急人命救助活

動のための障害物の除去作業並びに救援物資、調達物資等の運搬作業（以下「業務」という。）

とする。 

（業務） 

第４条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し作業用資機材等を提

供し、業務を行うものとする。 

（業務完了報告） 

第５条 乙は、業務が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。 

（実費の請求及び支払） 

第６条 乙は、甲の出動要請により要した業務実費を甲に請求し、甲は、請求内容を精査して、

速やかにその費用を支払うものとする。 

（災害補償） 

第７条 甲は、第４条に規定する業務に従事した者が、本業務において死亡し、若しくは疾病に

かかり、又は障害の状態となった場合は、災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に

従事した者にかかる損害補償に関する条例に基づき、これを補償するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙が協

議の上決定するものとする。 
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上記協定の証として、本協定書二通を作成し、甲乙記名押印の上各一通を保有する。 

 

 

平成１５年 ３ 月２８日 

 

 

（甲） 東 京 都 台 東 区 

台 東 区 長 

 

 

（乙） 東京都製本工業組合下谷支部 

支 部 長 
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災害時における車両等障害物除去に関する協定 

 
 
 東京都台東区（以下「甲」という。）と東京都自動車整備振興会台東支部（以下「乙」という。）

とは、大地震等の災害時における車両等障害物除去に関し、次の協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、台東区内に大規模な地震災害、風水害、その他の災害（以下「災害」とい

う。）が発生し、または発生する恐れのある場合において、乙の協力により、緊急車両等の通行

の妨げになる道路上の車両等障害物を除去（以下「業務」という。）し、甲が実施する道路啓開

に資することを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生したときまたは発生の恐れのある場合、乙に対し、災害の状況に応じ

て、業務内容、日時及び場所を指定して業務への協力を要請するものとする。ただし、乙は、

災害の状況により業務が緊急を要すると判断した場合は、甲と密接な連絡をとりながら直ちに

出動し、その業務に従事することができる。 

（業務の実施） 

第３条 乙は、前条の規定による要請を受けた時は、甲が指定した場所に直ちに出動し、業務を

実施するものとする。 

（報告） 

第４条 乙は、業務が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。 

（費用の請求及び支払い） 

第５条 乙は、業務終了後、甲の指定する様式により当該業務に要した費用を甲に請求するもの

とする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認し、速やかにその費用を乙に支払うものとす

る。 

（損害の負担） 

第６条 業務の実施に伴い、乙に損害が生じた場合、その賠償の責については、甲乙協議して定

める。 

（従事者の災害補償） 

第７条 甲の要請に基づき、乙の会員が業務に従事したことにより、死亡し、負傷し、若しくは

疾病にかかり、又は障害の状態になったときは、「東京都台東区災害に際し応急措置の業務に従

事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例（昭和 41 年７月台東区条例第

16 号）」に基づき、これを補償する。 

（看板の表示） 

第８条 甲は、乙の会員の承諾を得て、各店頭等に「台東区災害時車両等障害物除去業務協力店」

の看板を掲示することとする。 
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（協定の期間） 

第９条 この協定の期間は、協定締結の日より平成 29 年３月 31 日までとする。但し、期間満了

の日の１箇月前までに、甲又は乙から何らかの申し出がないときは、更に１年間延長するもの

とし、以後はこの例によるものとする。 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙が協

議の上決定するものとする。 

 

 上記協定締結の証として、本書２通作成し、双方記名押印の上各１通を保管する。 

 

 平成２８年６月１０日 

 

 

             東京都台東区東上野四丁目５番６号 

甲 東 京 都 台 東 区 

台 東 区 長    

 

   

東京都台東区蔵前四丁目１３番４号２０４号室 

乙 一般社団法人東京都自動車整備振興会台東支部 

             支  部  長    
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災害時における道路応急対策業務に関する協定書 

 

 

  台東区（以下「甲」という。）は、台東土木防災協力会（以下「乙」という。なお、乙の構成員

団体は別紙一覧表のとおり。）との間において、地域防災対策における民間協力の一環として、災

害時における道路の緊急点検及び破損箇所の応急措置並びに道路上の障害物の除去の業務を実施

するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（業務の内容） 

第１条  甲が乙に要請する業務は、道路の緊急点検及び破損箇所の応急措置並びに道路上の障害

物の除去 （以下「業務」という。）とする。 

（建設資機材等の報告） 

第２条  乙は、乙が保有する災害時に可動可能な建設資機材及び労力（以下「建設資機材等」と

いう。）を把握し、あらかじめ甲に報告するものとする。 

２  前項の建設資機材等に著しい変化があったとき又は甲の要求があったときは、乙は保有状況

を速やかに甲に報告するものとする。 

（出動の要請） 

第３条  甲は乙に対し、業務を実施する区間（以下「業務実施区間」という。）の具体的な災害状

況に応じて、日時を指定し、建設資機材等の出動を文書又は電話等の方法により要請するもの

とする。 

２  甲は、前項の出動要請が不可能なときは、乙に対し公共放送等により出動を要請するものと

する。 

３  乙は、23 区における気象庁発表の震度が６弱以上の地震が発生した場合は、甲からの要請が

あったものとみなし、自主的に出動するものとする。 

（業務の実施） 

第４条  乙は、前条に基づく出動要請があったときは、建設資機材等を業務実施区間に出動させ、

業務を実施するものとする。 

２  乙は、出動後直ちに現場責任者、出動時間及び建設資機材等を、甲に報告しなければならな

い。 

（業務の指示） 

第５条  業務の指示は、甲が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。 

２  乙が第３条第３項の規定により出動したときは、東京都の定める「緊急道路障害物除去（啓

開）作業マニュアル」を準用し、業務実施区間の被害状況を把握し、応急対策業務を実施する

ものとする。 

（業務の完了） 

第６条  乙は、業務が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。 

（実費の請求及び支払） 

第７条  乙は、業務の完了後、甲の指示する様式により当該業務に要した実費を甲に請求するも

のとする。
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２  甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとす

る。 

（損害の負担） 

第８条  業務の実施に伴う損害が生じたときは、その損害の賠償の責について、甲乙協議して定

める。 

（従事者の災害補償） 

第９条 甲は乙の業務従事者が、その業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡し

た場合は、災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に

関する条例（昭和 41 年７月台東区条例第 16 号）に基づき、これを補償する。 

（協  議） 

第 10 条 この協定の解釈に疑議を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都

度、甲乙協議して定めるものとする。 

（雑  則） 

第 11 条 平成 21 年３月２日付「災害時における道路応急対策業務に関する協定書」は、この協

定日をもって廃止する。 

 

  この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙双方が各１通を保有する。 

 

平成２７年４月３０日 

 

 

                                    甲    東京都台東区長 

                        

 

                                    乙    台東土木防災協力会会長 
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災害時における街路樹及び公園・児童遊園等の応急対策業務に関する協定 

 

 

東京都台東区（以下｢甲｣という。）と台東区造園建設業防災協力会（以下｢乙｣という。）は、地

震災害や風水害等の災害時における応急対策業務（以下｢業務｣という。）に関し、次のとおり協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が行う業務に関し、乙の協力を得るための必要な事項を定めるものとす

る。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が区内に発生した場合又は発生するおそれがある場合は、乙に対し業務の遂

行に必要な人員、資機材等（以下これらを｢資機材等｣という。）の提供及び業務への従事を要請

することができる。 

（資機材等の提供） 

第３条 乙は、前条の規定による資機材等の提供要請を受けたときは、特別な理由がない限り、

甲に対し業務の遂行に必要な資機材等を提供する。 

（活動業務） 

第４条 乙は、第２条の規定による業務への従事の要請を受けたときは、次の業務を行う。 

（１） 街路樹及び公園・児童遊園等の緊急点検及び危険箇所の保安対策に関すること。 

(２)  道路啓開のため障害となる街路樹の除去に関すること。 

(３)  公園・児童遊園等の応急復旧に関すること。 

(４)  その他、甲が必要と認める応急対策業務に関すること。 

（費用負担） 

第５条 甲は、乙が業務を遂行したときは、資機材等の提供に要した費用及び作業に要した費用

を負担するものとする。 

（費用の請求） 

第６条 乙は、業務終了後、実施内容を甲に報告し、確認を受けてから前条の費用を甲に請求す

る。 

（従事者の損害賠償） 

第７条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、災害に際し応急措置の業務

に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例（昭和 41 年７月台東区条例

第 16 号）の規定によるものとする。 

（告） 

第８条 乙は、乙を構成する会社名、災害時において甲の要請により出動できる人員数及び提供

できる資機材等の状況並びに連絡体制を、毎年１回甲に報告する。ただし、報告した内容に変

更が生じたときは、その都度、甲に報告するものとする。
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（協議） 

第９条 この協定の解釈に疑義を生じたとき又はこの協定に定めがない事項については、その都

度、甲乙協議をして定めるものとする。 

（協定期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年３月 31 日までとする。ただし、期

間満了の日の３か月前までに甲乙のいずれからもなんらの申出がないときは、１年間延長され

たものとみなし、以後この例によるものとする。 

 

この協定締結の証として、協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各々１通を保有する。 

 

平成２６年４月１７日 

 

 

 

甲   東京都台東区東上野四丁目５番６号 

東京都台東区 

代表者  東京都台東区長 

 

 

乙   東京都台東区竜泉１－２６－８ 

    (有)蓮や鈴木造園内 

台東区造園建設業防災協力会 

代表幹事 有限会社 蓮や鈴木造園 

代表取締役  
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災害時等における放送等に関する協定 

 

 

東京都台東区(以下｢甲｣という。）と、株式会社ジェイコム東京(以下｢乙｣という。）は、次のと

おり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、台東区の区域内で災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に

規定する災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合及び広く区民に注意を喚起する必

要がある場合その他区民の生命、身体又は財産を保護するため必要な場合（以下「災害時等」

という。） において、区民に迅速かつ正確な災害情報等を伝達するための放送等について、必

要事項を定めるものとする。 

（災害情報等の提供及び要請） 

第２条 災害時等において、甲は乙に対して災害情報等を提供し、放送を要請することができる。 

（要請の手続き） 

第３条 甲が前条の要請を行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書を乙の委託事業者

である株式会社ジュピターテレコム関東メディアセンターに送付するものとする。 

（１） 放送要請の理由 

（２） 要請する放送の内容 

（３） 希望する放送の日時 

（４） その他必要な事項 

２ 要請は災害情報放送要請書（別記様式）により、電子メール及びファクシミリを用いて行う。

ただし、これによりがたい場合は、口頭、電話等にて要請し、その後速やかに甲は文書を送付

するものとする。 

（災害情報等の放送） 

第４条 乙は、第２条に規定する要請を受けたときは、甲から依頼された事項に関して、放送の

形式、内容及び時刻をその都度決定し、可能な限り放送するものとする。 

（災害情報等の活用） 

第５条 甲がインターネット、広報紙等で発信済の情報及び第２条の規定により乙に提供した情

報について、緊急性の如何に関わらず、乙は自ら運営する放送、インターネット等を通じて発

信できるものとする。 

（協力体制の整備） 

第６条 災害時等における協力体制を整備するため、甲及び乙は防災計画の状況、協力要請事項

等について必要に応じて情報の交換を行うものとする。 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、締結日から１年間とする。ただし､期間満了の日の３ケ月前までに

甲乙いずれからも申し出がないときは、さらに１年間延長するものとし、以後も同様とする。 
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（協議） 

第８条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定す

る。 

（その他） 

第９条 本協定締結により、平成18年７月19日締結の「災害情報等の有線テレビ放送に関する協

定書」は、その効力を失うものとする。 

 

本協定書は、２通作成し甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成２５年６月２１日 

 

 

甲 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

東京都台東区長   

 

 

乙 東京都練馬区高野台五丁目２２番１号 

株式会社ジェイコム東京 

代表取締役社長   
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非常通信の運用に関する協定書 

 

 

台東区（以下「甲」という。）及び東京消防庁上野消防署（以下「乙」という。）は、東京都地

域防災計画に定める非常無線通信の利用（電波法第 52 条第４号に定める非常通信）に基づく通信

及びその他非常時において用いられる必要な通信（以下、「非常通信」という。）の円滑な運用を

図るため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定書は、甲が非常通信を行う場合において、乙に協力を要請するときに必要な事

項について定める。 

（非常通信の扱い） 

第２条 甲は、甲の有する施設内において東京都防災行政無線が使用不能となった場合、乙に協

力を要請することにより非常通信を行うことができる。 

２ 前項により、甲が乙に協力を要請したときは、乙は自らの専従職務に支障のない範囲で甲が

行う非常通信に協力する。 

（伝達の手段） 

第３条 非常通信は、乙の有する消防電話用通信設備のうち電話またはファクシミリによるもの

とする。 

（伝達の方法） 

第４条 非常通信は、甲が自らの非常通信文を乙が通信設備を有するところに持参し、乙の有す

る通信設備を使用して非常通信文を送信するものとする。 

２ 前項により甲が乙の設備を使用して行う非常通信に対して、乙は出来る限り協力する。 

３ 乙の有する通信設備において甲を受取り手とする非常通信文を受信した場合には、原則とし

て甲が自ら受領し持ち帰るものとする。 

（非常通信の受付） 

第５条 甲と乙とは、甲が非常通信の協力を要請する乙の受付をあらかじめ確認しておく。 

（身分の確認） 

第６条 甲は、非常通信のために乙の施設へ立ち入るときは、身分が確認できるものを持参し、

乙の職員から提示を求められたときには速やかに提示する。 

（費用負担） 

第７条 甲が乙の通信設備を使用して行う非常通信に係る費用は無償とする。 

（訓練） 

第８条 甲が非常通信訓練を実施するときは、乙はそれに協力する

（疑義の決定方法） 

第９条 この協定書の各条項について疑義が生じたとき及びこの協定書に定めのない事項につい

ては、その都度甲乙で協議する。 
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（有効期間） 

第 10 条 この協定書の有効期間は、締結の日から平成 21 年３月 31 日までとする。なお、期間満

了の日の３か月前までに甲乙いずれからもなんら申出がないときは、この協定書は更に１年間

延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

上記協定締結の証として、本書を２通作成し、双方記名押印の上各１通を保管する。 

 

平成２０年３月２７日 

 

 

 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

甲 東京都台東区 

  台 東 区 長 

 

 

 東京都台東区東上野五丁目２番９号 

乙 東京消防庁上野消防署 

  上野消防署長 
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災害時の情報交換に関する協定 

 

 

 国土交通省関東地方整備局（以下「甲」という。）と、東京都台東区（以下「乙」という。）は、

災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、台東区内において、災害が発生又は、災害が発生するおそれがある場合に

おいて、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等（以下「情報交換」という。）について定め、

もって、適切迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。 

（情報交換の開始時期） 

第２条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 

(１) 台東区内で重大な被害が発生したとき又は発生するおそれがあるとき。 

(２) 台東区災害対策本部が設置されたとき。 

(３) その他甲又は乙が情報交換が必要と判断したとき。 

（情報交換の内容） 

第３条  甲及び乙の、情報交換の内容は次のとおりとする。 

(１) 人的及び物的等の被害状況に関すること。 

(２) 公共土木施設（道路、河川、都市施設等）の被害状況に関すること。 

(３) その他甲又は乙が必要な事項 

（情報連絡員（リエゾン）の派遣） 

第４条 第２条各号のいずれかに該当し、かつ、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した

場合には、甲は、乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し、情報交換を行うものとする。 

２ 甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にし、情報連絡員（リエゾン）の派遣に関して事前に調

整を図るものとする。 

（協力） 

第５条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協 

力するものとする。 

（協議） 

第６条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協

議のうえ、これを定めるものとする。 

 

 本協定は、２通作成し、甲乙押印のうえ各１通を所有する。

 

 

  平成２４年１０月１５日 
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                                      甲    埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１ 

                       さいたま新都心合同庁舎２号館 

                       国土交通省  関東地方整備局長   

 

 

                                      乙    東京都台東区東上野四丁目５番６号 

東京都台東区長 
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災害時における特別法律相談に関する協定書 

 

 

 台東区（以下「甲」という）と台東区災害ネットワーク専門職会議（以下「乙」という。は、

区内に大規模な地震等の災害が発生した際、区民 生活の円滑な復興をはかるため、甲が実施す

る災害時の相談について、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、甲と乙が相互に協力し、台東区内で災害等が発生した際に、台東区地域防 

災計画に基づき甲が行う救済・復興活動の一環として実施する相談（以下「相談」という）の

実施について、必要な事項を定めることを目的とする。 

(専門職チームの派遣要請) 

第２条 甲が乙に対して、災害等発生の際、相談を要請したときは、乙は速やかにこれを応諾し、 

専門職チーム（乙の構成団体に属する各専門家を複数集めたもの）の派遣計画を策定し、これ

を甲に提出するとともに甲が指定する場所に乙に所属する構成員の専門職チームを派遣するも

のとする。 

(相談その他の活動の内容) 

第３条 相談の内容については、災害に起因して専門的知見を要する事項の全般について助言し、 

その他の活動については、甲乙が別途協議する。 

(相談の実施方法) 

第４条 相談の場所・時間等の方法については、甲と乙が協議の上定めるものとする。 

(平常時からの連携) 

第５条 甲及び乙は、平常時から、災害時の相談のための情報交換や研鑽等を実施するなど、相 

互に連携強化に努めるものとする。 

(連絡調整) 

第６条 甲と乙との相談活動の連絡調整は、甲はくらしの相談課長が、乙は代表委員が行う。 

(相談料) 

第７条 相談者の相談料金は無料とする。 

(謝礼) 

第８条 相談活動に対する乙の従事者（乙の派遣した者を言う）への謝礼の有無及び金額につい 

て甲と乙が協議の上定めるものとする。 

(損害補償) 

第９条 相談活動への乙の従事者に対する損害補償は災害に際し応急処置の業務に従事した者及 

び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の例に準じる。 

 (協定の期間) 

第 10 条 この協定の期間は、協定締結の日から平成 33 年３月 31 日までとし、その後期間満了 

の日の１か月前までに甲乙から何らの申出のないときは、更に３年間延長し、以後はこの例に 

よるものとする。 
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(協議) 

第 11 条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上決定する。 

 (雑則) 

第 12 条 平成 26 年４月１日付「災害時における特別法律相談に関する協定書」は、この協定 

日をもって廃止する。 

 

上記協定の締結の証として本書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保有する。 

 

平成３０年 ５月 １日 

 

 

甲 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区長  

 

 

乙 東京都台東区上野六丁目１６番１９号 新丸屋ビル９Ｆ 

台東区災害ネットワーク専門職会議 

代表委員  

 

乙の構成員である団体の一覧表 

別表１のとおり 
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別表１ 

乙の構成員である団体の一覧表 

 

台東区法曹会 

東京司法書士会台東支部 

東京土地家屋調査士会台東支部 

一般社団法人東京都建築士事務所協会台東支部 

東京都社会保険労務士会台東支部 

東京都行政書士会台東支部 

東京税理士会上野支部 

東京税理士会浅草支部 

台東区中小企業診断士会 

公益社団法人東京都不動産鑑定士協会相談事業委員会 

台東区宅地建物取引士連絡会 
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①宗教法人 浅草寺 

 

災害時における帰宅困難者の一時滞在施設に関する協定書 

 

東京都台東区（以下「甲」という。）と宗教法人浅草寺（以下「乙」という。）とは、災害時に

おける各種協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害、その他災害により、台東区内に多数の帰宅困難者が発生し

た際、その一時滞在施設として、甲の要請により、乙の管理する境内の一部及びその付帯施設

の一部を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 要請は、原則として電話、口頭、その他の連絡手段により甲が乙に対して行うが、状況

に応じては、甲の要請によらずとも乙の判断により帰宅困難者の受入れを行うものとする。 

（協力範囲） 

第３条 本協定に係る乙の協力範囲は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 帰宅困難者の一時滞在施設 

本協定に基づく一時滞在施設については、乙の境内の範囲内とする。 

（２） 人的協力 

本協定に基づき受入れた帰宅困難者の対応については、甲は乙に対して乙の可能な範囲

における人的な協力を求めるものとする。 

（３） 付帯設備の使用範囲 

乙は、本協定に基づき受入れた帰宅困難者に対して、別添に示された２箇所のトイレを

開放する。なお、災害時におけるトイレの使用に際して、ポンプ設備稼働に必要な非常用

電源については、甲が整備する。また、乙は、帰宅困難者用の備蓄品収容のための場所を

提供する。 

（４） 資機材の使用 

本協定に係わる帰宅困難者の受入れに際し、必要に応じて乙の所管する資機材を使用す

る。 

（経費の負担） 

第４条 本協定に係わる経費の負担については、次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 原状復旧 

本協定事項の履行に際して、乙の施設に発生した汚損･棄損等については、甲の経費負

担により原状復旧するものとする。 

（２） 人的経費 

本協定に係わり発生する乙の人的経費については、乙の負担によるものとする。 

（３） 非常用電源に係わる経費 

前条第１項第３号に基づく非常用電源は、甲の経費により設置するものとし、維持管理

に係わる経費についても甲の負担によるものとする。
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（４） 備蓄品に係わる経費 

本協定に基づき必要となる帰宅困難者用の備蓄品については、甲の費用負担で整備する

ものとする。 

（協議） 

第５条 この協定に定めのない事項、その他協議の必要が生じた事項については、その都度、甲

乙協議により定める。 

（有効期限） 

第６条 本協定の有効期限は毎年度末とし、甲乙双方に異議のない場合は、翌年度においても自

動的に更新されるものとする。 

（実施日） 

第７条 本協定は、平成 24 年６月 13 日から実施する。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

平成２４年６月１３日 

 

 

甲 東京都台東区 

台東区長 

 

 

乙 宗教法人浅草寺 

執事長 
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②朝日信用金庫 

 

災害時における帰宅困難者の一時滞在施設に関する協定書 

 

 

 東京都台東区（以下「甲」という。）と朝日信用金庫（以下「乙」という。）とは、大規模災害

の発生時に帰宅困難者を一時的に受け入れる施設（以下「一時滞在施設」という。）として、乙の

管理する施設を一部使用することについて、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害により、台東区内に多数の帰宅困難者が発生し

た際、その一時滞在施設として、甲の要請により、乙の管理する施設の一部を使用することに

ついて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（施設開設） 

第２条 一時滞在施設の使用開始及び終了は、原則として電話、口頭その他の連絡手段により甲

が乙に対して要請する。ただし、乙は、状況に応じて、甲の要請が無い場合においても帰宅困

難者の受入れ等が必要と判断したときは、一時滞在施設を開設できるものとする。 

（協力内容） 

第３条 一時滞在施設の開設に係る乙の協力内容は、次に定めるとおりとする。 

 (１) 施設範囲 乙の管理する施設のうち、一時滞在施設として甲に提供する範囲は、次のア

からウまでのとおりとする。ただし、当該範囲のうち一時滞在施設としての有効面積は、

甲乙協議により定めるものとする。 

ア 本店（東京都台東区台東二丁目８番２号）の７階会議室 

イ 合羽橋支店（東京都台東区松が谷三丁目 18 番 13 号）の５階大会議室 

  ウ 西町支店（東京都台東区東上野一丁目２番１号）の６階大会議室及びサロン 

 (２) 帰宅困難者１人当たりに要する面積 一時滞在施設における帰宅困難者１人当たりに要

する面積は、概ね、有効面積を３．３㎡で除した数の２倍とする。 

 (３) 受入れ人数 乙が受入れる帰宅困難者の人数は、各施設ごとに次のアからウまでの 

とおりとする。ただし、災害発生時、乙の事情により受入れ人数の上限に変更が生じ 

た場合は、その旨を甲に通知する。 

ア 本店    166 名を上限とする。 

イ 合羽橋支店 123 名を上限とする。 

ウ 西町支店  180 名を上限とする。 

 (４) 備蓄 乙は、前号の受入れ人数の帰宅困難者が 72 時間滞在するために必要な備蓄（備蓄

品の細目及び数量は別に定める。）を行う。 

 (５) 人的協力 乙は、受け入れた帰宅困難者の対応について、可能な範囲における人的な協

力を行う。 
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（開設期間） 

第４条 一時滞在施設の開設期間は、開設時から７２時間以内とする。 

（費用負担） 

第５条 本協定に係る経費の負担については、次に定めるとおりとする。 

 (１) 備蓄経費 帰宅困難者への支援に要する備蓄の経費は、乙の負担とし、東京都の民間一

時滞在施設備蓄品補助事業等を活用するものとする。 

 (２) 施設運営経費 一時滞在施設の開設に係る光熱水費等の施設運営経費は、乙の負担とす

る。 

 (３) 人的経費 一時滞在施設の開設に係る乙の人的経費については、乙の負担によるものと

する。 

（周知） 

第６条 甲は、原則として、乙の提供する一時滞在施設について、甲のホームページ等で周知を

行う。ただし、乙が周知を希望しない場合には、防災機関との情報共有、災害発生時の公表等

を除き周知を行わないものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項その他協議の必要が生じた事項については、その都度、甲乙

協議により定める。 

（有効期限） 

第８条 本協定の有効期間は平成 30 年 12 月 20 日から平成 31 年３月 31 日までとする。ただし、

期間満了の日の３か月前までに甲及び乙のいずれからも何らの申し出がないときは、さらに１

年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲・乙署名の上各１通を保有する。 

 

平成３０年１２月２０日 

 

 

東京都台東区東上野四丁目５番６号 

甲 東京都台東区 

  台 東 区 長    

 

 

  東京都台東区台東二丁目８番２号 

乙 朝日信用金庫 

  代表理事     
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災害時におけるボランティア活動等に関する協定書 

 

 

台東区（以下「甲」という。）と、社会福祉法人 台東区社会福祉協議会（以下「乙」という。）

は、災害時におけるボランティア活動等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 この協定は、災害時において甲及び乙が協力して行う災害応急・復旧活動の支援のため

のボランティア活動等に関し、必要な事項を定める。 

（災害ボランティアセンターの設置） 

第２条 乙は、災害時において、甲からの要請に基づき、効果的なボランティア活動を推進する

ため、乙の事務室に台東区災害ボランティアセンター（以下「センター」という。）を設置する。 

２ 前項の要請は、期間、場所及び協力内容を指定して、原則として文書により行うものとする。

ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話で行い、後日改めて文書により処理するもの

とする。 

３ 災害の規模等により、乙の事務室にセンターの設置が困難な場合は、甲は、センターの設置 

場所を確保するものとする。 

４ 甲は、乙にセンターの運営状況について報告を求めることができる。 

５ 甲は、必要に応じて、センターに甲の職員を派遣することができる。 

（要請内容等） 

第３条 甲が災害応急・復旧活動を実施する上で、乙に要請する内容は、次の各号に掲げるとお

りとする。 

（１） 災害ボランティアの募集及び受付、登録、受け入れ、派遣に関すること。 

（２） 避難所の運営・維持に関する業務に対するボランティアの支援に関すること。 

（３） その他、災害の状況に応じて必要とする業務に関すること。 

（災害ボランティアコーディネーターの養成） 

第４条 甲と乙は、連携・協力して、災害時のボランティア活動が円滑に行えるよう、平常時か

ら災害ボランティアコーディネーターの養成に努めるものとする。 

（関係団体等との協力体制） 

第５条 乙は、甲とともに、各種ボランティア、ＮＰＯ法人、地域住民及び消防署等関係団体 

との協力体制を確立するため、平常時から相互に協議し、訓練を行い、良好な関係を維持する 

ものとする。 

（費用負担） 

第６条 この協定に基づく業務に要する費用は、甲が負担するものとする。 

２ 乙は当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

３ 乙が当該業務に要した費用の請求手続その他必要な事項は、甲乙協議のうえ別に定める。

（損害補償） 

第７条 災害応急・復旧活動に関し、ボランティアが被った損害の補償はボランティア保険によ 

るものとする。 
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２ 前項のボランティア保険の加入金については、甲が負担するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項並びにこの協定に関する疑義については、甲乙協議のうえ決 

定するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、平成 17 年 11 月１日から平成 18 年３月 31 日までとする。ただ 

し、期間満了の日の３ヶ月前までに、甲乙から何らの意思表示がないときは、1 年間延期され 

たものとみなし、以後も同様とする。 

 

上記、協定締結の証として、本協定書を２通作成し甲乙記名捺印のうえ、それぞれ１通を保管 

する。 

 

平成１７年１１月１日 

                      

 

                      台 東 区 東 上 野 ４ － ５ － ６ 

甲   台 東 区               

   

台東区長 

 

 

   台 東 区 下 谷 １ － ２ － １ １

   

           乙   社会福祉法人  台東区社会福祉協議会   

会 長 
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災害時における棺等葬祭用品の供給等に関する協定書 

 

 

  台東区を甲とし、全東京葬祭業連合会を乙、東京都葬祭業協同組合を丙、東武葬祭協同組合を

丁、東都聖典協同組合を戊、山手葬祭協同組合を己とし、甲と乙丙丁戊己（以下「乙等」という）

は、災害時における民間協力の一環として、棺等葬祭用品の供給等について、次のとおり協定を

締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、台東区内に地震災害、風水害、その他の災害が発生し、多数の死者が出た

場合に、遺体の応急的処理に要する棺等葬祭用品の供給等（以下「業務」という。）について、

乙等に協力を求める際の必要な事項を定めるものとする。 

（業務の要請） 

第２条  甲は、前条に定める場合において、乙等に対し、業務の要請を行うものとする。 

２  甲は、文書、電話、ファクシミリ等により、業務の実施日時、実施内容、実施場所を指定し

て、乙等に対して、業務の提供要請書（第 1 号様式）により要請するものとする。文書以外の

方法により要請を行った場合は、後日、文書により手続きを行うものとする。 

（業務の内容） 

第３条  甲は、次に掲げる業務について、乙等の協力を要請するものとする。 

（１） 内張り棺（衣装、納棺セットを含む）の提供に関すること。 

（２） ドライアイスの提供に関すること。 

（３） 骨つぼ、その他必要なものの提供に関すること。 

（４） 遺体の搬送に関すること。 

（業務の実施） 

第４条  乙等は、甲から第２条に定める要請がされた場合は、乙等の組合員を派遣し、業務を実

施するものとする。 

（業務の報告） 

第５条 乙等は、業務が終了したときは、次に掲げる事項について、業務の提供報告書（第 2 号

様式）により、甲に報告するものとする。 

（１） 実施日時及び実施場所 

（２） 実施した業務の内容 

（３） 従事者の氏名 

（４） その他必要な事項 

（費用の負担） 

第６条  この協定により、乙等が実施する業務に要した費用は、甲の負担とする。 

２ 前項の費用は、通常要する実費であり、かつ、甲の認定を受けた金額とする。 

（費用の請求） 

第７条  乙等は、業務が終了した後、業務に要した費用を甲に請求する。 

２ 甲は、前項による乙等の請求があったときは、その内容を確認のうえ、乙等に支払うこととする。
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（価格の決定） 

第８条 甲が負担する費用については、災害発生の直前における災害救助法施行細則（昭和 38

年東京都規則第 136 号）別表第１の規定に基づく基準額を参考にして、決定するものとする。 

（賠償） 

第９条 甲は、甲の責に帰す事由により業務に従事する乙等に損害を与えた場合は、乙等に対し

て、その損害を賠償するものとする。 

２ 乙等は、業務の実施中に乙等の責に帰す事由により他人に損害を与えた場合、速やかに甲に

報告し、その賠償の責を負うものとする。                              

（損害補償） 

第１０条 甲は、この協定に基づき、乙等の組合員が業務の実施中に死亡し、負傷し、若しくは疾

病にかかった場合または防災業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により

死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、「災害に際し応急措置の業務に従事した

者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例」（昭和 41 年７月台東区条例第 16 号）

の規定に基づき、その損害を補償するものとする。 

（情報提供） 

第１１条  乙等は、毎年４月に組合員名簿（所在、氏名が記載されたもの）を、甲に提出するもの

とする。 

（協定期間） 

第１２条  この協定の期間は、協定締結の日から平成 19 年３月 31 日までとする。ただし、期間満

了の日の３箇月前までに、甲又は乙等から何らの申し出がないときは、さらに１年間延長され

たものとみなし、以後も同様とする。 

（協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項及び解釈に疑義が生じたときは、甲乙等協議のうえ決定する

ものとする。 

 

  本協定締結の証として、協定書６通を作成し、甲乙等の記名捺印のうえ各１通を保有する。 

 

平成１８年２月７日 

 

 

                            住  所    東京都台東区東上野４－５－６ 

                      甲              台東区 

                            代表者    台 東 区 長       

 

 

              住  所    東京都文京区本駒込３－３０－３ 

                      乙           全東京葬祭業連合会 

                            代表者    会 長 
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              住  所    東京都文京区本駒込３－３０－３ 

                      丙           東京都葬祭業協同組合 

                            代表者    理 事 長 

 

 

              住  所    東京都江戸川区春江町３－４５－１２ 

                      丁           東武葬祭協同組合 

                            代表者    理 事 長 

 

 

              住  所    東京都杉並区梅里１－２１－４ 

                      戊           東都聖典協同組合 

                            代表者    理 事 長 

 

 

              住  所    東京都世田谷区上北沢４－３３－３ 

                      己           山手葬祭協同組合 

                            代表者    理 事 長 
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大規模な水害時における緊急避難に関する覚書 

 

 

 台東区と東京都は、台東区内で河川の氾濫や大規模な内水氾濫等の水害（以下「大規模な水害」

という。）が発生した時に、台東区の地域防災計画で指定する避難場所等に区民が避難する時間的

余裕がない場合、都営住宅を緊急避難先とすることに関し、次のとおり覚書を締結する。 

 

（都営住宅への緊急避難） 

第１ 大規模な水害時に、都営住宅の共用部分を、都営住宅居住者とともに区民の緊急避難先と

することを、台東区と東京都の双方で確認する。 

なお、その所在、形状等から避難に適さない住宅については、この限りでない。 

また、本覚書は、台東区地域防災計画上の避難場所等を指定するものではない。 

（協議） 

第２ 本覚書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、台東区と東京都で

協議して定めるものとする。 

 

 

平成２８年５月２４日 

 

 

東京都台東区東上野４丁目５番６号       

  台東区長       

          

 

         東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

          東京都都市整備局長  
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①一般社団法人 東京環境保全協会 

 

災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定 

 

 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋

谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区及び江戸川区（以下「甲」と総

称する。）と一般社団法人 東京環境保全協会（以下「乙」という。）は、災害時において東京 23 区内から発生す

るし尿の収集及び運搬に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、東京 23 区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合（以下「災害

時」という。）、甲が乙に要請するし尿の収集及び運搬の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要

請することができる。  

（１） し尿の収集及び運搬 

（２） 前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書により行う。ただ

し、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわら

ず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 

２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき

行われたものとする。 

（情報の提供等） 

第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京 23 区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供す

る。 

２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、し尿の収集及び運搬状況等を甲に報告する。 

（協力の期間） 

第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 

（報告） 

第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 

（費用の負担） 

第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 

（守秘義務） 

第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適

切に取り扱うものとする。 
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２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以

外に使用してはならない。 

（損害賠償） 

第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それぞ

れの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害が

生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第 10 条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃棄物処理初

動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては一般社団法人 東京環境保全協会事務局とする。 

（協定の有効期間等） 

第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日

の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に１

年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第12条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。 

（その他） 

第 13 条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定

する。 

 

この協定の締結を証するため、本書24通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和２年４月１日 

 

 

東京都千代田区九段南一丁目２番１号 

甲  千代田区  

代表者  千代田区長 

 

東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者  中央区長 

 

東京都港区芝公園一丁目５番２５号 

港区 

代表者  港区長 
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東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

代表者  新宿区長 

 

東京都文京区春日一丁目１６番２１号 

文京区 

代表者  文京区長 

 

東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区 

代表者  台東区長 

 

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

墨田区 

代表者  墨田区長 

 

東京都江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区 

代表者  江東区長 

 

東京都品川区広町二丁目１番３６号 

品川区 

代表者  品川区長 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区 

代表者  目黒区長 

 

東京都大田区蒲田五丁目１３番１４号 

大田区 

代表者  大田区長 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

世田谷区 

代表者  世田谷区長 

 

東京都渋谷区宇田川町１番１号 

渋谷区 

代表者  渋谷区長 
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東京都中野区中野四丁目８番１号 

中野区 

代表者  中野区長 

 

東京都杉並区阿佐谷南一丁目１５番１号 

杉並区 

代表者  杉並 区長 

 

東京都豊島区南池袋二丁目４５番１号 

豊島区 

代表者  豊島区長 

 

東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

北区 

代表者  北区長 

 

東京都荒川区荒川二丁目２番３号 

荒川区 

代表者  荒川区長 

 

東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

板橋区 

代表者  板橋区長 

 

東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１号 

練馬区 

代表者  練馬区長 

 

東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

足立区 

代表者  足立区長 

 

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号 

葛飾区 

代表者  葛飾区長 

 

東京都江戸川区中央一丁目４番１号 

江戸川区 

代表者  江戸川区長 
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東京都千代田区九段北一丁目６番４号 

乙  一般社団法人 東京環境保全協会 

代表者  会長 
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②東京廃棄物事業協同組合 

 

災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定 

 

 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋

谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区及び江戸川区（以下「甲」と総

称する。）と東京廃棄物事業協同組合（以下「乙」という。）は、災害時において東京 23 区内から発生するし尿の

収集及び運搬に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、東京23区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合（以下「災害   

時」という。）、甲が乙に要請するし尿の収集及び運搬の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要  

請することができる。  

（１） し尿の収集及び運搬 

（２） 前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書により行う。ただ

し、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわら  

ず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 

２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき  

行われたものとする。 

（情報の提供等） 

第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供す  

る。 

２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、し尿の収集及び運搬状況等を甲に報告する。 

（協力の期間） 

第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 

（報告） 

第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 

（費用の負担） 

第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 
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（守秘義務） 

第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適  

切に取り扱うものとする。 

２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以 

外に使用してはならない。 

（損害賠償） 

第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それぞ 

れの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害が  

生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃棄物処理初 

動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては東京廃棄物事業協同組合事務局とする。 

（協定の有効期間等） 

第11条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日 

の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に１  

年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第12条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。 

（その他） 

第13条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定 

する。 

 

この協定の締結を証するため、本書24通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和２年４月１日 

 

東京都千代田区九段南一丁目２番１号 

甲  千代田区  

代表者  千代田区長 

 

東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者  中央区長 

 

東京都港区芝公園一丁目５番２５号 

港区 

代表者  港区長 
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東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

代表者  新宿区長 

 

東京都文京区春日一丁目１６番２１号 

文京区 

代表者  文京区長 

 

東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区 

代表者  台東区長 

 

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

墨田区 

代表者  墨田区長 

 

東京都江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区 

代表者  江東区長 

 

東京都品川区広町二丁目１番３６号 

品川区 

代表者  品川区長 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区 

代表者  目黒区長 

 

東京都大田区蒲田五丁目１３番１４号 

大田区 

代表者  大田区長 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

世田谷区 

代表者  世田谷区長 

 

東京都渋谷区宇田川町１番１号 

渋谷区 

代表者  渋谷区長 
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東京都中野区中野四丁目８番１号 

中野区 

代表者  中野区長 

 

東京都杉並区阿佐谷南一丁目１５番１号 

杉並区 

代表者  杉並区長 

 

東京都豊島区南池袋二丁目４５番１号 

豊島区 

代表者  豊島区長 

 

東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

北区 

代表者  北区長 

 

東京都荒川区荒川二丁目２番３号 

荒川区 

代表者  荒川区長 

 

東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

板橋区 

代表者  板橋区長 

 

東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１号 

練馬区 

代表者  練馬区長 

 

東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

足立区 

代表者  足立区長 

 

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号 

葛飾区 

代表者  葛飾区長 

 

東京都江戸川区中央一丁目４番１号 

江戸川区 

代表者  江戸川区長 
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東京都新宿区高田馬場一丁目２８番１０号 

乙  東京廃棄物事業協同組合 

代表者  理事長     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料第６６ 
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①株式会社 京葉興業 

 

災害時におけるし尿の処理、処分等に関する協定 

 

 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋

谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区及び東京二十三区清

掃一部事務組合（以下「甲」と総称する。）と株式会社 京葉興業（以下「乙」という。）は、災害時において東京

23区内から発生するし尿の処理、処分等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、東京 23 区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合（以下「災害

時」という。）、甲が乙に要請するし尿の処理、処分等の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要

請することができる。 

（１） し尿の受入れ並びに処理及び処分 

（２） 前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書により行う。ただ

し、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわら

ず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 

２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき

行われたものとする。 

（情報の提供等） 

第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京 23 区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供す

る。 

２ 乙は、災害時において乙の管理する施設の被害状況、し尿の処理状況等を甲に報告する。 

（協力の期間） 

第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 

（報告） 

第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 

（費用の負担） 

第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 

（守秘義務） 

第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適

切に取り扱うものとする。 
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２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以

外に使用してはならない。 

（損害賠償） 

第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それぞ

れの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害が

生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第 10 条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃棄物処理初

動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては株式会社 京葉興業とする。 

（協定の有効期間等） 

第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日

の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に１

年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第12条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。 

（その他） 

第 13 条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定

する。 

 

この協定の締結を証するため、本書25通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和２年４月１日 

 

 

東京都千代田区九段南一丁目２番１号 

甲  千代田区  

代表者  千代田区長 

 

東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者  中央区長 

 

東京都港区芝公園一丁目５番２５号 

港区 

代表者  港区長 
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東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

代表者  新宿区長 

 

東京都文京区春日一丁目１６番２１号 

文京区 

代表者  文京区長 

 

東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区 

代表者  台東区長 

 

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

墨田区 

代表者  墨田区長 

 

東京都江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区 

代表者  江東区長 

 

東京都品川区広町二丁目１番３６号 

品川区 

代表者  品川区長 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区 

代表者  目黒区長 

 

東京都大田区蒲田五丁目１３番１４号 

大田区 

代表者  大田区長 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

世田谷区 

代表者  世田谷区長 

 

東京都渋谷区宇田川町１番１号 

渋谷区 

代表者  渋谷区長 
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東京都中野区中野四丁目８番１号 

中野区 

代表者  中野区長 

 

東京都杉並区阿佐谷南一丁目１５番１号 

杉並区 

代表者  杉並区長 

 

東京都豊島区南池袋二丁目４５番１号 

豊島区 

代表者  豊島区長 

 

東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

北区 

代表者  北区長 

 

東京都荒川区荒川二丁目２番３号 

荒川区 

代表者  荒川区長 

 

東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

板橋区 

代表者  板橋区長 

 

東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１号 

練馬区 

代表者  練馬区長 

 

東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

足立区 

代表者  足立区長 

 

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号 

葛飾区 

代表者  葛飾区長 

 

東京都江戸川区中央一丁目４番１号 

江戸川区 

代表者  江戸川区長 
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東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 

東京二十三区清掃一部事務組合 

代表者  管理者 

 

東京都江戸川区篠崎町一丁目２番６号 

乙  株式会社 京葉興業 

代表者 代表取締役
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②株式会社 太陽油化 

 

災害時におけるし尿の処理、処分等に関する協定 

 

 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋

谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区及び東京二十三区清

掃一部事務組合（以下「甲」と総称する。）と株式会社 太陽油化（以下「乙」という。）は、災害時において東京

23区内から発生するし尿の処理、処分等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、東京 23 区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合（以下「災害

時」という。）、甲が乙に要請するし尿の処理、処分等の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要

請することができる。 

（１） し尿の受入れ並びに処理及び処分 

（２） 前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書により行う。ただ

し、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわら

ず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 

２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第６条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき

行われたものとする。 

（情報の提供等） 

第４条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京 23 区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供す

る。 

２ 乙は、災害時において乙の管理する施設の被害状況、し尿の処理状況等を甲に報告する。 

（協力の期間） 

第５条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 

（報告） 

第６条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 

（費用の負担） 

第７条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 

（守秘義務） 

第８条 甲は、協力の実施中に第４条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適

切に取り扱うものとする。 
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２ 乙は、協力の実施中に第４条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以

外に使用してはならない。 

（損害賠償） 

第９条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それぞ

れの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害が

生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第 10 条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃棄物処理初

動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては株式会社 太陽油化とする。 

（協定の有効期間等） 

第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日

の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に１

年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第12条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。 

（その他） 

第 13 条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定

する。 

 

この協定の締結を証するため、本書25通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和２年４月１日 

 

 

東京都千代田区九段南一丁目２番１号 

甲  千代田区  

代表者  千代田区長 

 

東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者  中央区長 

 

東京都港区芝公園一丁目５番２５号 

港区 

代表者  港区長 
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東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

代表者  新宿区長 

 

東京都文京区春日一丁目１６番２１号 

文京区 

代表者  文京区長 

 

東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区 

代表者  台東区長 

 

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

墨田区 

代表者  墨田区長 

 

東京都江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区 

代表者  江東区長 

 

東京都品川区広町二丁目１番３６号 

品川区 

代表者  品川区長 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区 

代表者  目黒区長 

 

東京都大田区蒲田五丁目１３番１４号 

大田区 

代表者  大田区長 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

世田谷区 

代表者  世田谷区長 

 

東京都渋谷区宇田川町１番１号 

渋谷区 

代表者  渋谷区長 
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東京都中野区中野四丁目８番１号 

中野区 

代表者  中野区長 

 

東京都杉並区阿佐谷南一丁目１５番１号 

杉並区 

代表者  杉並区長 

 

東京都豊島区南池袋二丁目４５番１号 

豊島区 

代表者  豊島区長 

 

東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

北区 

代表者  北区長 

 

東京都荒川区荒川二丁目２番３号 

荒川区 

代表者  荒川区長 

 

東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

板橋区 

代表者  板橋区長 

 

東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１号 

練馬区 

代表者  練馬区長 

 

東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

足立区 

代表者  足立区長 

 

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号 

葛飾区 

代表者  葛飾区長 

 

東京都江戸川区中央一丁目４番１号 

江戸川区 

代表者  江戸川区長 
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東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 

東京二十三区清掃一部事務組合 

代表者  管理者 

 

東京都板橋区三園二丁目１２番２号 

乙  株式会社 太陽油化 

代表者 代表取締役 

 

 

 

 

 

 

 



資料第６７ 
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①東京廃棄物事業協同組合 

 

災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定 

 

 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋

谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区及び江戸川区（以下「甲」と総

称する。）と東京廃棄物事業協同組合（以下「乙」という。）は、災害時において東京 23 区内から発生する災害廃

棄物の収集及び運搬に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、東京 23 区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合（以下「災害

時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の収集及び運搬の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この協定において対象となる災害廃棄物とは、災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する

廃棄物をいう。 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要

請することができる。 

（１） 災害廃棄物の収集及び運搬 

（２） 前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書により行う。ただ

し、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。 

（協力の実施） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわら

ず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 

２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき

行われたものとする。 

（情報の提供等） 

第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京 23 区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供す

る。 

２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の収集及び運搬状況等を甲に報告する。 

（協力の期間） 

第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 

（報告） 

第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
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（費用の負担） 

第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 

（守秘義務） 

第９条 甲は、協力の実施中に第５条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適

切に取り扱うものとする。 

２ 乙は、協力の実施中に第５条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以

外に使用してはならない。 

（損害賠償） 

第 10 条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それ

ぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害

が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第 11 条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃棄物処理初

動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては東京廃棄物事業協同組合事務局とする。 

（協定の有効期間等） 

第 12 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日

の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に１

年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第13条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。 

（その他） 

第 14 条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定

する。 

 

この協定の締結を証するため、本書24通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和２年４月１日 

 

 

東京都千代田区九段南一丁目２番１号 

甲  千代田区  

代表者  千代田区長 

 

東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者  中央区長 
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東京都港区芝公園一丁目５番２５号 

港区 

代表者  港区長 

 

東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

代表者  新宿区長 

 

東京都文京区春日一丁目１６番２１号 

文京区 

代表者  文京区長 

 

東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区 

代表者  台東区長 

 

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

墨田区 

代表者  墨田区長 

 

東京都江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区 

代表者  江東区長 

 

東京都品川区広町二丁目１番３６号 

品川区 

代表者  品川区長 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区 

代表者  目黒区長 

 

東京都大田区蒲田五丁目１３番１４号 

大田区 

代表者  大田区長 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

世田谷区 

代表者  世田谷区長 
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東京都渋谷区宇田川町１番１号 

渋谷区 

代表者  渋谷区長 

 

東京都中野区中野四丁目８番１号 

中野区 

代表者  中野区長 

 

東京都杉並区阿佐谷南一丁目１５番１号 

杉並区 

代表者  杉並区長 

 

東京都豊島区南池袋二丁目４５番１号 

豊島区 

代表者  豊島区長 

 

東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

北区 

代表者  北区長 

 

東京都荒川区荒川二丁目２番３号 

荒川区 

代表者  荒川区長 

 

東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

板橋区 

代表者  板橋区長 

 

東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１号 

練馬区 

代表者  練馬区長 

 

東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

足立区 

代表者  足立区長 

 

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号 

葛飾区 

代表者  葛飾区長 
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東京都江戸川区中央一丁目４番１号 

江戸川区 

代表者  江戸川区長 

 

東京都新宿区高田馬場一丁目２８番１０号 

乙  東京廃棄物事業協同組合 

代表者 理事長  



 

269 

②一般社団法人 東京環境保全協会 

 

災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定 

 

 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋

谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区及び江戸川区（以下「甲」と総

称する。）と一般社団法人 東京環境保全協会（以下「乙」という。）は、災害時において東京 23 区内から発生す

る災害廃棄物の収集及び運搬に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、東京 23 区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合（以下「災害

時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の収集及び運搬の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この協定において対象となる災害廃棄物とは、災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する

廃棄物をいう。 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要

請することができる。 

（１） 災害廃棄物の収集及び運搬 

（２） 前号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書により行う。ただ

し、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。 

（協力の実施） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわら

ず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 

２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき

行われたものとする。 

（情報の提供等） 

第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京 23 区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供す

る。 

２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の収集及び運搬状況等を甲に報告する。 

（協力の期間） 

第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 

（報告） 

第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 
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（費用の負担） 

第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 

（守秘義務） 

第９条 甲は、協力の実施中に第５条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適

切に取り扱うものとする。 

２ 乙は、協力の実施中に第５条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以

外に使用してはならない。 

（損害賠償） 

第 10 条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それ

ぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害

が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第 11 条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃棄物処理初

動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては一般社団法人 東京環境保全協会事務局とする。 

（協定の有効期間等） 

第 12 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日

の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に１

年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第13条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。 

（その他） 

第 14 条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定

する。 

 

この協定の締結を証するため、本書24通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和２年４月１日 

 

 

東京都千代田区九段南一丁目２番１号 

甲  千代田区  

代表者  千代田区長 

 

東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者  中央区長 
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東京都港区芝公園一丁目５番２５号 

港区 

代表者  港区長 

 

東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

代表者  新宿区長 

 

東京都文京区春日一丁目１６番２１号 

文京区 

代表者  文京区長 

 

東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区 

代表者  台東区長 

 

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

墨田区 

代表者  墨田区長 

 

東京都江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区 

代表者  江東区長 

 

東京都品川区広町二丁目１番３６号 

品川区 

代表者  品川区長 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区 

代表者  目黒区長 

 

東京都大田区蒲田五丁目１３番１４号 

大田区 

代表者  大田区長 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

世田谷区 

代表者  世田谷区長 
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東京都渋谷区宇田川町１番１号 

渋谷区 

代表者  渋谷区長 

 

東京都中野区中野四丁目８番１号 

中野区 

代表者  中野区長 

 

東京都杉並区阿佐谷南一丁目１５番１号 

杉並区 

代表者  杉並区長 

 

東京都豊島区南池袋二丁目４５番１号 

豊島区 

代表者  豊島区長 

 

東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

北区 

代表者  北区長 

 

東京都荒川区荒川二丁目２番３号 

荒川区 

代表者  荒川区長 

 

東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

板橋区 

代表者  板橋区長 

 

東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１号 

練馬区 

代表者  練馬区長 

 

東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

足立区 

代表者  足立区長 

 

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号 

葛飾区 

代表者  葛飾区長 
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東京都江戸川区中央一丁目４番１号 

江戸川区 

代表者  江戸川区長 

 

東京都千代田区九段北一丁目６番４号 

乙  一般社団法人 東京環境保全協会 

代表者 会長 

 



資料第６８ 
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①一般社団法人 東京都中小建設業協会 

 

災害時における災害廃棄物の処理、処分等に関する協定 

 

 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋

谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区及び東京二十三区清

掃一部事務組合（以下「甲」と総称する。）と一般社団法人 東京都中小建設業協会（以下「乙」という。）は、災

害時において東京23区内から発生する災害廃棄物の処理、処分等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、東京 23 区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合（以下「災害

時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の処理、処分等の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この協定における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する廃棄物 

（２） 仮置場 各区が設置する一次仮置場の災害廃棄物を集積し、再度分別した後、破砕、焼却等の処理をす 

   るまでの間、保管するため、原則として東京23区が共同して設置する「二次仮置場」 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要

請することができる。 

（１） 災害廃棄物の撤去 

（２） 災害廃棄物の収集及び運搬 

（３） 災害廃棄物の処理及び処分 

（４） 災害廃棄物の仮置場の造成及び監理 

（５） 前各号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書により行う。ただ

し、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。 

（協力の実施） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわら

ず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 

２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき

行われたものとする。 

（情報の提供等） 

第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供す

る。 

２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の処理状況等を甲に報告する。 
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（協力の期間） 

第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 

（報告） 

第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 

（費用の負担） 

第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 

（守秘義務） 

第９条 甲は、協力の実施中に第５条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適

切に取り扱うものとする。 

２ 乙は、協力の実施中に第５条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以

外に使用してはならない。 

（損害賠償） 

第 10 条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それ

ぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害

が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第 11 条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃棄物処理初

動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては一般社団法人 東京都中小建設業協会事務局とす

る。 

（協定の有効期間等） 

第 12 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日

の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に１

年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第13条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。 

（その他） 

第 14 条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定

する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書25通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和２年４月１日 

 

東京都千代田区九段南一丁目２番１号 

甲  千代田区  

代表者  千代田区長 
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東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者  中央区長 

 

東京都港区芝公園一丁目５番２５号 

港区 

代表者  港区長 

 

東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

代表者  新宿区長 

 

東京都文京区春日一丁目１６番２１号 

文京区 

代表者  文京区長 

 

東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区 

代表者  台東区長 

 

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

墨田区 

代表者  墨田区長 

 

東京都江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区 

代表者  江東区長 

 

東京都品川区広町二丁目１番３６号 

品川区 

代表者  品川区長 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区 

代表者  目黒区長 
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東京都大田区蒲田五丁目１３番１４号 

大田区 

代表者  大田区長 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

世田谷区 

代表者  世田谷区長 

 

東京都渋谷区宇田川町１番１号 

渋谷区 

代表者  渋谷区長 

 

東京都中野区中野四丁目８番１号 

中野区 

代表者  中野区長 

 

東京都杉並区阿佐谷南一丁目１５番１号 

杉並区 

代表者  杉並区長 

 

東京都豊島区南池袋二丁目４５番１号 

豊島区 

代表者  豊島区長 

 

東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

北区 

代表者  北区長 

 

東京都荒川区荒川二丁目２番３号 

荒川区 

代表者  荒川区長 

 

東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

板橋区 

代表者  板橋区長 

 

東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１号 

練馬区 

代表者  練馬区長 
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東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

足立区 

代表者  足立区長 

 

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号 

葛飾区 

代表者  葛飾区長 

 

東京都江戸川区中央一丁目４番１号 

江戸川区 

代表者  江戸川区長 

 

東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 

東京二十三区清掃一部事務組合 

代表者  管理者 

 

東京都新宿区新宿二丁目１０番７号 

乙  一般社団法人 東京都中小建設業協会 

代表者 会長
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②一般社団法人 東京都産業資源循環協会 

 

災害時における災害廃棄物の処理、処分等に関する協定 

 

 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋

谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区及び東京二十三区清

掃一部事務組合（以下「甲」と総称する。）と一般社団法人 東京都産業資源循環協会（以下「乙」という。）は、

災害時において東京23区内から発生する災害廃棄物の処理、処分等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、東京 23 区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合（以下「災害

時」という。）、甲が乙に要請する災害廃棄物の処理、処分等の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この協定における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する廃棄物 

（２） 仮置場 各区が設置する一次仮置場の災害廃棄物を集積し、再度分別した後、破砕、焼却等の処理をす 

   るまでの間、保管するため、原則として東京２３区が共同して設置する「二次仮置場」 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要

請することができる。 

（１） 災害廃棄物の撤去 

（２） 災害廃棄物の収集及び運搬 

（３） 災害廃棄物の処理及び処分 

（４） 災害廃棄物の仮置場の造成及び監理 

（５） 前各号に伴い必要となる事項 

２ 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力（以下「協力」という。）を要請する場合は、文書により行う。ただ

し、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。 

（協力の実施） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわら

ず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。 

２ 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第７条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき

行われたものとする。 

（情報の提供等） 

第５条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京２３区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供す

る。 

２ 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の処理状況等を甲に報告する。 
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（協力の期間） 

第６条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。 

（報告） 

第７条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。 

（費用の負担） 

第８条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。 

（守秘義務） 

第９条 甲は、協力の実施中に第５条第２項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適

切に取り扱うものとする。 

２ 乙は、協力の実施中に第５条第１項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以

外に使用してはならない。 

（損害賠償） 

第 10 条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それ

ぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害

が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。 

（連絡窓口） 

第 11 条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃棄物処理初

動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては一般社団法人 東京都産業資源循環協会事務局と

する。 

（協定の有効期間等） 

第 12 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日

の３月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に１

年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（実施細目の作成） 

第13条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。 

２ 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。 

（その他） 

第 14 条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定

する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書24通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和２年４月１日 

 

東京都千代田区九段南一丁目２番１号 

甲  千代田区  

代表者  千代田区長 
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東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者  中央区長 

 

東京都港区芝公園一丁目５番２５号 

港区 

代表者  港区長 

 

東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

代表者  新宿区長 

 

東京都文京区春日一丁目１６番２１号 

文京区 

代表者  文京区長 

 

東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区 

代表者  台東区長 

 

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

墨田区 

代表者  墨田区長 

 

東京都江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区 

代表者  江東区長 

 

東京都品川区広町二丁目１番３６号 

品川区 

代表者  品川区長 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区 

代表者  目黒区長 
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東京都大田区蒲田五丁目１３番１４号 

大田区 

代表者  大田区長 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

世田谷区 

代表者  世田谷区長 

 

東京都渋谷区宇田川町１番１号 

渋谷区 

代表者  渋谷区長 

東京都中野区中野四丁目８番１号 

中野区 

代表者  中野区長 

 

東京都杉並区阿佐谷南一丁目１５番１号 

杉並区 

代表者  杉並区長 

 

東京都豊島区南池袋二丁目４５番１号 

豊島区 

代表者  豊島区長 

 

東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

北区 

代表者  北区長 

 

東京都荒川区荒川二丁目２番３号 

荒川区 

代表者  荒川区長 

 

東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

板橋区 

代表者  板橋区長 

 

東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１号 

練馬区 

代表者  練馬区長 
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東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

足立区 

代表者  足立区長 

 

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号 

葛飾区 

代表者  葛飾区長 

 

東京都江戸川区中央一丁目４番１号 

江戸川区 

代表者  江戸川区長 

 

東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 

東京二十三区清掃一部事務組合 

代表者  管理者 

 

東京都千代田区内神田一丁目９番１３号 

乙  一般社団法人 東京都産業資源循環協会 

代表者 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



資料第６９ 

284 

災害廃棄物の共同処理等に関する協定 

 

 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、

渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区及び東京二十三

区清掃一部事務組合（以下「各区等」という。）は、災害時において東京23区内で発生する災害廃棄物の共同処

理等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、東京 23 区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合（以下「災

害時」という。）に、各区等で共同処理体制を構築し、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を行うために必要な

事項を定めることを目的とする。 

（定義）  

第２条 この協定における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみ、し尿その他災害に起因する廃棄物 

（２） 二次仮置場 各区が設置する一次仮置場の災害廃棄物を集積し、再度分別した後、破砕、焼却等の処

理をするまでの間、保管するための施設 

（３） 仮設処理施設 災害廃棄物を応急処理するために設置する仮設の焼却炉及び破砕選別施設。原則とし

て二次仮置場に併設して設置する。 

（４） 広域処理 東京23区内で処理しきれない災害廃棄物を、東京２３区外の廃棄物処理施設で処理するこ

と 

（初動本部の設置） 

第３条 各区等は、発災後数日間（以下「初動期」という。）における各区等の情報収集等を迅速に行うため、

特別区災害廃棄物処理初動本部（以下「初動本部」という。）を設置する。 

２ 初動本部に本部長を置き、本部長は、特別区清掃リサイクル主管課長会会長をもって充てる。 

３ 初動本部は、次に掲げる事項に該当する場合、発災後１週間を目途に本部長の招集により設置する。 

（１） 東京２３区内の１か所以上で震度６弱以上が観測された場合 

（２） 本部長が、特に必要があると認め、特別区清掃主管部長会会長と協議し、初動本部設置が適当と判断

した場合 

４ 各区等は、特段の事情がある場合を除き、初動本部が設置された場合、速やかに従事職員を選定する。 

５ 初動本部は、東京区政会館に設置する。ただし、東京区政会館が使用できない場合は、各区等で協議の上、

決定する。 

６ 初動本部の解散については、各区等で協議の上、決定する。 

（初動本部の役割） 

第４条 初動本部の役割は、次に掲げる事項とする。 

（１） 各区等の被害情報の集約及び共有に関すること。 

（２） 次条に定める特別区災害廃棄物処理対策本部の設置準備に関すること。 
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（対策本部の設置） 

第５条 災害廃棄物の共同処理を円滑に行うため、特別区災害廃棄物処理対策本部（以下「対策本部」という。）

を設置する。 

２ 対策本部に本部長を置き、本部長は、特別区清掃主管部長会会長をもって充てる。 

３ 対策本部は、本部長の招集により設置する。 

４ 各区等は、特段の事情がある場合を除き、対策本部が設置された場合、速やかに従事職員を選定する。 

５ 対策本部は、東京区政会館に設置する。ただし、東京区政会館が使用できない場合は、各区等で協議の上、

決定する。 

６ 対策本部の解散については、各区等で協議の上、決定する。 

（対策本部の役割） 

第６条 対策本部の役割は、次に掲げる事項とする。 

（１） 災害廃棄物の共同処理における基本方針及び基本施策の策定に関すること。 

（２） 関係者間の情報の収集、整理及び共有化に関すること。 

（３） 車両の配車（東京二十三区清掃協議会が担任する事務を除く。）並びに二次仮置場及び仮設処理施設等

への搬入の調整に関すること。 

（４） 二次仮置場及び仮設処理施設の設置及び運営の調整に関すること。 

（５） 民間施設での処理及び広域処理の調整に関すること。 

（６） 共同処理に係る国庫補助の調整に関すること。 

（７） 前各号のほか、災害廃棄物の共同処理の調整に関すること。 

（費用の負担） 

第７条 初動本部及び対策本部の事務の管理及び執行に要した費用の負担については、各区等で協議の上、決定

する。 

（従事職員の身分の取扱い） 

第８条 初動本部及び対策本部に従事する職員の身分の取扱いについては、各区等で協議の上、決定する。 

（平常時の措置） 

第９条 各区等は、この協定が災害時に有効に機能するため、平常時に相互の情報交換、初動期の訓練及び災害

廃棄物対策に関する調査、研究等に努める。 

（実施細目の作成） 

第10条 この協定の円滑な実施を図るため、各区等の協議により実施細目を定める。 

２ 各区等は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことがないように努める。 

（その他） 

第 11 条 この協定に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項が生じた場合は、各区等で協議の上、決

定する。 

 

この協定の締結を証するため、本書24通を作成し、記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和２年４月１日 
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東京都千代田区九段南一丁目２番１号 

千代田区  

代表者  千代田区長 

東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

代表者  中央区長 

 

東京都港区芝公園一丁目５番２５号 

港区 

代表者  港区長 

 

東京都新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 

新宿区 

代表者  新宿区長 

 

東京都文京区春日一丁目１６番２１号 

文京区 

代表者  文京区長 

 

東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区 

代表者  台東区長 

 

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

墨田区 

代表者  墨田区長 

 

東京都江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区 

代表者  江東区長 

 

東京都品川区広町二丁目１番３６号 

品川区 

代表者  品川区長 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区 

代表者  目黒区長 
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東京都大田区蒲田五丁目１３番１４号 

大田区 

代表者  大田区長 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

世田谷区 

代表者  世田谷区長 

 

東京都渋谷区宇田川町１番１号 

渋谷区 

代表者  渋谷区長 

  

東京都中野区中野四丁目８番１号 

中野区 

代表者  中野区長 

 

東京都杉並区阿佐谷南一丁目１５番１号 

杉並区 

代表者  杉並区長 

 

東京都豊島区南池袋二丁目４５番１号 

豊島区 

代表者  豊島区長 

 

東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

北区 

代表者  北区長 

 

東京都荒川区荒川二丁目２番３号 

荒川区 

代表者  荒川区長 

 

東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

板橋区 

代表者  板橋区長 

 

東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１号 

練馬区 

代表者  練馬区長 
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東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

足立区 

代表者  足立区長 

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号 

葛飾区 

代表者  葛飾区長 

 

東京都江戸川区中央一丁目４番１号 

江戸川区 

代表者  江戸川区長 

 

東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 

東京区政会館 

東京二十三区清掃一部事務組合 

代表者  管理者 
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災害時における給電車両貸与に関する協定書 

 

 

東京都台東区（以下「甲」という。）とトヨタモビリティ東京株式会社（以下「乙」という。）と

は、災害時における給電車両の貸与に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の区域内（以下「区域内」という。）又はその周辺において、大規模な地震

災害、風水害その他の災害により、区域内で大規模停電等の電力が不足する事態が発生し、又は発

生する恐れがある場合における、甲が災害対応業務を行う際の電力確保に関する甲乙の協力につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請）  

第２条 甲は、前条の目的を達成するために必要がある場合は、乙に対して、給電車両貸与要請書（第

１号様式。以下「要請書」という。）により給電車両の貸与を要請することができる。この場合に

おいて、乙は、貸与可能な給電車両を確認し、要請に係る対応について速やかに甲に対して連絡す

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、急を要する場合は、口頭で貸与を要請するものとし、事後速や

かに要請書を提出するものとする。 

（協力） 

第３条 乙は、前条の規定により要請を受けたときは、可能な範囲において応じるものとする。 

２ 乙は、貸与できる給電車両の台数が不足する場合は、トヨタ自動車株式会社に対して協力を要請

するなどし、甲の要請した台数に応えるよう努めるものとする。 

（給電車両） 

第４条 乙は、ＡＣ100Ｖ（1500Ｗ）のコンセント（以下「コンセント」という。）を装着した給電

車両を貸与するものとする。 

２ 甲は、給電車両の車種、コンセントの数等の指定はできないものとする。 

３ 乙が貸与する給電車両の台数は、５台までとする。ただし、甲が５台以上要請した場合は、甲乙

協議の上、台数を決定するものとする。 

（使用用途） 

第５条 甲は、電力確保のほか、人、物資等の移送その他の災害対応業務のために給電車両を使用で

きるものとする。 

（引渡し） 

第６条 乙は、給電車両を貸与する場合は、甲の指定する場所に運搬し、甲が指定する者の立会いの

下、車種、台数等を確認の上、甲に引き渡すものとする。 

２ 乙は、前項の規定により給電車両の引渡しを行う場合は、甲に貸与する給電車両の車種等を記載

した書面を提出するものとする。 

（貸与期間） 

第７条 給電車両の貸与期間（以下「貸与期間」という。）は、大規模停電等の電力が不足する事態

が収束するまでとし、詳細な期間は、甲乙協議の上、決定するものとする。 
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（返却） 

第８条 甲は、貸与期間が終了した場合は、速やかに貸与を受けた給電車両を乙に返却するものとす

る。 

２ 給電車両の返却を行う場所、日時等は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（費用負担） 

第９条 乙は、給電車両の貸与に係る費用を負担するものとする。ただし、貸与期間中における給電

車両の使用に係る燃料、充電スタンド使用料及び電気料金は、甲が負担するものとする。 

２ 乙は、甲に貸与する給電車両に対し自賠責保険及び任意保険（以下「保険」と総称する。）に加

入し、保険料を負担するものとする。 

３ 甲は、その責により保険を適用した場合、乙が加入した保険契約の定めによる免責金額に相当す

る額を乙に支払うものとする。 

４ 甲は、前項の規定による免責金相当額の請求があったときは、甲乙協議の上定めた期日までに乙

に支払うものとし、支払手数料は甲の負担とする。 

５ 乙は、加入した保険の賠償範囲及び免責金額に相当する額が確認できる保険契約書の写しなど、

保険内容が確認できるものをあらかじめ甲に提出するものとする。保険契約の変更が生じた場合に

は、また同様とする。 

（故障対応） 

第10条 貸与期間中に給電車両が部品の消耗等により故障した場合の対応は、甲の使用又は管理に明

らかな過失がある場合を除き、乙が行うものとする。ただし、過失の原因が不明な場合は、甲乙協

議の上、対応するものとする。 

（賠償） 

第11条 甲は、その責に帰すべき事由により、給電車両に損害を与え、又は滅失したとき、その賠償

が、乙が加入する保険の賠償範囲を超える場合は、乙に損害を賠償するものとする。 

（連絡体制） 

第12条 甲及び乙は、給電車両の貸与に関する手続を円滑に行うため、連絡責任者等を記載した協定

事務担当者名簿（第２号様式）を作成し、相互に確認するものとする。当該連絡責任者等に変更が

生じた場合も、また同様とする。 

（平常時の取組） 

第13条 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練

等に協力するよう努めるものとする。 

２ 前項の防災訓練等の参加に係る費用は、乙の負担とする。 

３ 甲及び乙は、災害時における給電車両の有効性について、平常時から広報活動に努めるものとす

る。 

（締結期間及び更新等） 

第14条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和３年３月31日までとする。ただし、こ

の協定の有効期間満了の日の１か月前までに、甲又は乙のいずれかが別段の意思表示をしないとき

は、この協定をさらに１年間延長するものとし、以後も同様とする。 
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（協議） 

第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和３年２月５日 

 

 

甲 東京都台東区東上野４丁目５番６号 

  東京都台東区 

  東京都台東区長 

 

 

乙 東京都港区芝浦４丁目８番３号 

  トヨタモビリティ東京株式会社 
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災害時における電力復旧に係る連携に関する基本協定書 

 

 

 台東区（以下「甲」という。）と東京電力パワーグリッド株式会社上野支社（以下「乙」という。）

は、災害時における電力復旧に係る連携について、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 本協定は、災害時における甲及び乙の電力復旧に係る協力に関し、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 (役割の確認) 

第２条 甲及び乙は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び防災基本計画に基づき、そ

れぞれ次の各号に定める役割を担うものとする。 

(１) 甲 災害時における住民の生命及び財産の保護並びに生活支援 

(２) 乙 電力の早期復旧 

 (連絡体制等) 

第３条 甲及び乙は、災害時における連携を図るため、平常時に直通電話の設置等、連絡体制を確

立する。 

２ 甲及び乙は、協議の上、職員を相互に派遣できるものとする。 

 (情報連携) 

第４条 甲及び乙は、災害時における電力の早期復旧を図るため必要となる情報を平常時から相互

に提供する。 

２ 甲は、電力の復旧を優先すべき重要施設（ライフラインの迅速な復旧が求められる施設等をい

う。）のリストを平常時に作成及び更新し、その都度、乙に提供する。 

３ 甲は、住民が避難している地域、避難場所及び避難所の情報を乙に提供する。 

４ 乙は、停電の発生状況、電力の復旧見込み及び停電への対応に係る体制の確保状況等の情報を

甲に提供する。 

５ 甲及び乙は、それぞれが知り得た道路陥没、水没、土砂崩落又は樹木倒壊等による道路寸断の

情報及び道路復旧の状況を相互に提供する。 

 (災害時の相互協力) 

第５条 甲及び乙は、災害時において、次に掲げる事項について自ら行う業務に支障を及ぼさない

限度において相互に協力する。 

(１) 甲又は乙が所有する施設や電力の復旧に支障となる障害物等の除去その他必要な応急措

置に関すること。 

 (２) 甲又は乙が所有する施設又は駐車場等の利用に関すること。 

(３) 住民への停電情報等の周知のため必要となる、甲の広報手段の利用に関すること。 

 (覚書等の締結) 

第６条 甲及び乙は、本協定に定める役割、具体的な実施事項及び相互に利用する施設等に関し、

別途、覚書等を締結するものとする。 
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(秘密保持) 

第７条 甲及び乙は、正当な理由がなく、本協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に

開示し、又は漏えいしてはならない。 

 (有効期間) 

第８条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月 31 日までとする。ただし、有効期

間満了の日の１月前までに、甲又は乙のいずれからも解除又は変更の申出がないときは、期間満

了の日の翌日から１年間更新するものとし、以後も同様とする。 

 (協議) 

第９条 本協定に定めのない事項及び本協定の実施に際し、疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ

決定するものとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、双方それぞれ１通を

保有する。 

 

令和２年１１月４日 

 

 

                     東京都台東区東上野四丁目５番６号 

                  甲  東京都台東区 

                     東京都台東区長 

 

 

                     東京都台東区竜泉二丁目１８番６号 

                  乙  東京電力パワーグリッド株式会社 

                     上野支社長 
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災害時における罹災証明発行に関する協定書 

 

 

東京都台東区（以下「甲」という。）、東京消防庁上野消防署（以下「乙」という。）、東京消防庁浅草

消防署（以下「丙」という。）及び東京消防庁日本堤消防署（以下「丁」という。）は、相互協力により

災害時に発生した火災被害に係る罹災証明書の発行及びその根拠となる火災調査を円滑に行うため、次

の条項により協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的）  

第１条 本協定は、災害発生時に備え、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）に基づき、被災者

の生活再建支援等の業務を円滑に遂行するため、火災被害に係る罹災証明書の発行及びその根拠と

なる火災調査に関する事項を定めることを目的とする。 

（連絡会の開催） 

第２条 甲、乙、丙及び丁は、災害が発生した後に協議を行い、連携して罹災証明書の発行を行うこと

が必要と認めた場合は、連絡会を開催して次の各号に掲げる項目を定める。 

(１) 建物の被害状況調査開始時期に関すること。 

(２) 建物の被害状況調査体制に関すること。 

(３) 情報の共有に関すること。 

(４) 罹災証明書交付場所に関すること。 

(５) 罹災証明書交付窓口業務に関すること。 

(６) 罹災証明書交付開始時期及び終了時期に関すること。 

(７) その他必要な事項に関すること。 

（被災者生活再建支援システムの活用） 

第３条 甲は、乙、丙及び丁の火災調査業務において、被災者生活再建支援システムから出力した情報   

を提供する場合には、罹災証明書の発行に必要な範囲内において当該システムを活用するものとす  

る。 

（被災情報の提供） 

第４条 甲は、乙、丙及び丁が火災調査業務を行うために必要があると認められる場合は、乙、丙及び

丁の求めに応じ、被災者の情報（住民基本台帳及び固定資産課税台帳のうち家屋課税台帳に係る情

報）を提供するものとする。 

２ 乙、丙及び丁は、甲が罹災証明書の発行及び被災者台帳（被災者の被害情報や生活再建支援施策の

実施状況を管理する台帳をいう。以下同じ。）の作成を行うために必要があると認められる場合は、

甲の求めに応じて、火災調査結果の情報を提供するものとする。 

３ 甲は、作成した被災者台帳のうち、乙、丙及び丁の業務に必要と認められる情報を提供するものと

する。 

（発行窓口業務） 

第５条 乙、丙及び丁は、甲が開設する罹災証明書の発行窓口において、甲の求めに応じて、火災被害

に係る必要な支援業務を行うものとする。 

（情報管理） 

第６条 甲、乙、丙及び丁は、第４条の規定により提供を受けた情報を適正に管理しなければならない。 

２ 甲、乙、丙及び丁は、提供を受けた情報について漏えい等の事故が発生したときは、 

直ちに提供元に報告し、適切な措置を講じなければならない。 
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（提供情報の目的外使用の禁止） 

第７条 乙、丙及び丁は、甲から提供を受けた情報を、第４条第１項及び第３項の規定による業務以外 

の目的に使用してはならない。 

２ 甲は、乙、丙及び丁から提供を受けた情報を、第４条第２項の規定による業務以外の 

目的に使用してはならない。 

（有効期間） 

第８条 本協定の有効期間は、その締結の日からその締結の日が属する年度の翌年度末までとする。 

ただし、有効期間満了の日の１箇月前までに甲、乙、丙及び丁で協議の上、特に疑義が生じない場合 

は、本協定の有効期間を当該有効期間満了の日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とす 

る。 

（協議） 

第９条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈上の疑義が生じた場合は、甲、乙、丙及び丁が協議の

上、決定するものとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本協定書を４通作成し、甲、乙、丙及び丁の記名押印の上、各自１通

を保管する。 

 

  令和４年３月２４日 

 

甲 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区 

台東区長 

  

乙 東京都台東区東上野五丁目２番９号 

東京消防庁上野消防署 

上野消防署長 

 

丙 東京都台東区駒形一丁目５番８号 

東京消防庁浅草消防署 

浅草消防署長 

 

丁 東京都台東区千束四丁目１番１号 

東京消防庁日本堤消防署 

日本堤消防署長 
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大規模水害時における住民の自主的広域避難場所 

確保支援及び移送手段の確保に関する協定書 

 

 

台東区（以下「甲」という。）と株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス（以下

「乙」という。）とは、大規模な水害が発生する恐れがある場合における相互の協力に関し、次

のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、台東区内において荒川氾濫に関する自主的広域避難情報（浸水が想定され

ない地域（以下「浸水想定区域外」という。）へ自主的に避難することを促す情報をいう。以

下同じ。）を発表する基準に該当する水害が発生するおそれがある場合（以下「大規模水害

時」という。）における住民の自主的広域避難場所の確保支援及び移送手段の確保に関する甲

乙の協力について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(１) 自主的広域避難場所 自主的広域避難情報が発表された場合における住民等が自ら確保

する避難場所をいう。 

(２) 自ら避難が困難な住民等 台東区避難行動要支援者名簿に関する要綱（平成19年11月１日

19台総危第161号）第６条の規定による個別支援計画の作成対象者等をいう。 

（協力内容） 

第３条 乙は、大規模水害時において、次の各号に掲げる事項に協力するものとする。 

(１) 甲の公式ホームページ等において掲載する宿泊施設に関する乙のインターネット公式宿

泊サイトの情報等の提供 

(２) 自ら避難が困難な住民等が浸水想定区域外の避難先に避難する移送手段としてのバスの

確保及び運行 

２ 甲及び乙は、前項第１号の規定によるホームページ等における掲載について、事前に協議の

上、準備するものとする。 

３ 第１項第２号の規定によるバスの移送区間は、原則として、台東区内から広域避難の受け入

れ先等までの区間とし、甲乙協議の上、別に定める。 

（協力の要請） 

第４条 甲は、災害救助を遂行するため必要があると認めるときは、乙に対し、前条第１項各号

に規定する協力を要請するものとする。 

２ 甲は、前条第１項第２号の規定によるバスの確保及び運行を要請するときは、協力要請書

（第１号様式）により行う。ただし、早急に協力を要請する必要があると認めるときは、口頭

その他伝達可能な手段により行い、事後速やかに協力要請書を送付するものとする。 
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（協力の実施等） 

第５条 乙は、前条の要請を受けたときは、その業務に支障のない範囲において、協力するもの

とする。 

２ 乙は、前項の規定による協力の業務を完了したときは、速やかに、実績施報告書（第２号様

式）により、その内容を甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第６条 第３条第１項各号に掲げる事項の協力に要する費用の負担は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

 (１) 第３条第１項第１号に掲げる事項の協力に要する費用 乙 

 (２) 第３条第１項第２号に掲げる事項の協力に要する費用 甲 

２ 第３条第１項第２号の規定によるバスの確保及び運行に要する費用は、大規模水害時の直前

の旅客輸送に係る適正価格を基準に算出するものとし、支払額及び支払方法は、甲乙協議の

上、別途定めるものとする。 

(個人情報の取扱) 

第７条 乙は、本協定の履行に関する個人情報の取扱いについて、東京都台東区個人情報保護条

例（平成５年３月台東区条例第２号）その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情

報を適正に取り扱わなければならない。（有効期間） 

第８条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から１年間とする。ただし、本協定の有効期間

満了の日の１か月前までに、甲乙のいずれからも協定の終了または変更の申し出がない場合、

本協定は同内容でさらに１年間更新されるものとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第９条 本協定に定めのない事項及び本協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、決定するものとする。 

 

本協定書は、２通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和４年１月７日 

 

甲 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

東京都台東区 

東京都台東区長 

 

乙 東京都千代田区神田和泉町１－１３ 

住友商事神田和泉町ビル１３階 

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス 

                代表取締役社長 
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大規模災害時における台東区職員及び他自治体からの 

応援職員にかかる宿泊施設等の確保に関する協定書 

 

 

台東区（以下「甲」という。）と株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス（以下

「乙」という。）とは、大規模災害時における相互の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模災害が発生し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」と

いう。）において甲が宿泊施設及び移動手段を迅速かつ円滑に確保できるよう、乙の宿泊施

設等の提供について必要な事項を定めることを目的とする。 

（協力内容） 

第２条 災害時において、甲が乙に協力を要請する業務は、次の各号に掲げる業務とする。 

(１) 災害救助又は災害復旧業務等に従事する甲の職員の宿泊施設の確保並びに移動手段の

確保及び運行 

(２) 災害救助又は災害復旧業務等に従事する他自治体からの応援職員の宿泊施設の確保 

(３) 前２号のほか、甲乙協議の上、必要と認める事項 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において、災害救助又は災害復旧業務等を遂行するため必要があると認

めるときは、前条の規定による業務の協力を乙に要請するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、協力要請書（第１号様式）により行うものとする。ただし、早

急に協力を要請する必要があると認めるときは、口頭その他伝達可能な手段により行い、事

後速やかに協力要請書を送付するものとする。 

（協力の実施） 

第４条 乙は、前条の要請を受けたときは、その業務に支障のない範囲において、協力するも

のとする。 

２ 乙は、前項の規定による協力の業務を完了したときは、速やかに実績報告書（第２号様

式）により、その内容を甲に報告するものとする。 

 (宿泊施設等に関する情報提供) 

第５条 乙は、宿泊施設の確保に協力するときは、受入可能施設一覧(第３号様式)により、当

該宿泊施設の宿泊可能人数、食事・入浴提供の可否、駐車場の有無その他必要な情報を甲に

提供するものとする。 

 (協定の実施範囲) 

第６条 第２条第１号の規定による宿泊施設の確保は、甲の職員が甲の区域外の自治体におい

て災害救助又は災害復旧業務に従事する場合には当該自治体の区域内又はその近郊におい

て、甲の区域内の災害救助又は災害復旧業務に従事する場合には甲の区域内又はその近郊に

おいて行うものとする。 

２ 第２条第１号の規定による移動手段は、バスを原則とし、運行区間は、甲と甲の区域外の

被災した自治体の区間又は甲の職員が甲の区域外の自治体において災害救助若しくは災害復
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旧業務に従事する場合における必要な区間とする。 

３ 第２条第２号の規定による宿泊施設の確保は、原則として、甲の区域内又はその近郊にお

いて行うものとする。 

(費用負担) 

第７条 甲は、第２条各号に掲げる業務の協力に要する費用を負担するものとする。 

２ 第２条第１号及び第２号の規定による宿泊施設の確保に係る費用は、災害救助法等により

定めのあるものを除くほか、災害時における宿泊施設の確保に係る費用の合理的な範囲にお

いて、甲乙協議の上、算出するものとする。 

３ 第２条第１号の規定によるバスの確保及び運行に要する費用は、災害時の直前の旅客輸送

に係る適正価格を基準として、甲乙協議の上、算出するものとする。 

４ 前２項の規定による費用の支払方法は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 (体制の整備) 

第８条 甲及び乙は、災害時において業務の協力を円滑に行うため、連絡体制等の整備につい

て、常に点検し、改善に努めるものとする。 

 (個人情報の取扱) 

第９条 乙は、本協定の履行に関する個人情報の取扱いについて、東京都台東区個人情報保護

条例（平成５年３月台東区条例第２号）その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個

人情報を適正に取り扱わなければならない。 

(有効期間) 

第10条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、この協定の

有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙のいずれからも終了又は変更の申し出がない場

合、この協定は同内容で１年間更新されるものとし、以後も同様とする。 

(協 議) 

第11条 この協定に定めのない事項及び本協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議

の上、決定するものとする。 

 

本協定書は、２通作成し甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和４年１月７日  

 

甲 東京都台東区東上野四丁目５番６号 

東京都台東区 

東京都台東区長 

 

乙 東京都千代田区神田和泉町１－１３ 

住友商事神田和泉町ビル１３階 

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス 

代表取締役社長 

 



 

  


