
  

〔資料協定第 1〕 

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みなす｡  

 (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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〔資料協定第 1〕 
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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) 災害弱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所の提供等災害弱者の受入れ 

ハ その他災害弱者の救援に関し､ 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) 建物被害の判定に関し､ 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) 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｡  

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｡  
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 (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 

この協定は､ 平成８年２月 16日から適用する｡  

 

 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８年２月 16 日 

 千代田区長       港区長   

 中央区長       新宿区長  

 文京区長       杉並区長  

 台東区長       豊島区長  

 墨田区長       北区長   

 江東区長       荒川区長  

 品川区長       板橋区長  

 目黒区長       練馬区長  

 大田区長       足立区長  

 世田谷区長       葛飾区長  

 渋谷区長       江戸川区長  

 中野区長      

 

※ 「二次避難所」は「福祉避難所」に読み替える。 
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〔資料協定第2〕 

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による当該区がなかった場合､ 支援区の中から､ 区長会拡大役員区で､ 行政ブ

ロック順が先の区を本部設置区とする｡  

③ ②による当該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二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所は､ 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､ 二次災害が発生し､ 支援区と本部設置区との連絡手段が途

絶えた場合 
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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、その旨を各区ならびに東京都等の関係団体に連絡する｡  

 

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 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｡  

 

７ 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､ 

被災区なら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 

 

８ 本部の解散 

 本部は､ ７の (3)の決定により解散する｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡ 
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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、その旨を各区ならびに東京都等の関係団体に連絡する｡  

 

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 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｡  

 

７ 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､ 

被災区なら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 

 

８ 本部の解散 

 本部は､ ７の (3)の決定により解散する｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡ 

- 382 -   

 

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に努め

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上被災地に向かうこととする｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡  

- 383 -383



  

 

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､ 特別区支援対策本部 (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､ 自らの人員及び運搬車

両をもって､ 指定された搬入場所まで救援物資を運搬するものとする｡  

 

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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡  

- 384 -384



  

 

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､ 特別区支援対策本部 (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､ 自らの人員及び運搬車

両をもって､ 指定された搬入場所まで救援物資を運搬するものとする｡  

 

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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡  

- 384 -   

 

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｡  

 

  付 則 

 この実施細目は､ 平成８年２月１６日から適用する｡  

- 385 -385



  

 

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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16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､ 受入れ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､ 受入れ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｡  

 

  付 則 

 この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡  

- 386 -386



  

 

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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16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､ 受入れ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､ 受入れ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｡  

 

  付 則 

 この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡  

- 386 -   

 

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｡  

 

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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16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､ 

保健所医療救護班を編成し､ 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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡  

- 387 -387



  

 

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｡  

 

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､ 仕分け・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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡  

- 388 -388



  

 

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｡  

 

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､ 仕分け・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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡  
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災害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 

(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､ 災害要援護者の救援に関し､ 車いす､ 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｡  

 

  付 則 

 この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡ 

 

※ 「二次避難所」は「福祉避難所」に読み替える。 
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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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡  
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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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡  

 

 

 

建物被害の判定に関する実施細目 

 (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

区に対し建物の被害判定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､ 建物の被害判定に必要な職員及

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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16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｡  

 

  付 則 

この実施細目は､ 平成８年２月16日から適用する｡  
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〔資料協定第 3〕 

災害時における城南５区相互応援協定書 

 

 品川区､ 目黒区､ 大田区､ 世田谷区及び渋谷区の５区 (以下 ｢城南５区｣ という｡) は､ 

地震等による災害が発生した場合に､ 隣保共助の精神に基づいて､ 災害時における相互応

援を円滑に行うため､ 次のとおり協定を締結する｡  

 

 (目的)  

第１条 この協定は､ 大規模災害においては､ 隣接区といえども､ 被害の程度は必ずしも

一様ではなく､ 大きな被害を受ける区､ 比較的被害が軽い区とが生じることが有り得る

ことに鑑み､ このような場合において､ 余力のある区が､ 被害の大きい区の要請を受け､ 

又は､ 状況によっては要請を待たずに､ 応援を円滑に行うことを目的とする｡  

 (応援の内容)  

第２条 城南５区が､ 相互に応援する業務は､ 次のとおりとする｡  

(1) 備蓄品による応急物資､ 資材の供給 

(2) 応急対策及び復旧に要する職員の派遣 

(3) 避難所における避難住民の受け入れと救援 

(4) 物資集積所等の後方支援基地の提供 

(5) 連絡業務､ 発注業務等の事務処理の協力 

２ 前項に定める業務のほか､ 必要に応じて､ 各区間の協議により､ 業務を追加すること

ができる｡  

 (応急物資等の輸送)  

第３条 応急物資等及び派遣職員の輸送は､ 応援の要請を受けた区が行うものとする｡  

 (経費の負担)  

第４条 応急物資等の供給に要する経費 (輸送に要する経費を含む｡) は､ 原則として､ 

当該応援を要請した区が負担するものとし､ その額は供給をする区と供給を受ける区で

協議のうえ定める｡ ただし､ 避難住民の受け入れ及び救援に要する費用は､ 受け入れ区

で負担する｡  

２ 前項の経費の支払は､ 供与を受けたものと同一のものを提供することによって､ 代え

ることができる｡  

 (応援の調整)  

第５条 この協定に基づいて､ 応援を行う区が複数あるときは､ 応援を有効に行うために

応援を行う区間で協議し､ 応援の調整を行う区を定めることができる｡  

 (緊急応援)  

第６条 応援を行う区は､ 応援を受ける区が､ 災害による被害によって応援の要請を行う

ことができないと判断した場合は､ 応援を受ける区の要請を待たずに応援を開始することができる｡  

２ 前項の規定により､ 応援を開始した場合においては､ 速やかに当該応援にかかる協議
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を行うものとする｡  

 (連絡会の設置)  

第７条 災害時の相互応援を円滑に行うため必要に応じて､ 城南５区で連絡､ 情報交換を

行う連絡会を開催する｡  

２ 前項の連絡会は､ 城南５区の防災主管課長によって構成し､ 事務局は第三ブロックの

防災主管課長会の幹事区が担当する｡  

 (協議)  

第８条 この協定の解釈､ 運用について疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項

については､ 城南５区間で協議のうえ決定する｡  

 

 

  この協定締結の証として､ 本協定書５通を作成し､ 連署のうえ各１通を保有する｡  

 

    平成７年 12 月１日 

 

 

   品 川 区 長   

 

   目 黒 区 長   

 

   大 田 区 長   

 

   世 田 谷 区 長   

 

   渋 谷 区 長   
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を行うものとする｡  

 (連絡会の設置)  

第７条 災害時の相互応援を円滑に行うため必要に応じて､ 城南５区で連絡､ 情報交換を

行う連絡会を開催する｡  

２ 前項の連絡会は､ 城南５区の防災主管課長によって構成し､ 事務局は第三ブロックの

防災主管課長会の幹事区が担当する｡  

 (協議)  

第８条 この協定の解釈､ 運用について疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項

については､ 城南５区間で協議のうえ決定する｡  

 

 

  この協定締結の証として､ 本協定書５通を作成し､ 連署のうえ各１通を保有する｡  

 

    平成７年 12 月１日 

 

 

   品 川 区 長   

 

   目 黒 区 長   

 

   大 田 区 長   

 

   世 田 谷 区 長   

 

   渋 谷 区 長   
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〔資料協定第 4〕 

災害時における相互応援協定書 

 

 調布市(以下「甲」)と 世田谷区(以下｢乙｣)とは、地震等の災害が発生し、被災自治体独

自では十分な応急措置ができない場合に､友愛精神に基づき､ 相互に救援協力し、被災自治

体の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行し、住民の安全安心を堅持するため、 次のとおり

協定を締結する｡  

 

 (目的)  

第１条 この協定は､甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において、被災自治

体からの要請を受け､ 又は､ 状況によっては要請を待たずに､被災自治体の応急対策及び

復旧活動を円滑に行うこととともに、行政区域に関わらず被災自治体の住民を保護するこ

とを目的とする。 

 (応援の内容)  

第２条  甲乙が、相互に応援する業務は､ 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これらの供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 被災者を一時収容するための施設の提供 

(5) 救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

(6) ボランティアの斡旋 

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあったもの 

２ 前項に定める業務のほか､ 必要に応じて､ 自治体間の協議により､ 業務を追加するこ

とができる｡  

 (応急物資等の輸送)  

第３条 応急物資等及び派遣職員の輸送は､ 応援の要請を受けた自治体が行うものとす

る｡  

 (経費の負担)  

第４条 応急物資等の供給に要する経費 (輸送に要する経費を含む｡) は､ 原則として､ 

当該応援を要請した自治体が負担するものとし､ その額は供給をする自治体と供給を受

ける自治体で協議の上定める｡ ただし､ 避難住民の受け入れ及び救援に要する費用は､ 

受け入れ自治体で負担する｡  

２ 前項の経費の支払は､ 供与を受けたものと同一のものを提供することによって､ 代え

ることができる｡  

 (緊急応援)  

第５条 応援を行う自治体は､ 応援を受ける自治体が､ 災害による被害によって応援の要

請を行うことができないと判断した場合は､ 応援を受ける自治体の要請を待たずに応援
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を開始することができる｡  

２ 前項の規定により､ 応援を開始した場合においては､ 速やかに当該応援にかかる協議

を行うものとする｡  

 (連絡会の設置)  

第６条 災害時の相互応援を円滑に行うため必要に応じて､ 連絡､ 情報交換を行う連絡会

を開催する｡  

２ 前項の連絡会は､ 防災主管課長によって構成し､ 事務局は別に協議する｡  

 (協議)  

第７条 この協定の解釈､ 運用について疑義が生じた場合及び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｡  

 

 この協定締結の証として､ 本協定書２通を作成し､ 連署のうえ各１通を保有する｡  

 

    平成１７年２月１６日 

 

 

   調 布 市 長   

            

 

   世 田 谷 区 長   
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を開始することができる｡  

２ 前項の規定により､ 応援を開始した場合においては､ 速やかに当該応援にかかる協議

を行うものとする｡  

 (連絡会の設置)  

第６条 災害時の相互応援を円滑に行うため必要に応じて､ 連絡､ 情報交換を行う連絡会

を開催する｡  

２ 前項の連絡会は､ 防災主管課長によって構成し､ 事務局は別に協議する｡  

 (協議)  

第７条 この協定の解釈､ 運用について疑義が生じた場合及び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｡  

 

 この協定締結の証として､ 本協定書２通を作成し､ 連署のうえ各１通を保有する｡  

 

    平成１７年２月１６日 

 

 

   調 布 市 長   

            

 

   世 田 谷 区 長   
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〔資料協定第 5〕 

災害時における相互応援協定書 

 

 狛江市(以下「甲」)と 世田谷区(以下｢乙｣)とは、地震等の災害が発生し、被災自治体独

自では十分な応急措置ができない場合に､友愛精神に基づき､ 相互に救援協力し、被災自治

体の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行し、住民の安全安心を堅持するため、 次のとおり

協定を締結する｡  

 

 (目的)  

第１条 この協定は､甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において、被災自治

体からの要請を受け､ 又は､ 状況によっては要請を待たずに､被災自治体の応急対策及び

復旧活動を円滑に行うこととともに、行政区域に関わらず被災自治体の住民を保護するこ

とを目的とする。 

 (応援の内容)  

第２条  甲乙が、相互に応援する業務は､ 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これらの供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 被災者を一時収容するための施設の提供 

(5) 救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

(6) ボランティアの斡旋 

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあったもの 

２ 前項に定める業務のほか､ 必要に応じて､ 自治体間の協議により､ 業務を追加するこ

とができる｡  

 (応急物資等の輸送)  

第３条 応急物資等及び派遣職員の輸送は､ 応援の要請を受けた自治体が行うものとす

る｡  

 (経費の負担)  

第４条 応急物資等の供給に要する経費 (輸送に要する経費を含む｡) は､ 原則として､ 

当該応援を要請した自治体が負担するものとし､ その額は供給をする自治体と供給を受

ける自治体で協議の上定める｡ ただし､ 避難住民の受け入れ及び救援に要する費用は､ 

受け入れ自治体で負担する｡  

２ 前項の経費の支払は､ 供与を受けたものと同一のものを提供することによって､ 代え

ることができる｡  

 (緊急応援)  

第５条 応援を行う自治体は､ 応援を受ける自治体が､ 災害による被害によって応援の要

請を行うことができないと判断した場合は､ 応援を受ける自治体の要請を待たずに応援
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を開始することができる｡  

２ 前項の規定により､ 応援を開始した場合においては､ 速やかに当該応援にかかる協議

を行うものとする｡  

 (連絡会の設置)  

第６条 災害時の相互応援を円滑に行うため必要に応じて､ 連絡､ 情報交換を行う連絡会

を開催する｡  

２ 前項の連絡会は､ 防災主管課長によって構成し､ 事務局は別に協議する｡  

 (協議)  

第７条 この協定の解釈､ 運用について疑義が生じた場合及び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｡  

 

 この協定締結の証として､ 本協定書２通を作成し､ 連署のうえ各１通を保有する｡  

 

    平成１７年２月１６日 

 

 

   狛 江 市 長   

 

   世 田 谷 区 長   
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を開始することができる｡  

２ 前項の規定により､ 応援を開始した場合においては､ 速やかに当該応援にかかる協議

を行うものとする｡  

 (連絡会の設置)  

第６条 災害時の相互応援を円滑に行うため必要に応じて､ 連絡､ 情報交換を行う連絡会

を開催する｡  

２ 前項の連絡会は､ 防災主管課長によって構成し､ 事務局は別に協議する｡  

 (協議)  

第７条 この協定の解釈､ 運用について疑義が生じた場合及び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｡  

 

 この協定締結の証として､ 本協定書２通を作成し､ 連署のうえ各１通を保有する｡  

 

    平成１７年２月１６日 

 

 

   狛 江 市 長   

 

   世 田 谷 区 長   
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〔資料協定第 6〕 

災害時における相互応援に関する実施細目 

 
（目的） 
第１条  この実施細目は、狛江市（以下「甲」という。）と世田谷区（以下「乙」という。）が締結し
た災害時における相互応援協定（以下「協定」という。）の規定に基づき甲乙の行政境界周辺におい

て実施する相互応援に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
（避難所等の相互利用） 
第２条  協定第２条第１項第４号に規定する被災者を一時収容するための施設（以下「避難所等」と
いう。）は、甲乙の行政境界周辺に位置する次の施設とする。 

（１）狛江市立狛江第三小学校  狛江市猪方一丁目１１番１号 
（２）狛江市立狛江第五小学校  狛江市東野川一丁目３５番１３号 
（３）狛江市立狛江第六小学校  狛江市駒井町一丁目２１番１号 
（４）狛江市立狛江第四中学校  狛江市東野川四丁目１番１号 
（５）喜多見ふれあい広場      世田谷区喜多見九丁目２５番 
（６）世田谷区立喜多見中学校  世田谷区喜多見四丁目２０番１号 
２  前項各号に掲げる施設のほか、必要に応じ甲又は乙が管轄する施設を避難所等として相互利用す
ることについて連携を図るものとする。 

（住民交流） 
第３条  甲及び乙は、避難所等の相互利用において、行政境界周辺に居住する住民同士が円滑に相互
協力できるよう、平素より住民間の情報交換等交流を行うための機会の提供に努めるものとする。 

（情報連絡体制の強化） 
第４条  甲及び乙は、協定第２条の規定による速やかな応援を実施するために必要な 
相互の情報連絡体制の強化を図るため、次の事項を実施する。 

（１）狛江市長と世田谷区長との連絡先の交換 
（２）平時からの防災及び災害対策業務に必要な情報、連絡先の交換 
（３）定期的な通信訓練 
（４）前３号に掲げるもののほか、甲及び乙が必要と認めること。 
（有効期間） 
第５条  この実施細目は、協定の有効期間中は効力を有するものとし、協定が失効した場合には、そ
の効力を失うものとする。 

 
  甲及び乙は、この実施細目の成立を証するため、この実施細目を２通作成し、それぞれ署名の上、
各１通を保管する。 
 
平成２５年２月７日 
 

甲  東京都狛江市和泉本町一丁目１番５号                                       
狛江市長                                     

 
乙  東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

                                         
世田谷区長 
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〔資料協定第 7〕 

災害時における相互援助協定書 

 

 世田谷区 (以下 ｢甲｣ という｡) と川場村 (以下 ｢乙｣ という｡) とは区民健康村相互協

力協定の精神に基づき､ 災害時における応急対策及び復旧対策 (以下 ｢応急対策等｣ とい

う｡) に係る相互の援助に関し､ 次のとおり協定する｡  

 

 (目的)  

第１条 この協定は､ 甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において､ 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､ 相互に援助協力することにより､ 被

災地域の応急対策等を円滑かつ迅速に実施することを目的とする｡  

 (要請)  

第２条 甲及び乙は､ 応急対策等に必要な物資､ 機材 (以下 ｢応急物資｣ という｡)､ 及び

職員等について自ら十分な調達ができないときは､ 連絡担当課を通じて､ 相手方に対し､ 

必要事項を示して援助を要請するものとする｡  

 (協力)  

第３条 甲及び乙は､ 前条の規定により要請を受けた場合は､ その内容に従って可能な限

り応急物資を供給し､ 応援職員等を派遣するものとする｡  

 (援助内容)  

第４条 前条の規定により､ 甲又は乙が供給する援助内容は､ 次に掲げるものとする｡  

(1) 食糧品 

(2) 生活必需品 

(3) 被災者の収容のための施設 

(4) その他応急対策用資機材及び応援職員等 

 (応急物資等の輸送)  

第５条 応急物資及び応援職員等の輸送は､ 援助する側が行うものとする｡ ただし､ 双方

協議により相手方に依頼し又は分担することができる｡  

 (連絡担当課)  

第６条 相互援助のための連絡担当課 (甲においては企画部区民健康村室､ 乙においては

企画課) は､ 年１回の連絡会議を開くこととし､ 災害が発生したときは､ 速やかに情報

交換を行うものとする｡  

 (ボランティアへの支援)  

第７条 甲及び乙は､ 区民健康村相互協力協定の趣旨に鑑み､ 個人又は団体から援助の申

出があった場合は､ その内容を把握整理し､ 適切な支援が図れるよう努めるものとする｡  

(啓発事業への協力)  

第８条 甲及び乙は､ それぞれが実施する防災啓発事業に積極的に協力するものとする｡  

 (経費の負担)  

第９条 供給援助に要した経費 (輸送費を含む｡) の負担は､ 双方協議のうえ定めるもの

とする｡ 
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〔資料協定第 7〕 

災害時における相互援助協定書 

 

 世田谷区 (以下 ｢甲｣ という｡) と川場村 (以下 ｢乙｣ という｡) とは区民健康村相互協

力協定の精神に基づき､ 災害時における応急対策及び復旧対策 (以下 ｢応急対策等｣ とい

う｡) に係る相互の援助に関し､ 次のとおり協定する｡  

 

 (目的)  

第１条 この協定は､ 甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において､ 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､ 相互に援助協力することにより､ 被

災地域の応急対策等を円滑かつ迅速に実施することを目的とする｡  

 (要請)  

第２条 甲及び乙は､ 応急対策等に必要な物資､ 機材 (以下 ｢応急物資｣ という｡)､ 及び

職員等について自ら十分な調達ができないときは､ 連絡担当課を通じて､ 相手方に対し､ 

必要事項を示して援助を要請するものとする｡  

 (協力)  

第３条 甲及び乙は､ 前条の規定により要請を受けた場合は､ その内容に従って可能な限

り応急物資を供給し､ 応援職員等を派遣するものとする｡  

 (援助内容)  

第４条 前条の規定により､ 甲又は乙が供給する援助内容は､ 次に掲げるものとする｡  

(1) 食糧品 

(2) 生活必需品 

(3) 被災者の収容のための施設 

(4) その他応急対策用資機材及び応援職員等 

 (応急物資等の輸送)  

第５条 応急物資及び応援職員等の輸送は､ 援助する側が行うものとする｡ ただし､ 双方

協議により相手方に依頼し又は分担することができる｡  

 (連絡担当課)  

第６条 相互援助のための連絡担当課 (甲においては企画部区民健康村室､ 乙においては

企画課) は､ 年１回の連絡会議を開くこととし､ 災害が発生したときは､ 速やかに情報

交換を行うものとする｡  

 (ボランティアへの支援)  

第７条 甲及び乙は､ 区民健康村相互協力協定の趣旨に鑑み､ 個人又は団体から援助の申

出があった場合は､ その内容を把握整理し､ 適切な支援が図れるよう努めるものとする｡  

(啓発事業への協力)  

第８条 甲及び乙は､ それぞれが実施する防災啓発事業に積極的に協力するものとする｡  

 (経費の負担)  

第９条 供給援助に要した経費 (輸送費を含む｡) の負担は､ 双方協議のうえ定めるもの

とする｡ 
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 (協議)  

第 10 条 この協定の解釈について疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項につい

ては､ 双方協議のうえ決定するものとする｡  

 (適用)  

第 11 条 この協定は､ 平成７年７月 29日から施行する｡  

 

 この協定を証するため､ 本書２通を作成し､ 甲乙記名押印のうえ､ 各一通保有する｡  

  平成７年７月２９日 

 

 

 

 世田谷区長    川場村長 

 

 

 

 立会人     立会人 

    世田谷区議会議長   川場村議会議長 

 

 

 

 

※第６条中 ｢企画部区民健康村室｣ は｢生活文化政策部区民健康村・ふるさと交流課｣ に組

織改正 
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〔資料協定第 8〕 

災害時における相互援助協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、世田谷区と川場村とによる災害時における相互援助協定（以下「協

定」という。）第６条及び第１０条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるも

のとする。 

（要請） 

第２条 援助の要請手段は、口頭、電話又は電信によるものとし、後日、速やかに文書を送

付するものとする。なお、通常の通信手段が途絶し、直接要請することが不可能なときで、

援助を要する状況であることが判明したときは、要請があったものと同様とする。 

（要請内容） 

第３条 要請する援助内容は、協定第４条に掲げるものの品名、数量、援助の場所及び援助

場所への経路、援助の期間、その他必要事項とする。 

（援助内容） 

第４条 援助物資については、その供給可能一覧を毎年４月１日現在で作成し、相互に交換

し保管するものとする。 

（連絡担当課） 

第５条 協定第７条により世田谷区及び川場村は、相互援助の連絡担当課の担当責任者、電

話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。 

２ 年１回の連絡会議は、連絡担当課の他に防災担当課が参加するものとし、相互に連絡調

整を行うものとする。 

（その他） 

第６条 この実施細目は、第５条に定める連絡担当課及び防災担当課が年１回協議し、見直

しを行うものとする。 

 

以上の細目を確認する。 

 

平成８年１月１７日 

 

世田谷区 

区長   

 

川場村 

村長   
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〔資料協定第 8〕 

災害時における相互援助協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、世田谷区と川場村とによる災害時における相互援助協定（以下「協

定」という。）第６条及び第１０条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるも

のとする。 

（要請） 

第２条 援助の要請手段は、口頭、電話又は電信によるものとし、後日、速やかに文書を送

付するものとする。なお、通常の通信手段が途絶し、直接要請することが不可能なときで、

援助を要する状況であることが判明したときは、要請があったものと同様とする。 

（要請内容） 

第３条 要請する援助内容は、協定第４条に掲げるものの品名、数量、援助の場所及び援助

場所への経路、援助の期間、その他必要事項とする。 

（援助内容） 

第４条 援助物資については、その供給可能一覧を毎年４月１日現在で作成し、相互に交換

し保管するものとする。 

（連絡担当課） 

第５条 協定第７条により世田谷区及び川場村は、相互援助の連絡担当課の担当責任者、電

話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。 

２ 年１回の連絡会議は、連絡担当課の他に防災担当課が参加するものとし、相互に連絡調

整を行うものとする。 

（その他） 

第６条 この実施細目は、第５条に定める連絡担当課及び防災担当課が年１回協議し、見直

しを行うものとする。 

 

以上の細目を確認する。 

 

平成８年１月１７日 

 

世田谷区 

区長   

 

川場村 

村長   
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〔資料協定第 9〕 

大規模災害時における相互応援に関する協定 

 

 熊谷市（以下「甲」という。）と世田谷区（以下「乙」という。）は、災害対策基本法（昭和３６年法

律第２２３号）第６７条第１項に規定する応急措置を実施する応援に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条  この協定は、甲又は乙の区域において地震等による大規模災害が発生し、甲又は乙が独自では

十分な対策等が実施できない場合において、甲乙間の相互応援を迅速かつ円滑に遂行することを目的

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。 

 ⑴ 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 

 ⑵ 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

 ⑶ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

  ⑷ 救援及び救助活動並びに応急復旧作業への職員の従事 

 ⑸ 被災者を一時収容するための施設の提供 

 ⑹ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請） 

第３条 応援を受けようとする甲又は乙は、次の事項を明らかにして、電話等により要請し、後日速や

かに文書を提出するものとする。 

 ⑴ 被害の状況 

  ⑵ 応援の場所及び経路   

  ⑶ 応援の期間   

  ⑷ 必要とする食料、飲料水及び生活必需物資の品名及び数量   

  ⑸ 必要とする資機材、物資、車両等の品名及び数量 

  ⑹ 必要とする職種別人員    

  ⑺ 一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間 

  ⑻ その他応援を必要とする事項等 

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要する経費は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次の各号の区分に応じ、当

該各号に定める者が負担するものとする。 

 ⑴ 救援及び救援活動並びに応急復旧作業に従事する職員に係る経費  応援を行う者 
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 ⑵ 被災者を一次収容するための施設の提供に要する経費  応援を行う者 

  ⑶  前２号に掲げるもの以外の応援に要する経費  応援を受ける者 

２  前項の規定にかかわらず、法令等に応援に要する経費の負担者に関する規定があると 

きは、当該規定に従って応援に要する経費の負担者を定めるものとする。 

（情報の交換） 

第５条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ連絡及び情報交換を行

うものとする。 

（協議） 

第６条 この協定の実施に関し必要な事項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

協議の上これを定めるものとする。 

（適用） 

第７条  この協定は、締結の日から効力を有する。 

 

 この協定の成立を証するため、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２５年１月２１日 

 

                                  埼玉県熊谷市宮町二丁目４７番地１ 

                 甲  熊谷市 

                               熊 谷 市 長         

 

 

                                  東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号               

                                 乙  世田谷区 

                    世田谷区長   
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 ⑵ 被災者を一次収容するための施設の提供に要する経費  応援を行う者 

  ⑶  前２号に掲げるもの以外の応援に要する経費  応援を受ける者 

２  前項の規定にかかわらず、法令等に応援に要する経費の負担者に関する規定があると 

きは、当該規定に従って応援に要する経費の負担者を定めるものとする。 

（情報の交換） 

第５条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ連絡及び情報交換を行

うものとする。 

（協議） 

第６条 この協定の実施に関し必要な事項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

協議の上これを定めるものとする。 

（適用） 

第７条  この協定は、締結の日から効力を有する。 

 

 この協定の成立を証するため、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２５年１月２１日 

 

                                  埼玉県熊谷市宮町二丁目４７番地１ 

                 甲  熊谷市 

                               熊 谷 市 長         

 

 

                                  東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号               

                                 乙  世田谷区 

                    世田谷区長   
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〔資料協定第 10〕 

大規模災害時における相互応援に関する協定 

 

つくば市（以下「甲」という。）と世田谷区（以下「乙」という。）は、災害対策基本法（昭和３６年

法律第２２３号）第６７条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、次のとおり協定を締結す

る。 

（目的） 

第１条  この協定は、甲又は乙の区域内において地震等による大規模災害が発生し、甲又は乙が単独で

は十分な災害対策等を実施できない場合において、甲乙間相互の応援を迅速かつ円滑に遂行すること

を目的とする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

 ⑴ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に必要な資機材の提供 

 ⑵ 被災者の救助、医療、防疫、施設の応急の復旧（以下「応急復旧」という。）等に必要な資機材

及び物資の提供 

 ⑶ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

  ⑷ 救援、救助活動及び応急復旧作業への職員の従事 

 ⑸ 被災者を一時収容するための施設の提供 

 ⑹ 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） 

第３条 大規模災害が発生した自治体（以下「被災自治体」という。）は、応援を必要とする場合にお

いて、次に掲げる事項を明らかにし、応援を行う自治体（以下「応援自治体」という。）に対し電話

その他の手段により応援を要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

 ⑴ 被害の状況及び要請の理由 

  ⑵ 応援の場所及び経路 

  ⑶ 応援の期間   

  ⑷ 必要とする食料、飲料水及び生活必需物資の品名及び数量  

  ⑸ 必要とする資機材、物資及び車両等の品名及び数量 

  ⑹ 必要とする職員の人数及びその職種 

  ⑺ 一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間 

  ⑻ 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

２ 応援自治体は、前項の規定による要請がない場合であっても、その長が被災自治体の区域における
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被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的に応援を行うことができるもの

とする。 

（指揮権） 

第４条 応援自治体の職員が救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事するときは、被災自治体の

災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。 

（応援に要する経費等の負担者） 

第５条 応援に要する経費は、負担者について法令に定めがある場合その他特別の定めがある場合を除

き、被災自治体が負担するものとする。 

２ 救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事した職員が負傷した場合の応急手当に要する経費

は、被災自治体が負担するものとする。 

３ 前項の職員が第三者に損害を与えた場合の賠償は、被災自治体が負担するものとする。 

（災害補償に係る手続き） 

第６条 応援に従事する職員の災害補償に係る手続きは、応援自治体において処理するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ連絡及び情報交換を行

うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又は、この協定に関し疑義が生

じた場合は、その都度、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

（有効期間） 

第９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、有効期間満了の３ヶ

月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による申出がないときは、協定の有効期間は、同一の内容

でさらに１年間延長されるものとする。 

 

 甲及び乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各自そ

の１通を保有する。 

平成 25 年５月 21 日 

                        茨城県つくば市苅間２５３０番地２(研究学園 D32 街区２画地) 

           甲  つくば市 

                      つくば市長 

                         東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号               

                     乙   世田谷区 

               世田谷区長 
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被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的に応援を行うことができるもの

とする。 

（指揮権） 

第４条 応援自治体の職員が救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事するときは、被災自治体の

災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。 

（応援に要する経費等の負担者） 

第５条 応援に要する経費は、負担者について法令に定めがある場合その他特別の定めがある場合を除

き、被災自治体が負担するものとする。 

２ 救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事した職員が負傷した場合の応急手当に要する経費

は、被災自治体が負担するものとする。 

３ 前項の職員が第三者に損害を与えた場合の賠償は、被災自治体が負担するものとする。 

（災害補償に係る手続き） 

第６条 応援に従事する職員の災害補償に係る手続きは、応援自治体において処理するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ連絡及び情報交換を行

うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又は、この協定に関し疑義が生

じた場合は、その都度、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

（有効期間） 

第９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、有効期間満了の３ヶ

月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による申出がないときは、協定の有効期間は、同一の内容

でさらに１年間延長されるものとする。 

 

 甲及び乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各自そ

の１通を保有する。 

平成 25 年５月 21 日 

                        茨城県つくば市苅間２５３０番地２(研究学園 D32 街区２画地) 

           甲  つくば市 

                      つくば市長 

                         東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号               

                     乙   世田谷区 

               世田谷区長 
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〔資料協定第 11〕 

大規模災害時における世田谷区と十日町市との相互応援に関する協定 

 

世田谷区（以下「甲」という。）と十日町市（以下「乙」という。）は、産業、教育、文化及び観光にお

いてこれまで培われた交流の実績を踏まえ、更に広く、深い交流を願い、災害対策基本法（昭和３６年

法律第２２３号）第６７条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震等による大規模災害が発生し、甲又は乙が援助を

必要とする場合における応援の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）食料、飲料水及び生活必需品並びにそれらの供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧作業等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）救援及び救助活動並びに応急復旧作業への職員の派遣 

（５）被災者を一時収容するための施設の提供 

（６）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） 

第３条 大規模災害が発生した自治体（以下「被災自治体」という。）が応援を要請するときは、次に

掲げる事項を明らかにして、応援を行う自治体（以下「応援自治体」という。）に対し電話、ＦＡＸ、

電子メール等により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）応援の場所及び経路 

（３）応援の期間 

（４）必要とする食料、飲料水及び生活必需品の品名及び数量 

（５）必要とする資機材、物資、車両等の品名及び数量 

（６）必要とする職種別人員 

（７）一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間 

（８）前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

（応援の実施） 
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第４条 甲及び乙は、応援を要請されたときは、可能な限りこれに応じ、救援等に努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、被災自治体から応援の要請がない場合であっても、その長が被災自治体の区域におけ

る被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的に応援を行うことができるも

のとする。 

（指揮権） 

第５条 被災自治体に派遣された応援自治体の職員（以下「派遣職員」という。）が救援若しくは救援

活動又は応急復旧作業に従事するときは、被災自治体の災害対策本部長の指揮に従い行動するものと

する。 

（応援に要する経費の負担者） 

第６条 応援に要する経費は、負担者について法令に定めがある場合その他特別の定めがある場合を除

き、被災自治体が負担するものとする。 

（災害補償等） 

第７条 派遣職員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。 

２ 派遣職員が第三者に損害を与えた場合の賠償は、その損害が応援の従事中に生じたものについては

被災自治体が、被災自治体への往復経路の途中に生じたものについては、応援自治体が、それぞれ負

担するものとする。 

（平常時における活動等） 

第８条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平常時において相互の地域防災計

画その他必要な資料を交換するとともに、関係者の交流を図るものとする。 

（協議） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じ

た場合は、その都度、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

（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平成２６年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、有効期間満了の３箇月前までに、甲乙いずれからも何らかの意思表示が

ないときには、更に１年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。 

 

 甲及び乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各自そ

の１通を保有する。 

 

平成２５年１１月１５日 
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第４条 甲及び乙は、応援を要請されたときは、可能な限りこれに応じ、救援等に努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、被災自治体から応援の要請がない場合であっても、その長が被災自治体の区域におけ

る被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的に応援を行うことができるも

のとする。 

（指揮権） 

第５条 被災自治体に派遣された応援自治体の職員（以下「派遣職員」という。）が救援若しくは救援

活動又は応急復旧作業に従事するときは、被災自治体の災害対策本部長の指揮に従い行動するものと

する。 

（応援に要する経費の負担者） 

第６条 応援に要する経費は、負担者について法令に定めがある場合その他特別の定めがある場合を除

き、被災自治体が負担するものとする。 

（災害補償等） 

第７条 派遣職員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。 

２ 派遣職員が第三者に損害を与えた場合の賠償は、その損害が応援の従事中に生じたものについては

被災自治体が、被災自治体への往復経路の途中に生じたものについては、応援自治体が、それぞれ負

担するものとする。 

（平常時における活動等） 

第８条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平常時において相互の地域防災計

画その他必要な資料を交換するとともに、関係者の交流を図るものとする。 

（協議） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じ

た場合は、その都度、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

（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平成２６年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、有効期間満了の３箇月前までに、甲乙いずれからも何らかの意思表示が

ないときには、更に１年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。 

 

 甲及び乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各自そ

の１通を保有する。 

 

平成２５年１１月１５日 
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甲 東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

                 世田谷区 

                 世田谷区長 

 

乙 新潟県十日町市千歳町三丁目３番地 

                 十日町市 

                 十日町市長 
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〔資料協定第 12〕 

大規模災害時における相互応援に関する協定 

 

 高崎市（以下「甲」という。）と世田谷区（以下「乙」という。）は、災害対策基本法（昭

和３６年法律第２２３号）第６７条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、次の

とおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震等による大規模災害が発生し、甲又は

乙が単独では十分な災害対策等を実施できない場合において、甲乙間相互の応援を迅速か

つ円滑に遂行することを目的とする。 

 

（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れらの供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）救援及び救助活動並びに応急復旧作業への職員の従事 

（５）被災者を一時収容するための施設の提供 

（６）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） 

第３条 大規模災害が発生した自治体（以下「被災自治体」という。）は、応援を必要とす

る場合において、次に掲げる事項を明らかにし、応援を行う自治体（以下「応援自治体」

という。）に対し電話その他の手段により応援を要請し、後日速やかに文書を提出するも

のとする。 

（１）被害の状況及び要請の理由 

（２）応援の場所及び経路 

（３）応援の期間 

（４）必要とする食料、飲料水及び生活必需物資の品名及び数量 

（５）必要とする資機材、物資、車両等の品名及び数量 

（６）必要とする職種別人員 

（７）一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間 

（８）前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

２ 応援自治体は、前項の規定による要請がない場合であっても、その長が被災自治体の 

 区域における被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的に応援

を行うことができるものとする。 
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〔資料協定第 12〕 

大規模災害時における相互応援に関する協定 

 

 高崎市（以下「甲」という。）と世田谷区（以下「乙」という。）は、災害対策基本法（昭

和３６年法律第２２３号）第６７条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、次の

とおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震等による大規模災害が発生し、甲又は

乙が単独では十分な災害対策等を実施できない場合において、甲乙間相互の応援を迅速か

つ円滑に遂行することを目的とする。 

 

（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れらの供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）救援及び救助活動並びに応急復旧作業への職員の従事 

（５）被災者を一時収容するための施設の提供 

（６）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） 

第３条 大規模災害が発生した自治体（以下「被災自治体」という。）は、応援を必要とす

る場合において、次に掲げる事項を明らかにし、応援を行う自治体（以下「応援自治体」

という。）に対し電話その他の手段により応援を要請し、後日速やかに文書を提出するも

のとする。 

（１）被害の状況及び要請の理由 

（２）応援の場所及び経路 

（３）応援の期間 

（４）必要とする食料、飲料水及び生活必需物資の品名及び数量 

（５）必要とする資機材、物資、車両等の品名及び数量 

（６）必要とする職種別人員 

（７）一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間 

（８）前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

２ 応援自治体は、前項の規定による要請がない場合であっても、その長が被災自治体の 

 区域における被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的に応援

を行うことができるものとする。 
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（指揮権） 

第４条 応援自治体の職員が救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事するときは、 

 被災自治体の災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。 

（応援に要する経費等の負担者） 

第５条 応援に要する経費は、負担者について法令に定めがある場合その他特別の定めがあ

る場合を除き、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（災害補償に係る手続） 

第６条 応援に従事する職員の災害補償に係る手続は、応援自治体において処理するものと

する。 

 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ連絡及び情

報交換を行うものとする。 

 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に関し

疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第９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、有効期間

満了の３箇月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による申出がないときは、協定の有

効期間は、同一の内容でさらに１年間延長されるものとする。 

 

 

 甲及び乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の

上、各自その１通を保有する。 

 

  平成２６年２月３日 

            群馬県高崎市高松町３５番地１ 

甲  高崎市 

            高崎市長  

 

            東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

乙  世田谷区 

            世田谷区長  
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〔資料協定第 13〕 

災害時における相互応援協定書 

 

 三鷹市(以下「甲」という。)と世田谷区(以下｢乙｣という。)とは、地震等の災害が発生し、

被災自治体独自では十分な応急措置ができない場合に､友愛精神に基づき､ 相互に救援協力

し、被災自治体の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行し、住民の安全安心を堅持するため、 

次のとおり協定を締結する｡  

 

(目的)  

第１条 この協定は､甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において、被災自治

体からの要請を受け､ 又は状況によっては要請を待たずに､被災自治体の応急対策及び復

旧活動を円滑に行うこととともに、行政区域に関わらず被災自治体の住民を保護すること

を目的とする。 

(応援の内容)  

第２条 甲乙が、相互に応援する業務は､ 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これらの供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 被災者を一時収容するための施設の提供 

(5) 救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

(6) ボランティアの斡旋 

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあったもの 

２ 前項に定める業務のほか､ 必要に応じて､ 甲乙間の協議により､ 業務を追加すること

ができる｡  

(応急物資等の輸送)  

第３条 応急物資等及び派遣職員の輸送は､ 応援の要請を受けた自治体が行うものとす

る｡  

(経費の負担)  

第４条 応急物資等の供給に要する経費 (輸送に要する経費を含む｡) は､ 原則として､ 

当該応援を要請した自治体が負担するものとし､ その額は供給をする自治体と供給を受

ける自治体で協議の上定める｡ ただし､ 避難住民の受け入れ及び救援に要する費用は､ 

受け入れ自治体で負担する｡  

２ 前項の経費の支払は､ 供与を受けたものと同一のものを提供することによって､ 代え

ることができる｡  

(災害補償等) 

第５条 派遣職員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。 
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〔資料協定第 13〕 

災害時における相互応援協定書 

 

 三鷹市(以下「甲」という。)と世田谷区(以下｢乙｣という。)とは、地震等の災害が発生し、

被災自治体独自では十分な応急措置ができない場合に､友愛精神に基づき､ 相互に救援協力

し、被災自治体の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行し、住民の安全安心を堅持するため、 

次のとおり協定を締結する｡  

 

(目的)  

第１条 この協定は､甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において、被災自治

体からの要請を受け､ 又は状況によっては要請を待たずに､被災自治体の応急対策及び復

旧活動を円滑に行うこととともに、行政区域に関わらず被災自治体の住民を保護すること

を目的とする。 

(応援の内容)  

第２条 甲乙が、相互に応援する業務は､ 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これらの供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 被災者を一時収容するための施設の提供 

(5) 救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

(6) ボランティアの斡旋 

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあったもの 

２ 前項に定める業務のほか､ 必要に応じて､ 甲乙間の協議により､ 業務を追加すること

ができる｡  

(応急物資等の輸送)  

第３条 応急物資等及び派遣職員の輸送は､ 応援の要請を受けた自治体が行うものとす

る｡  

(経費の負担)  

第４条 応急物資等の供給に要する経費 (輸送に要する経費を含む｡) は､ 原則として､ 

当該応援を要請した自治体が負担するものとし､ その額は供給をする自治体と供給を受

ける自治体で協議の上定める｡ ただし､ 避難住民の受け入れ及び救援に要する費用は､ 

受け入れ自治体で負担する｡  

２ 前項の経費の支払は､ 供与を受けたものと同一のものを提供することによって､ 代え

ることができる｡  

(災害補償等) 

第５条 派遣職員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。 
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２ 派遣職員が第三者に損害を与えた場合の賠償は、その損害が応援の従事中に生じたもの

については被災自治体が、被災自治体への往復経路の途中に生じたものについては、応援

自治体が、それぞれ負担するものとする。 

(緊急応援)  

第６条 応援を行う自治体は､ 応援を受ける自治体が､ 災害による被害によって応援の要

請を行うことができないと判断した場合は、応援を受ける自治体の要請を 

 待たずに応援を開始することができる。 

２ 前項の規定により、応援を開始した場合においては、速やかに当該応援にかかる協議を

行うものとする。 

(連絡会の設置) 

第７条 災害時の相互応援を円滑に行うため必要に応じて、連絡、情報交換を行う連絡会を

開催する。 

２ 前項の連絡会は、防災主管課長によって構成し、事務局は別に協議する。 

(有効期限) 

第８条 この協定の有効期限は、協定締結の日から３年間とする。ただし、期間満了の日の

３月前までに相互に何らかの意思表示もないときは、１年間有効期間を延長するものとし、

以後も同様とする。 

(協議) 

第９条 この協定の解釈、運用について疑義が生じた場合及び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。 

 

 この協定締結の証として、本協定書２通を作成し、連署のうえ各１通を保有する。 

 

 

    平成 26 年３月 25 日 

 

 

 

東京都三鷹市野崎一丁目１番１号 

                             甲   三鷹市 

                                  三鷹市長 

 

 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目 21 番 27 号 

                             乙   世田谷区 

                                  世田谷区長 
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〔資料協定第 14〕 

大規模災害時における相互応援に関する協定書 

 

 栃木県小山市（以下「甲」という。）と世田谷区（以下「乙」という。）は、災害対策基本

法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第８条第２項第１２号及び第６７条

の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において法第２条第１号の災害が発生し、甲又は乙

が単独では十分な災害対策等を実施できない場合において、甲乙間相互の応援を迅速かつ

円滑に遂行することを目的とする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

（１）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）救援及び救助活動並びに応急復旧作業への職員の従事 

（５）被災者を一時収容するための施設の提供 

（６）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） 

第３条 大規模な災害が発生した自治体（以下「被災自治体」という。）は、応援を必要と

する場合において、次に掲げる事項を明らかにし、応援を行う自治体（以下「応援自治体」

という。）に対し電話その他の手段により応援を要請し、後日速やかに文書を提出するも

のとする。 

（１）被害の状況及び要請の理由 

（２）応援の場所及び経路 

（３）応援の期間 

（４）必要とする食糧、飲料水及び生活必需物資の品名及び数量 

（５）必要とする資機材、物資、車両等の品名及び数量 

（６）必要とする職種別人員 

（７）一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間 

（８）前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

２ 応援自治体は、前項の規定による要請がない場合であっても、その長が被災自治体の区

域における被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的に応援を

行うことができるものとする。 

（指揮権） 

第４条 応援自治体の職員が救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事するときは、被

災自治体の災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。 

（応援に要する経費等の負担者） 

第５条 応援に要する経費は、負担者について法令に定めがある場合その他特別の定めがあ

る場合を除き、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。 
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〔資料協定第 14〕 

大規模災害時における相互応援に関する協定書 

 

 栃木県小山市（以下「甲」という。）と世田谷区（以下「乙」という。）は、災害対策基本

法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第８条第２項第１２号及び第６７条

の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において法第２条第１号の災害が発生し、甲又は乙

が単独では十分な災害対策等を実施できない場合において、甲乙間相互の応援を迅速かつ

円滑に遂行することを目的とする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

（１）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）救援及び救助活動並びに応急復旧作業への職員の従事 

（５）被災者を一時収容するための施設の提供 

（６）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） 

第３条 大規模な災害が発生した自治体（以下「被災自治体」という。）は、応援を必要と

する場合において、次に掲げる事項を明らかにし、応援を行う自治体（以下「応援自治体」

という。）に対し電話その他の手段により応援を要請し、後日速やかに文書を提出するも

のとする。 

（１）被害の状況及び要請の理由 

（２）応援の場所及び経路 

（３）応援の期間 

（４）必要とする食糧、飲料水及び生活必需物資の品名及び数量 

（５）必要とする資機材、物資、車両等の品名及び数量 

（６）必要とする職種別人員 

（７）一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間 

（８）前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

２ 応援自治体は、前項の規定による要請がない場合であっても、その長が被災自治体の区

域における被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的に応援を

行うことができるものとする。 

（指揮権） 

第４条 応援自治体の職員が救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事するときは、被

災自治体の災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。 

（応援に要する経費等の負担者） 

第５条 応援に要する経費は、負担者について法令に定めがある場合その他特別の定めがあ

る場合を除き、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。 
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（災害補償） 

第６条 救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事するために派遣された職員（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４

２年法律第１２１号）の定めるところによる。 

２ 派遣職員が、応援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

応援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

場合は、応援自治体が補償するものとする。 

３ 派遣職員が第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援に従事している間に生じたも

のについては、被災自治体が、被災自治体への往復経路の途上で生じたものについては応

援自治体が、それぞれ賠償の責を負うものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ連絡及び情

報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に関し

疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

（有効期間） 

第９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、有効期間

満了の３箇月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による申出がないときは、協定の有

効期間は、同一の内容でさらに１年間延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

 甲及び乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の

上、各自その１通を保有する。 

 

  平成２６年１０月２６日 

 

栃木県小山市中央町１丁目１番１号 

小山市 

小山市長 

 

 

東京都世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

世田谷区 

世田谷区長 
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〔資料協定第 15〕 

大規模災害時における相互応援に関する協定書 

 

 東京都世田谷区（以下「甲」という。）と長野県松本市（以下「乙」という。）は、災害対

策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第８条第２項第１２号及び第

６７条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において法第２条第１号の災害が発生し、甲又は乙

が単独では十分な災害対策等を実施できない場合において、甲乙間相互の応援を迅速かつ

円滑に遂行することを目的とする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

（１）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）救援及び救助活動並びに応急復旧作業への職員の従事 

（５）被災者を一時収容するための施設の提供 

（６）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） 

第３条 大規模災害が発生した自治体（以下「被災自治体」という。）は、応援を必要とす

る場合において、次に掲げる事項を明らかにし、応援を行う自治体（以下「応援自治体」

という。）に対し電話その他の手段により応援を要請し、後日速やかに文書を提出するも

のとする。 

（１）被害の状況及び要請の理由 

（２）応援の場所及び経路 

（３）応援の期間 

（４）必要とする食糧、飲料水及び生活必需物資の品名及び数量 

（５）必要とする資機材、物資、車両等の品名及び数量 

（６）必要とする職種別人員 

（７）一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間 

（８）前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

２ 応援自治体は、前項の規定による要請がない場合であっても、その長が被災自治体の区

域における被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的に応援を

行うことができるものとする。 

（指揮権） 

第４条 応援自治体の職員が救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事するときは、被

災自治体の災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。 

（応援に要する経費等の負担者） 

第５条 応援に要する経費は、負担者について法令に定めがある場合その他特別の定めがあ

る場合を除き、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。 
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〔資料協定第 15〕 

大規模災害時における相互応援に関する協定書 

 

 東京都世田谷区（以下「甲」という。）と長野県松本市（以下「乙」という。）は、災害対

策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第８条第２項第１２号及び第

６７条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において法第２条第１号の災害が発生し、甲又は乙

が単独では十分な災害対策等を実施できない場合において、甲乙間相互の応援を迅速かつ

円滑に遂行することを目的とする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。 

（１）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）救援及び救助活動並びに応急復旧作業への職員の従事 

（５）被災者を一時収容するための施設の提供 

（６）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） 

第３条 大規模災害が発生した自治体（以下「被災自治体」という。）は、応援を必要とす

る場合において、次に掲げる事項を明らかにし、応援を行う自治体（以下「応援自治体」

という。）に対し電話その他の手段により応援を要請し、後日速やかに文書を提出するも

のとする。 

（１）被害の状況及び要請の理由 

（２）応援の場所及び経路 

（３）応援の期間 

（４）必要とする食糧、飲料水及び生活必需物資の品名及び数量 

（５）必要とする資機材、物資、車両等の品名及び数量 

（６）必要とする職種別人員 

（７）一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間 

（８）前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

２ 応援自治体は、前項の規定による要請がない場合であっても、その長が被災自治体の区

域における被害が甚大であると判断したときは、同項の規定にかかわらず自主的に応援を

行うことができるものとする。 

（指揮権） 

第４条 応援自治体の職員が救援若しくは救助活動又は応急復旧作業に従事するときは、被

災自治体の災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。 

（応援に要する経費等の負担者） 

第５条 応援に要する経費は、負担者について法令に定めがある場合その他特別の定めがあ

る場合を除き、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。 
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（災害補償） 

第６条 第２条第４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。 

２ 派遣職員が、応援活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は応援活動に

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場合は、応援自治体が

補償するものとする。 

３ 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援活動中に生じた

ものについては、被災自治体が、被災自治体への往復経路の途上で生じたものについては

応援自治体が、それぞれ賠償の責務を負うものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ連絡及び情

報交換を行うものとする。 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項又はこの協定に関し

疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 

（有効期間） 

第９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、有効期間

満了の３箇月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による申出がないときは、協定の有

効期間は、同一の内容でさらに１年間延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

 甲及び乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の

上、各自その１通を保有する。 

 

  平成２７年１月２９日 

 

東京都世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

世田谷区 

 

世田谷区長 

 

 

長野県松本市丸の内３番７号 

松本市 

 

松本市長 
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〔資料協定第 16〕 

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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〔資料協定第 16〕 

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。 
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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 

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  石 川 雅 己 

 

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   山 本 泰 人 

 

東京都港区芝公園一丁目５番２５号 

港区 

代表者  港区長    武 井 雅 昭 

 

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   吉 住 健 一 

 

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   成 澤 廣 修 

 

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   服 部 征 夫 

 

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   山 本   亨 

 

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   山 﨑 孝 明 

 

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   濱 野   健 
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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 

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  石 川 雅 己 

 

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   山 本 泰 人 

 

東京都港区芝公園一丁目５番２５号 

港区 

代表者  港区長    武 井 雅 昭 

 

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   吉 住 健 一 

 

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   成 澤 廣 修 

 

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   服 部 征 夫 

 

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   山 本   亨 

 

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   山 﨑 孝 明 

 

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   濱 野   健 
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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  青 木 英 二 

 

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  松 原 忠 義 

 

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 保 坂 展 人 

 

東京都渋谷区宇田川町１番１号 

渋谷区 

代表者  渋谷区長  長谷部   健 

  

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  酒 井 直 人 

 

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  田 中   良 

 

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  高 野 之 夫 

 

東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

北区 

代表者  北区長   花 川 與惣太 

 

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  西 川 太一郎 

 

 

 

 

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   坂 本   健 

 

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   前 川 燿 男 

 

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   近 藤 弥 生 

 

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   青 木 克 德 

 

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  斉 藤   猛 

 

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    山 﨑 孝 明 

 

- 421 -421




