
  

〔資料協定第 27〕 

災害時における応急物資の優先供給及び被災者支援に関する協定書 

 
  世田谷区（以下「甲」という。）と世田谷区商店街連合会（以下「乙」という。）とは、 
世田谷区内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）にお

いても区民が安心し、安定した生活を送ることができるようにするため、応急食料及び日用品（以下

「応急物資」という。）の供給及び運搬等（以下「優先供給」という。）の災害応急対策に関し、次の

とおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条  この協定は、災害時において甲が行う物資の調達及び被災者（被災した区民又は帰宅困難者

をいう。）の支援に係る乙の協力に関し必要な事項を定め、災害応急対策の充実を図ることを目的

とする。 
（応急物資の要請） 
第２条  甲は、災害時において緊急に物資を調達する必要があるときは、乙に対し応急物資の優先供

給を要請することができる。 
２  前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、これにより難いときは、口頭に

より要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 
（協力の内容） 
第３条  乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、応急物資の優先供

給を行うものとする。 
２  乙に属する商店街の加盟店は、相互に協力し合い、可能な範囲において、被災者を救援するため

の活動を行うものとする。 
３  乙に属する商店街は、甲の要請により可能な範囲において、その所有する放送設備等を活用して

災害情報等の提供を行うものとする。 
（周知） 
第４条 甲は、乙に属する商店街及びその加盟店が前条の規定により協力する旨を区民に周知するよ

う努めるものとする。 
（応急物資の受領） 
第５条  甲は、応急物資の供給場所を指定し、当該供給場所において品目、数量等を確認の上、応急

物資を受け取るものとする。 
（報告） 
第６条  乙は、甲の要請に基づき応急物資の優先供給を行ったときは、供給した応急物資の品目、数

量、供給場所、日時等を文書により甲に対し報告するものとする。 
（費用負担） 
第７条  甲は、第３条第１項の規定により応急物資の優先供給を受けたときは、当該応急物資の優先

供給に要した費用を負担するものとする。 
２  前項の規定により甲が負担する費用の額は、次の各号に定める額の合計とする。 
（１）  応急物資の価格（当該災害時の直前の価格とする。） 
（２）  応急物資の運搬に要した費用の実費相当額（人件費を除く。） 
（請求及び支払） 
第８条  乙は、前条の規定により甲が負担する費用の額を、甲の指定する様式により、甲に請求する

ものとする。 
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〔資料協定第 27〕 

災害時における応急物資の優先供給及び被災者支援に関する協定書 

 
  世田谷区（以下「甲」という。）と世田谷区商店街連合会（以下「乙」という。）とは、 
世田谷区内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）にお

いても区民が安心し、安定した生活を送ることができるようにするため、応急食料及び日用品（以下

「応急物資」という。）の供給及び運搬等（以下「優先供給」という。）の災害応急対策に関し、次の

とおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条  この協定は、災害時において甲が行う物資の調達及び被災者（被災した区民又は帰宅困難者

をいう。）の支援に係る乙の協力に関し必要な事項を定め、災害応急対策の充実を図ることを目的

とする。 
（応急物資の要請） 
第２条  甲は、災害時において緊急に物資を調達する必要があるときは、乙に対し応急物資の優先供

給を要請することができる。 
２  前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、これにより難いときは、口頭に

より要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 
（協力の内容） 
第３条  乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、応急物資の優先供

給を行うものとする。 
２  乙に属する商店街の加盟店は、相互に協力し合い、可能な範囲において、被災者を救援するため

の活動を行うものとする。 
３  乙に属する商店街は、甲の要請により可能な範囲において、その所有する放送設備等を活用して

災害情報等の提供を行うものとする。 
（周知） 
第４条 甲は、乙に属する商店街及びその加盟店が前条の規定により協力する旨を区民に周知するよ

う努めるものとする。 
（応急物資の受領） 
第５条  甲は、応急物資の供給場所を指定し、当該供給場所において品目、数量等を確認の上、応急

物資を受け取るものとする。 
（報告） 
第６条  乙は、甲の要請に基づき応急物資の優先供給を行ったときは、供給した応急物資の品目、数

量、供給場所、日時等を文書により甲に対し報告するものとする。 
（費用負担） 
第７条  甲は、第３条第１項の規定により応急物資の優先供給を受けたときは、当該応急物資の優先

供給に要した費用を負担するものとする。 
２  前項の規定により甲が負担する費用の額は、次の各号に定める額の合計とする。 
（１）  応急物資の価格（当該災害時の直前の価格とする。） 
（２）  応急物資の運搬に要した費用の実費相当額（人件費を除く。） 
（請求及び支払） 
第８条  乙は、前条の規定により甲が負担する費用の額を、甲の指定する様式により、甲に請求する

ものとする。 
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２  甲は、前項の規定により乙から請求を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに乙に当該費

用を支払うものとする。 
 
（災害補償） 
第９条  甲は、甲の要請に基づき応急物資の優先供給に従事した者が、当該応急物資の優先供給に従

事したことにより死亡し、負傷し、又は障害を有することとなったときは、水防又は応急措置の業

務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和４１年７月世田谷区条例第２４号）の規定に基づき

その損害を補償するものとする。 
（連絡責任者） 
第１０条  甲及び乙は、災害応急対策に関する事項の伝達を円滑に行うため、双方に連絡責任者を定

めるものとする。 
２  甲及び乙の連絡責任者は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ情報の交換を

行うものとする。 
（実施細目） 
第１１条  この協定の実施に必要な事項については、甲乙協議の上、実施細目を定めるものとする。 
（有効期間） 
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、有効期間満了の

日の２箇月前までに、甲及び乙の双方が書面による申出をしないときは、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、以後も同様とする。 
（協議） 
第１３条  この協定及び第１１条の実施細目に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場

合は、甲乙協議の上決定するものとする。 
    この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

管する。 
    なお、この協定の成立をもって、平成１７年１２月１４日に甲乙間で締結した「災害時における

応急物資の優先の供給に関する協定」は、失効する。 
 
 
平成２５年２月２８日 
 
 
 

甲  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   
 
 
 
 

乙  世田谷区太子堂二丁目１６番７号 
                      世田谷区商店街連合会 
                      代表者  会長      
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〔資料協定第 28〕 

災害時における応急物資の優先供給及び被災者支援に関する実施細目 

 
 
  世田谷区（以下「甲」という。）と世田谷区商店街連合会（以下「乙」という。）が締結した災害時に

おける応急物資の優先供給及び被災者支援に関する協定（以下「協定」という。）第１１条の規定に基

づき定める実施細目は、次のとおりとする。 
 
（応急物資の内容） 
第１条  協定に規定する応急物資は、次の物資とする。 
（１）  別表に掲げる物資 
（２）  その他甲が指定する物資 
（協力の内容） 
第２条  協定第３条第１項の規定により乙が行う協力の内容は、次のとおりとする。 
（１） 乙に属する商店街又は商店街の加盟店（以下「会員店」という。）が所有する応急物資を確保し、

甲が指定する供給場所へ搬送すること。 
（２）その他甲が要請すること。 
２  協定第３条第２項の規定により会員店が行う協力の内容は、次のとおりとする。 
（１）会員店が所有又は管理する駐車場等のスペースを、被災者の一時避難所として開放 

し、炊き出し、テント設営等、被災者が当該スペースにおいて行う活動に協力すること。 
（２）被災者に対し、水道、トイレその他の被災者の生活を支援するための設備を提供すること。 
（３）会員店、その事務所等において、テレビ、ラジオ、インターネット等で知り得た被害概況を被災

者に提供すること。 
（４）年１回以上随時更新する別紙「会員店・地域連携表」に掲げる地域において行われる災害時のた

めの訓練を通し、会員店と地域の連携を密にするとともに、災害時においても会員店と地域が連携

すること。 
３  協定第３条第３項の災害情報等は、次に掲げるとおりとする。 
（１）災害状況に関すること。 
（２）避難の勧告、指示、誘導等に関すること。 
（３）食料及び物資の配給状況に関すること。 
（４）救援及び衛生に関すること。 
（５）前各号に掲げるもののほか、被災者が必要とする事項 
４  協定第３条第３項の「放送設備等」とは、放送設備、紙媒体及びこれらに類する機能を有するもの

をいう。 
（連絡責任者） 
第３条  協定第１０条に規定する甲及び乙の連絡責任者は、次のとおりとする。 
  甲の連絡責任者  危機管理室災害対策課長 
  乙の連絡責任者  世田谷区商店街連合会事務局専務理事又は事務局長 
（ボランティアの派遣要請） 
第４条  乙は、第２条第２項第１号の規定により被災者が行う活動に協力するため必要があると認めた

ときは、甲に対しボランティアの派遣を要請することができるものとする。 
（有効期間） 
第５条  この細目は、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
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〔資料協定第 28〕 

災害時における応急物資の優先供給及び被災者支援に関する実施細目 

 
 
  世田谷区（以下「甲」という。）と世田谷区商店街連合会（以下「乙」という。）が締結した災害時に

おける応急物資の優先供給及び被災者支援に関する協定（以下「協定」という。）第１１条の規定に基

づき定める実施細目は、次のとおりとする。 
 
（応急物資の内容） 
第１条  協定に規定する応急物資は、次の物資とする。 
（１）  別表に掲げる物資 
（２）  その他甲が指定する物資 
（協力の内容） 
第２条  協定第３条第１項の規定により乙が行う協力の内容は、次のとおりとする。 
（１） 乙に属する商店街又は商店街の加盟店（以下「会員店」という。）が所有する応急物資を確保し、

甲が指定する供給場所へ搬送すること。 
（２）その他甲が要請すること。 
２  協定第３条第２項の規定により会員店が行う協力の内容は、次のとおりとする。 
（１）会員店が所有又は管理する駐車場等のスペースを、被災者の一時避難所として開放 

し、炊き出し、テント設営等、被災者が当該スペースにおいて行う活動に協力すること。 
（２）被災者に対し、水道、トイレその他の被災者の生活を支援するための設備を提供すること。 
（３）会員店、その事務所等において、テレビ、ラジオ、インターネット等で知り得た被害概況を被災

者に提供すること。 
（４）年１回以上随時更新する別紙「会員店・地域連携表」に掲げる地域において行われる災害時のた

めの訓練を通し、会員店と地域の連携を密にするとともに、災害時においても会員店と地域が連携

すること。 
３  協定第３条第３項の災害情報等は、次に掲げるとおりとする。 
（１）災害状況に関すること。 
（２）避難の勧告、指示、誘導等に関すること。 
（３）食料及び物資の配給状況に関すること。 
（４）救援及び衛生に関すること。 
（５）前各号に掲げるもののほか、被災者が必要とする事項 
４  協定第３条第３項の「放送設備等」とは、放送設備、紙媒体及びこれらに類する機能を有するもの

をいう。 
（連絡責任者） 
第３条  協定第１０条に規定する甲及び乙の連絡責任者は、次のとおりとする。 
  甲の連絡責任者  危機管理室災害対策課長 
  乙の連絡責任者  世田谷区商店街連合会事務局専務理事又は事務局長 
（ボランティアの派遣要請） 
第４条  乙は、第２条第２項第１号の規定により被災者が行う活動に協力するため必要があると認めた

ときは、甲に対しボランティアの派遣を要請することができるものとする。 
（有効期間） 
第５条  この細目は、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
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を失うものとする。 
 
  甲及び乙は、本書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保管する。 
 
 
  平成２５年２月２８日 
 
 
別表（第１条関係） 
 
災害時の主な必要物品 

災害発生直後に必要な物資 
（おおむね災害発災から３日間程度） 

その後に必要な物資 

食料品 
おにぎり、パン類、カップ麺、飲料水、牛乳、 
粉ミルク、缶詰（イージーオープン） 
 
 
 

食料品 
左欄に掲げるもののほか、精米、レトルト食品、

漬物、梅干、野菜、調味料、肉類、菓子類、果物、

お茶 
 

生活必需品 
毛布、紙おむつ、生理用品、哺乳瓶、ラジオ、 
乾電池、懐中電灯、箸、スプーン、使い捨て 
食器類、ラップ、固形燃料、ウェットティシュ、

ごみ袋、蚊取り線香（夏季）、使い捨てカイロ（冬

季） 
 

生活必需品 
左欄に掲げるもののほか、タオル、肌着、履物、

作業服、軍手、鍋、炊飯用具、簡易コンロ、カセ

ットボンベ、石鹸、歯ブラシ、ティッシュペーパ

ー、常備薬、救急セット、防水シート 
 

 
 
 

甲  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  
 
 
 

乙  東京都世田谷区太子堂二丁目１６番７号 
                   世田谷区商店街連合会 
                   代表者  会長      
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〔資料協定第 29〕 

災害時における米穀供給に関する協力協定 

 

世田谷区（以下「甲」という。）と東京都米穀小売商業組合世田谷支部（以下「乙」とい

う。）とは、大規模な風水害、地震その他の災害が世田谷区内で発生し、若しくは発生する

おそれのある場合（以下「災害時」という。）における甲の応急対策上必要な米穀の供給及

び運搬等（以下「優先供給」という。）に関する乙の協力について、次のとおり協力協定を

締結し、平成 30 年（2018 年）4月 1日から適用する。 

 

（優先供給の要請） 

第 1条 甲は、災害時において緊急に米穀を調達する必要を生じたときは、乙に対して米穀

の優先供給を要請することができる。 

2 前項の規定による要請は文書等により行う。ただし、これにより難いときは、口頭によ

り要請し、その後速やかに文書を提出する。 

（協力の内容） 

第 2条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、米穀を優

先供給するものとする。 

（米穀の受領） 

第 3条 甲は、米穀の供給場所を指定し、当該供給場所において数量を確認の上、米穀を受

け取る。 

（報告） 

第 4条 乙は、甲の要請に基づき米穀の優先供給を行ったときは、供給した数量、供給場所、

日時等を文書により甲に対し報告する。 

（費用負担） 

第 5条 甲は、第 2条の規定により米穀の優先供給を受けたときは、当該米穀の優先供給に

要した費用を負担する。 

2 前項の規定により甲が負担する費用の額は、次の各号に定める額の合計とする。 

（1）米穀の価格 

（2）米穀の運搬に要した費用の実費相当額（人件費を除く。） 

（請求及び支払） 

第 6条 乙は、前条の規定により甲が負担する費用の額を、甲の指定する様式により、甲に

請求するものとする。 

2 甲は、前項の規定により乙から請求を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに乙

に当該費用を支払う。 

（災害補償） 

第 7条 甲は、甲の要請に基づき米穀の優先供給に従事した者が、当該米穀の優先供給に従

事したことにより死亡し、負傷し、又は傷害を有することとなったときは、水防又は応急

措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 41年 7月世田谷区条例第 24号）

の規定に基づき、その損害を補償するものとする。 
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〔資料協定第 29〕 

災害時における米穀供給に関する協力協定 

 

世田谷区（以下「甲」という。）と東京都米穀小売商業組合世田谷支部（以下「乙」とい

う。）とは、大規模な風水害、地震その他の災害が世田谷区内で発生し、若しくは発生する

おそれのある場合（以下「災害時」という。）における甲の応急対策上必要な米穀の供給及

び運搬等（以下「優先供給」という。）に関する乙の協力について、次のとおり協力協定を

締結し、平成 30 年（2018 年）4月 1日から適用する。 

 

（優先供給の要請） 

第 1条 甲は、災害時において緊急に米穀を調達する必要を生じたときは、乙に対して米穀

の優先供給を要請することができる。 

2 前項の規定による要請は文書等により行う。ただし、これにより難いときは、口頭によ

り要請し、その後速やかに文書を提出する。 

（協力の内容） 

第 2条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、米穀を優

先供給するものとする。 

（米穀の受領） 

第 3条 甲は、米穀の供給場所を指定し、当該供給場所において数量を確認の上、米穀を受

け取る。 

（報告） 

第 4条 乙は、甲の要請に基づき米穀の優先供給を行ったときは、供給した数量、供給場所、

日時等を文書により甲に対し報告する。 

（費用負担） 

第 5条 甲は、第 2条の規定により米穀の優先供給を受けたときは、当該米穀の優先供給に

要した費用を負担する。 

2 前項の規定により甲が負担する費用の額は、次の各号に定める額の合計とする。 

（1）米穀の価格 

（2）米穀の運搬に要した費用の実費相当額（人件費を除く。） 

（請求及び支払） 

第 6条 乙は、前条の規定により甲が負担する費用の額を、甲の指定する様式により、甲に

請求するものとする。 

2 甲は、前項の規定により乙から請求を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに乙

に当該費用を支払う。 

（災害補償） 

第 7条 甲は、甲の要請に基づき米穀の優先供給に従事した者が、当該米穀の優先供給に従

事したことにより死亡し、負傷し、又は傷害を有することとなったときは、水防又は応急

措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 41年 7月世田谷区条例第 24号）

の規定に基づき、その損害を補償するものとする。 
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（看板掲出） 

第 8条 甲は、組合員の承諾を得て組合員の店舗に「世田谷区災害時食料協力店」の看板を

掲出することができる。 

（有効期間） 

第 9条 この協定の有効期間は、平成 30年（2018 年）4月 1日から平成 31年（2019 年）3

月 31 日までの 1年間とする。ただし、有効期間満了の日の 2か月前までに、甲及び乙の

双方が書面による申出をしないときは、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、以後も同様とする。 

（協議） 

第 10条 甲及び乙は、この協定に定めのない事項及び本協定の条項の解釈について疑義を

生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものと

する。  

 

甲と乙は、上記のとおり協力協定を締結したことを証するため。本協定書 2通を作成し、

記名押印の上、各自その 1通を保有する。なお、平成 30 年（2018 年）4月 1日をもって、

昭和 54 年（1979 年）6月 4日に締結した「災害時における米穀供給に関する協力協定」は

失効する。 

 

平成３０年 １月１１日 

 

 

 

世田谷区世田谷四丁目 21番 27 号 

甲  世田谷区 

代表者 区長  保 坂 展 人 

 

 

 

世田谷区砧六丁目 30 番 1号 

乙  東京都米穀小売商業組合世田谷支部 

代表者 支部長 野 原 敏 男 
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〔資料協定第 30〕 

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､ 世田谷区長を乙とし､ 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

世田谷区立こどものひろば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に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 58 年８月 10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 58年８月 10日       東京都知事   

 

  世田谷区長   
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〔資料協定第 30〕 

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､ 世田谷区長を乙とし､ 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

世田谷区立こどものひろば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に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 58 年８月 10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 58年８月 10日       東京都知事   

 

  世田谷区長   
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※ 同文の協定を、このほか区内３ヶ所の給水施設についても締結している。 

給水施設名、協定締結日、協定適用期日（協定締結日と同日）は下記のとおり。 

   

   

・ 区立葭根公園内給水施設 

昭和 63 年７月 29 日 

 

 

・ 都立祖師谷公園内給水施設 

平成９年８月１日 

 

 

・ 区立中町二丁目公園内給水施設 

平成 12 年４月１日 
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〔資料協定第 31〕 

災害時における井戸、貯水槽又は浴場の使用に関する協力協定 

  
世田谷区（以下「甲」という。）と東京都公衆浴場業生活衛生同業組合世田谷支部（以下「乙」という。）との間

において、災害時における世田谷区内の公衆浴場の井戸、貯水槽又は浴場の使用に関し、次のとおり協定を締結す

る。 
（目的） 
第１条 この協定は、災害時における乙の組合員（以下「組合員」という。）が所有し、又は管理する井戸、貯水

槽又は浴場の使用に関し必要な事項を定めることにより、災害時における区民への給水支援及びり災者（災害に

よる家屋の倒壊、焼失等により自宅において入浴が困難な者として甲が認めた者をいう。以下同じ。）への入浴

支援を行うことを目的とする。 
（協力要請） 
第２条 甲は、大規模な災害が発生した場合で必要があると認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項について協

力を要請するものとする。 
（１）組合員が所有し、又は管理する井戸又は貯水槽において、区民に対して給水を行うこと。 
（２）組合員が所有し、又は管理する浴場において、り災者への入浴支援を行うこと。 
２ 前項の要請は、書面により行うものとする。ただし、書面をもって要請する暇がないときは、口頭で要請し、

事後速やかに書面を送付するものとする。 
３ 第１項の要請は、乙の支部長（以下「支部長」という。）に対して行うものとする。ただし、支部長に事故あ

るとき又は支部長が不在のときは、あらかじめ支部長が指名した者に対して行うものとする。 
（協力） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請があったときは、組合員に対し、当該要請に協力させるものとする。 
２ 前項により組合員が入浴支援を行う場合、り災者から徴収する対価は、災害発生直前における公衆浴場利用料

金の額とする。  
（有効期間） 
第４条 この協定の有効期間は、平成２１年１２月１１日から平成２２年３月３１日までとする。ただし、期間満

了の１月前までに甲又は乙から解約の申し出がないときは、なお１年間効力を有するものとし、以後同様とする。 
（協議等） 
第５条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上定めるものと

する。 
なお、平成８年１２月１９日に甲乙間で締結した「災害時における井戸及び浴場の使用に関する協力協定」に

ついては、廃止する。 
 
甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有する。 

 
平成２１年１２月１１日 

       世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 
  甲    世田谷区 

  代表者 世田谷区長   
     世田谷区三宿一丁目３０番２号       

  乙    東京都公衆浴場業生活衛生同業組合世田谷支部 
        代表者 支 部 長      

- 450 -450



  

〔資料協定第 31〕 

災害時における井戸、貯水槽又は浴場の使用に関する協力協定 

  
世田谷区（以下「甲」という。）と東京都公衆浴場業生活衛生同業組合世田谷支部（以下「乙」という。）との間

において、災害時における世田谷区内の公衆浴場の井戸、貯水槽又は浴場の使用に関し、次のとおり協定を締結す

る。 
（目的） 
第１条 この協定は、災害時における乙の組合員（以下「組合員」という。）が所有し、又は管理する井戸、貯水

槽又は浴場の使用に関し必要な事項を定めることにより、災害時における区民への給水支援及びり災者（災害に

よる家屋の倒壊、焼失等により自宅において入浴が困難な者として甲が認めた者をいう。以下同じ。）への入浴

支援を行うことを目的とする。 
（協力要請） 
第２条 甲は、大規模な災害が発生した場合で必要があると認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項について協

力を要請するものとする。 
（１）組合員が所有し、又は管理する井戸又は貯水槽において、区民に対して給水を行うこと。 
（２）組合員が所有し、又は管理する浴場において、り災者への入浴支援を行うこと。 
２ 前項の要請は、書面により行うものとする。ただし、書面をもって要請する暇がないときは、口頭で要請し、

事後速やかに書面を送付するものとする。 
３ 第１項の要請は、乙の支部長（以下「支部長」という。）に対して行うものとする。ただし、支部長に事故あ

るとき又は支部長が不在のときは、あらかじめ支部長が指名した者に対して行うものとする。 
（協力） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請があったときは、組合員に対し、当該要請に協力させるものとする。 
２ 前項により組合員が入浴支援を行う場合、り災者から徴収する対価は、災害発生直前における公衆浴場利用料

金の額とする。  
（有効期間） 
第４条 この協定の有効期間は、平成２１年１２月１１日から平成２２年３月３１日までとする。ただし、期間満

了の１月前までに甲又は乙から解約の申し出がないときは、なお１年間効力を有するものとし、以後同様とする。 
（協議等） 
第５条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上定めるものと

する。 
なお、平成８年１２月１９日に甲乙間で締結した「災害時における井戸及び浴場の使用に関する協力協定」に

ついては、廃止する。 
 
甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有する。 

 
平成２１年１２月１１日 

       世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 
  甲    世田谷区 

  代表者 世田谷区長   
     世田谷区三宿一丁目３０番２号       

  乙    東京都公衆浴場業生活衛生同業組合世田谷支部 
        代表者 支 部 長      
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〔資料協定第 32〕 

災害時における飲料の提供協力に関する協定書 

  
 世田谷区（以下「甲」という。）とサントリーフーズ株式会社（以下「乙」という。）とは、世田谷

区内において地震等による大規模災害が発生し、ライフラインが絶たれたとき（以下「災害時」とい

う。）における飲料の提供協力（以下「提供協力」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、災害時における、甲に対する乙の提供協力について定めることを目的とする。 
（協力の要請） 
第２条 甲は、災害時において飲料の提供が必要となるときは、乙に対し、提供協力を要請すること

ができる。 
２ 甲は、前項に定めのない事項について、乙に協力を要請することができる。 
（要請手続） 
第３条 前条の規定による甲の要請（以下「要請」という。）は、世田谷区災害対策本部が行う。 
２ 甲は、要請を行う場合、品目、数量、場所、期間等を個別具体的に明示した文書をもって行うも

のとする。ただし、緊急の場合で文書により要請することができないときは、口頭等で要請し、事

後速やかに文書により通知するものとする。 
３ 乙は、要請を受けた場合、可能な限り速やかに供給可能な飲料の数量、運送可能な場所及び日時

等を明示した文書により甲に連絡する。ただし、緊急の場合で文書により連絡することができない

ときは、口頭等で連絡し、事後速やかに文書により連絡するものとする。 
（飲料供給の範囲及び数量） 
第４条 甲が乙に供給を要請する飲料は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が供給可能な数量と

する。 
（１） ミネラルウォーター 
（２） その他の飲料 

（運搬及び引渡） 
第５条 飲料の引渡場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡場所までの飲料の運搬は、原則

として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定する者が行うものと

する。 
２ 甲は、当該引渡場所に職員を派遣し、内容を確認の上、受領するものとする。 
（報告） 
第６条 乙は提供協力を実施したときは、次の各号に掲げる事項を電話等により甲に報告するととも

に、速やかに次に掲げる事項を記載した文書を提出するものとする。 
（１） 提供した飲料の品目及び数量 
（２） 提供した期間 
（３） 提供した場所 
（４） その他必要な事項 

（費用負担） 
第７条 この協定に基づき、乙が甲に供給した飲料の対価及び運搬費用等の乙が供給に要した費用に
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ついては、甲が負担するものとする。 
２ 前項の規定による費用の額は、災害時直前における適正価格を基準として甲乙協議の上、決定す

るものとする。 
３ 乙は、前条の規定による文書提出後、甲の承諾を得て、前項で決定した費用の額を甲に請求する

ものとする。 
（連絡窓口） 
第８条 この協定に関する連絡窓口は、添付別紙「災害時緊急連絡体制表」のとおりとする。 
（有効期間） 
第９条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から、平成 21 年３月 31 日までとする。ただし、

期間満了の１か月前までに、甲乙いずれよりも異議の申し出がない限り、この契約は更に１年間期

間を延長するものとし、以後もこの例に従う。 
（協議） 
第 10 条 第７条第１項及び第２項に定めるもののほか提供協力に関し乙に損失が生じたときは、そ

の負担割合等については甲乙が協議して定める。 
２ この協定に定めのない事項については、甲乙が協議して定める。 
 
甲と乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１

通を保管する。 
平成２０年１１月２５日 

 東京都世田谷区世田谷四丁目 21 番 27 号 
甲  世田谷区 

 代表者 世田谷区長  
 

東京都港区台場二丁目３番３号 
乙    サントリーフーズ株式会社 

代表者 代表取締役社長  
 

※ 同内容の協定書を、下記の相手方とも平成 20 年 11 月 25 日付で締結している。会社名は株式

会社ジャパンビバレッジ東京に変更となっている。 
 
・相手方  東京都文京区春日 1-4-10 ４階 
  株式会社 ジャパンビバレッジ 
  執行役員 営業副本部長  
 
※ 同内容の協定書を、下記の相手方とも平成 24 年 2 月 29 日付で締結している。会社名はコカ・

コーライーストジャパン株式会社に変更となっている。 
 
・相手方 東京都港区芝浦二丁目 15 番 6 号 
  東京コカ・コーラボトリング株式会社  
  代表取締役社長 
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ついては、甲が負担するものとする。 
２ 前項の規定による費用の額は、災害時直前における適正価格を基準として甲乙協議の上、決定す

るものとする。 
３ 乙は、前条の規定による文書提出後、甲の承諾を得て、前項で決定した費用の額を甲に請求する

ものとする。 
（連絡窓口） 
第８条 この協定に関する連絡窓口は、添付別紙「災害時緊急連絡体制表」のとおりとする。 
（有効期間） 
第９条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から、平成 21 年３月 31 日までとする。ただし、

期間満了の１か月前までに、甲乙いずれよりも異議の申し出がない限り、この契約は更に１年間期

間を延長するものとし、以後もこの例に従う。 
（協議） 
第 10 条 第７条第１項及び第２項に定めるもののほか提供協力に関し乙に損失が生じたときは、そ

の負担割合等については甲乙が協議して定める。 
２ この協定に定めのない事項については、甲乙が協議して定める。 
 
甲と乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１

通を保管する。 
平成２０年１１月２５日 

 東京都世田谷区世田谷四丁目 21 番 27 号 
甲  世田谷区 

 代表者 世田谷区長  
 

東京都港区台場二丁目３番３号 
乙    サントリーフーズ株式会社 

代表者 代表取締役社長  
 

※ 同内容の協定書を、下記の相手方とも平成 20 年 11 月 25 日付で締結している。会社名は株式

会社ジャパンビバレッジ東京に変更となっている。 
 
・相手方  東京都文京区春日 1-4-10 ４階 
  株式会社 ジャパンビバレッジ 
  執行役員 営業副本部長  
 
※ 同内容の協定書を、下記の相手方とも平成 24 年 2 月 29 日付で締結している。会社名はコカ・

コーライーストジャパン株式会社に変更となっている。 
 
・相手方 東京都港区芝浦二丁目 15 番 6 号 
  東京コカ・コーラボトリング株式会社  
  代表取締役社長 
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〔資料協定第 33〕 

災害時における燃料等の供給に関する協力協定 

 
  世田谷区（以下「甲」という。）と東京都石油商業組合世田谷支部（以下「乙」という。）とは、

区内で災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害をいう。

以下同じ。）が発生し､ 又は発生するおそれがある場合における燃料等の供給に関して､ 次のとお

り協力協定を締結する｡ 
 
（目的） 
第１条 この協定は、区内で災害が発生し､ 又は発生するおそれがある場合において、甲が、緊

急車両、発電機等の燃料等（ガソリン、軽油、灯油、重油等の燃料、燃料容器等をいう。）の供

給を乙から受けることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
（協力要請） 
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、燃料等を調達する必要

があるときは、乙に対しその供給に関する協力を要請する。 
２ 前項の規定による要請は、原則として甲の財務部長が乙の支部長に対して電話又はファクシ

ミリにより行うものとし、後日、速やかに文書を送付するものとする。 
（協力） 
第３条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、可能な限り燃料の供給に協力するものと

する。 
２ 前項の規定にかかわらず、通信手段が途絶していると認めた場合は、甲の要請の到達を待た

ずに、燃料の供給に協力するものとする。 
（供給の方法） 
第４条 前条の規定による燃料等の供給は、乙の構成員が経営する給油所において行うものとす

る。ただし、甲からの要請があり、かつ、可能であるときは、甲の指定する場所へ輸送して行

うものとする。 
（費用負担） 
第５条 前２条の規定による燃料等の供給に要した費用（以下「燃料代」という。）は、甲が予算

の定めるところにより負担するものとする。 
２ 前項の費用のうち、燃料等の価格は、災害発生直前における小売価格を基準として甲乙の協

議により定めるものとする。 
（支払い） 
第６条 甲は、乙の請求に基づき、その内容を確認の上、燃料代を支払うものとする。 
（公務災害補償） 
第７条 第４条に規定する業務中に乙の支部員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した

場合は、甲は、水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和４１年７

月世田谷区条例第２４号）の規定に基づきその損害を補償するものとする。 
（連絡） 
第８条 乙は、この協定に基づき甲に燃料等を供給することできる給油所の名称、所在地及び連
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絡先、各給油所が取り扱う燃料の種別、燃料種別ごとの輸送可否等を、１年に１回甲に連絡す

るものとする。 
（協議） 
第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙協議

のうえ定めるものとする。 
（協定期間） 
第１０条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日より１年間とする。ただし、期間満了の

日の３箇月前までに、甲乙いずれかからも書面による申出がないときは、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、以後も同様とする。 
（その他） 
第１１条 昭和５６年６月１９日に甲乙間で締結した災害時における石油製品供給に関する協力

協定は、この協定の締結をもって廃止する。 
 
甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有する。 

 
平成２２年５月２６日 
 

世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 
甲 世田谷区  

代表者 世田谷区長 
 

世田谷区野毛三丁目２１番１１号 
乙 東京都石油商業組合世田谷支部 

代表者 支部長 
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絡先、各給油所が取り扱う燃料の種別、燃料種別ごとの輸送可否等を、１年に１回甲に連絡す

るものとする。 
（協議） 
第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙協議

のうえ定めるものとする。 
（協定期間） 
第１０条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日より１年間とする。ただし、期間満了の

日の３箇月前までに、甲乙いずれかからも書面による申出がないときは、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、以後も同様とする。 
（その他） 
第１１条 昭和５６年６月１９日に甲乙間で締結した災害時における石油製品供給に関する協力

協定は、この協定の締結をもって廃止する。 
 
甲と乙とは、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有する。 

 
平成２２年５月２６日 
 

世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 
甲 世田谷区  

代表者 世田谷区長 
 

世田谷区野毛三丁目２１番１１号 
乙 東京都石油商業組合世田谷支部 

代表者 支部長 
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〔資料協定第 34〕 

災害時における燃料供給等の協力に関する協定書 

 
 世田谷区（以下 ｢甲｣ という｡）と株式会社コヤマドライビングスクール二子玉川校（以

下 ｢乙｣ という｡） とは､世田谷区内において地震等による大規模災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）における燃料の供給等の協力に関し、

次のとおり協定を締結する。 
 
 
（目的） 

第１条 この協定は、災害時等において、甲の応急対策活動に乙が協力するために必要な事

項を定めることを目的とする。 

 

（協力の要請） 
第２条 甲は、災害時等に必要があると認めるときは、次に掲げる事項について乙に要請す

る。 
（１）乙が保有する燃料の供給 
（２）乙が保有する車両（以下「車両」という。）の供給 
（３）前２号に掲げるもののほか、特に甲が必要と認める事項 
２ 乙は、甲から前項の規定による要請を受けたときは、可能な範囲において、これに協力

するものとする。 
３ 第１項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、これによりがたいと

きは、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 
 
（燃料の供給） 
第３条 燃料の品目、数量及び供給場所は、甲が指定するものとし、当該場所において甲が

品目、数量等を確認の上、受け取るものとする。 
 
（燃料の供給に係る費用負担） 
第４条 甲は、この協定により、乙が燃料供給等に要した次に掲げる費用を負担する。 
（１）乙が提供した燃料の費用 
（２）その他甲が負担すべき費用 
２ 前項に規定する費用は、災害発生時の直前における適正な価格とし、甲と乙が協議して

決定する。 
（車両の供給） 
第５条 車両の車種、数量、使用期間及び供給場所は、甲が指定するものとし、当該場所に

おいて甲が車種、数量等を確認の上、受け取るものとする。 
（車両の供給に係る費用負担） 
第６条 甲は、この協定により、乙が車両の供給等に要した次に掲げる費用を負担する。 
（１）引き渡しに要する費用 
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（２）その他甲が負担すべき費用 
 
（車両の損害に係る費用負担） 
第７条 車両の損害に係る修理費用は甲の負担とする。 
２ 第三者の責めに帰すべき事由により車両に損害を生じた場合は、甲の責任において処

理するものとする。 
３ 性能又は性能の欠陥により生ずる修繕に要する経費は乙の負担とする。 
 
（交通事故に係る費用負担） 
第８条 甲は、本件車両の運行に際して交通事故により第三者に損害を与えた場合には、そ

の紛争の解決に要する一切の費用を負担するものとする。 
 
（善良な管理者の注意義務） 
第９条 甲は、乙の車両を善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。 
 
（自動車の返還） 
第１０条 甲は、使用期間が満了したときは、車両を乙に返還する。 
２ 返還時に要する原状回復等の費用は甲が負担する。 
 
（請求及び支払い） 
第１１条 乙は、甲の要請に基づく燃料及び車両の供給に要した費用を、甲が指定する様式

により、請求するものとする。 
２ 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに当

該費用を支払う。 
 
（災害補償） 
第１２条 甲は、第２条第１項の規定による要請に基づく業務に従事した乙の代表者又は

従業員が、当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかったとき

又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状

態となったときは、水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和

４１年７月世田谷区条例第２４号）の規定に基づきその損害を補償するものとする。 
 

 

（連絡体制等） 

第１３条  甲及び乙は、第２条の規定による協力要請の手続きを円滑に行うため、連絡責任

者等を記載した協定事務担当者名簿を作成し、相互に通知するものとする。 
 

（実施細目） 
第１４条  この協定の実施に必要な事項については、甲乙協議の上、実施細目を定めるもの

とする。 
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（２）その他甲が負担すべき費用 
 
（車両の損害に係る費用負担） 
第７条 車両の損害に係る修理費用は甲の負担とする。 
２ 第三者の責めに帰すべき事由により車両に損害を生じた場合は、甲の責任において処

理するものとする。 
３ 性能又は性能の欠陥により生ずる修繕に要する経費は乙の負担とする。 
 
（交通事故に係る費用負担） 
第８条 甲は、本件車両の運行に際して交通事故により第三者に損害を与えた場合には、そ

の紛争の解決に要する一切の費用を負担するものとする。 
 
（善良な管理者の注意義務） 
第９条 甲は、乙の車両を善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。 
 
（自動車の返還） 
第１０条 甲は、使用期間が満了したときは、車両を乙に返還する。 
２ 返還時に要する原状回復等の費用は甲が負担する。 
 
（請求及び支払い） 
第１１条 乙は、甲の要請に基づく燃料及び車両の供給に要した費用を、甲が指定する様式

により、請求するものとする。 
２ 甲は、乙から前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに当

該費用を支払う。 
 
（災害補償） 
第１２条 甲は、第２条第１項の規定による要請に基づく業務に従事した乙の代表者又は

従業員が、当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかったとき

又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状

態となったときは、水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和

４１年７月世田谷区条例第２４号）の規定に基づきその損害を補償するものとする。 
 

 

（連絡体制等） 

第１３条  甲及び乙は、第２条の規定による協力要請の手続きを円滑に行うため、連絡責任

者等を記載した協定事務担当者名簿を作成し、相互に通知するものとする。 
 

（実施細目） 
第１４条  この協定の実施に必要な事項については、甲乙協議の上、実施細目を定めるもの

とする。 
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（有効期間） 

第１５条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から、令和３年３月３１日までとする。

ただし、期間満了の１か月前までに、甲乙いずれよりも異議の申し出がない限り、この契

約は更に１年間期間を延長するものとし、以後もこの例に従う。 

 

（協議） 

第１６条 甲及び乙は、この協定に定めのない事項及びこの協定の条項の解釈について疑

義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意を持って協議し、決定するも

のとする。 

 

 

 甲と乙は、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

自その１通を保管する。 

 
 
令和２年７月２９日 
 

    東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

     甲   世田谷区 

         代表者 世田谷区長 保坂 展人 
 
 
         東京都世田谷区玉川三丁目４３番１号 

乙   株式会社コヤマドライビングスクール二子玉川校 

    校長 大久保 和之 
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〔資料協定第35〕 

災害時における燃料供給等の協力に関する実施細目 

 
  世田谷区（以下「甲」という。）と株式会社コヤマドライビングスクール二子玉川校（以下「乙」と

いう。）が締結した災害時における燃料供給の協力に関する協定（以下「協定」という。）第１４条の

規定に基づき定める実施細目は、次のとおりとする。 
 
（燃料の内容） 
第１条  協定第３条に規定する主な燃料は、ガソリンとする。 
（車両の内容） 
第２条  協定第５条に規定する主な車両は、別表に掲げるものとする。 
（車両の引渡し） 
第３条  車両の引き渡しは、特別の事由がない限り別表に掲げる保管場所にて行うものとする。 
（有効期間） 
第４条  この細目は、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。 
 
別表（第２条関係） 
主な車両 

 車種 車名 数量 保管場所 

１ 
乗用車 マツダ アクセラ 10 教習所コース内（東京都世田谷区

玉川三丁目４３番１号） 
２ 〃 ホンダ グレイス 10 〃 
３ 準中型車 いす  ゞ エルフ 2 〃 
４ 中型車 いす  ゞ フォワード 3 〃 
５ バス（小） 日 産 キャラバン 6 〃 
６ バス（大） 日 産 シビリアン 2 〃 

 
甲及び乙は、本書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保管する。 
 
令和２年７月２９日 
 

   東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 
                 甲 世田谷区 
                 代表者 世田谷区長  保 坂 展 人 
 
 

  東京都世田谷区玉川三丁目４３番１号 
乙 株式会社コヤマドライビングスクール二子玉川校 
  校長 大久保 和之 

   附 則 
   この実施細目は、令和２年７月２９日から適用する。 
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〔資料協定第35〕 

災害時における燃料供給等の協力に関する実施細目 

 
  世田谷区（以下「甲」という。）と株式会社コヤマドライビングスクール二子玉川校（以下「乙」と

いう。）が締結した災害時における燃料供給の協力に関する協定（以下「協定」という。）第１４条の

規定に基づき定める実施細目は、次のとおりとする。 
 
（燃料の内容） 
第１条  協定第３条に規定する主な燃料は、ガソリンとする。 
（車両の内容） 
第２条  協定第５条に規定する主な車両は、別表に掲げるものとする。 
（車両の引渡し） 
第３条  車両の引き渡しは、特別の事由がない限り別表に掲げる保管場所にて行うものとする。 
（有効期間） 
第４条  この細目は、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。 
 
別表（第２条関係） 
主な車両 

 車種 車名 数量 保管場所 

１ 
乗用車 マツダ アクセラ 10 教習所コース内（東京都世田谷区

玉川三丁目４３番１号） 
２ 〃 ホンダ グレイス 10 〃 
３ 準中型車 いす  ゞ エルフ 2 〃 
４ 中型車 いす  ゞ フォワード 3 〃 
５ バス（小） 日 産 キャラバン 6 〃 
６ バス（大） 日 産 シビリアン 2 〃 

 
甲及び乙は、本書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保管する。 
 
令和２年７月２９日 
 

   東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 
                 甲 世田谷区 
                 代表者 世田谷区長  保 坂 展 人 
 
 

  東京都世田谷区玉川三丁目４３番１号 
乙 株式会社コヤマドライビングスクール二子玉川校 
  校長 大久保 和之 

   附 則 
   この実施細目は、令和２年７月２９日から適用する。 
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〔資料協定第 36〕 

災害時における灯油等燃料類供給に関する協力協定 

 

 世田谷区と世田谷石油燃料商業組合 (以下 ｢組合｣ という｡) とは､ 灯油等燃料 (以下 

｢燃料｣ という｡) の調達を必要とする災害が区内に発生した場合に区民の生活を確保する

ため､ 次のとおり協力協定を締結する｡  

 

記 

 (総則)  

第１条 風水害・地震及びその他の災害 (以下 ｢災害｣ という｡) が発生した時､ ガス施設

および電気施設が一時的に麻痺することが予想されます｡  

 これらの時､ 世田谷区は 80万区民の生命と財産を守り生活を保障することを基本的な

施策とし､ 被災者の生活を維持するため､ 燃料の確保については区独自の備蓄を行うと

ともに区内燃料業者の積極的な協力を得ることにより対処してまいります｡  

 (協力)  

第２条 組合は､ 世田谷区内に災害が発生した時は､ 区民の生活維持に協力することを基

本的な責務と考え､ 世田谷区長 (以下 ｢区長｣ という｡) の要請に対して優先的に協力い

たします｡  

 (供与)  

第３条 区長は､ 組合に対し組合員の店頭に掲示するための ｢世田谷区災害時燃料類協力

店｣ の看板等必要資器材を供与します｡  

 (要請手続)  

第４条 区長は､ 災害が発生し燃料を調達する必要が生じた時､ 組合に要請します｡  

２ 組合に対する区長の要請の手続きは､ 世田谷区環境部防災課が担当します｡  

 ただし状況により世田谷区各部の部長から組合に対し協力を要請するものとします｡  

３ 要請に当たっては､ 品名・数量及び納入場所について指示します｡  

 (業務)  

第５条 区長の要請により指定場所に到着した組合員は､ 区職員の指揮者の指示に従って

燃料を納入します｡  

２ 指定場所に区職員が派遣されていない場合は､ 要請事項に従い燃料を納入するものと

します｡ 

 この場合において組合員は燃料納入後納入概要を区長に報告するものとします｡  

 (支払い)  

第６条 組合は､ 燃料納入後､ 区長に対し協定単価に従い燃料代金及び所要経費を請求し

ます｡  

２ 区長は､ 組合より請求された燃料代金等を速やかに支払うものとします｡  

 (連絡)  

第７条 組合の長は､ 区長の要請により災害時に協力できる人数・燃料の平均貯蔵量等の

状況を毎年９月と３月に区長へ連絡します｡  
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 (協定単価)  

第８条 燃料の取引価格は､ 災害発生直前における小売価格といたします｡  

 (協議)  

第９条 この協力協定の実施に関して必要な事項は世田谷区と組合との両者が協議して定

めます｡ 

 (付則)  

第 10 条 この協力協定は､ 昭和 54年６月５日から効力を有するものとします｡  

 

 この協力協定成立を証するため当事者記名押印のうえ､ 各１通を保有するものとしま

す｡  

 

   昭和 54年６月４日   

 

世田谷区世田谷４丁目 21番 27 号 

世田谷区 

 代表者 世田谷区長   

 

世田谷区下馬１丁目 34番７号 

世田谷燃料組合睦会 

 代表者    

 

世田谷区成城６丁目６番２号 

成城燃料組合 

 代表者    

 

世田谷区用賀４丁目 15番４号 

玉川燃料睦会 

 代表者    

 

世田谷区代沢４丁目５番３号 

世田谷灯油販売協同組合 

 代表者    

 

立会人 

世田谷区防災地域活動推進協議会 

 代表者 会    長  

 

 

※第4条 2 組織改正により「環境部防災課」は「危機管理部災害対策課」に変更 
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 (協定単価)  

第８条 燃料の取引価格は､ 災害発生直前における小売価格といたします｡  

 (協議)  

第９条 この協力協定の実施に関して必要な事項は世田谷区と組合との両者が協議して定

めます｡ 

 (付則)  

第 10 条 この協力協定は､ 昭和 54年６月５日から効力を有するものとします｡  

 

 この協力協定成立を証するため当事者記名押印のうえ､ 各１通を保有するものとしま

す｡  

 

   昭和 54年６月４日   

 

世田谷区世田谷４丁目 21番 27 号 

世田谷区 

 代表者 世田谷区長   

 

世田谷区下馬１丁目 34番７号 

世田谷燃料組合睦会 

 代表者    

 

世田谷区成城６丁目６番２号 

成城燃料組合 

 代表者    

 

世田谷区用賀４丁目 15番４号 

玉川燃料睦会 

 代表者    

 

世田谷区代沢４丁目５番３号 

世田谷灯油販売協同組合 

 代表者    

 

立会人 

世田谷区防災地域活動推進協議会 

 代表者 会    長  

 

 

※第4条 2 組織改正により「環境部防災課」は「危機管理部災害対策課」に変更 
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〔資料協定第 37〕 

災害時におけるプロパンガスの供給に関する協力協定 

 

 世田谷区 (以下 ｢甲｣ という｡) と社団法人東京都エルピーガス協会山ノ手支部 (以下 ｢乙｣ 

という｡) との間において､ 災害時におけるプロパンガスの供給に関し､ 次のとおり協定を締結

する｡  

 

 (目的)  

第１条 この協定は､ 世田谷区内に風水害､ 地震その他の災害 (以下 ｢災害｣ という｡) が発生

した場合に､ 甲がプロパンガスの供給を乙から受けることに関し必要な事項を定めることを目

的とする｡  

 (協力要請)  

第２条 世田谷区内に災害が発生し､ 都市ガス等の供給が停止し､ かつ､ 被災者が避難所等にお

いて炊き出し活動等を必要とするときは､ 甲は､ 乙に対しプロパンガスの供給を要請すること

ができる｡  

２ 前項の要請は､ プロパンガスを供給する日時､ 場所その他必要な事項を明らかにした書面を

もって行うものとする｡ ただし､ 書面をもって要請する暇がないときは､ 口頭で要請し､ 事後

速やかに書面を送達するものとする｡  

 (協力)  

第３条 乙は､ 甲から前条の規定による要請があったときは、可能な範囲において、プロパンガ

スの供給に協力するものとする｡ 

 (業務)  

第４条 乙は､前条の規定による協力を行う場合において､ プロパンガスの供給を要請された場

所 (以下 ｢指定場所｣ という｡) に甲の職員が派遣されているときは甲の要請内容及び甲の職

員の指示に基づき､ 指定場所に甲の職員が派遣されていないときは甲の要請内容に基づき､ プ

ロパンガスを納入するものとする｡  

２ 乙は､ 前項の規定によるプロパンガスの納入に当たっては､ 十分な安全性を確保した上で､ 

プロパンガスを設置するものとする｡  

３ 乙は第１項の規定によるプロパンガスの納入に際して､ 安全性を確保するためにその運搬及

び仕様について､ 指定場所で当該プロパンガスを扱う者に対して十分な説明をするものとす

る｡  

 (経費の支払)  

第５条 乙は､ プロパンガスの納入後､ 甲に対し第７条に定める協定単価に従いプロパンガスの

代金及び所要経費を請求するものとする｡  

２ 甲は､ 前項の規定により乙から請求があったときは､ 当該請求に係る代金を速やかに支払う

ものとする｡  

 (報告)  

第６条 乙は､ 甲の要請により災害時に供給することができるプロパンガスの数量その他必要な

事項を毎年甲に報告するものとする｡  
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 (協定単価)  

第７条 この協定に基づくプロパンガスの取引価格は､ 災害発生直前における小売価格とする｡ 

 (協議)  

第８条 この協定の実施に関し必要な事項は､ 甲と乙とが協議して定めるものとする｡  

（有効期間）  

第９条 この協定の有効期間は、平成２２年４月８日から平成２３年３月３１日までとする。た

だし、期間満了の１月前までに甲又は乙から解約の申し出がないときは、なお１年間効力を有

するものとし、以後同様とする。 

（その他） 

第 10条 平成８年１２月１９日に甲乙間で締結した「災害時におけるプロパンガス等の供給に関

する協力協定」は、廃止する。 

 

 この協定成立を証するため甲乙記名押印の上､ 各１通を保管するものとする｡  

 

  平成２２年４月８日 

世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

甲  世田谷区 

代表者  世田谷区長   

 

世田谷区喜多見七丁目５番２号 

乙  社団法人東京都エルピーガス協会山ノ手支部 

代表者  支 部 長   
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 (協定単価)  

第７条 この協定に基づくプロパンガスの取引価格は､ 災害発生直前における小売価格とする｡ 

 (協議)  

第８条 この協定の実施に関し必要な事項は､ 甲と乙とが協議して定めるものとする｡  

（有効期間）  

第９条 この協定の有効期間は、平成２２年４月８日から平成２３年３月３１日までとする。た

だし、期間満了の１月前までに甲又は乙から解約の申し出がないときは、なお１年間効力を有

するものとし、以後同様とする。 

（その他） 

第 10条 平成８年１２月１９日に甲乙間で締結した「災害時におけるプロパンガス等の供給に関

する協力協定」は、廃止する。 

 

 この協定成立を証するため甲乙記名押印の上､ 各１通を保管するものとする｡  

 

  平成２２年４月８日 

世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

甲  世田谷区 

代表者  世田谷区長   

 

世田谷区喜多見七丁目５番２号 

乙  社団法人東京都エルピーガス協会山ノ手支部 

代表者  支 部 長   
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〔資料協定第38〕 

災害時における自転車等の供給に関する協力協定 

 

 世田谷区（以下「甲」という。）と東京都自転車商協同組合世田谷区四支部連合会（以

下「乙」という。）は、災害時における自転車等の供給に関し、次のとおり協力協定を締

結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において甲が調査、運搬等の応急活動に必要な自転車等の供

給及び修理を受けることについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（要請及び協力） 

第２条 甲は、災害が発生し応急活動をする場合において乙に対し必要な自転車等の供給

及び修理を要請することができる。 

２ 前項の要請は、自転車等の供給場所、数量その他甲が必要とする事項を指定すること

により行うものとする。 

３  乙は、第１項の要請を受けたときは、できる限りこれに協力するものとする。 

（経費の支払） 

第３条  乙は、供給業務終了後、甲に対し自転車等の供給及び修理に要した費用を一括し

て請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により乙から請求があったときは、当該請求に係る費用を速やかに

支払うものとする。 

（供与） 

第４条  甲は、この協定に協力する乙の各店舗に掲示するための「世田谷区災害時自転車

供給の協力店」のシールを供与する。 

（有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、平成１４年２月８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（以下「当初有効期間満了日」という。）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当初有効期間満了日の翌日から１

年間延長されるものとし、以後も同様とする。   

２  甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。 

（協議） 

第６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の解

釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。 

   

この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 
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      平成１４年２月８日 

 

東京都世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

甲  世田谷区 

代表者 世田谷区長  

 

東京都世田谷区北沢３丁目２１番２号 

乙  東京都自転車商協同組合世田谷区四支部連合会 

会 長                    
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      平成１４年２月８日 

 

東京都世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

甲  世田谷区 

代表者 世田谷区長  

 

東京都世田谷区北沢３丁目２１番２号 

乙  東京都自転車商協同組合世田谷区四支部連合会 

会 長                    
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〔資料協定第39〕 

災害時における介護用品等の供給に関する協定 

 

 世田谷区 (以下 ｢甲｣ という｡) とフランスベッドメディカルサービス株式会社 (以下 

｢乙｣ という｡) は､ 災害時の避難所等における介護用品等の供給に関し､ 次のとおり協定

を締結する｡ 

 

 (目的)  

第１条 この協定は､ 世田谷区の地域において､ 地震､ 水害､ 火災等による大災害 (以下 

｢災害｣ という｡) が発生し､ 被災住民の避難が必要になった場合に､ 甲が避難所等にお

ける介護用品等の供給を乙から受けることに関し必要な事項を定め､ もって被災住民の

生命の安全と生活基盤の確保に寄与することを目的とする｡  

 (要請及び協力)  

第２条 甲は､ 災害が発生し避難所等を開設する場合において､ 乙に対し必要な介護用品

等の供給を要請することができる｡  

２ 乙は､ 前項の要請を受けたときは､ できる限りこれに協力するものとする｡  

 (供給物品等)  

第３条 前条第１項の規定により甲が供給を要請する介護用品等は､ 福祉用具及び在宅医

療機器等避難所等で高齢者及び障害者等の生活を最低限維持することに必要な物品で､ 

この協定に基づき別に定める細目に掲げるものとする｡  

２ 乙は､ 介護用品等の供給をレンタルにより行うものとする｡ ただし､ 災害の状況又は

乙の在庫状況その他の理由により乙がレンタルによる供給を行えない場合は､ 甲乙協議

の上､ 甲は乙から新品の介護用品等を購入することができるものとする｡  

 (経費の負担)  

第４条 甲は､ 介護用品等のレンタル料その他乙が介護用品等の供給に要した経費を負担

するものとし､ 介護用品等のレンタル料については当該災害の発生直前の乙のカタログ

表示価格とする｡  

 (防災訓練への参加)  

第５条 乙は､ 甲から要請があった場合は､ 甲が実施する防災訓練に参加するよう努める

ものとする｡  

 (細目)  

第６条 第３条第１項に規定する細目は､ 世田谷区地域防災計画における避難計画の修正

に伴い更新するものとする｡  

 (有効期間)  

第７条 この協定の有効期間は､ 平成11年８月30日から平成12年３月31日までとする｡  

２ この協定の有効期間が満了する日の３月前までに､ 甲又は乙から何らの意思表示がな
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いときは､ 更に１年間有効期間は延長されるものとし､ 以後この例による｡  

３ 甲及び乙は､ この協定の有効期間中であっても､ 協議によりこの協定を改定すること

ができる｡  

 (この協定に定めのない事項等)  

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関して疑義を生じたときは､ そ

の都度甲乙協議して決定するものとする｡  

 

 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

するものとする｡  

 

  平成11年８月30日 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号 

甲  世田谷区 

 代表者 世田谷区長  

 

東京都新宿区百人町一丁目25番１号 

乙  フランスベットメディカルサービス株式会社 

  代表取締役  

  

 

※フランスベッドメディカルサービス株式会社はフランスベッド株式会社に名称変更して

いる。 
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いときは､ 更に１年間有効期間は延長されるものとし､ 以後この例による｡  

３ 甲及び乙は､ この協定の有効期間中であっても､ 協議によりこの協定を改定すること

ができる｡  

 (この協定に定めのない事項等)  

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関して疑義を生じたときは､ そ

の都度甲乙協議して決定するものとする｡  

 

 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

するものとする｡  

 

  平成11年８月30日 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号 

甲  世田谷区 

 代表者 世田 谷区 長  

 

東京都新宿区百人町一丁目25番１号 

乙  フランスベットメディカルサービス株式会社 

  代表 取締 役  

  

 

※フランスベッドメディカルサービス株式会社はフランスベッド株式会社に名称変更して

いる。 
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〔資料協定第 40〕 

災害時等における食料品等の提供に関する協定書 

 

 世田谷区(以下｢甲｣という。)と大塚食品株式会社（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、世田谷区内において地震等の大規模災害が発生し、又は発生するお

それがある場合（以下「災害時等」という。）において、甲が行う食料品及び飲料水等（以

下「食料品等」という。）の調達に関し、乙の協力を得ることにより、円滑に食料品等を確

保することを目的とする。 

（提供の要請） 

第 2 条 甲は、災害時等において食料品等の調達が必要となったときは、乙に対し、食料

品等の提供（その搬送を含む）を要請することができるものとする。 

（要請手続） 

第 3 条 甲は、前条の規定による要請をするときは、食料品等の品目、数量、搬送場所、

提供期間等を明示した文書によりするものとし、これにより難いときは、口頭等により要

請することができるものとする。 
２ 甲は、口頭等による要請をしたときは、後日、要請に係る文書を乙に送付するものと

する。 
３ 乙は、要請を受けたときは、速やかに提供の可否並びに提供が可能な場合にはその食

料品等の品目、数量、搬送場所、提供期間等を明示した文書により甲に回答するものと

し、これにより難いときは、口頭等により回答することができるものとする。 
４ 乙は、口頭等により回答をしたときは、後日、回答に係る文書を甲に送付するものと

する。 

（免責） 

第 4 条 乙は、前条第３項の規定により甲に提供可能な旨を回答した場合において、交通

渋滞その他の乙の責に帰さない事情により提供ができなかったときは、それにより甲に生

じた損害を賠償する責任は負わないものとする。 

（食料品等の搬送） 

第 5条 搬送場所への食料品等の搬送は、乙が行うものとする。 

（報告） 

第 6 条 乙は、食料品等を提供し、その提供期間が満了したときは、提供した食料品等の

品目、数量、搬送場所、提供期間その他必要な事項を明示した文書により甲に報告する

ものとする。 

（費用負担）  

第 7条 この協定に基づき乙が甲に提供した食料品等の費用（その搬送に係る費用を除く。

以下「提供費用」という。）は甲が負担し、食料品等の搬送に係る費用は乙が負担するも
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のとする。 

２ 提供費用の額は、食料品等の提供を要請した日における当該食料品等のの希望小売価

格に基づき算定するものとする。 

３ 提供費用のほか、食料品等の提供に関連して乙に損失が生じたときは、甲及び乙が協

議の上、その損失に係る費用の負担割合等を決定するものとする。 

（費用の支払い） 

第 8 条 乙は、前条の規定による協議が終了したときは、甲に提供費用を請求するものと

する。 

２ 甲は、提供費用の請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに乙に支払うも

のとする。 

（連絡責任者） 

第 9 条 この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うこと

を目的として、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。 

（１) 甲 危機管理室災害対策課長 

（２） 乙 東京支店長がこの協定に係る対応を委任する東京支店内の管理職 

（有効期間） 

第 10条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から、平成 25年 3月 31 日までとする。

ただし、期間満了の１か月前までに、甲及び乙のいずれからも異議の申し出がない限り、

この契約は更に１年間期間を延長するものとし、以後もこの例に従う。 

（協議） 

第 11条 この協定に疑義が生じた場合、この協定に定めのない事項について定める必要が

生じた場合又はこの協定を実施するために必要な細目を定める場合は、甲及び乙が協議

の上、決定するものとする。 

 

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、甲乙記名押印の上、

各自その１通を保管する。 
 
平成２４年３月２７日 
     世田谷区世田谷四丁目 21 番 27 号 
         甲 世田谷区       
           代表者 世田谷区長  
 
     東京都千代田区神田司町二丁目 11 番 1 号 4Ｆ 
      乙 大塚食品株式会社 

 東京支店 支店長          
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のとする。 

２ 提供費用の額は、食料品等の提供を要請した日における当該食料品等のの希望小売価

格に基づき算定するものとする。 

３ 提供費用のほか、食料品等の提供に関連して乙に損失が生じたときは、甲及び乙が協

議の上、その損失に係る費用の負担割合等を決定するものとする。 

（費用の支払い） 

第 8 条 乙は、前条の規定による協議が終了したときは、甲に提供費用を請求するものと

する。 

２ 甲は、提供費用の請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに乙に支払うも

のとする。 

（連絡責任者） 

第 9 条 この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うこと

を目的として、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。 

（１) 甲 危機管理室災害対策課長 

（２） 乙 東京支店長がこの協定に係る対応を委任する東京支店内の管理職 

（有効期間） 

第 10条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から、平成 25年 3月 31 日までとする。

ただし、期間満了の１か月前までに、甲及び乙のいずれからも異議の申し出がない限り、

この契約は更に１年間期間を延長するものとし、以後もこの例に従う。 

（協議） 

第 11条 この協定に疑義が生じた場合、この協定に定めのない事項について定める必要が

生じた場合又はこの協定を実施するために必要な細目を定める場合は、甲及び乙が協議

の上、決定するものとする。 

 

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、甲乙記名押印の上、

各自その１通を保管する。 
 
平成２４年３月２７日 
     世田谷区世田谷四丁目 21 番 27 号 
         甲 世田谷区       
           代表者 世田谷区長  
 
     東京都千代田区神田司町二丁目 11 番 1 号 4Ｆ 
      乙 大塚食品株式会社 

 東京支店 支店長          
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※ 同内容の協定書を、下記の相手方とも平成２４年３月２７日付で締結している。 
 
・相手方 東京都千代田区神田司町二丁目 9 番 
  大塚製薬株式会社   
  東京支店 支店長  
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〔資料協定第 41〕 

簡易間仕切りシステム等の供給に関する協定書 

 

 世田谷区（以下「甲」という。）及び特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・

ネットワーク（以下「乙」という。）は、次の条項により協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）における乙

の代表者が考案した避難所用簡易間仕切りシステム等（以下「間仕切り等」という。）の

供給に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（協力の要請） 
第２条 甲は、災害時において避難所に間仕切り等を設置する必要があるときは、乙に対

し、その供給を要請することができる。 
２ 甲は、甲が行う災害に備えた訓練等において間仕切り等が必要であるときは、乙に対

し、その供給を要請することができる。 
３ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、間仕切り等の改善を要請することがで

きる。 
４ 前３項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するとき

は、電話等により行うことができる。この場合において、甲は、事後、速やかに当該文

書を乙に提出するものとする。 
 
（協力等） 
第３条 乙は、前条第１項、第２項又は第３項の規定による要請を受けたときは、当該要

請に対し、できる限り速やかに協力するものとする。 
 
（間仕切り等の供給） 
第４条 乙は、甲が第２条第１項又は第２項の規定による要請をしたときは、間仕切り等

を供給するものとする。 
 
（間仕切り等の引渡し） 
第５条 間仕切り等の引渡場所及び日時は、甲が災害時の状況に応じて指定するものとし、

当該引渡場所までの間仕切り等の運搬は、乙又は乙が委託する者が行うものとする。た

だし、乙又は乙が委託する者が当該運搬を行うことができない場合は、甲又は甲が指定

する者が当該運搬を行うものとする。 
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〔資料協定第 41〕 

簡易間仕切りシステム等の供給に関する協定書 

 

 世田谷区（以下「甲」という。）及び特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・

ネットワーク（以下「乙」という。）は、次の条項により協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）における乙

の代表者が考案した避難所用簡易間仕切りシステム等（以下「間仕切り等」という。）の

供給に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（協力の要請） 
第２条 甲は、災害時において避難所に間仕切り等を設置する必要があるときは、乙に対

し、その供給を要請することができる。 
２ 甲は、甲が行う災害に備えた訓練等において間仕切り等が必要であるときは、乙に対

し、その供給を要請することができる。 
３ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、間仕切り等の改善を要請することがで

きる。 
４ 前３項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するとき

は、電話等により行うことができる。この場合において、甲は、事後、速やかに当該文

書を乙に提出するものとする。 
 
（協力等） 
第３条 乙は、前条第１項、第２項又は第３項の規定による要請を受けたときは、当該要

請に対し、できる限り速やかに協力するものとする。 
 
（間仕切り等の供給） 
第４条 乙は、甲が第２条第１項又は第２項の規定による要請をしたときは、間仕切り等

を供給するものとする。 
 
（間仕切り等の引渡し） 
第５条 間仕切り等の引渡場所及び日時は、甲が災害時の状況に応じて指定するものとし、

当該引渡場所までの間仕切り等の運搬は、乙又は乙が委託する者が行うものとする。た

だし、乙又は乙が委託する者が当該運搬を行うことができない場合は、甲又は甲が指定

する者が当該運搬を行うものとする。 
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（間仕切り等の経費等） 
第６条 甲は、間仕切り等の引渡しを受けた後、乙の請求に基づき速やかにその経費を乙

に支払うものとする。 
２ 間仕切り等の経費は、甲、乙が協議して決定するものとする。 
３ 乙が行った運搬に係る費用は、甲が負担するものとする。 
 
（協議） 
第７条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙が協議のう

え、決定するものとする。 
 
（協定の効力及び更新） 
第８条 この協定の有効期間は、締結日から平成２９年３月３１日までとする。ただし、

当該有効期間の満了日の１箇月前までに、甲、乙のいずれかから文書によってこの協定

を更新しない旨の通知がない場合は、当該満了日の翌日から更に１年間有効期間を延長

されるものとし、以後も同様とする。 
 
 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、各自１通

を保有する。 
 
 
平成２８年７月２６日 
 
 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 
甲 世田谷区 

代表者  区長   
 
 

東京都世田谷区松原五丁目２番４号 
乙  特定非営利活動法人  

ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク 
代表者  代表理事  
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〔資料協定第 42〕 

災害時の協力態勢に関する協定書 

世田谷区（以下「甲」という。）及び宍戸コンクリート工業株式会社（以下「乙」

という。）は、災害時の協力態勢に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、世田谷区内において災害が発生した場合における甲が行う

応急対策活動又は平常時における甲及び乙の協力態勢について、必要な事項を

定めることを目的とする。 

(協力) 

第２条 乙は、甲から要請を受けた場合は、協定の内容にしたがって可能な限り

協力に努めるものとする。ただし、真にやむを得ない事情により、当該協力の要

請に応じられない場合は、この限りではない。 

(協力の内容) 

第３条 この協定による乙の甲に対する協力の内容は、次の各号に掲げる事項と

する。 

（１）乙が備蓄する飲料水等を被災者及び帰宅困難者に提供すること。ただし、

乙の使用の支障をきたさない範囲とする。 

（２）前号に掲げるもののほか、被災者又は帰宅困難者の支援に資することであ

って、過分の費用を要せず、実行が可能であること。ただし、発生した費

用は甲の負担とする。 

(要請の方法) 

第４条 甲は、前条に規定する協力の内容の要請を乙に対し電話等により行い、

その後速やかに書面を送付することにより行うものとする。 

(報告) 

第５条 乙は、第３条に規定する協力の内容を実施したときは、甲に対し、その

内容を電話等により報告し、その後速やかに書面により報告するものとする。 

(経費の負担) 

第６条 第３条に規定する協力の内容の実施に要した経費で区長が必要と認め

るものは、予算その他法令の定める手続きにより甲が負担するものとする。 

(協力期間) 

第７条 第２条に規定する協力を実施する期間は、災害発生の日から７日以内と

する。ただし、やむを得ない事情があるときは、甲及び乙が協議して当該期間

を延長することができる。 

(損害補償) 

第８条 この協定に基づく協力の実施に従事した乙の従業員その他これに準ず
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〔資料協定第 42〕 

災害時の協力態勢に関する協定書 

世田谷区（以下「甲」という。）及び宍戸コンクリート工業株式会社（以下「乙」

という。）は、災害時の協力態勢に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、世田谷区内において災害が発生した場合における甲が行う

応急対策活動又は平常時における甲及び乙の協力態勢について、必要な事項を

定めることを目的とする。 

(協力) 

第２条 乙は、甲から要請を受けた場合は、協定の内容にしたがって可能な限り

協力に努めるものとする。ただし、真にやむを得ない事情により、当該協力の要

請に応じられない場合は、この限りではない。 

(協力の内容) 

第３条 この協定による乙の甲に対する協力の内容は、次の各号に掲げる事項と

する。 

（１）乙が備蓄する飲料水等を被災者及び帰宅困難者に提供すること。ただし、

乙の使用の支障をきたさない範囲とする。 

（２）前号に掲げるもののほか、被災者又は帰宅困難者の支援に資することであ

って、過分の費用を要せず、実行が可能であること。ただし、発生した費

用は甲の負担とする。 

(要請の方法) 

第４条 甲は、前条に規定する協力の内容の要請を乙に対し電話等により行い、

その後速やかに書面を送付することにより行うものとする。 

(報告) 

第５条 乙は、第３条に規定する協力の内容を実施したときは、甲に対し、その

内容を電話等により報告し、その後速やかに書面により報告するものとする。 

(経費の負担) 

第６条 第３条に規定する協力の内容の実施に要した経費で区長が必要と認め

るものは、予算その他法令の定める手続きにより甲が負担するものとする。 

(協力期間) 

第７条 第２条に規定する協力を実施する期間は、災害発生の日から７日以内と

する。ただし、やむを得ない事情があるときは、甲及び乙が協議して当該期間

を延長することができる。 

(損害補償) 

第８条 この協定に基づく協力の実施に従事した乙の従業員その他これに準ず
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る者に対する損害補償は、水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償

に関する条例（昭和４１年７月世田谷区条例第２４号）の規定に基づきその損

害を補償するものとする。 

(連絡責任者) 

第９条 甲及び乙は、この協定に基づく協力が円滑に実施されるよう、連絡調整

及び指示を行う連絡責任者をあらかじめ指定し、それぞれ通知するものとす

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より１年間とする。ただ

し、有効期間満了の日の１か月前までに、甲又は乙から解約の申出がないとき

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。 

(実施細目) 

第１１条 この協定の実施に必要な事項については、甲乙協議の上、実施細目に

定めるものとする。 

(協議) 

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、

甲乙協議の上、定めるものとする。甲及び乙は、この協定の成立を証するため

に、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

 

平成３１年３月１９日 

 

 

 

東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

           甲 世 田 谷 区 

                           代表者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

東京都世田谷区給田三丁目２番１５号 

                             乙 宍戸コンクリート工業株式会社 

代表者 代表取締役 会長 宍 戸 啓 昭 
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