
〔資料協定第 130〕 

災害時における被災住民の避難に関する相互応援協定 

 

 世田谷区 (以下 ｢甲｣ という｡) と社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団(以下 ｢乙｣ と

いう｡) は､ 災害時における被災住民の避難に関し､ 次のとおり相互応援協定を締結する｡  

 (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が発生

し､ 被災住民の避難が必要になった場合に､ 施設の提供､ 被災住民の避難､ 災害時用備

蓄物資の提供､ 業務を遂行するための要員派遣等の相互応援を甲及び乙が行い､ 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｡  

 (対象施設)  

第２条 この協定の対象の施設は､ 乙が指定管理者として管理する「世田谷区立特別養護

老人ホーム芦花ホーム」、「世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム」及び「世田谷区

立高齢者センター新樹苑」で､ 甲及び乙があらかじめ協議して決定した施設の部分とす

る｡  

 (対象被災住民)  

第３条 この協定により受入れをする被災住民は､ 原則として介護の必要な高齢者及び心

身障害者等とする｡  

 (応援の要請)  

第４条 甲は､ 災害が発生した場合は乙に対し被災住民の受入れの要請をすることができ 

 る｡  

２ 乙は、災害が発生した場合は甲に次の要請をすることができる。 

(1) 食料品､ 生活物資等の備蓄物資の提供の要請 

(2) 避難所運営に必要な物品の提供の要請 

(3) 救援活動及び受入者の介護のための要員派遣の要請 

３ 甲及び乙は、その他災害対策上必要とする要請を相手方に行うことができる。 

 (責務)  

第５条 甲及び乙は､ 前条の要請があった場合は､ 相互信頼に基づき要請に応えるものと

する｡  

 (経費の負担)  

第６条 甲の要請により､ 乙が実施する応援活動に要した経費については､ 甲が負担する

ものとし､ その経費の範囲及び額については甲乙協議して決定するものとする｡  

(従事者の損害補償)  

第７条 甲の要請に基づき､ 乙の職員が､ 災害対策基本法 (昭和 36 年法律第 223 号) 第

62 条第１項に規定する応急措置の業務に従事したことにより死亡し､ 負傷し､ 若しくは

疾病にかかり､ 又は障害の状態となったときは､ 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) の規定によりその損害を

補償するものとする｡  
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 (有効期間)  

第８条 この協定の有効期間は､ 平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までとす

る｡  

２ 期間満了の３月前までに､ 甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは､ 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､ 協議して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９条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については､ 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に本書２通を作成し､ 甲乙記名押印の上､ 各１通を保有す

る｡  

 

 なお、この協定の締結により、平成１１年８月２日の世田谷区と社会福祉法人世田谷区社

会福祉事業団とで締結した「災害時における被災住民の避難に関する相互応援協定」は平成

２０年３月３１日をもって廃止とする。 

 

        平成２０年４月１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   

 

東京都世田谷区世田谷一丁目 23 番 2 号 

乙  社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団 

 代表者   理事長  

 

 

 

 

※この協定については、平成 24 年 9 月 1 日付で第２条の対象施設として「世田谷区立特別

養護老人ホーム芦花ホーム」及び「世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム」の追加に

ついて再締結し、平成 30年 3月 1 日付で、第２条の対象施設として「地域密着型特別養護

老人ホーム 寿満ホームかみきたざわ」の追加について再締結した。 

 

※同様の協定を、この他５０法人とも締結している。締結相手方、対象施設、締結日は下記

のとおり。 
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締結相手方 締結相手方住所 対象施設（第２条関係） 締結日 

社会福祉法人正吉福祉会 

理事長  

東京都稲城市平尾字

10 号 1127 番地 1 

きたざわ苑 平成 16 年 6月 30 日 

公益財団法人世田谷区保健

センター 理事長  

東京都世田谷区三軒

茶屋二丁目 53 番 16号 

世田谷区立総合福祉センタ

ー 

平成 18 年 11 月 7 日 

社会福祉法人老後を幸せに

する会 理事長  

東京都世田谷区等々

力五丁目 19 番 10 号 

等々力共愛ホームズ、デイ・

ホーム等々力、深沢共愛ホー

ムズ 

平成 18 年 2 月 28 日（平

成 29 年 8月 1日改定） 

社会福祉法人南山会  

理事長  

東京都世田谷区喜多

見七丁目 20 番 26 号 

喜多見ホーム 平成 18 年 3月 23 日 

社会福祉法人日本フレンズ奉

仕団 理事長  

東京都世田谷区下馬

二丁目 21 番 11 号 

フレンズホーム 平成 18 年 3月 28 日 

社会福祉法人東京有隣会 

理事長  

東京都世田谷区船橋

二丁目 15 番 38 号 

有隣ホーム、第２有隣ホー

ム 

平成 18 年 11 月 7 日 

社会福祉法人康和会  

理事長  

東京都世田谷区北烏

山二丁目 14 番 20 号 

久我山園 平成 18 年 11 月 7 日 

社会福祉法人古木会 

理事長  

東京都世田谷区成城

六丁目 13 番 17 号 

成城アルテンハイム 平成 18 年 11 月 7 日 

社会福祉法人友愛十字会 

理事長  

東京都世田谷区砧三

丁目 9番 11 号 

砧ホーム、友愛ホーム、友

愛園、世田谷更正館、友愛

デイサービスセンター、コ

ーポ友愛 

平成 18 年 11 月 7 日（平

成 24 年 1月 1日改定） 

社会福祉法人敬心福祉会 

理事長  

東京都世田谷区給田

五丁目 9番 5号 

千歳敬心苑 平成 18 年 11 月 7 日 

社会福祉法人奉優会 

理事長  

東京都世田谷区駒沢

一丁目 4 番 15 号真井

ビル 5階 

 

等々力の家、下馬の家 平成 18 年 11 月 7 日（平

成 30 年 12 月 1 日改定） 

社会福祉法人敬寿会 

理事長  

山形県山形市大字妙

見寺 500 番地 1 

東京敬寿園 平成 18 年 11 月 7 日 

社会福祉法人寿心会 

理事長  

東京都世田谷区北烏

山七丁目 8番 11 号 

フォーライフ桃郷 平成 18 年 11 月 7 日 

社会福祉法人大三島育徳会 

理事長  

東京都世田谷区鎌田

三丁目 16 番 6号 

博水の郷、玉川福祉作業所、玉

川福祉作業所等々力分場、グル

ープホームやまぼうし 

平成 18 年 11 月 7 日（令

和 2年 10 月 1日改定） 

社会福祉法人泉会  

理事長  

東京都世田谷区岡本

二丁目 33 番 23 号 

岡本福祉作業ホーム、岡本福

祉作業ホーム玉堤分場、泉の

家、コイノニアかみきた 

平成 18 年 11 月 7 日（平

成 25 年 1月 1日、令和 2

年 2月 1日改定） 
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締結相手方 締結相手方住所 対象施設（第２条関係） 締結日 

社会福祉法人東京都手をつ

なぐ育成会  

理事長  

東京都新宿区西新宿

七丁目 8 番 10 号オー

クラヤビル 2F 

桜上水福祉園、奥沢福祉園、すき

っぷ、砧工房、砧工房分場キタミ

クリーンファーム 

平成 18 年 11 月 7 日 

社会福祉法人武蔵野会  

理事長  

東京都八王子市旭町

12番4号日本生命八王

子ビル 2階 201 

駒沢生活実習所、九品仏生

活実習所、九品仏生活実習

所中町分場、世田谷福祉作

業所、烏山福祉作業所 

平成 18 年 11 月 7 日 

（平成19年11月1日、 

平成 20 年 4 月 1 日、平成

24年4月1日改定） 

社会福祉法人全国重症心身

障害児（者）を守る会  

会長  

東京都世田谷区三宿

二丁目 30 番 9号 

三宿つくしんぼホーム、あ

けぼの学園 

平成 18 年 11 月 7 日（平

成 25 年 1月 1日改定） 

社会福祉法人せたがや樫の

木会 理事長  

東京都世田谷区代田 1

丁目 29 番 5号 

千歳台福祉園、下馬福祉工

房、わくわく祖師谷、用賀

福祉作業所、まもりやま工

房 

平成 18 年 11 月 7 日（平

成 24 年 11 月 1 日改定） 

特定非営利活動法人ワーカ

ーズコープ 

代表理事  

豊島区東池袋一丁目

44番 3号池袋ISPタマ

ビル 

すまいる梅丘、ほほえみ経

堂、にこにこみやさか 

平成 18 年 11 月 7 日（令

和 2年 2月 1日改定） 

社会福祉法人七日会 

理事長 

東京都青梅市今井二

丁目 1079 番 

せたがや給田乃杜 平成 23 年 4月 1日 

株式会社東急イーライフデ

ザイン 

代表取締役社長 

東京都渋谷区道玄坂

一丁目 21 番 2号 

グランクレール馬事公苑、

グランクレール成城、 

グランクレール世田谷中町 

平成 24 年 4月 25 日 

平成 24 年 5月 31 日 

平成 29 年 12 月 7 日 

株式会社アライブメディケ

ア 

代表取締役 

東京都渋谷区神宮前

六丁目19番 20号第15

荒井ビル 

アライブ世田谷中町、 

アライブ世田谷下馬、 

アライブ世田谷代田 

平成 24 年 10 月 11 日 

特定非営利活動法人せたが

や白梅 

理事長 

東京都世田谷区松原

六丁目 43 番 11 号 

白梅福祉作業所 平成 24 年 11 月 1 日 

社会福祉法人世田谷ボラン

ティア協会 

理事長 

東京都世田谷区下馬

二丁目 20 番 14 号 

ケアセンターふらっと 平成 24 年 11 月 1 日 

株式会社ツクイ 

代表取締役社長 

神奈川県横浜市港南

区上大岡西一丁目 6番

1号 

ツクイサンシャイン成城 平成 24 年 12 月 1 日 

社会福祉法人嬉泉 

理事長 

東京都世田谷区船橋

一丁目 30 番 9号 

おおらか学園（子どもの生

活研究所含む） 

平成 25 年 1月 1日 

社会福祉法人はる 

理事長 

東京都世田谷区等々

力二丁目 36 番 13 号 

社会就労センターパイ焼き

窯 

平成 25 年 1月 1日 
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締結相手方 締結相手方住所 対象施設（第２条関係） 締結日 

社会福祉法人藍 

理事長 

東京都世田谷区若林

五丁目 2番 9号 

Factory 藍 平成 25 年 1月 1日 

トラストガーデン株式会社 

代表取締役 

東京都渋谷区代々木

四丁目 36 番 19 号 6Ｆ 

トラストガーデン桜新町、

トラストガーデン用賀の

杜、トラストガーデン等々

力 

平成 25 年 3 月 21 日（平

成 26 年 4月 1日改定） 

株式会社ニチイケアパレス 

代表取締役 

東京都千代田区神田

駿河台二丁目 9番 

ニチイホーム成城、ニチイ

ホーム千歳船橋、ニチイホ

ーム用賀、ニチイホーム八

幡山 

平成 25 年 7 月 10 日（平

成 29 年 2 月 1 日、平成

30 年 6月 1日改定） 

社会福祉法人緑風会 

理事長 

徳島県海部郡牟岐町

大字中村字山田 30 

エリザベート成城 平成 26 年 12 月 1 日 

株式会社ベネッセスタイル

ケア 

代表取締役 

東京都新宿区西新宿

二丁目 3番 1号 

メディカルホームグランダ

三軒茶屋、グランダ世田谷

上町、リハビリホームまど

か上祖師谷 

平成 27 年 8月 1日（平成

30 年 10 月 1 日改定） 

三井住友海上ケアネット株

式会社 

取締役総支配人 

東京都世田谷区粕谷

二丁目 8番 5号 

ゆうらいふ世田谷 平成 28 年 3月 1日 

株式会社ジヴィエク 

代表取締役 

東京都府中市西原町

四丁目 26 番 2号 

サピエンス祖師谷 平成 29 年 4月 1日 

シマダリビングパートナー

ズ株式会社 

代表取締役社長 

東京都渋谷区代々木

三丁目 22 番 7 号新宿

文化クイントビル 14

階 

ガーデンテラス尾山台、ガ

ーデンテラス久我山 

平成 29 年 9月 1日（令和

2年 4月 1日改定） 

社会福祉法人青藍会 

理事長 

山口県吉敷中東一丁

目 1番 2号 

ハートハウス成城 平成 29 年 10 月 1 日 

東急ウェルネス株式会社 

代表取締役 

東京都渋谷区南平台

町 5番 6号 

東急ウェリナケア尾山台 平成 30 年 1月 1日 

株式会社サンケイビルウェ

ルケア 

代表取締役社長 

東京都千代田区大手

町一丁目 7番 2号東京

サンケイビル 16 階 

ウェルケアガーデン深沢 平成 30 年 5月 1日 

ＮＰＯ法人はぁとせたがや 

理事長 

東京都世田谷区砧四

丁目 1番 10 号 

グループホーム花みず木 平成 30 年 9月 1日 

社会福祉法人楽晴会 

理事長 

青森県三沢市大町二

丁目 6 番 27 号大町ビ

ル 1F 

 

世田谷希望丘ホーム 平成 30 年 9月 1日 
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締結相手方 締結相手方住所 対象施設（第２条関係） 締結日 
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大字中村字山田 30 
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三井住友海上ケアネット株

式会社 

取締役総支配人 

東京都世田谷区粕谷

二丁目 8番 5号 

ゆうらいふ世田谷 平成 28 年 3月 1日 
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代表取締役 

東京都府中市西原町

四丁目 26 番 2号 
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ズ株式会社 
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東京都渋谷区代々木

三丁目 22 番 7 号新宿

文化クイントビル 14
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ガーデンテラス尾山台、ガ

ーデンテラス久我山 

平成 29 年 9月 1日（令和

2年 4月 1日改定） 

社会福祉法人青藍会 
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目 1番 2号 

ハートハウス成城 平成 29 年 10 月 1 日 

東急ウェルネス株式会社 

代表取締役 

東京都渋谷区南平台

町 5番 6号 

東急ウェリナケア尾山台 平成 30 年 1月 1日 

株式会社サンケイビルウェ

ルケア 

代表取締役社長 

東京都千代田区大手

町一丁目 7番 2号東京

サンケイビル 16 階 
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世田谷希望丘ホーム 平成 30 年 9月 1日 
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締結相手方 締結相手方住所 対象施設（第２条関係） 締結日 

株式会社チャーム・ケア・

コーポレーション 

代表取締役社長 

大阪府大阪市北区中

之島三丁目 6 番 32 号

ダイビル本館 19 階 

チャームプレミア深沢 令和元年 5月 1日 

社会福祉法人恵神会 

理事長 

岡山県真庭市中島 380

番地 1号 

特別養護老人ホーム馬事公

苑 

令和元年 8月 1日 

一般財団法人 脳神経疾患

研究所 

理事長 

福島県郡山市八山田

七丁目 115 番地 

介護老人保健施設 梅ヶ丘 令和元年 11 月 1日 

社会福祉法人常盤会 

理事長 

東京都西多摩郡瑞穂

町箱根ケ崎 922番 1号 

ときわぎ世田谷 令和元年 11 月 1日 

社会福祉法人南東北福祉事

業団 

理事長 

福島県郡山市日和田

町梅沢字丹波山 3 番 2

号 

東京リハビリテーションセ

ンター世田谷障害者支援施

設梅ヶ丘 

令和元年 11 月 1日 

社会福祉法人さわやか会 

理事長 

山口県下関市長府黒

門南町 6番 55 号 

さわやかはーとあーす世田

谷 

令和 2年 1月 1日 

社会福祉法人ケアネット 

理事長 

東京都中野区弥生町

二丁目 42 番 2号 

さくらほうむ 令和 2年 1月 1日 

社会福祉法人緑樹会 

理事長 

徳島県鳴門市大麻町

桧字東山田 57 番 10号 

ラペ二子玉川 令和 2年 2月 1日 

社会福祉法人いたるセンタ

ー 理事長 

杉並区天沼一丁目 15

番 18 号 

イタール成城 令和 2年 3月 1日 
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〔資料協定第 131〕 

災害時における生産緑地の活用と協力に関する協定 

 

 世田谷区 (以下 ｢甲｣ という｡) と東京中央農業協同組合 (以下 ｢乙｣ という｡) は､ 災

害時における生産緑地の活用と協力に関し､ 次のとおり協定を締結する｡  

 

 (目的)  

第１条 この協定は､ 甲が災害時において乙の組合員の所有し､ 又は管理する生産緑地 

(生産緑地法 (昭和49年法律68号) 第２条第３号に規定する生産緑地をいう｡) をオープ

ンスペースとして活用すること及び乙の組合員が生産する生鮮食料品 (以下 ｢生鮮食料

品｣ という｡) を購入することに関する甲乙の協力等について､ 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 甲が､ 次に掲げる事項について乙に要請をしたときは､ 乙は､ 当該要請にできる

限り協力するものとする｡  

① 災害時における仮設住宅建設用地､ 復旧資材置場その他災害時のオープンスペース

として活用するため､ 前条の生産緑地 (以下 ｢生産緑地｣ という｡) をあっせんする

こと｡  

② 災害時に必要な生鮮食料品を調達すること｡  

２ 甲は､ 前項の要請に当たり､ 生産緑地については活用場所及び活用目的を､ 生鮮食料

品については品名､ 数量及び納入場所を指定するものとする｡  

 (生産緑地に係る負担)  

第３条 甲は､ 乙のあっせんした生産緑地を活用したときは､ 次に掲げる金銭を負担する

ものとする｡  

① 甲が活用した生産緑地に係る補償として､ 当該生産緑地における前年の農業所得を

参考にして甲乙協議の上定める額の金銭 

② 乙の組合員が生産緑地を提供するに当たって工作物の撤去等の負担をしたときは､ 

当該負担に係る費用 

 (原状回復)  

第４条 甲は､ 生産緑地の活用を終了したときは､ 当該生産緑地を原状回復の上、返還す

るものとする｡  

 (あっせんに基づく契約)  

第５条 甲は､ 乙のあっせんした生産緑地について､ 当該生産緑地の所有者又は管理者と

その活用について別途契約を締結するものとする｡  

２ 前項の契約においては次に掲げる事項を定めるものとする｡  

① 生産緑地の位置及び面積 

② 活用期間 

③ 活用目的 

④ 原状回復の方法 
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⑤ 第３条に規定する金銭の支払について必要な事項 

⑥ その他生産緑地の活用について必要な事項 

 (生鮮食料品の価格)  

第６条 乙の調達により甲が乙の組合員から購入する生鮮食料品の価格は､ 災害発生時直

前の価格を基準として甲乙協議の上定めるものとする｡  

 (生鮮食料品の輸送中の事故)  

第７条 甲の要請した生鮮食料品を輸送中に乙の組合員又は職員が負傷し､ 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) の規定に基づき損害補償を行うも

のとする｡  

 (協定の有効期間)  

第８条 この協定の有効期間は､ この協定の締結の日から３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３

年間延長されるものとし､ 以後も同様とする｡  

 (細目)  

第９条 この協定を実施するために必要な事項は､ 甲乙協議の上別に定めるものとする｡  

 (疑義)  

第 10 条 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

の上決定するものとする｡  

 

 甲と乙とは､ この協定書を２通作成し､ それぞれ記名押印の上､ その１通を保有する

ものとする｡  

 

  平成 12 年１月 27 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   

 

東京都世田谷区粕谷三丁目１番１号 

乙  東京中央農業協同組合 

      代表理事組合長  

 

 

※ 同文の協定を、世田谷目黒農業協同組合と同日に締結している。 

相手方名称等は下記のとおり。 

東京都世田谷区桜新町二丁目８番１号 

                 世田谷目黒農業協同組合   

                       代表理事組合長   
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〔資料協定第 132〕  

災害時における応急対策業務に関する協定書 

 

 災害時における応急対策業務に関し､ 世田谷区 (以下 ｢甲｣ という｡) と世田谷区建設団

体防災協議会 (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､ 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､ 救

出救助活動､道路啓開措置活動、 被災した収容施設の補修及び応急仮設住宅の速やかな建

設に当たり､ 区内建設業者の積極的な協力を得るために必要な事項を定める｡  

 (協力要請)  

第２条 甲は､ 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､ 乙に対し､ 

乙の会員 (以下 ｢会員｣ という｡) の出動及び必要な資機材の供給を要請するものとす

る｡  

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達するものとする｡  

３ 第１項の要請は､ 乙の会長 (以下 ｢会長｣ という｡) に対して行うものとする｡ ただ

し､ 会長が事故又は不在のときは､ あらかじめ会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､ 前条の要請を受けたときは､ 会員を､ 甲が指定した場所に直ちに出動させ

るとともに､ 特別な理由がない限り資機材を供給するものとする｡  

２ 甲は､ 出動した会員を指揮するものとする｡  

３ 乙は､ 災害の状況により緊急を要すると判断した場合は､ 前条による甲の要請を待た

ずに､ 出動させることができる｡  

 (活動業務)  

第４条 前条の規定により出動した会員は､ 次の業務を行う｡  

(1) 倒壊建物等からの救出救助活動に関すること｡  

(2) 道路啓開措置活動に関すること。 

(3) 収容施設及びその他の区施設の応急補修に関すること｡  

(4) 応急仮設住宅の建設に関すること｡  

(5) その他甲が必要と認める業務に関すること｡  

２ 乙は､ 第２条の規定により甲からの要請に従う場合において､ 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

指示に従い､ 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従い､ 応急

対策活動を実施するものとする｡  

３ 乙は､ 災害の状況により緊急を要すると判断し､ 甲の要請を待たずに応急対策活動を

実施した場合は､ 初動後､ 速やかに甲に応急対策活動の概要を報告するものとする｡  

 

 

- 684 -684



〔資料協定第 132〕  

災害時における応急対策業務に関する協定書 

 

 災害時における応急対策業務に関し､ 世田谷区 (以下 ｢甲｣ という｡) と世田谷区建設団

体防災協議会 (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､ 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､ 救

出救助活動､道路啓開措置活動、 被災した収容施設の補修及び応急仮設住宅の速やかな建

設に当たり､ 区内建設業者の積極的な協力を得るために必要な事項を定める｡  

 (協力要請)  

第２条 甲は､ 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､ 乙に対し､ 

乙の会員 (以下 ｢会員｣ という｡) の出動及び必要な資機材の供給を要請するものとす

る｡  

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達するものとする｡  

３ 第１項の要請は､ 乙の会長 (以下 ｢会長｣ という｡) に対して行うものとする｡ ただ

し､ 会長が事故又は不在のときは､ あらかじめ会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､ 前条の要請を受けたときは､ 会員を､ 甲が指定した場所に直ちに出動させ

るとともに､ 特別な理由がない限り資機材を供給するものとする｡  

２ 甲は､ 出動した会員を指揮するものとする｡  

３ 乙は､ 災害の状況により緊急を要すると判断した場合は､ 前条による甲の要請を待た

ずに､ 出動させることができる｡  

 (活動業務)  

第４条 前条の規定により出動した会員は､ 次の業務を行う｡  

(1) 倒壊建物等からの救出救助活動に関すること｡  

(2) 道路啓開措置活動に関すること。 

(3) 収容施設及びその他の区施設の応急補修に関すること｡  

(4) 応急仮設住宅の建設に関すること｡  

(5) その他甲が必要と認める業務に関すること｡  

２ 乙は､ 第２条の規定により甲からの要請に従う場合において､ 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

指示に従い､ 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従い､ 応急

対策活動を実施するものとする｡  

３ 乙は､ 災害の状況により緊急を要すると判断し､ 甲の要請を待たずに応急対策活動を

実施した場合は､ 初動後､ 速やかに甲に応急対策活動の概要を報告するものとする｡  

 

 

- 684 -   

 (応急活動計画書の策定及び提出)  

第５条 乙は､ 前条に定める業務を実施するため､ 応急活動計画書を策定し､ 甲に提出す

るものとする｡  

２ 乙は､ 前項の応急活動計画書を変更した場合は､ 速やかに甲に通知するものとする｡  

 (費用負担)  

第６条 甲は､ 乙が応急対策活動を実施した場合において､ 次の経費を負担するものとす

る｡  

(1) 会員の活動に要した経費 

(2) 資機材の供給に要した経費 

 (単価)  

第７条 前条第２号の規定に基づき､ 資機材の供給に要した経費を算定する場合における

資機材の価格は､ 災害発生直前における小売価格を基準とし､ 甲乙協議の上決定するも

のとする｡ 

 (請求)  

第８条 乙は､ 第４条に規定する業務終了後甲の確認を受けた後､ 第６条による経費を甲

に請求するものとする｡  

 (経費の支払)  

第９条 甲は､ 乙から前条の規定により請求があったときは､ 速やかにその経費を支払わ

なければならない｡  

 (従事者の損害補償)  

第 10 条 甲の要請に基づき､ 乙の会員が､ 災害対策基本法 (昭和 36 年法律第 223 号) 第

62 条第１項に規定する応急措置の業務に従事したことにより死亡し､ 負傷し､ 若しくは

疾病にかかり､ 又は障害の状態となったときは､ 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) の規定によりその損害を

補償するものとする｡  

 (細目)  

第 11 条 この協定を実施するために必要な細目は､ 別に定める｡  

 (協議)  

第12条 この協定及びこの協定に基づく細目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13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、有効期間満了の   

3 箇月前までに、甲又は乙から解約の申出がないときは、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、以後も同様とする。 

（その他） 

第14条  平成１０年３月２日に甲乙間で締結した「災害時における応急対策業務に関する

協定書」は、廃止する。 
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この協定成立を証するため､ この協定書を２通作成し､ 甲乙記名押印の上､ 各１通を保

有する｡ 

 

  平成２６年５月１３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  

 

 

 

世田谷区上馬五丁目３４番１６号 

乙   世田谷区建設団体防災協議会 

 代表者  会    長  

- 686 -686



  

この協定成立を証するため､ この協定書を２通作成し､ 甲乙記名押印の上､ 各１通を保

有する｡ 

 

  平成２６年５月１３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  

 

 

 

世田谷区上馬五丁目３４番１６号 

乙   世田谷区建設団体防災協議会 

 代表者  会    長  
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〔資料協定第 133〕 

災害時における応急対策業務に関する実施細目 

 

 世田谷区を甲とし、世田谷区建設団体防災協議会を乙として、災害時における応急対策

業務に関する協定書（以下「協定」という。）第 11 条に基づく細目を、次のとおり締結す

る。 

 

（消防署との協力要請） 

第 1 条 甲は、災害発生時の救出救助活動及び応急対策活動において、乙に、協定に基づ

く会員の出動及び資機材の供給（以下「活動等」という。）を要請する場合、必要と認め

るときには、世田谷区地域防災計画に基づき、区内各消防署（以下「消防署」という。）

への協力を要請することができる。 

（消防署との協力対象となる災害の規模） 

第 2 条 甲が乙に消防署との協力を要請する災害は、世田谷区災害対策本部が設置される

規模のものとする。 

（活動等の要請） 

第 3 条 協定第 2 条の要請は、甲の災対建設部長が行う。ただし、状況によっては、災対

各部の長が行う。 

2  乙は、消防署から災害の状況により協力要請を受けた場合は、速やかに、甲へその旨

を報告する。 

（報告） 

第 4 条 協定に基づく活動等を行った場合、乙の会員は乙へ報告を行い、乙はこれを取り

まとめて甲に報告する。 

（応急活動計画書の策定及び提出） 

第 5 条 乙は、協定第 5 条に定める応急活動計画書を、毎年度、災対建設部を担当する部

長に提出する。 

  

この実施細目を 2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1通を保有する。 

 

平成 14年 9 月 10 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        

 

          世田谷区世田谷二丁目 9番 3号 

         乙  世田谷区建設団体防災協議会 

            代表者 会   長     

 

 

※ 第 3条 組織改正により「災対建設部長」は「災対道路・土木担当部長」に変更 

※ 第 5条 組織改正により「災対建設部」は「災対道路・土木担当部」に変更  
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〔資料協定第 134〕 

災害発生時における世田谷区と世田谷区内郵便局の協力に関する協定書 

 

 世田谷区（以下「甲」という。）と世田谷区内郵便局（以下「乙」という。）は、世田谷区内に発生し

た地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために、

次のとおり協定を締結する。 

 

（定義） 

第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号

に定める被害をいう。 

 

（協力の内容） 

第２条 甲及び乙は、世田谷区に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を

要請することができる。 

 （１）緊急車両等としての車両の提供 

    （車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。） 

 （２）郵便局ネットワークを活用した広報活動 

 （３）災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

    ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

    イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

    ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除 

    エ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

 （４）乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供 

 （５）避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこ

れらを行うための必要な事項 

 （６）株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い 

 （７）徒歩帰宅者等の帰宅困難者への情報提供及び支援に関しての協力 

 （８）前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 

  

（要請の方法） 

第３条 前条の規定による要請は、電話等により行い、その後速やかに書面に 

より行うものとする。 

 

 

（協力の実施） 

第４条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性にかんがみ、業務に支障のな

い範囲内において協力するものとする。 
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〔資料協定第 134〕 

災害発生時における世田谷区と世田谷区内郵便局の協力に関する協定書 

 

 世田谷区（以下「甲」という。）と世田谷区内郵便局（以下「乙」という。）は、世田谷区内に発生し

た地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために、

次のとおり協定を締結する。 

 

（定義） 

第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号

に定める被害をいう。 

 

（協力の内容） 

第２条 甲及び乙は、世田谷区に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を

要請することができる。 

 （１）緊急車両等としての車両の提供 

    （車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。） 

 （２）郵便局ネットワークを活用した広報活動 

 （３）災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

    ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

    イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

    ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除 

    エ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

 （４）乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供 

 （５）避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこ

れらを行うための必要な事項 

 （６）株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い 

 （７）徒歩帰宅者等の帰宅困難者への情報提供及び支援に関しての協力 

 （８）前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 

  

（要請の方法） 

第３条 前条の規定による要請は、電話等により行い、その後速やかに書面に 

より行うものとする。 

 

 

（協力の実施） 

第４条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性にかんがみ、業務に支障のな

い範囲内において協力するものとする。 
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（経費の負担） 

第５条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段

の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。 

２ 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定

するものとする。 

 

（災害情報連絡体制の整備） 

第６条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。 

 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。 

 

（連絡責任者） 

第８条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。 

    甲 世田谷総合支所  地域振興課長 

    乙 日本郵便株式会社 世田谷郵便局総務部長 

 

（協議） 

第９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、両者で協議し決定する。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までとする。ただし、有

効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれ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。 
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附則 

 甲及び乙は、平成２９年４月２１日に甲乙間で締結した「災害発生時における世田谷区と世田谷区内

郵便局の協力に関する協定書」について、当該協定書の規定にかかわらず、令和２年３月３１日まで有

効に存在し、同日をもってその効力を失っていたことを確認する。 

  

  この協定書の締結を証するため、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。 

 

令和２年６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 

 

        東京都世田谷区三軒茶屋二丁目１番１号 

     乙  世田谷郵便局 

          代表者 世田谷郵便局長 嶋田 和明 

 

東京都世田谷区経堂一丁目４０番１号 

        千歳郵便局 

          代表者 千歳郵便局長  佐々木 光弘 

 

東京都世田谷区成城八丁目３０番２５号 

        成城郵便局 

          代表者 成城郵便局長  中川 陽二 

 

東京都世田谷区等々力八丁目２２番１号 

        玉川郵便局 

          代表者 玉川郵便局長  椙山 美雄 

 

東京都世田谷区北沢二丁目４０番８号 

        東京都西南部地区連絡会地区統括局長 

          代表者 世田谷北沢郵便局長  岸田 賢司  
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附則 

 甲及び乙は、平成２９年４月２１日に甲乙間で締結した「災害発生時における世田谷区と世田谷区内

郵便局の協力に関する協定書」について、当該協定書の規定にかかわらず、令和２年３月３１日まで有

効に存在し、同日をもってその効力を失っていたことを確認する。 

  

  この協定書の締結を証するため、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。 

 

令和２年６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 

 

        東京都世田谷区三軒茶屋二丁目１番１号 

     乙  世田谷郵便局 

          代表者 世田谷郵便局長 嶋田 和明 

 

東京都世田谷区経堂一丁目４０番１号 

        千歳郵便局 

          代表者 千歳郵便局長  佐々木 光弘 

 

東京都世田谷区成城八丁目３０番２５号 

        成城郵便局 

          代表者 成城郵便局長  中川 陽二 

 

東京都世田谷区等々力八丁目２２番１号 

        玉川郵便局 

          代表者 玉川郵便局長  椙山 美雄 

 

東京都世田谷区北沢二丁目４０番８号 

        東京都西南部地区連絡会地区統括局長 

          代表者 世田谷北沢郵便局長  岸田 賢司  
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〔資料協定第 135〕 

災害発生時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 
世田谷区（以下「甲」という。）及び世田谷郵便局（以下「乙」という。）は、地震その他による災害

時における帰宅困難者への支援の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（帰宅困難者） 
第１条 帰宅困難者とは、地震その他による災害が発生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、

学校等に滞留する通勤者、通学者、買い物客等のうち、容易に帰宅することができない者をいう。 
 
（支援の内容） 
第２条 甲は、災害発生時において、乙に対し、次の事項について支援を要請することができる。 
（１）帰宅困難者に対し、飲料水、トイレ及び休憩場所を提供すること。 
（２）帰宅困難者に対し、災害関連情報を提供すること。 
 
（支援の実施） 
第３条 乙は、前条の規定により、甲から支援の要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範囲

において、帰宅困難者に対し支援を実施する。 
 
（支援の要請） 
第４条 
 前条の規定による要請は、電話等により行い、その後速やかに書面により行うものとする。 
 
（帰宅困難者支援施設の表示） 
第５条 災害発生時、乙は、住民及び帰宅困難者等の利用者が見やすい位置に、帰宅困難者支援施設の

表示物を掲出すること。 
 
（経費の負担） 
第６条 乙が第３条に規定する支援の実施に要した経費については、法令その他別段の定めがあるもの

を除くほか、適正な方法により算出した金額を甲が負担する。 
 
（損害補償） 
第７条 甲は、甲の要請に基づき乙の社員が、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６２条

第１項に規定する応急措置の活動に従事したことにより死亡し、負傷し、又は病気にかかったときは、

水防又は応急措置の従事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。 
 
（情報の交換） 
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第８条 甲及び乙は、この協定書に規定する内容が円滑に運用されるよう、平常時においても必要に応

じて、情報の交換を行う。 
 
（連絡責任者） 
第９条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。 
    甲 世田谷総合支所  地域振興課長 
    乙 日本郵便株式会社 世田谷郵便局総務部長 
 
（協議） 
第１０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、両者で協議し決定する。 
 
（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までとする。ただし、有

効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれ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。 
 

附則 
甲及び乙は、平成２９年４月２１日に甲乙間で締結した「災害発生時における帰宅困難者支援に関す

る協定書」について、当該協定書の規定にかかわらず、令和２年３月３１日まで有効に存在し、同日を

もってその効力を失っていたことを確認する。 
   
この協定書の締結を証するため、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。 

 
令和２年６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  
 
 

東京都世田谷区三軒茶屋二丁目１番１号 
乙  世田谷郵便局 

代表者 世田谷郵便局長 嶋田 和明 
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第８条 甲及び乙は、この協定書に規定する内容が円滑に運用されるよう、平常時においても必要に応

じて、情報の交換を行う。 
 
（連絡責任者） 
第９条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。 
    甲 世田谷総合支所  地域振興課長 
    乙 日本郵便株式会社 世田谷郵便局総務部長 
 
（協議） 
第１０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、両者で協議し決定する。 
 
（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までとする。ただし、有

効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれ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。 
 

附則 
甲及び乙は、平成２９年４月２１日に甲乙間で締結した「災害発生時における帰宅困難者支援に関す

る協定書」について、当該協定書の規定にかかわらず、令和２年３月３１日まで有効に存在し、同日を

もってその効力を失っていたことを確認する。 
   
この協定書の締結を証するため、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。 

 
令和２年６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  
 
 

東京都世田谷区三軒茶屋二丁目１番１号 
乙  世田谷郵便局 

代表者 世田谷郵便局長 嶋田 和明 
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〔資料協定第 136〕 

避難所施設利用に関する協定 

  

  世田谷区を甲とし、日本郵政公社東京簡易保険会館を乙として、甲乙の間において、避

難所としての施設利用に関する協定を次のように締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定書は、甲が、かんぽレクセンター東京（世田谷区鎌田二丁目 17 番 1 号）

の一部を災害時における避難所として利用することについて、必要な事項を定めることを

目的とする。 

（避難所として利用できる施設の周知） 

第２条 甲は、かんぽレクセンター東京が、避難所として利用できることを、地域の区民に

周知するために必要な措置を講ずるものとする。 

（避難所の開設） 

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

避難所を開設することができる。 

（開設の通知） 

第４条 甲は、前条に基づき避難所を開設するときは、事前に乙に対しその旨を、文書又は

口頭で通知するものとする。 

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

所を避難所として開設することができる。この場合において、甲が避難所を開設したとき

は、速やかに、甲は、乙に対し開設した旨を通知するものとする。 

（避難所の管理） 

第５条 避難所の管理は、甲の責任において行うものとする。 

２ 乙は避難所の管理運営について、甲に協力するものとする。 

（費用負担） 

第６条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとし、その額については甲乙協

議して決定するものとする。 

（開設期間） 

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

期間を延長する必要がある場合は、甲は、乙に対し使用期間延長の申請をするものとする。 

（避難所の終了） 

第８条 甲は、避難所を開設することを終了する場合は、乙に避難所使用終了届を提出する

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

（連絡責任者） 

第９条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては世田谷区砧総合支所長、乙において

は東京簡易保険会館レク施設管理課長とする。 

（協議） 

第１０条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書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。 
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（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、平成１５年６月１０日から平成１６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。 

 

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

有するものとする。 

 

平成１５年６月１０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   

 

 

東京都品川区西五反田八丁目４番１３号       

乙 日本郵政公社 東京簡易保険会館         

館長事務代理      
 

 
※ 「日本郵政公社東京簡易保険会館」は「日本郵政株式会社ゆうぽうと」に、「かんぽ

レクセンター東京」は、「ゆうぽうと世田谷レクセンター」に、「東京簡易保険会館レ

ク施設管理課長」は「ゆうぽうと総務部管理課長」に変更した。 
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（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、平成１５年６月１０日から平成１６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。 

 

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

有するものとする。 

 

平成１５年６月１０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   

 

 

東京都品川区西五反田八丁目４番１３号       

乙 日本郵政公社 東京簡易保険会館         

館長事務代理      
 

 
※ 「日本郵政公社東京簡易保険会館」は「日本郵政株式会社ゆうぽうと」に、「かんぽ

レクセンター東京」は、「ゆうぽうと世田谷レクセンター」に、「東京簡易保険会館レ

ク施設管理課長」は「ゆうぽうと総務部管理課長」に変更した。 
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〔資料協定第 137〕 

避難所としての施設利用及び避難所運営に関する協定 

 

世田谷区（以下「甲」という。）、宗教法人北澤八幡神社（以下「乙」という。）、

代沢中町会（以下「丙」という。）の三者は、世田谷区内に災害が発生した場合

における、乙が管理する施設の一部の避難所としての利用及び丙による当該避

難所の運営について、次のように協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、区内に災害が発生した場合に、乙の管理する施設の一部

を避難所として利用すること及び当該避難所を丙が運営することについて、

必要な事項を定める。 

２ 甲は、当該避難所を世田谷区地域防災計画上の予備避難所として扱う。 

（避難所の利用対象者） 

第２条 当該避難所の利用対象の区民は、住所を限定しない。 

（避難所の開設） 

第３条 災害時において避難所を開設する必要が生じた場合は、甲乙丙が協議

し、避難所の開設を決定するものとする。 

（避難所の運営） 

第４条 丙は、避難所の運営主体として、運営を行うものとする。 

２ 甲は、避難所の開設期間中、物資供給等の支援を行うものとする。 

３ 乙は、避難所の運営について、甲及び丙に協力するものとする。 

（費用負担） 

第５条 避難所の運営に要した経費の負担者及びその額は、法令等に定めがあ

る場合を除き、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。 

（損害補償） 

第６条 避難所の運営に従事した乙又は丙の構成員その他これに準ずる者に対

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）の規定に基づき行うものとす

る。 

（開設期間） 

第７条 避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、状

況により期間を延長する必要がある場合は、甲乙丙が協議して期間を延長す

ることができる。 

（避難所解消への努力） 

第８条 甲及び丙は、当該避難所の早期解消に努めるものとする。 

（避難所の終了） 

第９条 丙は、乙の管理する施設を避難所として開設することを終了する際は、
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甲の支援の下、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡す

ものとする。 

（実施細目） 

第１０条 この協定の実施に必要な事項については、甲乙丙が協議して実施細

目を定めるものとする。 

（協議） 

第１１条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じた場

合は、甲乙丙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日より１年間とし、有効期間満

了の日の１箇月前までに、甲乙丙いずれから協定解消の申し出がある場合は、

満了日をもって、この協定を解消する。ただし、甲乙丙いずれからも協定解

消の申し出がない場合は、同一の内容で有効期間を１年間延長するものとし、

以後も同様とする。 

 

甲、乙及び丙は、この協定を証するため、本書を３通作成し、それぞれ記名

押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２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 

世田谷区長 保坂 展人 

 

 

東京都世田谷区代沢三丁目２５番３号 

乙  宗教法人 北澤八幡神社 

代表役員 矢島 嗣久 

 

 

東京都世田谷区代沢三丁目２５番３号 

丙  代沢中町会 

会長 矢島 嗣久 
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甲の支援の下、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡す

ものとする。 

（実施細目） 

第１０条 この協定の実施に必要な事項については、甲乙丙が協議して実施細

目を定めるものとする。 

（協議） 

第１１条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じた場

合は、甲乙丙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日より１年間とし、有効期間満

了の日の１箇月前までに、甲乙丙いずれから協定解消の申し出がある場合は、

満了日をもって、この協定を解消する。ただし、甲乙丙いずれからも協定解

消の申し出がない場合は、同一の内容で有効期間を１年間延長するものとし、

以後も同様とする。 

 

甲、乙及び丙は、この協定を証するため、本書を３通作成し、それぞれ記名

押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２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 

世田谷区長 保坂 展人 

 

 

東京都世田谷区代沢三丁目２５番３号 

乙  宗教法人 北澤八幡神社 

代表役員 矢島 嗣久 

 

 

東京都世田谷区代沢三丁目２５番３号 

丙  代沢中町会 

会長 矢島 嗣久 
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〔資料協定第 138〕 

避難所としての施設利用及び避難所運営に関する協定実施細目 

 

世田谷区（以下「甲」という。）、宗教法人北澤八幡神社（以下「乙」という。）、

代沢中町会（以下「丙」という。）の三者は、避難所としての施設利用及び避難

所運営に関する協定（以下「協定」という。）第１０条に規定する実施細目につ

いて、次のとおり定める。 

 

（指定場所） 

第１条 避難所として使用できる乙が管理する施設は、北澤八幡神社（所在地：

東京都世田谷区代沢三丁目２５番３号）のうち、以下のものとする。 

（１）参集殿 

（２）境内 

（指定場所以外） 

第２条 災害状況により、前条に定める施設以外の場所を、避難所として使用

する必要が生じた場合は、甲乙丙が協議の上、決定するものとする。 

（改築等の連絡） 

第３条 改築等により、第１条に規定する使用が不可能となる場合は、乙から

甲及び丙へ連絡するものとする。 

（連絡責任者） 

第４条 協定に規定する協議及び避難所運営に係る連絡を実施するため、甲乙

丙にそれぞれ連絡責任者を定めるものとし、次の職にある者を指定する。 

（１）甲の指定する者 世田谷区 北沢総合支所地域振興課長 

（２）乙の指定する者 北澤八幡神社 宮司 

（３）丙の指定する者 代沢中町会 会長 

 

甲、乙及び丙は、この実施細目の成立を証するため、本実施細目を３通作成

し、それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２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 

世田谷区長 保坂 展人 

 

 

東京都世田谷区代沢三丁目２５番３号 

乙  宗教法人 北澤八幡神社 

代表役員 矢島 嗣久 

 

 

東京都世田谷区代沢三丁目２５番３号 
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丙  代沢中町会 

会長 矢島 嗣久 
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丙  代沢中町会 

会長 矢島 嗣久 
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〔資料協定第 139〕 

災害時における世田谷区立世田谷美術館の利用に関する覚書 

 

 世田谷区を甲とし､ 財団法人世田谷区美術振興財団を乙とし､ 甲乙間において､ 世田谷

区立世田谷美術館 (以下 ｢世田谷美術館｣ という｡) の災害時における利用に関し､ 次のと

おり覚書を締結する｡  

 

 (目的)  

第１条 この覚書は､ 世田谷美術館の施設の一部を､ 住民の避難施設及び避難場所等にお

ける現地指揮所として利用することについて､ 必要な事項を定めることを目的とする｡  

 (定義)  

第２条 この覚書において､ 次の各号に掲げる用語の意義は､ それぞれ該当各号に定める

ところによる｡  

(1) 避難場所 東京都震災予防条例 (昭和 46年東京都条例第 121号) 第１条第３号に規

定する避難場所 (危険地域及びその他の地域であって､ 住民が避難することができる

安全な場所として東京都知事が指定する場所) をいう｡  

(2) 避難施設 世田谷区地域防災計画に基づき､ 避難場所内にある施設として住民が避

難退避し､ 及び一定期間滞在する施設をいう｡  

(3) 現地指揮所 避難場所における世田谷区災害対策本部の現地指揮所で､ 救援・避難

活動の指揮及び避難住民への広報並びに応急食料､ 飲料水等の供給を行う所をいう｡  

 (避難施設及び現地指揮所の開設)  

第３条 甲は､ 災害時において避難施設及び現地指揮所を開設する必要が生じた場合､ 乙

と協議の上､ 世田谷美術館に避難施設及び現地指揮所を開設することができる｡  

２ 避難施設の管理責任者並びに現地指揮所長及び現地指揮所に従事する者は､ 甲があら

かじめ指名する区職員及び財団法人世田谷区美術振興財団職員が務めるものとする｡  

 (開設の通知)  

第４条 甲は､ 前条第１項の規定に基づき避難施設及び現地指揮所を開設する際､ 事前に

乙に対し文書で通知するものとする｡  

２ 前項の規定にかかわらず､ 甲は､ 避難施設及び現地指揮所の開設に緊急を要するとき

は､ 口頭で通知することができるものとする｡ この場合において､ 甲は､ 速やかに乙に

対し文書で通知するものとする｡  

 (美術品等の保全)  

第５条 甲は､ 美術品等及び商品､ 設備等を保全するため､ 避難施設及び現地指揮所を開

設する場所について､ 事前に乙と協議しなければならない｡  

 (避難施設及び現地指揮所の管理運営)  

第６条 避難施設及び現地指揮所の管理運営は､ 甲の責任で行うものとする｡  

２ 乙は､ 避難施設及び現地指揮所の管理運営について､ 甲に協力するものとする｡  

 (災害対策等)  

第７条 乙は来館者及び美術品の保全対策とともに避難施設として必要な災害対策に務め
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るものとする｡  

２ 甲は､ 乙の行う災害対策に可能な限り協力するとともに､ 災害対策に必要な物品等の

一部を支給するものとする｡  

 (開設期間)  

第８条 避難施設及び現地指揮所の開設期間は､ 災害発生の日から起算して７日以内とす

る｡ ただし､ 甲は災害の状況等により延長する必要があると認めるときは､ 乙と協議の

上､ 開設期間を延長することができる｡  

 (避難施設及び現地指揮所の早期閉鎖)  

第９条 甲は､ 乙が早期に世田谷美術館の事業を再開することができるように配慮すると

ともに､避難施設及び現地指揮所を早期に閉鎖するよう務めるものとする｡  

 (原状回復)  

第 10 条 甲は､ 避難施設及び現地指揮所を閉鎖するときは､ 使用した世田谷美術館の施設

を原状に回復し､ 乙の確認を受けた後､ 乙に引き渡すものとする｡  

 (協議)  

第 11 条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じた場合は､ 甲と乙とが

協議して定めるものとする｡  

 

 甲と乙とは､ この覚書の締結を証するため､ 本書を２通作成し､ それぞれ記名押印の上､ 

各１通を保有するものとする｡  

 

平成 10 年８月 24 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   

 

東京都世田谷区砧公園一丁目２番 

乙  財団法人世田谷区美術振興財団 

  理  事  長  

 

 

 

※財団統合により「財団法人世田谷区美術振興財団」は「財団法人せたがや文化財団」に変

更 
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るものとする｡  

２ 甲は､ 乙の行う災害対策に可能な限り協力するとともに､ 災害対策に必要な物品等の

一部を支給するものとする｡  

 (開設期間)  

第８条 避難施設及び現地指揮所の開設期間は､ 災害発生の日から起算して７日以内とす

る｡ ただし､ 甲は災害の状況等により延長する必要があると認めるときは､ 乙と協議の

上､ 開設期間を延長することができる｡  

 (避難施設及び現地指揮所の早期閉鎖)  

第９条 甲は､ 乙が早期に世田谷美術館の事業を再開することができるように配慮すると

ともに､避難施設及び現地指揮所を早期に閉鎖するよう務めるものとする｡  

 (原状回復)  

第 10 条 甲は､ 避難施設及び現地指揮所を閉鎖するときは､ 使用した世田谷美術館の施設

を原状に回復し､ 乙の確認を受けた後､ 乙に引き渡すものとする｡  

 (協議)  

第 11 条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じた場合は､ 甲と乙とが

協議して定めるものとする｡  

 

 甲と乙とは､ この覚書の締結を証するため､ 本書を２通作成し､ それぞれ記名押印の上､ 

各１通を保有するものとする｡  

 

平成 10 年８月 24 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   

 

東京都世田谷区砧公園一丁目２番 

乙  財団法人世田谷区美術振興財団 

  理  事  長  

 

 

 

※財団統合により「財団法人世田谷区美術振興財団」は「財団法人せたがや文化財団」に変

更 
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〔資料協定第 140〕 

災害時における世田谷区立世田谷文化生活情報センターの利用に関する覚書 

 

 災害時における世田谷区立世田谷文化生活情報センター (以下 ｢文化生活情報センター｣ 

という｡) の利用に関し､ 財団法人世田谷区コミュニティ振興交流財団 (以下 ｢甲｣ とい

う｡) と世田谷区 (以下 ｢乙｣ という｡) との間において､ 次のとおり覚書を締結する｡  

 

 (目的)  

第１条 この覚書は､ 災害時において､ 乙が文化生活情報センターの一部を､ 次に掲げる

用途に利用すること (以下 ｢利用｣ という｡) について､ 必要な事項を定めることを目的

とする｡  

(1) 災害対策本部を世田谷区役所内に設置できない場合において､ 災害対策本部の機能

を代替することができる施設 

(2) 災害時に区民が一時集合場所又は広域避難所に避難を行う際､ 避難の途中で火災等

に見舞われた場合に､ 身体の安全を図るため､ 一時的に緊急避難する被災者への対応

施設 

(3) その他災害発生により必要となる利用 

２ 利用方法の詳細については､ 甲乙協議の上別途定めることとする｡  

 (利用手続)  

第２条 前条の規定による利用を行う場合は､ 乙は､ 甲に対して､ 日時､ 開設場所その他

必要な事項を明らかにした文書を､ 事前に通知するものとする｡  

２ 前項の規定にかかわらず､ 乙は､ 書面をもって要請する暇がないときは､ 甲に対し口

頭で通知できるものとする｡ この場合においては､ 乙は､ 甲に対して､ 事後速やかに文

書で通知するものとする｡  

 (運営､ 相互の協力)  

第３条 利用については､ 乙の責任及び負担により､ 乙が世田谷区地域防災計画に基づき

指名､ 組織する乙の職員が行うものとする｡  

２ 利用に当たり､ 甲は､ 乙に対し､ 協力態勢を速やかに整備することとする｡  

３ 甲の職員は､ 第１条に規定する利用施設の管理に関する事務に乙の職員と協力して当

たるとともに､ 乙の利用に関して必要な､ 物品等の貸与､ 支給及び調達等に協力を行う

ものとする｡  

 (損害補償)  

第４条 乙の要請に基づき､ 甲の職員が災害対策基本法 (昭和 36 年法律第 223 号) 第 62

条第１項に規定する応急措置の業務に従事したことにより死亡し､ 負傷し､ 若しくは疾

病にかかり､ 又は障害の状態となったときは､ 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) の規定によりその損害を補

償するものとする｡  

 (利用の期間)  

第５条 利用の期間については､ 災害発生の日から起算しておおむね 10日以内とする｡  
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 ただし､ 乙は､ 災害対策本部の破壊的打撃､ 災害の長期化等やむを得ない事由が発生

した場合は､ 甲と協議の上､ 期間を延長することができるものとする｡  

 (早期解消への努力)  

第６条 乙は､ 前条の規定にかかわらず､ 甲が管理する文化生活情報センター全体の正常

活動及び運営が早期に再開できるようにするため､ 可能な限りの早期解消に努めるもの

とする｡  

 (原状回復)  

第７条 乙は､ 利用後の文化生活情報センターの施設等の原状回復を行い､ 確認後引渡し

を行うこととする｡  

 (協議)  

第８条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じた場合は､ 甲と乙とが

協議して定めるものとする｡  

 

 甲と乙とは､ この覚書の締結を証するため､ 本書を２通作成し､ それぞれ記名押印の上､ 

各１通を保有する｡  

 

   平成 10年８月 24日 

 

東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号 

甲 財団法人世田谷区コミュニティ振興交流財団 

 代表者 理   事   長  

 

東京都世田谷区世田谷四丁目 21 番 27 号 

乙 世田谷区 

 代表者 世田 谷区長  

 

 

 

※財団統合により「財団法人世田谷区コミュニティ振興交流財団」は「財団法人せたがや文

化財団」に変更 
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 ただし､ 乙は､ 災害対策本部の破壊的打撃､ 災害の長期化等やむを得ない事由が発生

した場合は､ 甲と協議の上､ 期間を延長することができるものとする｡  

 (早期解消への努力)  

第６条 乙は､ 前条の規定にかかわらず､ 甲が管理する文化生活情報センター全体の正常

活動及び運営が早期に再開できるようにするため､ 可能な限りの早期解消に努めるもの

とする｡  

 (原状回復)  

第７条 乙は､ 利用後の文化生活情報センターの施設等の原状回復を行い､ 確認後引渡し

を行うこととする｡  

 (協議)  

第８条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じた場合は､ 甲と乙とが

協議して定めるものとする｡  

 

 甲と乙とは､ この覚書の締結を証するため､ 本書を２通作成し､ それぞれ記名押印の上､ 

各１通を保有する｡  

 

   平成 10年８月 24日 

 

東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号 

甲 財団法人世田谷区コミュニティ振興交流財団 

 代表者 理   事   長  

 

東京都世田谷区世田谷四丁目 21 番 27 号 

乙 世田谷区 

 代表者 世田 谷区 長  

 

 

 

※財団統合により「財団法人世田谷区コミュニティ振興交流財団」は「財団法人せたがや文

化財団」に変更 

 

- 702 -

〔資料協定第 141〕 

災害発生時における帰宅困難者の受入れの協力に関する協定書 

 
 世田谷区（以下「甲」という。）及び東洋ドライルーブ株式会社（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、世田谷区内において、地震等の災害が発生したとき（以下「災害発生時」という。）

に、交通機関の停止のため、帰宅が困難となった者（以下「帰宅困難者」という。）に対して、一時

的に乙の施設の一部を開放し、円滑な支援を行うため、必要な事項を定めるものとする。 
 
（協力内容） 
第２条 甲は、災害発生時において、乙の施設の安全が確認されたときは、次の各号に掲げる事項につ

いての協力（以下「協力」という。）を実施することを乙に要請することができる。 
（１）乙の施設の一部を帰宅困難者の一時受入れ場所として開放すること。 
（２）乙の備蓄する飲料水、食料等を帰宅困難者に提供すること。 
（３）前２号に掲げるもののほか、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

行が可能であるもの。 
２ 乙は、前項第一号の一時受入れ３．３平方メートルにつき２名の帰宅困難者を受け入れるものとす

る。 
 
（要請の方法） 
第３条 前条の規定による要請は、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４条 乙は、協力を実施したときは、その内容を電話等により甲に報告し、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５条 協力に要した経費の負担者及びその額は、法令等に定めがある場合を除き、その都度、甲及び

乙が協議して定めるものとする。 
 
（協力期間） 
第６条 協力を実施する期間は、災害が発生した日の翌日から起算して３日間とする。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７条 協力の実施に従事した乙の従業員その他これに準ず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
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づき行うものとする。 
 
（連絡責任者） 
第８条 甲及び乙は、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、それに通知するものとする。 
 
（有効期間） 
第９条 この協定は、平成２６年１月２４日から効力を有するものとし、甲乙いずれからも協定解消の

申し出のない限り、同一の内容で更に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 この協定に関する疑義、又はこの協定に定めがない事項については、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、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
 
平成２６年１月２４日 
 
 
 
 
 
                       世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

甲 世田谷区 
                       世田谷区長 
 
 
 

世田谷区代沢一丁目２６番４号 
乙 東洋ドライルーブ株式会社 

                       代表取締役 
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づき行うものとする。 
 
（連絡責任者） 
第８条 甲及び乙は、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、それに通知するものとする。 
 
（有効期間） 
第９条 この協定は、平成２６年１月２４日から効力を有するものとし、甲乙いずれからも協定解消の

申し出のない限り、同一の内容で更に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 この協定に関する疑義、又はこの協定に定めがない事項については、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、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
 
平成２６年１月２４日 
 
 
 
 
 
                       世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

甲 世田谷区 
                       世田谷区長 
 
 
 

世田谷区代沢一丁目２６番４号 
乙 東洋ドライルーブ株式会社 

                       代表取締役 
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〔資料協定第 142〕 

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。）及び東京中央農業協同組合（以下「乙」という。）は、災害時の協力

態勢に関し、次の条項により協定を締結する。 
 
（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に対する

乙の協力及び平時における乙の協力に関し、次の条項により必要な事項を定めるものとする。 
（協力内容） 
第２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）乙の施設の一部を甲が所有する災害対策用備蓄物品の保管場所として、平時から提供すること。 
（２）乙の施設の一部を帰宅困難者の一時受入れ場所として開放すること。 
（３）乙の備蓄する飲料水、食糧等を帰宅困難者に提供すること。 
（４）前３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。 
２ 乙は、前項第２号の一時受入れ場所については、３．３平方メートルにつき２名の帰宅困難者を受

け入れるものとする。 
（要請の方法） 
第３条 甲は、前条第１項第２号から第４号までに規定する協力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４条 乙は、第２条第１項第２号から第４号までに規定する協力を実施したときは、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５条 第２条第１項各号に規定する協力に要する経費の負担者及びその額は、次のとおりとする。 
（１）第２条第１項第１号の施設に係る使用料及び賃借料は、原則として無償とする。 
（２）第２条第１項第２号から第４号までの協力に係る経費の負担者及びその額は、法令等に定めがあ

る場合を除き、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。 
（協力期間） 
第６条 第２条第１項第２号から第４号までに規定する協力を実施する期間は、災害発生の日から３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７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）の規定に基づき行うものとする。 
（連絡責任者） 
第８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。 
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（有効期間） 
第９条 この協定の有効期間は、平成２６年５月３０日から１年間とする。ただし、有効期間満了の日

の１月前までに甲又は乙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１０条 この協定の実施に必要な事項については、甲及び乙が協議の上、実施 細目に定めるものと

する。 
（協議） 
第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議のうえ、

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、甲乙記名押印のうえ、各自１通

を保有する。 
 
 
平成２６年５月３０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 
 

世田谷区粕谷三丁目１番１号 
乙 東京中央農業協同組合 

               代表者 代表理事組合長 
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（有効期間） 
第９条 この協定の有効期間は、平成２６年５月３０日から１年間とする。ただし、有効期間満了の日

の１月前までに甲又は乙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１０条 この協定の実施に必要な事項については、甲及び乙が協議の上、実施 細目に定めるものと

する。 
（協議） 
第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議のうえ、

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、甲乙記名押印のうえ、各自１通

を保有する。 
 
 
平成２６年５月３０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 
 

世田谷区粕谷三丁目１番１号 
乙 東京中央農業協同組合 

               代表者 代表理事組合長 
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〔資料協定第 143〕 

災害時における児童等の一時預かりの協力に関する相互応援協定 

 

 世田谷区 (以下 ｢甲｣ という｡) 及び社会福祉法人東京育成園(以下 ｢乙｣ という｡) は､

災害により身寄りをなくした児童及び生徒（以下「児童等」という）に対して実施する一

時預かりに関し､ 次の条項により、相互応援協定を締結する｡  

 (目的)  

第１条 この協定は､ 世田谷区内において発生した地震､ 水害､ 火災その他の災害により

身寄りをなくした児童等がある場合に必要に応じて当該児童等を対象にして実施する一

時預かりに係る甲及び乙の相互応援態勢の構築について必要な事項を定め、もって当該

児童等の生命の安全を確保することを目的とする。 

 (実施場所)  

第２条 一時預かりは、乙が運営する児童養護施設（甲及び乙が協議して定めたものに限

る。）内で実施するものとする。  

 (対象者)  

第３条 一時預かりの対象は、災害によりその保護者が死亡し、又は行方不明になった児

童等とする。  

 (要請)  

第４条 甲は､ 災害が発生した場合において必要と認めるときは、乙に対して一時預かりの 

実施を要請することができる。 

２ 乙は、前項の規定による要請があったときは、甲に対して食糧及び生活物資その他一

時預かりの実施に要する物品の提供を要請することができる。 

（実施） 

第５条 乙は、前条第１項の規定による要請があったときは、直ちに一時預かりに係る児

童等の受入態勢を定員の枠外で整えなければならない。ただし、一時預かりを実施する

ことのできないやむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 乙は、一時預かりを実施したときは、速やかに受け入れた児童等の人数等を甲に報告

しなければならない。 

３ 一時預かりを実施する期間は、災害の発生日から起算して１箇月以内とする。ただし、

甲及び乙は、必要と認めるときは協議して、１箇月を限度として当該期間を延長するこ

とができるものとし、延長した当該期間を再び延長するときも同様とする。 

(費用)  

第６条 第４条第１項の規定による甲の要請により乙が実施した一時預かりに要した費用

は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用の範囲及び額については、甲及び乙が協議して定めるものとする｡  

(有効期間)  

第７条 この協定の有効期間は､ 平成２８年１月２７日から平成２９年３月３１日までと

する｡  

２ 期間満了の３月前までに､ 甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは､ 更に１年

間有効期間を延長するものとし､ 以後この例による｡  
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３ 甲及び乙は､ この協定の有効期間中であっても､ 協議して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疑義を生じた事項については､ 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に本書２通を作成し､ 甲乙記名押印の上､ 各１通を保有す

る｡  

 

  

 

        平成２８年１月２７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 

 

東京都世田谷区上馬四丁目１２番３号 

乙  社会福祉法人 東京育成園 

 代表者   理事長 
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３ 甲及び乙は､ この協定の有効期間中であっても､ 協議して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疑義を生じた事項については､ 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に本書２通を作成し､ 甲乙記名押印の上､ 各１通を保有す

る｡  

 

  

 

        平成２８年１月２７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 

 

東京都世田谷区上馬四丁目１２番３号 

乙  社会福祉法人 東京育成園 

 代表者   理事長 
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〔資料協定第 144〕 

水害等の発生時等における施設の利用に関する協定書 

 

 世田谷区を甲とし、宗教法人氷川神社を乙とし、甲乙間において、乙の管理

する施設の利用に関し、次の条項により、協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が乙の管理する施設の一部を避難所として利用するこ

とについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（施設の利用） 

第２条 甲は、世田谷区内において水害等が発生し、又は水害等が発生するお

それのある場合において避難所を開設する必要があると認めるときは、乙の

管理する施設のうち乙の指定した場所（以下「指定場所」という。）を避難所

として利用することができるものとする。 

（利用開始の通知） 

第３条 甲は、前条の規定により指定場所を避難所として利用するときは、事

前に文書又は口頭によりその旨を乙に通知するものとする。ただし、緊急を

要するときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合において、甲は、利用開始後できる限り早い時期に指

定場所の利用を開始した旨を乙に通知するものとする。 

（避難所の管理運営） 

第４条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２ 乙は、避難所の管理運営について、甲に協力するものとする。 

（費用の負担） 

第５条 避難所の管理運営に要する費用は、甲が負担するものとする。 

（利用期間） 

第６条 指定場所の利用期間は、水害等が発生した日又は水害等が発生するお

それのある日から７日以内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、水害等の状況により同項の利用期間を延

長する必要があると認めるときは、乙に対して当該利用期間の延長を申し出

ることができる。 

３ 乙は、前項の規定による申出があったときは、特に支障がない限り、第１

項の利用期間の延長を承認するものとする。 

（避難所の早期閉鎖） 

第７条 甲は、避難所を早期に閉鎖するよう努めるものとする。 

（利用の終了） 

第８条 甲は、指定場所の利用を終了するときは、乙に利用終了届を提出する

とともに、指定場所を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すもの

とする。 

（指定場所の周知） 
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第９条 甲は、避難所として利用する指定場所の範囲を、地域住民に周知する

ための必要な措置を講ずるものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、

甲及び乙が協議して決するものとする。 

（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、平成２８年２月２３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箇月前までに甲又は

乙から解約の申出がないときは、なお１年間効力を有するものとし、以後同

様とする。 

 

  甲及び乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押

印し、各１通を保有するものとする。  

 

 平成２８年２月２３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 

 

東京都世田谷区大蔵六丁目６番７号 

乙  宗教法人 氷川神社 

代表役員 
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第９条 甲は、避難所として利用する指定場所の範囲を、地域住民に周知する

ための必要な措置を講ずるものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、

甲及び乙が協議して決するものとする。 

（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、平成２８年２月２３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箇月前までに甲又は

乙から解約の申出がないときは、なお１年間効力を有するものとし、以後同

様とする。 

 

  甲及び乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押

印し、各１通を保有するものとする。  

 

 平成２８年２月２３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 

 

東京都世田谷区大蔵六丁目６番７号 

乙  宗教法人 氷川神社 

代表役員 

 

 

- 710 -

〔資料協定第 145〕 

災害時における協力体制に関する協定書 

 
 世田谷区（以下「甲」という。）と株式会社ルネサンス（以下「乙」という。）とは、世田谷区

内に災害が発生した場合に、区民等の安全確保等の応急対策を迅速に推進するため、災害発生時

の協力に関し、次のとおり基本協定を締結する｡  
 
（目的） 
第１条 この協定は､地震等の大規模災害が発生した場合に、区民等の安全確保を図るために執る

甲及び乙の協力体制について、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､ 乙に前条に規定する協力を依頼する場合は、あらかじめ指定した甲、乙双方の職

員を通じて行うものとする。  
（協力） 
第３条 乙は、甲から前条の規定による協力の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。 
（協力内容） 
第４条 前条に規定する協力の内容は、次のとおりとする。 

（１）区民等の安全確保のため、乙の運営するスポーツクラブ＆スパ ルネサンス経堂の一部

の一時的避難施設としての提供及び設備の利用（甲が地域防災計画においてあらかじめ

規定する避難所等への避難が、災害状況及び天候等により、困難な場合の二次的施設と

しての使用に限る。） 
（２）区の災害対策組織への施設提供 
（３）その他の協力要請事項 

（施設提供期間） 
第５条 前条第１号に規定する避難施設としての提供期間は、原則として災害発生直後の初動期

間（７日間）として被災者が自宅に帰宅又は甲が指定する施設に移動するまでの間とする。た

だし、災害の状況等によりこれを超えて使用する場合は、甲及び乙の協議により決定する。 
（経費の負担） 
第６条 第４条の協力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。 
（損害補償） 
第７条 甲は、甲の要請に基づき乙の職員が、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第

６２条第１項に規定する応急措置の活動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活動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保障するものとする。 
（実施細目） 
第８条 この協定の実施に必要な事項については、実施細目に定める。 
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（協議） 
第９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、甲乙協議の上決定

するものとする。 
（有効期間） 
第１０条 この協定の有効期間は、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。 
２．前項にかかわらず、乙が施設の所有者との間で締結した賃貸借契約が理由のいかんを問わず

終了したときは、この協定も同時に終了するものとする。 
 
 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２８年３月３１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 
 
 

東京都墨田区両国二丁目 10 番 14 号 
乙  株式会社ルネサンス 

代表者 取締役常務執行役員 
スポーツクラブ事業担当 
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（協議） 
第９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、甲乙協議の上決定

するものとする。 
（有効期間） 
第１０条 この協定の有効期間は、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。 
２．前項にかかわらず、乙が施設の所有者との間で締結した賃貸借契約が理由のいかんを問わず

終了したときは、この協定も同時に終了するものとする。 
 
 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２８年３月３１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 
 
 

東京都墨田区両国二丁目 10 番 14 号 
乙  株式会社ルネサンス 

代表者 取締役常務執行役員 
スポーツクラブ事業担当 
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〔資料協定第 146〕 

災害発生時における帰宅困難者の受入れの協力に関する協定書 

 
 世田谷区（以下「甲」という。）及び二子玉川ライズ協議会全体管理者たる東京急行電鉄株式会社（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、世田谷区内において、地震等の災害が発生したとき（以下「災害発生時」という。）

に、交通機関の停止により二子玉川ライズを利用中に帰宅が困難となった者（以下「帰宅困難者」と

いう。）に対して、可能な範囲で一時的に二子玉川ライズの施設の一部を開放し、円滑な支援を行う

ため、必要な事項を定めるものとする。 
 
（管理組合） 
第２条 乙は、二子玉川ライズⅠ－a 街区管理組合、二子玉川ライズⅠ－ｂ街区管理組合、 

二子玉川ライズⅡ－a 街区管理組合、二子玉川ライズⅡ－ｂ街区管理組合、二子玉川ライズ鉄道街区

管理者たる東京急行電鉄株式会社の各者へ、前条の目的のため、必要な協力を要請するものとする。 
 

（協力内容） 
第３条 甲は、災害発生時において、二子玉川ライズの施設の安全が確認されたときは、次に掲げる事

項についての協力（以下「協力」という。）を実施することを乙に要請することができる。 
（１）二子玉川ライズの施設の一部を帰宅困難者の一時受入れ場所として開放 

すること。 
（２）二子玉川ライズにて備蓄する飲料水、食糧等を帰宅困難者に提供すること。 
（３）前２号に掲げるもののほか、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

行が可能であるもの。 
２ 乙は、前項第１号の一時受入れ場所３．３平方メートルにつき２名の帰宅困難者を受け入れるもの

とする。 
 
（要請の方法） 
第４条 前条の規定による要請は、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、協力を実施したときは、その内容を電話等により甲に報告し、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 協力に要した経費の負担者及びその額は、法令等に定めがある場合を除き、その都度、甲及び

乙が協議して定めるものとする。 
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（協力期間） 
第７条 協力を実施する期間は、災害が発生した時点から起算して３日間とする。ただし、交通機関の

状況等を踏まえ甲及び乙が協議して当該期間を変更することができる。 
 
（損害補償） 
第８条 協力の実施に従事した二子玉川ライズの従業員その他これに準ず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）の規定に基づき行うものとする。 
 
（連絡責任者） 
第９条 甲及び乙は、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、この者に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、平成２８年３月３１日から平成２９年３月３１日までとする。ただ

し、甲乙いずれからも協定解消の申し出のない限り、同一の内容で更に１年間延長されるものとし、

以後も同様とする。 
 
（協議） 
第１１条 この協定に関する疑義、又はこの協定に定めがない事項については、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、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
 
平成２８年３月３１日 
 
                       世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

甲 世田谷区 
                       世田谷区長 
 
 

東京都渋谷区南平台５番６号 
乙 二子玉川ライズ協議会 全体管理者 

                       東京急行電鉄株式会社 
                       執行役員 都市創造本部 
                       運営事業部長 
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