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７－１　消防相互応援協定

要旨 第1応援協定区域名 協定年月日

富  山 県
市  町 村
消防相互
応援協定

全部 S44.2.7

高岡市

砺波市

戸出町1丁目、戸出町2丁目、戸出町3丁目、戸出町4丁目、戸
出町5丁目、醍醐、戸出延島、戸出竹、戸出竹北、戸出放寺
新、戸出放寺、戸出六十歩、戸出岡御所、戸出行兼、戸出光明
寺、戸出古戸出、戸出吉住新、戸出吉住、戸出西部金屋、戸出
石代、中田、上麻生、今泉、今泉新、東保新、下山田、島新、反

矢部、開馞、木舟、小伊勢領、西川原島

婦中町
正権寺、坪野、市谷、東別所

砺波市
音川地区、吉谷、嘉礼谷、葎ヶ原、大瀬谷

南砺市

鷹栖、砺波市街地、苗加、野村島、花島、荒高屋、五郎丸

東山見地区、青島地区、種田地区

砺波市

本江、野尻、岩武新、川除新、高儀、松原、長源寺、高堀

福野密集地、高屋、専勝寺、井波密集地、山野地区

利賀村長崎、利賀村下原、利賀村大牧、利賀村北原

利賀村栃原

増山、正権寺（隣接山林）

砺波市
東笹鎌野

市町村名

富山県下
市  町 村

高岡市

高波、小杉、木下、宮丸、千代、三郎丸、石丸、新又、十年明、
東石丸、大窪、秋元、東開発、下中条、東保、増山、宮森新、福
岡、八十歩、宮新、宮森

砺波市

富山市

H16.11.29改正

砺波市

南砺市

砺波市

射水市

H21.8.18改正

砺波市

H17.11.21改正

H16.11.29改正
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７－２ フラワー都市交流連絡協議会災害時相互応援に関する協定
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フラワー都市交流連絡協議会災害時相互応援に関する協定

フラワー都市交流連絡協議会加盟都市は、いずれの市町域において災害（災害対策基本法第２

条第１号に規定する災害をいう。）が発生した場合において、被災市町の要請にこたえ、応急、復

旧対策及び復興対策が円滑に遂行されるよう、相互の応援体制について、次のとおり協定を締結

する。

（応援の種類）

第１条 応援の種類、内容は次に掲げるとおりとする。

（１）食料、飲料水及び生活必需品等並びに医薬品等の提供

（２）児童生徒の受入れ

（３）復興事業における花の種苗、苗木及び植木等の緑化花木の提供

（４）前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項

（応援の手続き）

第２条 応援を要請する市又は町（以下「市」という。）は、次に掲げる事項を明らかにし、文書

により要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話、又はファクシミリにより応援を

要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。

（１）被害の状況

（２）前条第１号及び第３号に掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量

等

（３）応援場所及び経路

（４）前各号に掲げるもののほか、必要な事項

（応援の実施）

第３条 応援を要請された市は、極力これに応じるよう取り組むものとする。

（応援経費の負担）

第４条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。

２ 応援を要請した市が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を要請し

た市からの申出があった場合は、応援を要請された市は、一時立替支弁するものとする。

（連絡責任者）

第５条 第２条に掲げる要請に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、各市に連絡責

任者を置くものとする。

（体制の整備）

第６条 各市は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、必要な体制の整備に努めるもの

とする。



７－２ フラワー都市交流連絡協議会災害時相互応援に関する協定
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（協議）

第７条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、フラワー都市交流

連絡協議会が協議して定めるものとする。

（運用）

第８条 この協定は平成１７年１０月１日から適用する。

この協定の締結を証するため、この協定書を１１通作成し、各市長記名押印の上、各１通を保

管するものとする。

平成１８年１０月１５日



７－２ フラワー都市交流連絡協議会災害時相互応援に関する協定
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山形県長井市ままの上 5番 1号
長井市長

静岡県下田市東本郷１丁目５番１８号

下田市長

兵庫県宝塚市東洋町１番１号

宝塚市長

福岡県久留米市城南町１５番地３

久留米市長

富山県砺波市栄町７－３

砺波市長

岐阜県揖斐郡大野町大字大野８０

大野町長

北海道空知郡中富良野町本町 9番 1号
中富良野町長

山口県萩市大字江向５１０番地

萩市長

鹿児島県大島郡和泊町和泊１０番地

和泊町長



７－３ 災害時における応急物資（食料）及び生活必需物資の調達に関する協定書
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災害時における応急物資及び生活必需物資の調達に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）と、となみ野農業協同組合（以下「乙」という。）は、次の

とおり協定する。

（趣旨）

第１条 この協定は、砺波市の地域において、台風・集中豪雨・火災・地震等の被害が発生

し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）に、甲が行う、応急物資及び

生活必需物資（以下「物資」という。の供給確保を図るため、乙が行う協力に関し、必要

な事項を定める。

（調達の要請）

第２条 甲は、災害時における物資の確保を図るため、必要があると認めたときは、乙に対

し、物資調達の要請をするものとする。

２ 甲は、前項の規定により要請するときには、物資調達要請書（様式第１号）により行う

ものとする。ただし緊急を要するときは、電話、その他の方法により要請するものとする。

（要請事項の措置）

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、適切な調達ができるよう速やかに措置す

るとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。

２ 乙は、営業時間外においても極力甲からの要請に応ずるものとし、いつでも要請に応じ

るための連絡体制を平常から確立しておくものとする。

（物資の種類）

第４条 物資の種類は次のとおりとする。

（１）米穀

（２）食料品

（３）その他甲が必要とする物資

２ 物資の調達数量は、乙が確保できる数量とする。

（連絡責任者）

第５条 要請及び協力に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲においては総務部財政課長

を、乙においてはとなみ野農業協同組合総合企画室長を連絡責任者とする。

（物資の引渡し）

第６条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は該当場所へ職員を派遣して調達

物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。



７－３ 災害時における応急物資及び生活必需物資の調達に関する協定書
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（物資の価格等）

第７条 物資の価格は、災害発生時前における適正な価格とする。

２ 甲は乙から支払い請求書を受理した日から 30日以内に、砺波市指定金融機関を通じ、そ

の代金を支払うものとする。

（協議）

第８条 この協定に定めのない事項またはこの協定の内容に疑義が生じたときは、甲乙協議

して定めるものとする。

第９条 この協定は、平成８年４月１日から有効とし効力を維持するものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保持す

る。

平成８年３月２８日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 となみ野農業協同組合

代表理事組合長



７－３ 災害時における応急物資及び生活必需物資の調達に関する協定書
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様式１号

物 資 調 達 要 請 書

財第 号

年 月 日

となみ野農業協同組合 殿

砺波市長

次の物資について調達願いたく要請いたします。

１ 調達日時 年 月 日（ ） 時まで

２ 調達物資

調達物資
数量 物資引渡し場所

種類 内訳

米穀 30kg.袋 袋

食料品



７－４ 災害時における応急物資及び生活必需物資（衣料品）の調達に関する協定書
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災害時における応急物資及び生活必需物資（衣料品）

の調達に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）と砺波繊維商組合（以下「乙」という。）は、次のとおり協

定する。

（趣旨）

第１条 この協定は、砺波市の地域において、台風・集中豪雨・火災・地震等の被害が発生

し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）に、甲が行う、応急物資及び

生活必需物資（以下「物資」という。の供給確保を図るため、乙が行う協力に関し、必要

な事項を定める。

（調達の要請）

第２条 甲は、災害時における物資の確保を図るため、必要があると認めたときは、乙に対

し、物資調達の要請をするものとする。

２ 甲は、前項の規定により要請するときには、物資調達要請書（様式第１号）により行う

ものとする。ただし緊急を要するときは、電話、その他の方法により要請するものとする。

（要請事項の措置）

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、適切な調達ができるよう速やかに措置す

るとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。

２ 乙は、営業時間外においても極力甲からの要請に応ずるものとし、いつでも要請に応じ

るための連絡体制を平常から確立しておくものとする。

（物資の種類）

第４条 物資の種類は次のとおりとする。

（１）寝具

（２）その他甲が必要とする物資

２ 物資の調達数量は、乙が確保できる数量とする。

（連絡責任者）

第５条 要請及び協力に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲においては総務部財政課長

を、乙においては砺波市繊維商組合長を連絡責任者とする。

（物資の引渡し）

第６条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は該当場所へ職員を派遣して調達

物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。



７－４ 災害時における応急物資及び生活必需物資（衣料品）の調達に関する協定書
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（物資の価格等）

第７条 物資の価格は、災害発生時前における適正な価格とする。

２ 甲は乙から支払い請求書を受理した日から 30日以内に、砺波市指定金融機関を通じ、そ

の代金を支払うものとする。

（協議）

第８条 この協定に定めのない事項またはこの協定の内容に疑義が生じたときは、甲乙協議

して定めるものとする。

第９条 この協定は、平成８年４月１日から有効とし効力を維持するものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保持す

る。

平成８年３月２８日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 砺波繊維商組合

組合長



７－４ 災害時における応急物資及び生活必需物資（衣料品）の調達に関する協定書
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様式１号

物 資 調 達 要 請 書

財第 号

年 月 日

砺波繊維商組合 殿

砺波市長

次の物資について調達願いたく要請いたします。

１ 調達日時 年 月 日（ ） 時まで

２ 調達物資

調達物資
数量 物資引渡し場所

種類 内訳

寝 具 枚



７－５ 災害時における応急物資（石油製品）の調達に関する協定書
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災害時における応急物資（石油製品）の調達に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）と、砺波石油商業組合（以下「乙」という。）は、次のとお

り協定する。

（趣旨）

第１条 この協定は、砺波市の地域において、台風・集中豪雨・火災・地震等の被害が発生

し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）に、甲が行う、応急物資（石

油製品）（以下「物資」という。）の供給確保を図るため、乙が行う協力に関し、必要な事

項を定める。

（調達の要請）

第２条 甲は、災害時における物資の確保を図るため、必要があると認めたときは、乙に対

し、物資調達の要請をするものとする。

２ 甲は、前項の規定により要請するときには、物資調達要請書（様式第１号）により行う

ものとする。ただし緊急を要するときは、電話、その他の方法により要請するものとする。

（要請事項の措置）

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、適切な調達ができるよう速やかに措置す

るとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。

２ 乙は、営業時間外においても極力甲からの要請に応ずるものとし、いつでも要請に応じ

るための連絡体制を平常から確立しておくものとする。

（物資の種類）

第４条 物資の種類は次のとおりとする。

（１）ガソリン

（２）軽油

（３）重油

（４）灯油

（５）その他甲が必要とする物資

２ 物資の調達数量は、乙が確保できる数量とする。

（連絡責任者）

第５条 要請及び協力に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲においては総務部財政課長

を、乙においては砺波市石油商業組合事務局長を連絡責任者とする。

（物資の引渡し）



７－５ 災害時における応急物資（石油製品）の調達に関する協定書
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第６条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は該当場所へ職員を派遣して調達

物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。

（物資の価格等）

第７条 物資の価格は、災害発生時前における適正な価格とする。

２ 甲は乙から支払い請求書を受理した日から 30日以内に、砺波市指定金融機関を通じ、そ

の代金を支払うものとする。

（協議）

第８条 この協定に定めのない事項またはこの協定の内容に疑義が生じたときは、甲乙協議

して定めるものとする。

第９条 この協定は、平成８年４月１日から有効とし効力を維持するものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保持す

る。

平成８年３月２８日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 砺波市広上町９番２８号

富山県石油商業組合

砺波ブロック長



７－５ 災害時における応急物資（石油製品）の調達に関する協定書
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様式１号

物 資 調 達 要 請 書

財第 号

年 月 日

富山県石油商業組合砺波ブロック 殿

砺波市長

次の物資について調達願いたく要請いたします。

１ 調達日時 年 月 日（ ） 時まで

２ 調達物資

調達物資
数量 物資引渡し場所

種類 内訳

ガソリン

軽油

重油

灯油



７－６ 災害時における応急物資及び生活必需物資（ＬＰＧ）の調達に関する協定書
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災害時における応急物資及び生活必需物資（ＬＰＧ）

の調達に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）と、（社）富山県エルピーガス協会砺波支部（以下「乙」と

いう。）は、次のとおり協定する。

（趣旨）

第１条 この協定は、砺波市の地域において、台風・集中豪雨・火災・地震等の被害が発生

し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）に、甲が行う、応急物資及び

生活必需物資（以下「物資」という。）の供給確保を図るため、乙が行う協力に関し、必要

な事項を定める。

（調達の要請）

第２条 甲は、災害時における物資の確保を図るため、必要があると認めたときは、乙に対

し、物資調達の要請をするものとする。

２ 甲は、前項の規定により要請するときには、物資調達要請書（様式第１号）により行う

ものとする。ただし緊急を要するときは、電話、その他の方法により要請するものとする。

（要請事項の措置）

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、適切な調達ができるよう速やかに措置す

るとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。

２ 乙は、営業時間外においても極力甲からの要請に応ずるものとし、いつでも要請に応じ

るための連絡体制を平常から確立しておくものとする。

（物資の種類）

第４条 物資の種類は次のとおりとする。

（１）ＬＰＧ及びＬＰＧ使用器具

（２）その他甲が指定する物資

２ 物資の調達数量は、乙が確保できる数量とする。

（連絡責任者）

第５条 要請及び協力に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲においては総務部財政課長

を、乙においては（社）富山県エルピーガス協会砺波支部事務局長を連絡責任者とする。

（物資の引渡し）

第６条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は該当場所へ職員を派遣して調達

物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。
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（物資の価格等）

第７条 物資の価格は、災害発生時前における適正な価格とする。

２ 甲は乙から支払い請求書を受理した日から 30日以内に、砺波市指定金融機関を通じ、そ

の代金を支払うものとする。

（協議）

第８条 この協定に定めのない事項またはこの協定の内容に疑義が生じたときは、甲乙協議

して定めるものとする。

第９条 この協定は、平成８年５月１日から有効とし効力を維持するものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保持す

る。

平成８年５月１日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 （社）富山県エルピーガス

協会砺波支部

支部長
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様式１号

物 資 調 達 要 請 書

財第 号

年 月 日

（社）富山県エルピーガス協会砺波支部 殿

砺波市長

次の物資について調達願いたく要請いたします。

１ 調達日時 年 月 日（ ） 時まで

２ 調達物資

調達物資
数量 物資引渡し場所

種類 内訳

ＬＰＧ 10kgボンベ

ＬＰＧ 30kgボンベ

ＬＰＧ 60kgボンベ

使用器具
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災害時における砺波市と郵便局との協力に関する協定

砺波市（以下「甲」という。）と砺波市内の郵便局（以下「乙」という。）は、市内に発

生した災害時において、甲乙が協力して必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協

定を締結する。

（養護の定義）

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。

（協力要請）

第２条 甲及び乙は、砺波市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じたときは、

相互に協力を要請することができる。

（１）災害救助法適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業に係る災

害特別事務取扱い並びに援護対策

（２）甲又は乙が所有し、又は管理する施設及び用地の相互提供

（３）甲又は乙が収集した被災市民の避難先及び避難状況等の情報の相互提供

（４）避難場所における臨時の郵便差出箱の設置

（５）前各号に掲げるもののほか協力できる事項

（協力の実施）

第３条 甲又は乙は、前条に規定する要請を受けたときは、その重要性に鑑み協力するよ

う努めなければならない。

（経費の負担）

第４条 第２条に規定する協力要請に対し、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き、協力を要請した者が協力したものにおいて適

正な方法により算出された金額を負担する。

前項の負担に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、負担すべき金額を決定する。

（災害対策本部への参加）

第５条 甲は、砺波市災害対策本部への職員の派遣を乙に対して要請することができる。

（災害情報等連絡体制の整備）

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

ものっとする。

（防災訓練への参加）
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第７条 乙は、甲の行う防災訓練に参加することができる。

（情報の交換）

第８条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じ情報交

換を行う。

第９条 この協定に関する連絡責任者は甲においては砺波市総務部総務課長、乙において

は砺波市郵便局総務課長とする。

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ときは、両者が協議

し決定する。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保管

する。

平成 10年 11月５日

甲 砺波市長

乙 砺波郵便局長

砺波市内特定郵便局代表
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災害時における非常無線通信に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）と日本アマチュア無線富山県支部（以下「乙」という）とは、

大規模な災害から市民の生命、身体を守るため、次のとおり協定を締結する。

（目 的）

第１条 この協定は、砺波市内に災害が発生し、又は発生の恐れのある場合、電波法（昭和

25年法律第 131号）第 52条第４号の非常通信について、甲が乙に協力を求めるための手
続きを定めるものとする。

（協力の要請等）

第２条 甲は、市内に災害が発生し、又は発生の恐れのある場合、災害の情報収集及び伝達

について、必要があるときは乙に協力を要請することができる。

２ 前項に規定する協力の要請の時点は、砺波市地域防災計画にもとづく第３非常配備（非

常体制）を設置したときとする。ただし第１非常配備及び第２非常配備においても、必要

に応じ協力を要請することができる。

３ 乙は、前項により要請を受けた場合は、情報の収集及び伝達に協力するものとする。

（協力要請の手続き）

第３条 前条第１項の規定により、乙に協力を要請する場合は、日本アマチュア無線富山県

支部長に対してこれを行うものとする。

（補 償）

第４条 第２条第３項の規定により通信活動中に全員が負傷したときは、富山県市町村補償

組合消防団等公務災害補償条例（昭和 41年条例第１号）の規定を準用する。
（報 告）

第５条 乙は協力できる砺波市内の無線局の状況について、毎年３月末までに、甲に報告す

るものとする。

（疑義の解決）

第６条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、必要に応じて甲乙協議して定

めるものとする。

平成８年３月２８日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 高岡市野村４７４番地

日本アマチュア無線富山県支部

支部長
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災害緊急放送に関する相互協定書

砺波市（以下「甲」という。）ととなみ衛星通信テレビ株式会社（以下「乙」という。）は、

災害緊急放送に関して、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は「砺波市地域防災計画」に定める災害に関し、緊急放送を通じて被害の

軽減を図り、もって市民生活の安全確保に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この協定における用語の意義は、次のとおりとする。

（１）「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他の異常な自然現象又は大規模

な火災若しくは爆発その他の状態をいう。

（２）「災害緊急放送」とは、前条の目的を達成するため、甲の要請に基づき、乙がコミュ

ニティチャンネルで行う臨時の放送や緊急 FAX情報放送をいう。

（運用）

第３条 災害緊急放送の運用にあたっては、乙の番組編成を尊重しつつ、次の各号に定める

手順により放送するものとする。

（１）甲は、緊急 FAX情報放送が必要であると認めた時、乙の承認がなくとも乙が所有、

管理する放送システムを利用し、放送することができる。ただし、放送内容に関する

責は甲が負うものとし、放送後速やかに乙にその内容を連絡する。

（２）乙は、甲から災害緊急放送の要請があった場合、コミュニティチャンネルにおいて

優先的にこれを放送し、それ以降においても状況に応じて適時放送を行う。また、砺

波市災害対策本部が設置された場合は、乙は速やかに災害緊急放送ができる体制を整

える。

（３）乙が災害緊急放送の必要性を認めた場合は、甲は災害情報の提供を行う。

（４）乙は、災害緊急放送の周知を図るため、伝送路の被害等があった場合は速やかにそ

の復旧につとめ、甲もその支援を行うものとする。

（５）災害緊急放送（緊急 FAX情報放送を除く。）の内容及び放送チャンネルは、乙が判

断するものとする。

（責任者）

第４条 災害緊急放送を行うときの連絡を確実かつ円滑に行うため、双方に責任者を置き、

次の職にあるものを充てる。

（１）甲 砺波市 企画総務部企画調整課長

（２）乙 となみ衛星通信テレビ株式会社 業務部長

（訓練）

第５条 甲及び乙は、この協定の実効性を高めるため、災害緊急放送の訓練を適時実施する。

７－９ 災害緊急放送に関する相互協定書
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（費用の負担）

第 6条 放送にかかわる費用負担は、以下のとおりとする。

（１）緊急 FAX情報放送のシステム維持及び放送等に係わる費用は、原則として乙の負担

とする。

（２）災害緊急放送に要する費用は、原則として乙の負担とする。

（３）甲は、乙の災害緊急放送にあたり、その施設利用について便宜を図る。

（４）災害緊急放送の実施により、その間予定していた番組又はコマーシャルが放送でき

なかった場合は、乙と当該者等との協議により解決を図る。

（有効期間）

第７条 この協定は、協定締結の日から有効とし効力を維持するものとする。

（その他）

第８条 この協定書に定めない事項及びこの協定書に疑義が生じたときは、甲と乙が協議の

上、定めるものとする。

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

のとする。

平成１７年５月３０日

甲 富山県砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 富山県南砺市八塚５６８番２号

となみ衛星通信テレビ株式会社

代表取締役社長
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砺波市、安城市災害時相互応援協定書

砺波市（以下「甲」という。）と安城市（以下「乙」という。）とは、相互扶助の精神

に基づき、地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災害」という。）時において

被災者に対する救護等を実施するため、甲乙（以下「協定市」という。）相互の応援体

制に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、協定市の区域内において災害が発生し、被災者救護等の応急措置

の実施が十分にできない場合における、協定市相互の救援資機材の援助及び被災者救

出、医療活動等の応援（以下「応援」という。）について、必要な事項を定めるもの

とする。

（連絡窓口）

第２条 協定市は、必要な情報等を相互に提供することにより応援の円滑な運営を図る

ため、あらかじめ連絡担当部課を定めるものとする。

（応援の種類）

第３条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。ただし、応援は、

協定市の過剰な負担にならない範囲内において実施するものとする。

(１) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資、機材及び車両の

提供

(２) 食料、飲料水その他生活必需品等の物資並びにそれらを提供するために必要な

機材及び車両の提供

(３) 被災者を一時収容するために必要な施設の提供

(４) この協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣

(５) 災害救助ボランティアのあっせん

(６) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項

（応援の要請手続）

第４条 応援の要請をする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡

をするとともに、速やかに文書により通知をするものとする。

(１) 被害の状況

(２) 前条第１号から第３号までに掲げる応援に要する品目、規格、数量等

(３) 前条第４号に掲げる応援に要する職員の職種、人数等

(４) 応援を受ける場所及び集結場所

(５) 応援を受ける期間

(６) 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）

第５条 応援の要請を受けた協定市は、直ちに必要な応援を可能な範囲で実施するもの

とする。

２ 協定市は、応援の要請がない場合であっても、収集した情報等から緊急に応援出動

することが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき必要な応援を実施

7－10 災害時相互応援協定
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するものとする。

３ 応援の要請を受けた協定市が応援を実施できない場合は、当該要請をした協定市に

速やかにその旨を連絡しなければならない。

（指揮権）

第６条 応援を行う市の職員が応援に従事するときは、応援を受ける市の災害対策本部

長の指揮に従い行動するものとする。

（応援経費の負担）

第７条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、原

則として応援を受ける市の負担とする。

２ 自主的な判断に基づいて行われた応援に係る経費の負担については、法令その他特

別に定めがあるものを除くほか、自主的に応援を行う市の負担とする。

３ 前２項の規定によりがたいときは、その都度協定市の間で協議して定めるものとす

る。

（災害補償等）

第８条 応援に派遣した職員が、応援により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した

場合又は応援による負傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場

合における本人又はその遺族に対する賠償の責務は、応援を行う市が負うものとする。

２ 応援に派遣した職員が、応援を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が

応援を受ける市への往復途中において生じたものを除き、応援を受ける市がその賠償

の責務を負うものとする。

（その他）

第９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、

協定市が協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、協定市それぞれ記名押印の上、

各１通を保有する。

平成１８年５月１日

甲 砺波市栄町 7番 3号

砺波市代表者

砺波市長

乙 安城市桜町１８番２３号

安城市代表者

安城市長
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メッセージボード搭載自動販売機の運用及び災害時における協力に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）と北陸コカ・コーラボトリング株式会社（以下「乙」という。）

は、メッセージボード搭載自動販売機（以下「販売機」という。）の運用及び災害時における

協力により、市民への情報提供及び災害時の飲料等供給を図り、もって、市民の生活、生命

及び財産の安全確保に寄与するため、次のとおり協定を締結する。

（販売機の設置等）

第１条 乙は、甲が管理する施設内に、販売機を乙の負担により設置するものとする。なお、

設置場所及び台数については、甲乙双方でその都度協議するものとする。

２ 乙は、販売機設置後はその維持管理に努めるとともに、その費用については乙の負担と

する。

（メッセージボードの使用）

第２条 甲がボードに情報を表示していないときは、乙は、時事通信社の時事ニュースを表

示させるものとし、その費用については乙の負担とする。

（災害時における販売機を活用した協力）

第３条 甲の区域内において、震度５弱以上の地震又は同等以上の災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合において、甲は災害警戒本部又は災害対策本部（以下「本部等」と

いう。）を設置し、本部等を通じ乙に対し販売機内の飲料の提供について要請を行うものと

する。

２ 乙は、前項に掲げる要請があったときは、販売機内の飲料を甲に無償で提供するものと

する。

ただし、販売機のフリーベンド（無償提供）設定は甲が行うものとする。

３ 甲は、第１項に掲げる要請を行うときは、救援物資無償提供要求書（様式第１号）を乙

に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話により要請を行うこと

ができるものとし、後日速やかに救援物資無償適用要請書を提出するものとする。

（販売機操作のための機材）

第４条 乙は、甲がボードへの情報表示及びフリーベンド設定を行うために必要な機材を甲

に無償で貸与するものとする。

（災害時におけるその他の協力）

第５条 乙は第３条第１項に掲げる要請以外に、甲から飲料についての要請があったときは、

有償で飲料の優先的な安定供給を甲に行うものとする。

２ 前項の飲料の引渡し場所及び費用については、甲乙協議の上定めるものとし、費用は後

日、乙からの請求に基づき支払うものとする。

３ 甲は、第１項の要請を行うときは、救援物資有償提供要請書（様式第２号）をもって行

うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話により要請することができるも

のとし、後日速やかに救援物資要請書を提出するものとする。
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（期間）

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、この協定の有効

期間満了前に、甲乙いずれかから協定解消の申し出がない限りこの協定を１年間継続する

ものとし、以後、毎年この例による。

２ 前項の解消の申し出は、３ヶ月前までに相手方に申し出るものとする。

（協議）

第７条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項その他この協定に

定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、両者記名押印のうえ、各自１通

を保有するものとする。

平成１８年１２月６日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 高岡市内島３５５０

北陸コカ・コーラボトリング株式会社

代表取締役社長
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砺波市、むかわ町災害時相互応援協定書

砺波市（以下「甲」という。）とむかわ町（以下「乙」という。）とは、相互扶助の精

神に基づき、地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害（以下「災害」という。）時におい

て被災者に対する救護等を実施するため、甲乙（以下「協定市町」という。）相互の応

援体制に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、協定市町の区域内において災害が発生し、被災者救護等の応急措

置の実施が十分にできない場合における、協定市町相互の救援資機材の援助及び被災

者救出、医療活動等の応援（以下「応援」という。）について、必要な事項を定める

ものとする。

（連絡窓口）

第２条 協定市町は、必要な情報等を相互に提供することにより応援の円滑な運営を図

るため、あらかじめ連絡担当部課を定めるものとする。

（応援の種類）

第３条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。ただし、応援は、

協定市町の過剰な負担にならない範囲内において実施するものとする。

(１) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資、機材及び車両の

提供

(２) 食料、飲料水その他生活必需品等の物資並びにそれらを提供するために必要な

機材及び車両の提供

(３) 被災者を一時収容するために必要な施設の提供

(４) この協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣

(５) 災害救助ボランティアのあっせん

(６) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項

（応援の要請手続）

第４条 応援の要請をする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡

をするとともに、速やかに文書により通知をするものとする。

(１) 被害の状況

(２) 前条第１号から第３号までに掲げる応援に要する品目、規格、数量等

(３) 前条第４号に掲げる応援に要する職員の職種、人数等

(４) 応援を受ける場所及び集結場所

(５) 応援を受ける期間

(６) 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）

第５条 応援の要請を受けた協定市町は、直ちに必要な応援を可能な範囲で実施するも

のとする。

２ 協定市町は、応援の要請がない場合であっても、収集した情報等から緊急に応援出

動することが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき必要な応援を実
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施するものとする。

３ 応援の要請を受けた協定市町が応援を実施できない場合は、当該要請をした協定市

町に速やかにその旨を連絡しなければならない。

（指揮権）

第６条 応援を行う市町の職員が応援に従事するときは、応援を受ける市町の災害対策

本部長の指揮に従い行動するものとする。

（応援経費の負担）

第７条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、原

則として応援を受ける市町の負担とする。

２ 自主的な判断に基づいて行われた応援に係る経費の負担については、法令その他特

別に定めがあるものを除くほか、自主的に応援を行う市町の負担とする。

３ 前２項の規定によりがたいときは、その都度協定市町の間で協議して定めるものと

する。

（災害補償等）

第８条 応援に派遣した職員が、応援により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した

場合又は応援による負傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場

合における本人又はその遺族に対する賠償の責務は、応援を行う市町が負うものとす

る。

２ 応援に派遣した職員が、応援を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が

応援を受ける市町への往復途中において生じたものを除き、応援を受ける市町がその

賠償の責務を負うものとする。

（その他）

第９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、

協定市町が協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、協定市町それぞれ記名押印の

上、各１通を保有する。

平成１９年４月２３日

甲 砺波市栄町 7番 3号

砺波市代表者

砺波市長

乙 むかわ町桜町１８番２３号

むかわ町代表者

むかわ町長
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災害時における被災者に対する防災活動協力に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）とイオン株式会社北陸事業部（以下「乙」という。）

は、次のとおり災害時における被災者に対する防災活動協力に関する協定を締結する。

（主旨）

第１条 この協定は、地震等による大規模災害が発生した場合において、被災者の応

急救済に係わる防災活動協力について、必要な事項を定めるものとする。

（協力の内容）

第２条 甲は、乙に対し、次の事項について、協力を要請することが出来る。

（１）乙の所有または管理する駐車場を一時避難場所として被災者に提供すること。

（２）乙の店舗において、被災者に対し、水道水（井戸水）、トイレ等を可能な範囲で

提供すること。

（３）乙の店舗において、被災者に対し、テレビ・ラジオ等で知り得た災害概況の状

況を可能な範囲で提供すること。

（４）乙の店舗において、被災者に対し、食糧・生活物資等を可能な範囲で提供する

こと。

２ 甲及び乙は、前項に定めのない事項については、相互に協力を要請することがで

きる。

（支援の要請手続き）

第３条 前条の規定による甲の要請（以下「要請」という。）は、文書をもって行うも

のとする。但し、緊急を要するときは、口頭または電話をもって要請し、事後、速

やかに文書を提出するものとする。

（連絡責任）

第４条 この協定に関する連絡責任者は、以下のとおりとする。

甲：企画総務部総務課長

乙：ジャスコ砺波店 店長

２ 甲及び乙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について協議し定めておくものとす

る。

（費用の負担）

第５条 第２条第１項第４号及び第２条第２項に規定する防災協力の実施に要した費

用の負担については、甲及び乙が協議して決定するものとする。物資の価格は、災

害発生時直前における適正価格とし、その代金は適法な支払請求書を受理してから

３０日以内に甲が乙に支払うものとする。
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（情報の交換）

第６条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情

報の交換を行うものとする。

（協定書の有効期間）

第７条 この協定書の有効期間は、平成１９年５月３０日から平成２０年５月２９日

までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の１ヵ月前までに、甲及び乙が協議し更新拒

絶の意思表示がないときは、期間満了の翌日から起算して引き続き１年間効力を有

するものとし、以後期間満了のときも同様とする。

（疑義等の決定）

第８条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲

及び乙が協議のうえ、これを定めるものとする。

この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名のうえ、各自１

通を保有する。

平成１９年５月３０日

甲：砺波市栄町７番３号

砺波市

砺波市長

乙：石川県白山市森島町う１４０－１３

イオン株式会社 中部カンパニー北陸事業部

事業部長
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災害時における応急対策工事に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）と協同組合砺波市建設業協会（以下「乙」という。）は、

砺波市地域防災計画に基づき、地震、風水害及びその他の災害が発生した場合の応急対

策工事の実施について、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害時に甲の管理する道路、河川その他の公共土木施設（以下「公

共土木施設等」という。）が被害を受けた場合に、乙に対して応急対策工事を要請し、

その機能の確保及び回復等を図ることを目的とする。

（応急対策工事の内容）

第２条 甲が乙に実施を要請する応急対策工事の内容は、公共土木施設等の損壊箇所の

応急措置、障害物の除去及び応急仮設住宅の設置等（以下「応急対策工事等」という。）

とする。

２ 応急対策工事等は、公共土木施設等の機能の維持、又は回復に係る必要最小限度の

工事とする。

（実施要請）

第３条 甲は、応急対策工事等の必要があると認めたときは、乙に対し次に掲げる事項

を明らかにして要請するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないと

きは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。

（１）災害の状況及び応急対策工事等の内容

（２）応急対策工事等に必要な資機材等

（３）応急対策工事等を必要とする日時、場所及び期間

（４）現場責任者

（５）その他必要な事項

２ 乙は、甲から前項による要請があったときは、特別の理由がない限り、速やかに応

急対策工事等を実施するものとする。

（費用の負担）

第４条 前条に規定する応急対策工事等に要した費用の負担については、災害発生時直

前における適正価格とし、甲が乙に支払うものとする。

（従事者の損害補償）

第５条 第３条の規定に基づき、応急対策工事等に従事した者が当該業務により負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の損害賠償は、労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号）により行うものとする。ただし、労働者災害補償保険法が適

用されない場合は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６５条第１項の

規定により災害に際し応急措置の業務に従事又は協力した者等に対する損害を補償

するものとする。

（協力体制）

第６条 乙は、第３条に規定する要請を受けたときは、担当者及び施工者（以下、｢施

工者等｣という。）を決定し、甲へ通知するものとする。
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２ 甲及び乙は、両者の情報連絡網等を定め、通信手段の確保に努めるものとする。

３ 乙は、毎年４月１日現在の応急対策協力者及びその者が保有し、災害時に提供可能

な建設資機材を把握し、その結果をまとめ、甲に報告するものとする。

４ 前項の報告内容に著しい変更があった場合、又は、甲の要求があった場合は、変更

内容等を速やかに甲に報告するものとする。

（災害発生時の情報提供）

第７条 乙及び乙の会員は、災害等による被害情報を覚知した場合は、速やかに甲に対

し、情報の提供を実施するものとする。

（請負契約の締結）

第８条 甲は、応急対策工事等について、施工者等と、速やかに請負契約を締結するも

のとする。

（工事の実施）

第９条 施工者等は、応急対策工事等に着手した場合には、被災状況及び工事内容が判

定できる写真並びに、工事費の積算根拠となる資料を整理し、速やかに甲に提出する

ものとする。

２ 施工者等は、応急対策工事等の進捗状況を甲に適宜報告するとともに、工事が完了

したときは、速やかに工事完了届を提出しなければならない。

（協定期間）

第１０条 この協定は、協定締結の日から平成２０年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の１箇月前までに、甲又は乙から異議申し立てがないときは、期間満了の翌

日から起算して引き続き１年間延長するものとし、以後期間満了のときも同様とする。

（その他）

第１１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、甲乙協議のう

え定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名のうえ、各自そ

の 1通を保有するものとする。

平成１９年６月２２日

甲 富山県砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 富山県砺波市宮村１８４番地１

協同組合砺波市建設業協会

理 事 長
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災害時における水道施設の復旧活動に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）と砺波管工事業協同組合（以下「乙」という。）は、地

震、風水害等で水道施設に被害を受けたときの復旧活動に関し、次のとおり協定を締結

する。

（目的）

第１条 この協定は、甲の管理する水道施設に被害を受けたときに、応急の対策と早期

の復旧を図るため、甲が乙に対して応援を要請することについて必要な事項を定め、

住民生活の安定に寄与することを目的とする。

（復旧活動）

第２条 甲が乙に対して要請する復旧活動は、次のとおりとする。

（１）応急給水活動

（２）応急復旧活動

（３）応急復旧資機材の提供

（４）前３号に掲げるもののほか必要な活動

（応援要請）

第３条 甲が応援を必要とするときは、次の内容を電話、ファックス又は電子メールに

より要請するものとする。ただし、復旧活動が長期にわたるときは、文書により要請

するものとする。

（１）被害の状況

（２）被害発生施設の所在地

（３）復旧活動の内容

（４）応援要員数及び要請期間

（５）必要な資機材、物資等の品目及び数量

（６）その他復旧活動に関する必要事項

（応援要員の派遣）

第４条 乙は、甲から応援要請を受けたときは、直ちに復旧活動を行うための応援体制

を整え、必要な資機材及び車両等を確保するとともに、甲の指示する場所に要員を派

遣するものとする。

（報告）

第５条 乙は、復旧活動を実施したときは、別に定める様式により速やかに甲に報告す

るものとする。

（費用負担）

第６条 この協定に基づく復旧活動に要した費用は、甲が負担するものとする。

（労働者災害補償）

第７条 復旧活動により乙の組合員の業務従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡し
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た場合は、乙の組合員の労働者災害補償保険により補償するものとする。

（連絡体制の整備）

第８条 乙は、復旧活動に派遣可能な人員及び資機材等について連絡体制を整備し、甲

に報告するものとする。

（協議事項）

第９条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項及び定めの

ない事項については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。

（協定期間）

第 10条 この協定は、協定締結日から平成２０年３月３１日までの期間とする。ただ

し、協定期間満了の１箇月前までに甲又は乙から、異議申し立てがないときは、引き

続き１年間延長するものとし、以後の期間においても同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名のうえ、各自１通を保有

する。

平成１９年６月２８日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 砺波市中村３７４番地の１

砺波管工事業協同組合

理事長
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高岡市・砺波市災害時相互応援協定

高岡市と砺波市（以下「協定市」という。）は、いずれかの市域において地震等の大

規模な災害が発生し、被害を受けた市（以下「被災市」という。）が十分な応急措置を

自ら実施できない場合において、当該被災市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に

遂行されるよう、友愛的精神に基づき、相互に応援をすることについて、次のとおり協

定を締結する。

（応援の種類）

第１条 応援の種類は、次のとおりとし、職員等の派遣及び資機材の提供を含むものと

する。

（１） 住民の生命と財産を守るための救出救助、消火、医療救護、防疫等の応急活

動

（２） 食糧、飲料水、生活必需物資その他の生活物資の供給活動

（３） 清掃活動

（４） 上水道、下水道等の応急復旧活動

（５） 被災児童生徒の受入れ

（６） 被災者に対する住宅の提供

（７） ボランティアのあっせん

（８） その他特に必要と認める災害応急対策及び災害復旧活動

（応援要請と応援活動の実施）

第２条 応援を要請しようとする被災市は、応援要請の内容を明らかにして口頭又は文

書により応援を要請し、応援を要請された協定市は可能な限りで応援活動を実施する

ものとする。

２ 前項の規定により口頭で応援を要請した場合は、後日速やかに応援要請書を送付す

るものとする。

（緊急応援活動の実施）

第３条 前条の規定にかかわらず、地震等の大規模な災害その他の事由による通信の途

絶等により被災市との連絡が取れない場合には、被災市以外の協定市が自主的判断に

より緊急応援活動を実施するものとする。

（指揮権）

第４条 応援を行う市の職員が応援に従事するときは、応援を求めた市長の指揮の下に
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行動するものとする。

（経費の負担）

第５条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、これによりが

たい場合は、協定市が協議して定めるものとする。

（災害補償等）

第６条 応援に派遣した職員が、応援により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は障害の状態となった場合におけるその者又はその者の遺族に対する賠償の責務

は、応援を行う市が負うものとする。

２ 応援に派遣した職員が、応援を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が

応援を受ける市への往復途中において生じたものを除き、応援を受ける市がその賠償

の責務を負うものとする。

（連絡担当部局）

第７条 協定市は、あらかじめ相互に応援協力するための連絡担当部局及び連絡責任者

を定め、地震等の大規模な災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するも

のとする。

（その他）

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が

協議して定めるものとする。

（効力の発生）

第９条 この協定は、締結した日から効力を発生するものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、協定市は記名押印の上、各１

通を保有する。

平成１９年１０月２日

高 岡 市 高 岡 市 長

砺 波 市 砺 波 市 長
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災害時における生活物資の提供に関する協定

砺波市（以下「甲」という。）と株式会社大阪屋ショップ（以下「乙」という。）とは、

災害時に必要な生活物資（以下「物資」という。）の提供及び運搬に

関し、次の通り協定を締結する。

（要請）

第 1条 甲は、砺波市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙

に対し、可能な範囲において物資の提供を要請することができる。

（提供物資の範囲）

第２条 乙が甲に提供する物資は、次に掲げるものとする。

（１）乙が保有する商品(以下｢保有商品｣と言う。)

（２）その他調達可能な物資

（物資の協力）

第３条 乙は、甲から要請を受けたときは、保有商品の優先的な提供及び運搬等必要な

措置に対する協力に積極的に努めるものとする。

（要請の方法）

第４条 第１条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、

電話その他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。

（物資の引渡し及び運搬）

第５条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、運搬は、原則として乙が行うもの

とする。ただし、乙の運搬が困難なときは、甲が別に指定する者が行うことができる。

２ 物資の引取りに際して甲は、引渡場所に職員を派遣し、物資の検収を行うものとす

る。

（費用負担）

第６条 乙が提供した物資の価格及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担す

るものとする。

２ 物資の価格は、災害発生直前時における適正な価格（災害発生前の取引については

取引時の適正な価格）を基準として、甲乙協議して定める。

（費用の請求及び支払）

第７条 乙は、物資の提供終了後出荷確認書に基づき請求書を甲に提出するものとする。

２ 甲は、適法な請求書を受理してから３０日以内に代金を支払うものとする。

(連絡窓口)

第８条 甲と乙は、本協定にかかる連絡窓口となる部署について協定締結後速やかに相

手方に報告するものとし、変更があった場合においても同様とする。

（協議）

第９条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じた事項については、そ
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の都度、甲乙協議して定める。

（協定期間）

第１０条 本協定は、協定締結の日から平成２０年３月３１日までとする。ただし、期

間満了の１ヶ月前までに、甲又は乙から異議申し立てがないときは、期間満了の翌日

から起算して１年間延長するものとし、以後期間満了のときも同様とする。

本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名押印の上、各自その１通を

保有する。

平成１９年１０月１１日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市

砺波市長

乙 富山市赤田４８７番１

株式会社大阪屋ショップ

代表取締役
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砺波市・小矢部市災害時相互応援協定

砺波市と小矢部市（以下「協定市」という。）は、いずれかの市域において地震等の

大規模な災害が発生し、被害を受けた市（以下「被災市」という。）が十分な応急措置

を自ら実施できない場合において、当該被災市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑

に遂行されるよう、友愛的精神に基づき、相互に応援をすることについて、次のとおり

協定を締結する。

（応援の種類）

第１条 応援の種類は、次のとおりとし、職員等の派遣及び資機材の提供を含むものと

する。

(1) 住民の生命と財産を守るための救出救助、消火、医療救護、防疫等の応急活動

(2) 食糧、飲料水、生活必需物資その他の生活物資の供給活動

(3) 清掃活動

(4) 上水道、下水道等の応急復旧活動

(5) 被災児童生徒の受入れ

(6) 被災者に対する住宅の提供

(7) ボランティアのあっせん

(8) その他特に必要と認める災害応急対策及び災害復旧活動

（応援要請と応援活動の実施）

第２条 応援を要請しようとする被災市は、応援要請の内容を明らかにして口頭又は文

書により応援を要請し、応援を要請された協定市は可能な限りで応援活動を実施する

ものとする。

２ 前項の規定により口頭で応援を要請した場合は、後日速やかに応援要請書を送付す

るものとする。

（緊急応援活動の実施）

第３条 前条の規定にかかわらず、地震等の大規模な災害その他の事由による通信の途

絶等により被災市との連絡が取れない場合には、被災市以外の協定市が自主的判断に

より緊急応援活動を実施するものとする。

（指揮権）

第４条 応援を行う市の職員が応援に従事するときは、応援を求めた市長の指揮の下に

行動するものとする。
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（経費の負担）

第５条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、これによりが

たい場合は、協定市が協議して定めるものとする。

（災害補償等）

第６条 応援に派遣した職員が、応援により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は障害の状態となった場合におけるその者又はその者の遺族に対する賠償の責務

は、応援を行う市が負うものとする。

２ 応援に派遣した職員が、応援を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が

応援を受ける市への往復途中において生じたものを除き、応援を受ける市がその賠償

の責務を負うものとする。

（連絡担当部局）

第７条 協定市は、あらかじめ相互に応援協力するための連絡担当部局及び連絡責任者

を定め、地震等の大規模な災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するも

のとする。

（その他）

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が

協議して定めるものとする。

（効力の発生）

第９条 この協定は、締結した日から効力を発生するものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、協定市は記名押印の上、各１

通を保有する。

平成１９年１２月３日

砺 波 市 砺 波 市 長

小矢部市 小矢部市長
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災害時の仮設トイレの確保に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）と株式会社レンタルのニッケン高岡営業所（以

下「乙」という。）とは、災害時における汲み取り式仮設トイレ（以下「仮設

トイレ」という。）の確保について、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害に際し避難所等で必要とされる仮設トイレの確保

を図ることを目的とし、その協力について必要な事項を定めるものとする。

（仮設トイレの設置等）

第２条 甲は、災害時において必要と認めるときは、乙に対し、仮設トイレ

の運搬、設置その他必要な措置（以下、「設置等」という。）を要請する

ものとする。

2 乙は、前項の要請を受けたときは、直ちに必要な措置を行うものとする。

（要請の方法）

第３条 甲は、前条第１項の要請時において、仮設トイレの設置場所及び設

置基数を指示するものとする。

２ 前条第１項の要請は、原則として文書によるものとする。ただし、文書に

よる要請のいとまがない場合は、口頭で要請し、後日文書を提出するものと

する。

（設置等の報告）

第４条 乙は、仮設トイレの設置等を行ったときは、災害時仮設トイレ設置

等報告書（様式１号）を作成し、速やかに甲に提出するものとする。

（設置等の価格）

第５条 仮設トイレの設置等の価格は、災害発生直前における適正な価格と

する。ただし、特別な事情により、これにより難いときは、別途協議するも

のとする。

（費用の請求）

第６条 乙は、前条に定める価格に基づき、仮設トイレの設置等に要する費用

を甲に請求するものとする。

（情報交換）

第７条 甲及び乙は、平常時から仮設トイレに関しての調査及び情報交換に努

め、災害時に備えるものとする。
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（協定書の有効期間）

第８条 この協定の有効期間は、平成 19年 12月20日から平成 21年 3月31 日

までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の１ヵ月前までに、甲及び乙が協議

し更新拒絶の意思表示がないときは、期間満了の翌日から起算して引き続

き１年間効力を有するものとし、以後期間満了のときも同様とする。

（協議事項）

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、甲乙が

協議して定めるものとする。

この協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自そ

の１通を保有する。

平成１９年１２月２０日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 高岡市米島８６４番地４

株式会社レンタルのニッケン高岡営業所

所長
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砺波市・南砺市災害時相互応援協定

砺波市と南砺市（以下「協定市」という。）は、いずれかの市域において地震等の大

規模な災害が発生し、被害を受けた市（以下「被災市」という。）が十分な応急措置を

自ら実施できない場合において、当該被災市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に

遂行されるよう、友愛的精神に基づき、相互に応援協力することについて、次のとおり

協定を締結する。

なお、平成 8年 4月 8日に砺波広域圏管内旧１０市町村において締結している「砺
波広域圏管内防災相互支援協定書」は、廃止する。

（応援の種類）

第１条 応援の種類は、次のとおりとし、職員等の派遣及び資機材の提供を含むものと

する。

（１） 住民の生命と財産を守るための救出救助、消火、医療救護、防疫等の応急活

動

（２） 食糧、飲料水、生活必需物資その他の生活物資の供給活動

（３） 清掃活動

（４） 上水道、下水道等の応急復旧活動

（５） 被災児童生徒の受入れ

（６） 被災者に対する住宅の提供

（７） ボランティアのあっせん

（８） その他特に必要と認める災害応急対策及び災害復旧活動

（応援要請と応援活動の実施）

第２条 応援を要請しようとする被災市は、応援要請の内容を明らかにして口頭又は文

書により応援を要請し、応援を要請された協定市は可能な限りで応援活動を実施する

ものとする。

２ 前項の規定により口頭で応援を要請した場合は、後日速やかに応援要請書を送付す

るものとする。

（緊急応援活動の実施）

第３条 前条の規定にかかわらず、地震等の大規模な災害その他の事由による通信の途

絶等により被災市との連絡が取れない場合には、被災市以外の協定市が自主的判断に

より緊急応援活動を実施するものとする。

（経費の負担）
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第４条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、これによりが

たい場合は、協定市が協議して定めるものとする。

（連絡担当部局）

第５条 協定市は、あらかじめ相互に応援協力するための連絡担当部局及び連絡責任者

を定め、地震等の大規模な災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するも

のとする。

（その他）

第６条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が

協議して定めるものとする。

（効力の発生）

第７条 この協定は、締結した日から効力を発生するものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、協定市は押印の上、各１通を

保有する。

平成２０年１月１７日

砺 波 市 砺 波 市 長

南 砺 市 南 砺 市 長
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金沢市・砺波市災害時相互応援協定

金沢市と砺波市（以下「協定市」という。）とは、いずれかの市域において地震等の

大規模な災害が発生し、被害を受けた市（以下「被災市」という。）が十分な応急措置

を自ら実施できない場合において、当該被災市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑

に遂行されるよう、協定市が相互に応援し、かつ協力することについて、次のとおり協

定を締結する。

（応援の種類）

第１条 応援の種類は、次のとおりとし、職員等の派遣及び資機材の提供を含むものと

する。

（１） 住民の生命と財産を守るための救出救助、消火、医療救護、防疫等の応急活動

（２） 食糧、飲料水、生活必需物資その他の生活物資の供給活動

（３） 清掃活動

（４） 上水道、下水道等の応急復旧活動

（５） 被災児童生徒の受入れ

（６） 被災者に対する住宅の提供

（７） ボランティアのあっせん

（８） その他特に必要と認める災害応急対策及び災害復旧活動

（応援要請と応援活動の実施）

第２条 応援を要請しようとする被災市は、応援要請の内容を明らかにして口頭又は文

書により応援を要請し、応援を要請された協定市は、できる限りの応援活動を実施す

るものとする。

２ 前項の規定により口頭で応援を要請した場合は、後日速やかに応援要請書を送付す

るものとする。

（緊急応援活動の実施）

第３条 前条の規定にかかわらず、いずれかの市域において地震等の大規模な災害が発

生した場合で、通信の途絶等により被災市との連絡が取れないときは、当該被災市以

外の協定市が自主的判断により緊急応援活動を実施するものとする。

（経費の負担）

第４条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、これによりが

たい場合は、協定市が協議して定めるものとする。
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（連絡担当部局）

第５条 協定市は、あらかじめ相互に応援し、かつ協力するための連絡担当部局を定め、

地震等の大規模な災害が発生したときは、速やかに相互に情報を交換するものとする。

（その他）

第６条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が

協議して定めるものとする。

（効力の発生）

第７条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、各協定市は記名押印の上、各

１通を保有する。

平成２０年２月８日

金 沢 市 金 沢 市 長

砺 波 市 砺 波 市 長
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災害時における応急対策活動に関する協力協定書

砺波市 （以下「甲」という。）と財団法人北陸電気保安協会（以下「乙」という。）

とは、市域において大規模な風水害、地震その他の災害（以下「大規模災害」という。）

が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、市民の生命と財産を守り市民

生活の安定を図るため、砺波市地域防災計画に基づき、相互に協力して災害応急対策活

動を実施することについて、次のとおり協定を締結する。

（協力要請）

第１条 甲は、大規模災害に際して応急対策活動が必要であると認めるときは、乙に対

し、電気施設等の応急復旧活動等災害の状況に応じた応急対策活動の実施について、

協力を要請することができるものとする。

（協力）

第２条 乙は、前条に基づき要請がなされたときは、職員を派遣して、甲の指定する施

設に係る電気施設等の応急復旧における保安確保のために、電力復旧の可否の判定

（電力復旧のための軽易な作業を含む。）並びに電力復旧工事の管理、監督、指導及

び検査その他の必要な協力を行うものとする。

（要請手続）

第３条 甲は、前条により協力を要請するときは、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、その他の方法により要請するものとし、その後速やかに

文書を提出するものとする。

（活動の実施）

第４条 乙は、前条の規定に基づき要請を受けたときは、直ちに指定場所に職員を派遣

し、甲の職員の指示に基づき、応急対策活動を実施するものとする。ただし、指定場

所に甲の職員が派遣できない場合は、要請事項に従い自らの判断により応急対策活動

を開始するものとする。

２ 乙は、指定場所に職員を派遣したときは、速やかに現場責任者、出動時刻、保安用

資機材等を甲に報告するものとする。

３ 乙は、応急対策活動が完了したときは、速やかに活動状況の概要を甲に報告するも

のとする。

（費用の負担・支払）

第５条 甲の要請した応急対策活動に要する費用は、甲が負担する。

２ 前項の経費は、災害発生直前における通常の価格を基準として甲乙が協議の上、決

定するもの

とする。

３ 甲は、乙の応急対策活動終了後、これを検査又は確認したときは、乙の請求に基づ
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き、第１項の費用を速やかに支払うものとする。

（損害補償）

第６条 乙は、応急対策活動の実施に当たっては、その従事する職員が労働者災害補償

保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用を受けるための必要な手続きを、あらかじ

めとらなければならない。

２ 甲は、乙の応急対策活動に従事した職員が、当該業務の実施により負傷し、若しく

は疾病にかかり、又は死亡した場合の損害補償は、前項の規定による労働者災害補償

保険法により行うものとする。ただし、労働者災害補償保険法が適用されない場合は、

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８４条第１項の規定により、災害に

際し応急措置の業務に従事又は協力した者等に対する損害を補償するものとする。

（連絡）

第７条 乙は、乙に関する事業所の組織及びその事業所の連絡先等を変更した場合は、

当該変更等を記した書面を甲に対し速やかに提出しなければならない。

（協定の有効期間）

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２１年３月３１日までとする。

ただし、本協定の期間満了の日の１か月前までに甲乙いずれからも解除の申し出がな

いときは、協定の満了の日の翌日から更に１年間延長するものとし、以後この例によ

るものとする。

（協議）

第９条 この協定の実施について必要な事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙

協議の上、決定するものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を

保有するものとする。

平成２０年８月２０日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 富山市桜橋通り３番１号

財団法人 北陸電気保安協会

理 事 長
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越前市・砺波市災害時相互応援協定

越前市と砺波市（以下「協定市」という。）とは、いずれかの市域において地震等の

大規模な災害が発生し、被害を受けた市（以下「被災市」という。）が十分な応急措置

を自ら実施できない場合において、当該被災市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑

に遂行されるよう、協定市が相互に応援し、かつ協力することについて、次のとおり協

定を締結する。

（応援の種類）

第１条 応援の種類は、次のとおりとし、職員等の派遣及び資機材の提供を含むものと

する。

（１） 住民の生命と財産を守るための救出救助、消火、医療救護、防疫等の応急活動

（２） 食糧、飲料水、生活必需物資その他の生活物資の供給活動

（３） 清掃活動

（４） 上水道、下水道等の応急復旧活動

（５） 被災児童生徒の受入れ

（６） 被災者に対する住宅の提供

（７） ボランティアのあっせん

（８） その他特に必要と認める災害応急対策及び災害復旧活動

（応援要請と応援活動の実施）

第２条 応援を要請しようとする被災市は、応援要請の内容を明らかにして口頭又は文

書により応援を要請し、応援を要請された協定市は、できる限りの応援活動を実施す

るものとする。

２ 前項の規定により口頭で応援を要請した場合は、後日速やかに応援要請書を送付す

るものとする。

（緊急応援活動の実施）

第３条 前条の規定にかかわらず、いずれかの市域において地震等の大規模な災害が発

生した場合で、通信の途絶等により被災市との連絡が取れないときは、当該被災市以

外の協定市が自主的判断により緊急応援活動を実施するものとする。

（経費の負担）

第４条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、これによりが

たい場合は、協定市が協議して定めるものとする。

7－23 災害時相互応援協定
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（連絡担当部局）

第５条 協定市は、あらかじめ相互に応援し、かつ協力するための連絡担当部局を定め、

地震等の大規模な災害が発生したときは、速やかに相互に情報を交換するものとする。

金沢市と砺波市（以下「協定市」という。）とは、いずれかの市域において地震等の大

規模な災害が発生し、被害を受けた市（以下「被災市」という。）が十分な応急措置を

自ら実施できない場合において、当該被災市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に

遂行されるよう、協定市が相互に応援し、かつ協力することについて、次のとおり協定

を締結する。

（その他）

第６条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が

協議して定めるものとする。

（効力の発生）

第７条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、各協定市は記名押印の上、各

１通を保有する。

平成２１年４月１日

越 前 市 越 前 市 長

砺 波 市 砺 波 市 長
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災害時における応援業務に関する協定

砺波市（以下「甲」という。）と社団法人富山県測量設計業協会（以下「乙」という。）

とは、砺波市地域防災計画に基づき、地震、風水害等の災害が発生した場合の応急対策

業務の実施について、次の条項により、協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、砺波市地域防災計画に基づき、甲と乙との災害時における協力に

関し、必要な事項を定める。

（応援要請）

第２条 甲は、砺波市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に行う

災害応急対策について、必要があると認めるときは、乙に対して応援を要請すること

ができるものとする。

（要請に対する措置）

第３条 乙は、前条の規定により応援の要請を受けた場合、原則として甲の職員の指示

に基づき、次の各号に掲げる災害応急対策について協力するものとする。

（１）市管理公共土木施設等の被災状況の調査

（２）市管理公共土木施設被害等の応急対策及び災害復旧のための測量及び設計

（３）前各号に定めるもののほか、特に必要な応援業務

（協力体制の整備改善）

第４条 乙は、災害時に円滑な協力体制が図られるよう、会員相互の連絡網、情報収集

及び伝達体制の整備に努めるものとする。

（要請手続）

第５条 甲は、第２条の規定に基づく要請を行う場合には、次の各号に掲げる事項を明

らかにし、口頭、電話等により当該要請を行い、後日速やかに文書を提出するものと

する。

（１）必要な協力の内容

（２）業務を実施する場所

（３）前２号に掲げるもののほか、要請に必要な事項

（経費の負担）

第６条 甲の要請により、乙が災害応急対策の応援に要した費用は、甲が負担するもの

とする。

7－24 災害時における応援業務に関する協定
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（契約の締結）

第７条 甲は、会員に応急対策業務の実施を要請したときは、実施した会員と遅滞なく

業務等委託契約を締結するものとする。

（従事者の損害補償）

第８条 第３条の規定に基づき、応急対策業務に従事した者が、当該業務により負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の損害補償は、労働者災害補償保険法（昭

和 22年法律第 50号）により行うものとする。

（連絡体制の整備）

第９条 甲及び乙は、あらかじめ災害応急対策の応援に関する担当者を定め、速やかに

必要な情報を相互に連絡するものとする。

２ 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段について支障を来たさないよう、常に点

検及び改善に努めるものとする。

（その他）

第 10条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度甲乙協議

して定めるものとする。

２ この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙の担当者が別途協議して定めるものとす

る。

（有効期間）

第 11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２３年３月３１日までとする。

ただし、本協定の期間満了の日の１ヶ月前までに甲乙いずれからも解除の申し出がな

いときは、更に１年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各１通

を保有する。

平成２３年３月１日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長



- 196 -

乙 富山市大泉本町１丁目１２番１４号

社団法人 富山県測量設計業協会

会 長
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災害における建築物等の解体撤去の実施に関する協定

砺波市（以下「甲」という｡）と社団法人富山県構造物解体協会（以下「乙」という。）

は、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、地震、津波、洪水その他の異常な自然現象又は大規模な事故によ

る災害が砺波市内に発生した場合において、甲及び乙の相互協力により、建築物等の

解体及び災害廃棄物撤去（以下「解体撤去」という｡）を迅速かつ的確に実施するた

め､甲の乙に対する協力の要請及び当該要請に基づき乙が行う解体撤去の実施に関し

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

（１）建築物等 住宅、店舗、事務所、工場、病院、公共施設、橋りょう、鉄道、道

路、港湾施設その他の建築物及び工作物をいう。

（２）災害廃棄物 災害により倒壊、焼失した建築物等の解体に伴って発生する木く

ず、金属くず、コンクリート塊等及びこれらの混合物をいう。

（解体撤去の内容）

第３条 解体撤去において実施する作業の内容は、次に掲げる事項とする。

（１）応急活動又は復旧活動に支障となる建築物等の解体

（２）被災者の救出を目的とした建築物等の解体

（３）災害廃棄物の撤去

（４）その他、甲が解体撤去を必要と認めるもの

（解体撤去の実施の要請）

第４条 甲は、災害において必要があると認めるときは、乙に対し、解体撤去の実施を

要請するものとする。

２ 甲は、前項の規定により要請する時には、次の内容を表した、解体撤去要請書（様

式第１号）により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、その他の方

法により要請するものとし、事後に書面を提出するものとする。

(１)災害の状況

(２)解体撤去を実施する場所

(３)必要な解体撤去の内容

(４)解体撤去の実施期間

(５)その他解体撤去の実施に当たり必要な事項

（解体撤去の実施）

第５条 乙は、甲から解体撤去の実施の要請を受けたときは、特別の事情がない限り、

当該要請に速やかに応じるものとする。

２ 乙は、解体撤去を実施する際は、甲が指定する現地責任者の指導を受けるものとす

る。ただし災害の状況により現地責任者の指導を受けられないときは、この限りでな

7－25 災害時における建築物等の解体撤去の実施に関する協定
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い。

３ 乙は、撤去した災害廃棄物を、甲が指定した場所へ移動するものとする。ただし、

災害の状況により甲が指定することができない場合は、乙は、甲の承諾を得て、乙の

判断で災害廃棄物を他の場所に移動させることができる。

４ 乙の解体撤去を円滑に実施できるよう、甲は情報の提供その他必要な協力を行うも

のとする。

（報告）

第６条 乙は、前条第１項の規定により解体撤去を実施した場合は、甲に対し報告する

ものとする。

２ 乙は、前項の規定により報告をする時には、次の内容を表した、解体撤去報告書（様

式第２号）により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、その他の方

法により報告するものとし、事後に書面を提出するものとする。

（１）解体撤去を実施した場所、実施期間、会員名、従事人員、従事車両の種類及び数

並びに実施に要した資機材の種類及び数

（２）実施した解体撤去の内容

（３）その他必要な事項

(経費の負担)

第７条 解体撤去に要する経費は、甲が負担するものとする。

２ 前項の経費は、災害の直前における通常の価格を基準として、甲乙が協議のうえ、

決定するものとする。

（災害補償）

第８条 第４条第１項に規定基づき、解体撤去作業に従事した者が、当該業務により負

傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の損害補償は、労働者災害補償保険

法（昭和２２年法律第５０号）により行うものとする。

（連絡体制の整備）

第９条 解体撤去に関する事項の連絡を円滑に行うため、甲及び乙はあらかじめ担当者

を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。

２ 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段について支障をきたさないよう、常に点

検及び改善に努めるものとする。

（実施細目）

第１０条 この協定の実施に関し必要な細目は、甲乙が協議のうえ、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又は疑義が生じた事項については、その都度甲乙

が協議のうえ、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、協定締結の日から平成２４年３月３１日までとする。

ただし、本協定の期間満了の日の１ヶ月前までに甲乙いずれからも解除の申し出がな

いときは、更に１年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
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この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙双方が記名押印のうえ、

各１通を保有する。

平成２３年３月１７日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 富山市芝園町一丁目７番４号

社団法人富山県構造物解体協会

会 長
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災害時における応急物資の提供に関する協定

砺波市（以下「甲」という。）と株式会社砺波給食（以下「乙」という。）と

は、災害時に必要な応急物資（以下「物資」という。）の提供及び運搬に

関し、次の通り協定を締結する。

（要請）

第１条 甲は、砺波市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、乙に対し、可能な範囲において物資の提供を要請することができる。

（提供物資の範囲）

第２条 乙が甲に提供する物資は、次に掲げるものとする。

（１）おにぎり、米飯等

（２）その他調達可能な物資

（物資の協力）

第３条 乙は、甲から要請を受けたときは、物資の優先的提供及び運搬等必要

な措置に対する協力に積極的に努めるものとする。

（要請の方法）

第４条 第１条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要す

るときは、電話その他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を提出す

るものとする。

（物資の引渡し及び運搬）

第５条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、運搬は、原則として乙が

行うものとする。ただし、乙の運搬が困難なときは、甲乙協議の上決定し行

い、物資の引取りに際して甲は引渡場所に職員を派遣し、物資を確認の上、

引渡しを受けるものとする。

(連絡責任者)

第６条 要請及び協定に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲においては企

画総務部総務課長、乙においては専務取締役を連絡責任者とする。

7－26 災害時における応急物資の提供に関する協定

協定
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（費用負担）

第７条 物資の価格は、災害発生直前時における適正な価格を基準として甲乙

協議して定める。

（費用の請求及び支払）

第８条 乙は、物資の提供終了後、出荷確認書に基づき請求書を甲に提出する

ものとする。

２ 甲は、適法な請求書を受理してから３０日以内に代金を支払うものとする。

ただし、事情により３０日以内の支払いが困難な場合は、甲乙協議するもの

とする。

（協議）

第９条 本協定に定めのない事項又は、本協定に関して疑義が生じた事項につ

いては、その都度、甲乙協議して定める。

（協定期間）

第１０条 本協定は、協定締結の日から平成２３年３月３１日までとする。た

だし、期間満了の１ヶ月前までに、甲又は乙から異議申し立てがないときは、

期間満了の翌日から起算して１年間延長するものとし、以後期間満了のとき

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、甲乙それぞれ記名押印

の上、各自その１通を保有する。

平成２３年３月１日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 砺波市太郎丸１５６番

株式会社砺波給食

代表取締役
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災害時における応急対策業務に関する協定

砺波市（以下「甲」という。）と社団法人 斜面防災対策技術協会 富山県支部（以下

「乙」という。）とは、砺波市地域防災計画に基づき、地震、風水害等の災害が発生し

た場合の応急対策業務の実施について、次の条項により、協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害時における応急対策業務の実施に関する基本事項を定め、甲

の管理する道路、河川その他公共土木施設（以下「公共土木施設」という。）の機能

の確保及び回復を図ることを目的とする。

（応急対策業務の内容）

第２条 応急対策業務の内容は、急傾斜地の崩壊、土石流その他の土砂災害の調査及び

応急措置とする。

（実施要請）

第３条 甲は、応急対策業務を実施する必要があると認めたときは、乙に対して応急対

策業務の実施を要請するものとする。

（協力体制）

第４条 乙は、第３条に規定する要請を受けた時は、業務実施者及び担当者を決定し、

甲へ通知するものとする。

（費用の負担）

第５条 甲の要請した応急対策業務に要する費用は、甲が負担する。

（従事者の損害補償）

第６条 第４条の規定に基づき、応急対策業務に従事した者が、当該業務により負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の損害補償は、労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号）により行うものとする。

（被害状況等の報告）

第７条 乙は、公共土木施設の被害状況及び急傾斜地の崩壊、土石流その他の土砂災害

の状況を把握した場合、被害状況等を速やかに甲に報告するものとする。

7－27 災害時における応急対策業務に関する協定

協定
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（その他）

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲、

乙が協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、甲、乙が押印のうえ、各自

その１通を保有する。

平成２３年３月１日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 富山市安住町３番１４号

社団法人 斜面防災対策技術協会 富山県

支部

支部長
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災害時における応急対策業務に関する協定

砺波市（以下「甲」という。）と富山県地質調査業協会（以下「乙」という。）とは、

砺波市地域防災計画に基づき、地震、風水害等の災害が発生した場合の応急対策業務の

実施について、次の条項により、協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害時における応急対策業務の実施に関する基本事項を定め、甲

の管理する道路、河川その他公共土木施設（以下「公共土木施設」という。）の機能

の確保及び回復を図ることを目的とする。

（応急対策業務の内容）

第２条 応急対策業務の内容は、公共土木施設の応急対策に関する地質調査とする。

（実施要請）

第３条 甲は、応急対策業務を実施する必要があると認めたときは、乙に対して応急対

策業務の実施を要請するものとする。

（協力体制）

第４条 乙は、第３条に規定する要請を受けた時は、業務実施者及び担当者を決定し、

甲へ通知するものとする。

（費用の負担）

第５条 甲の要請した応急対策業務に要する費用は、甲が負担する。

（従事者の損害補償）

第６条 第４条の規定に基づき、応急対策業務に従事した者が、当該業務により負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の損害補償は、労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号）により行うものとする。

（被害状況等の報告）

第７条 乙は、公共土木施設の被害状況及び急傾斜地の崩壊、土石流その他の土砂災害

の状況を把握した場合、被害状況等を速やかに甲に報告するものとする。

（その他）

7－28 災害時における応急対策業務に関する協定

協定
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第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲、

乙が協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、甲、乙が押印のうえ、各自

その１通を保有する。

平成２３年３月１日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 富山市安住町３番１４号

富山県地質調査業協会

会長
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災害時の情報交換に関する協定

国土交通省北陸地方整備局長（以下「甲」という。）と砺波市長（以下「乙」という。）

とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。

（目的）

第１条 この協定は、砺波市の地域について災害が発生または、災害が発生するおそれ

がある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等（以下「情報交換」と

いう。）に関する事項について定め、もって、迅速かつ円滑な災害対策の実施に資す

ることを目的とする。

（情報交換の開始時期）

第２条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。

一 砺波市内で重大な被害が発生又は、発生するおそれがある場合

二 砺波市災害対策本部が設置された場合

三 その他甲及び乙が必要と判断した場合

（情報交換の内容）

第３条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。

一 一般被害状況に関すること

二 公共土木施設（河川・ダム・砂防・道路・公園・下水道等）の被害状況に関するこ

と

三 その他甲又は乙が必要な事項

（情報連絡員（リエゾン）の派遣）

第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断

した場合には、甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うもの

とする。

なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図

るものとする。

（平素の協力）

第５条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の

資料の整備に協力するものとする。

7－29 災害時の情報交換に関する協定

協定



- 207 -

（協議）

第６条 本協定に疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、その都

度、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。

本協定は２通を作成し、甲乙が押印のうえ、各１通を所有する。

平成２３年３月１日

甲 新潟県新潟市中央区美咲町１－１－１

新潟美咲合同庁舎１号館

国土交通省

北陸地方整備局長

乙 砺波市栄町７番３号

砺波市長
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砺波市、加賀市災害時相互応援協定書

砺波市と加賀市（以下「協定市」という。）とは、相互扶助の精神に基づき、協定市

の区域内において災害（災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。）
が発生し、被災者救護等の応急措置の実施が十分できない場合において被災者に対する

救護等を実施するための応援体制に関し、次のとおり協定を締結する。

（連絡窓口）

第１条 協定市は、必要な情報等を相互に提供することにより応援の円滑な運営を図る

ため、あらかじめ連絡担当部課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。ただし、応援を行う市の過剰な負担になら

ない範囲内において実施するものとする。

(１) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資、機材及び車両の

提供

(２) 食料、飲料水、生活必需物資その他の生活物資並びにそれらを提供するために

必要な機材及び車両の提供

(３) 被災者を一時収容するために必要な施設の提供及びあっせん

(４) 応援に必要な職員の派遣

(５) 災害救助ボランティアのあっせん

(６) 被災児童生徒の受入れ

(７) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項

（応援の要請手続）

第３条 応援の要請をする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡

をするとともに、速やかに文書により通知をするものとする。

(１) 被害の状況

(２) 前条第１号から第３号までに掲げる物資等の品目、規格、数量等

(３) 前条第４号に掲げる職員の職種、人数等

(４) 応援を受ける場所及び応援を受ける場所への経路

(５) 応援を受ける期間

(６) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項

7－30 災害時相互応援協定

協定
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（応援の実施）

第４条 応援の要請を受けた市は、直ちに必要な応援を実施するものとする。

２ 協定市は、応援の要請がない場合であっても、収集した情報等から緊急に応援出

動することが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき必要な応援を

実施するものとする。

３ 応援の要請を受けた市が応援を実施できない場合は、当該要請をした市に速やか

にその旨を連絡しなければならない。

（指揮権）

第５条 応援を行う市の職員が応援に従事するときは、応援を受ける市の災害対策本部

長の指揮に従い行動するものとする。

（応援経費の負担）

第６条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、原

則として応援を受ける市の負担とする。

２ 自主的な判断に基づいて行われた応援に係る経費の負担については、法令その他

特別に定めがあるものを除くほか、応援を行う市の負担とする。

３ 前２項の規定によりがたいときは、その都度協定市の間で協議して定めるものと

する。

（災害補償等）

第７条 応援に派遣した職員が、負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は負

傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場合における本人又はそ

の遺族に対する賠償の責務は、応援を行う市が負うものとする。

２ 応援に派遣した職員が、業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が

応援を受ける市との往復途中において生じたものを除き、応援を受ける市がその賠

償の責務を負うものとする。

（その他）

第８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、

協定市が協議して定めるものとする。

（効力の発生）

第９条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。

この協定の締結を証するため、立会人同席のもと、本協定書２通を作成し、協定市そ
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れぞれ記名押印の上、各１通を保有する。

平成 ２３ 年 ６ 月 １３ 日

砺波市栄町７番３号 砺 波 市 長

加賀市大聖寺南町二４１番地 加 賀 市 長
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災害時における福祉避難所としての使用に関する協定

砺波市（以下「甲」という。）と社会福祉法人砺波市社会福祉協議会（以下「乙」と

いう。）とは、福祉避難所として乙が所有し、又は管理する施設を使用することに関し、

次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害発生時、乙が所有し、又は管理する施設内において、甲が

福祉避難所を設置し、要援護者とその介護者等（家族を含む。）を当該避難所に避難

させることにより、日常生活に支障なく避難生活を送ることができることを目的と

する。

（定義）

第２条 この協定において「要援護者」とは、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱

者等のうち、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者をいう。

２ この協定において「福祉避難所」とは、要援護者及びその介護者等（家族を含む。）

を受け入れる避難所をいう。

（施設の使用の要請及び受諾）

第３条 甲は、福祉避難所の開設の必要性が生じた場合は、次条に掲げる施設を使用す

ることについて、乙に協力を要請できるものとする。

２ 乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。

（福祉避難所として使用する施設）

第４条 福祉避難所として使用する施設は、次に掲げる施設とする。なお、福祉センタ

ーについては職員の確保及び運営が可能な場合において使用できるものとする。

(1) 乙が管理する施設
所 在 地 施 設 名

砺波市苗加８２４番地１ 砺波市福祉センター「苗加苑」

砺波市苗加８２４番地１ 砺波市南部デイサービスセンター

砺波市林１２０２番地 砺波市福祉センター「北部苑」

砺波市林１２０２番地 砺波市北部デイサービスセンター

砺波市安川２９７番地 砺波市社会福祉庄東センター

7－31 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定

協定
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（運営）

第５条 乙は、福祉避難所の運営にあっては、次に掲げる業務を履行するものとする。

(1) 福祉避難所に避難した要援護者とその介護者等（家族を含む。）の相談及び日常
生活上の支援

(2) 要援護者等の状況の急変等に対応できる体制の確保
(3) 福祉避難所の運営に係る市への実績報告及び費用請求等の業務

（手続等）

第６条 甲は、第３条の規定により施設の使用について乙に協力を要請する場合は、あ

らかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。

ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(1) 要援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2) 身元引受人の氏名、連絡先等
(3) 使用する期間

（移送）

第７条 要援護者の福祉避難所への移送については、原則として要援護者の介護者等

（家族を含む）で行うものとする。ただし、災害等の状況により、甲又は要援護者の

介 護者等（家族を含む）が移送できない場合は、乙は、甲の依頼により、移送を行

うよう努めるものとする。

（物資の調達）

第８条 要援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資は、甲が調達

するものとする。ただし、その一部を甲が調達できないときは、乙が保有するこれら

の物資の提供について、乙に協力を要請することができる。

２ 前項の要請があったときは、乙は協力するよう努めるものとする。

（介助支援者の確保）

第９条 乙は、福祉避難所の介助員等に不足を生じると判断したときは、速やかに甲に

連絡しなければならない。

２ 甲は、前項の連絡があったときは、乙が要援護者を適切に介助できるよう看護師、

介助員及びボランティア等の介助支援者を確保するものとする。

（経費の負担）

第１０条 福祉避難所の管理運営に係る経費及び甲の要請に基づいて乙が提供した内

容に係る経費については、甲が負担するものとする。
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（有効期限）

第１１条 この協定書の有効期限は毎年度末とし、甲乙双方に異議がない場合は翌年度

においても自動的に更新されるものとする。

（疑義の解決）

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、別に

甲乙協議して決める。

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自そ

の１通を所持する。

平成２４年７月１９日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 砺波市幸町８番１７号

社会福祉法人砺波市社会福祉協議会

会 長
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災害時における福祉避難所としての使用に関する協定

砺波市（以下「甲」という。）と社会福祉法人砺波福祉会（以下「乙」という。）とは、

福祉避難所として乙が所有し、又は管理する施設を使用することに関し、次のとおり協

定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害発生時、乙が所有し、又は管理する施設内において、甲が

福祉避難所を設置し、要援護者とその介護者等（家族を含む。）を当該避難所に避難

させることにより、日常生活に支障なく避難生活を送ることができることを目的と

する。

（定義）

第２条 この協定において「要援護者」とは、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱

者等のうち、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者をいう。

２ この協定において「福祉避難所」とは、要援護者及びその介護者等（家族を含む。）

を受け入れる避難所をいう。

（施設の使用の要請及び受諾）

第３条 甲は、福祉避難所の開設の必要性が生じた場合は、次条に掲げる施設を使用す

ることについて、乙に協力を要請できるものとする。

２ 乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。

（福祉避難所として使用する施設）

第４条 福祉避難所として使用する施設は、次に掲げる施設とする。なお、福祉センタ

ーについては職員の確保及び運営が可能な場合において使用できるものとする。

(1) 乙が管理する施設

（運営）

第５条 乙は、福祉避難所の運営にあっては、次に掲げる業務を履行するものとする。

(1) 福祉避難所に避難した要援護者とその介護者等（家族を含む。）の相談及び日常

所 在 地 施 設 名

砺波市柳瀬３番地 やなぜ苑デイサービスセンター

砺波市安川２９７番地 砺波市庄東デイサービスセンター

7－32 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定

協定
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生活上の支援

(2) 要援護者等の状況の急変等に対応できる体制の確保
(3) 福祉避難所の運営に係る市への実績報告及び費用請求等の業務

（手続等）

第６条 甲は、第３条の規定により施設の使用について乙に協力を要請する場合は、あ

らかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。

ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(1) 要援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2) 身元引受人の氏名、連絡先等
(3) 使用する期間

（移送）

第７条 要援護者の福祉避難所への移送については、原則として要援護者の介護者等

（家族を含む）で行うものとする。ただし、災害等の状況により、甲又は要援護者の

介 護者等（家族を含む）が移送できない場合は、乙は、甲の依頼により、移送を行

うよう努めるものとする。

（物資の調達）

第８条 要援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資は、甲が調達

するものとする。ただし、その一部を甲が調達できないときは、乙が保有するこれら

の物資の提供について、乙に協力を要請することができる。

２ 前項の要請があったときは、乙は協力するよう努めるものとする。

（介助支援者の確保）

第９条 乙は、福祉避難所の介助員等に不足を生じると判断したときは、速やかに甲に

連絡しなければならない。

２ 甲は、前項の連絡があったときは、乙が要援護者を適切に介助できるよう看護師、

介助員及びボランティア等の介助支援者を確保するものとする。

（経費の負担）

第１０条 福祉避難所の管理運営に係る経費及び甲の要請に基づいて乙が提供した内

容に係る経費については、甲が負担するものとする。

（有効期限）

第１１条 この協定書の有効期限は毎年度末とし、甲乙双方に異議がない場合は翌年度
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においても自動的に更新されるものとする。

（疑義の解決）

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、別に

甲乙協議して決める。

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自そ

の１通を所持する。

平成２４年８月３０日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 砺波市柳瀬３番地

社会福祉法人砺波福祉会

理事長
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砺波市と東海村との災害時における相互応援に関する協定書

富山県砺波市（以下「甲」という。）と茨城県那珂郡東海村（以下「乙」という。）と

は、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

の応援に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、甲又は乙のいずれかの地域で、自然災害等による大規模な被害が

発生した場合において、応急対策等の相互の応援（以下「応援」という。）に関し、

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) 被災者の救出、救助及び救援活動、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物

資、機材及び車両の提供

(２) 食料、飲料水、生活必需物資並びにそれらを提供するために必要な機材及び車

両の提供

(３) 避難が必要な被災者の受入れ

(４) 被災者の救出、救助及び救援活動並びに施設の応急復旧に必要な職員の派遣

(５) 庁舎の機能確保のために必要な施設・設備の提供

(６) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項

（応援の要請手続）

第３条 応援の要請をする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡

をするとともに、速やかに文書により通知をするものとする。

(１) 被害の状況

(２) 応援の種類

(３) 応援の具体的な内容及び必要量

(４) 応援を受ける場所及び応援を受ける場所への経路

(５) 応援を受ける期間

(６) 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）

第４条 前条の規定により応援の要請を受けた甲又は乙（以下「応援市村」という。）

7－33 災害時相互応援協定

協定
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は，直ちに必要な応援を実施するものとする。ただし，特別な事情により当該応援を

実施できない場合は、当該要請をした甲又は乙（以下「要請市村」という。）に速や

かにその旨を連絡しなければならない。

（指揮権）

第５条 応援市村の職員が応援に従事するときは、要請市村の災害対策本部長の指揮に

従い行動するものとする。

（応援経費の負担）

第６条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、原

則として要請市村の負担とする。

２ 自主的な判断に基づいて行われた応援に係る経費の負担については、法令その他

特別に定めがあるものを除くほか、応援市村の負担とする。

３ 前２項の規定によりがたいときは、その都度甲乙の間で協議して定めるものとす

る。

（災害補償等）

第７条 応援に派遣した職員が、負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は負

傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場合における本人又はそ

の遺族に対する賠償の責務は、応援市村が負うものとする。

２ 応援に派遣した職員が、業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が

要請市村との往復途中において生じたものを除き、応援を受ける市村がその賠償の

責務を負うものとする。

（その他）

第８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、

甲乙が協議して定めるものとする。

（効力の発生）

第９条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。

この協定の締結を証するため、立会人同席のもと、本協定書２通を作成し、甲乙それ

ぞれ記名押印の上、各１通を保有する。

平成 ２４ 年 １０月 １１ 日
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甲 富山県砺波市栄町７番３号

砺波市 砺 波 市 長

乙 茨城県那珂郡東海村東海三丁目 7番 1号

東海村 東 海 村 長
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警察署使用不能時における施設使用に関する協定

砺波市（以下、「甲」という。）と砺波警察署（以下、「乙」という。）は、大規模災

害が発生し、砺波警察署が使用不能になった場合（以下、「警察署使用不能時」とい

う。）の代替施設として、乙が甲の所有する施設（以下、「使用施設」という。）を使用

することに関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、警察署使用不能時において、乙が使用施設（施設の一部を含

む。）を使用する場合に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（使用の要請）

第２条 乙は、使用施設を使用する必要が生じた時は、甲に対しその旨を文書又は口

頭で要請するものとする。

（使用施設）

第３条 甲が乙に供する使用施設の順位は、次のとおりとする。

（１）砺波まなび交流館（２階全室）

所在地 砺波市栄町７１７番地

（２）乙の要請に応じて、甲が指定する使用可能な公共施設

（使用の承認）

第４条 甲は、第２条に規定する要請を受けた場合は、使用施設の使用可能な会議室

等の状況を調査し、速やかに回答するものとする。

（施設の使用上の責務）

第５条 乙は、使用施設の使用にあたっては、甲が別に定める当該施設の管理規則を

遵守し、乙の責任において適切に使用するものとする。この場合において、甲は、

乙の使用に協力するものとする。

（使用期間及び使用料）

第６条 使用施設の使用期間及び使用に伴う費用については、甲乙協議の上、決定す

るものとする。

（使用終了と引渡し）

第７条 乙は、使用施設の使用を終了した場合は、使用施設を現状に復旧し、甲の確

7－34 警察署使用不能時における施設使用に関する協定
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認を受けた後、引き渡すものとする。

（協議）

第８条 この協定に定めない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた事項については、

甲乙協議の上、決定するものとする。

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、両者記名押印の上、各自

その１通を保有するものとする。

平成２５年６月３日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 砺波市春日町１番２１号

砺波警察署長
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災害時の医療救護活動に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）と公益社団法人砺波医師会（以下「乙」という。）とは、

大規模な災害が発生した場合の医療救護に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定書は、砺波市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が

行う医療救護に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。

（医療救護計画）

第２条 乙は、医療救護の円滑な実施を図るため、医療救護計画を策定し、これを甲に提

出するものとする。

２ 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を甲に提出す

るものとする。

（医療救護班の派遣）

第３条 甲は、医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対して医療

救護班の派遣を要請するものとする。

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、前条に規定する医療救護計画に基づき、直ちに医

師、看護師等からなる医療救護班を派遣するものとする。

３ 乙は、緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受ける前に医療救護班を編成し派遣

した場合は、速やかに甲に報告し、その承認を得るものとする。この場合、甲が承認し

た乙の医療救護班は、甲の要請に基づく医療救護班とみなすものとする。

（医療救護班に対する指揮）

第４条 医療救護班に対する指揮は乙が行い、医療救護活動に係る連絡調整は、甲が行う

ものとする。

（医療救護班の業務）

第５条 乙が派遣する医療救護班は、甲が避難場所、避難所及び災害現場等に設置する医

療救護所において医療救護活動を行うものとする。

２ 医療救護班の業務は、次のとおりとする。

（１）被災者の傷病の程度の判定（トリアージ）

（２）傷病者に対する応急処置の実施及び必要な医療の提供

（３）医療機関への搬送の要否の判断及びその順位の決定

7－35 災害時の医療救護活動に関する協定

協定
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（４）被災者の死亡の確認及び検索

（５）その他必要な措置

（医療救護班の輸送）

第６条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班の輸送について必要な

措置をとるものとする。

（医薬品等の供給）

第７条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するもの

のほか、甲が供給するものとする。

（収容医療機関の指定）

第８条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定する際は、これに協力するものとする。

（医療費）

第９条 医療救護所における医療費は、無料とする。

２ 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。

（訓練）

第１０条 乙は、甲から要請があった場合には、甲が実施する訓練に参加するものとする。

（費用弁償）

第１１条 甲の要請に基づき、乙が医療救護を実施した場合（第３条第３項の承認を受け

た場合を含む。）に要する次に掲げる費用は、甲が負担するものとする。

（１）医療救護班の編成及び派遣に要する経費

（２）医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の経費

（３）医療救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

の扶助費

（４）収容医療施設等の施設・設備の損傷に係る経費

（５）前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの

２ 前項に定める費用の額については、別に定める。

（細目）

第１２条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。

（協議）



- 224 -

第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じた事項については、

甲乙

協議のうえ定めるものとする。

（有効期間）

第１４条 この協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、協定締結の日から平成２

７年

３月３１日までとする。

２ 協定期間の満了する１ヶ月前までに、甲又は乙から何らかの申出がないときは、期間

満了の日の翌日から更に１年間延長するものとし、その後の期間満了の場合も、同様と

する。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各１通を

保有する。

平成２６年９月１日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 砺波市幸町６番４号

公益社団法人砺波医師会長
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災害時における物資供給に関する協定書

富山県砺波市（以下「甲」という。）と NPO法人コメリ災害対策センター（以下「乙」
という。）は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、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、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災

地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。

（協定事項の発効）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、

乙に対して要請を行ったときをもって発動する。

（供給等の協力要請）

第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可

能な物資の供給を要請することができる。

（調達物資の範囲）

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能

な物資とする。

(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資

（要請の方法）

第５条 第３条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をも

って行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要

請し、その後速やかに文書を交付するものとする。

（物資の供給の協力）

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるも

のとする。

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告

書により甲に報告するものとする。

（引渡し等）

第７条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則とし

て乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める

輸送手段により運搬するものとする。

２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配

7－36 災害時における物資供給に関する協定

協定
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慮するものとする。

（費用の負担）

第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、

甲が負担するものとする。

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協

議の上速やかに決定する。

（費用の支払い）

第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うも

のとする。

（情報交換）

第 10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を

行い、災害時に備えるものとする。

（協議）

第 11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上

決定するものとする。

（有効期間）

第 12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって

協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

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。

平成２６年１１月１８日

富山県砺波市栄町 7番 3号
甲

砺波市長

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

乙

NPO法人 コメリ災害対策センター理事長
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災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書

富山県砺波市（以下「甲」という。）と株式会社ヨシカワ（以下「乙」という。）は、

災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、砺波市内に地震等の災害が発生し、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、甲が災害応急対策を実施するに当たり、乙がその

保有するレンタル機材を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。

（協定事項の発効）

第２条 この協定に定める災害時のレンタル機材の提供は、原則として、甲が災害対策

本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。

（提供の要請）

第３条 甲は、災害時においてレンタル機材を必要とするときは、乙に対して、乙の保有

する仮設トイレ、発電機その他のレンタル機材（以下「保有機材」という。）の提供を

要請するものとする。

２ 前項の規定による要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請

するいとまがないときは、口頭で要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。

（保有機材の提供の協力）

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有機材の優先的な提供に

努めるものとする。

２ 乙は、保有機材の提供を実施したときは、速やかにその実施状況を報告書により甲に

報告するものとする。

３ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、保有機材の提供可能な体制を保持するものと

する。

（引渡し等）

第５条 保有機材の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則

として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が

定める輸送手段により運搬するものとする。

２ 甲は、当該引渡し場所に職員を派遣し、当該保有機材を確認の上、引渡しを受けるも

のとする。

３ 甲は、乙が第１項の規定により保有機材を運搬する車両を優先車両として通行できる

よう配慮するものとする。

（費用の負担）

7－37 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定
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第６条 乙が提供した保有機材の費用及び運搬に係る費用は、甲が負担するものとする。

この場合において、当該費用は、乙の通常価格により算出した額とする。

（費用の支払）

第７条 保有機材の提供に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払う

ものとする。

（連絡窓口）

第８条 甲及び乙は、この協定に係る連絡窓口となる部署について協定締結後速やかに

相手方に報告するものとし、変更があった場合においても同様に報告するものとする。

（協議）

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙

協議して定めるものとする。

（有効期間）

第１０条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもっ

て協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

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。

平成２７年４月１日

富山県砺波市栄町 7番 3号
甲

砺波市長

石川県金沢市北安江３丁目１番３３号

乙

株式会社ヨシカワ 代表取締役社長
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災害時における支援協力に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）とイオンリテール株式会社 近畿･北陸カンパニー（以下「乙」

という。）とは、次のとおり災害時における支援協力に関する協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、また

は発生する恐れがある場合において、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、そ

の手続き等について定め、もって、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施される

ことを目的とする。

（物資協力要請）

第２条 甲は、災害時における応急処置のため、緊急に物資等を調達する必要があると認

めるときは、乙の保有する物資等の供給を要請できるものとする。

（協力の実施）

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、保有または調達可能な物資について速

やかに対応する。

（物資の範囲）

第４条 甲が乙に要請する物資等は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有または調達

可能な物資とする。

（１）別表に掲げる物資

（２）その他、甲が指定する物資

（要請の方法）

第５条 甲が前条に掲げる物資の供給を受けようとする時は、出荷要請書をもって乙に要

請するものとする。但し、緊急を要するときは、口頭でもって申し出を行い、事後に出

荷要請書を提出するものとする。

（物資の引渡し）

第６条 物資の運搬は、甲の指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲は職員を

派遣し、調達物資を確認のうえ、これを引き取るものとする。

２ 甲は、物資を確認後、速やかに出荷確認書を乙に提出するものとする。

7－38 災害時における支援協力に関する協定
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（費用の負担）

第７条 乙が、供給した物資の価格及び物資の運搬を行ったときに要する費用は、甲が負

担するものとする。

２ 甲は、前項に基づく請求があったときには、乙に対し 30日以内に代金を支払うもの
とする。

（物資の価格）

第８条 物資の価格は、災害が発生する直前における適正な価格とする。

（避難場所の提供）

第９条 乙は、災害時において、乙が所有または管理する駐車場を一時避難所として提供

するものとする。

（改正又は廃止）

第 10条 この協定の改正又は廃止は、甲又は乙が文書をもって１か月前以前に相手側に

通知をしない限り、その効力を持続するものとする。

（協議）

第 11条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、

その都度甲乙協議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自 1
通を保有する。

平成２７年６月３０日

甲 富山県砺波市栄町 7番 3号
砺波市長

乙 大阪府大阪市福島区海老江 1丁目 1番 23号
イオンリテール株式会社 近畿･北陸カンパニー

取締役兼専務執行役 支社長
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災害時における福祉避難所としての使用に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）と社会福祉法人となみ野会（以下「乙」という。）とは、

福祉避難所として乙が所有し、又は管理する施設を使用することに関し、次のとおり協定

を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害発生時、乙が所有し、又は管理する施設内において、甲が福祉

避難所を設置し、要配慮者とその介護者等（家族を含む。）を当該避難所に避難させるこ

とにより、日常生活に支障なく避難生活を送ることができることを目的とする。

（定義）

第２条 この協定において「要配慮者」とは、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者

等のうち、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者をいう。

２ この協定において「福祉避難所」とは、要配慮者及びその介護者等（家族を含む。）

を受け入れる避難所をいう。

（施設の使用の要請及び受諾）

第３条 甲は、福祉避難所の開設の必要性が生じた場合は、次条に掲げる施設を使用する

ことについて、乙に協力を要請できるものとする。

２ 乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。

（福祉避難所として使用する施設）

第４条 福祉避難所として使用する施設は、次に掲げる施設とする。なお、特別養護老人

ホーム砺波ふれあいの杜は、職員の確保及び運営が可能な場合において使用できるものと

する。

(1) 乙が管理する施設

（運営）

第５条 乙は、福祉避難所の運営にあっては、次に掲げる業務を履行するものとする。

(1) 福祉避難所に避難した要配慮者とその介護者等（家族を含む。）の相談及び日常生活
上の支援

(2) 要配慮者等の状況の急変等に対応できる体制の確保
(3) 福祉避難所の運営に係る市への実績報告及び費用請求等の業務

（手続等）

所 在 地 施 設 名

砺波市神島756-1 特別養護老人ホーム砺波ふれあいの杜

砺波市神島756-1 砺波ふれあいの杜 デイサービスセンター

7－39 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定
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第６条 甲は、第３条の規定により施設の使用について乙に協力を要請する場合は、あら

かじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただ

し、緊急を要する場合は、この限りではない。

(1) 要配慮者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2) 身元引受人の氏名、連絡先等
（移送）

第７条 要配慮者の福祉避難所への移送については、原則として要配慮者の介護者等（家

族を含む）で行うものとする。ただし、災害等の状況により、甲又は要配慮者の介護者

等（家族を含む）が移送できない場合は、乙は、甲の依頼により、移送を行うよう努め

るものとする。

（物資の調達）

第８条 要配慮者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資は、甲が調達す

るものとする。ただし、その一部を甲が調達できないときは、乙が保有するこれらの物資

の提供について、乙に協力を要請することができる。

２ 前項の要請があったときは、乙は協力するよう努めるものとする。

（介助支援者の確保）

第９条 乙は、福祉避難所の介助員等に不足を生じると判断したときは、速やかに甲に連

絡しなければならない。

２ 甲は、前項の連絡があったときは、乙が要配慮者を適切に介助できるよう看護師、介

助員及びボランティア等の介助支援者を確保するものとする。

（経費の負担）

第10条 福祉避難所の管理運営に係る経費及び甲の要請に基づいて乙が提供した内容に係

る経費については、甲が負担するものとする。

（有効期限）

第11条 この協定書の有効期限は毎年度末とし、甲乙双方に異議がない場合は翌年度にお

いても自動的に更新されるものとする。

（疑義の解決）

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、別に甲乙

協議して決める。

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その

１通を所持する。

平成２７年８月１７日



- 233 -

甲 富山県砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 富山県砺波市神島７５６－１

社会福祉法人となみ野会

理事長
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災害時における柔道整復師会支援活動協定書

砺波市（以下「市」という」と砺波市柔道整復師会（以下「整復師会」という）とは、

災害時の支援活動に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、地震、風水害その他の大規模な災害が発生した場合に、整復師会

が市に行う支援活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（支援活動の実施）

第２条 市は、砺波市内において大規模な災害が発生し、整復師会の協力が必要と認め

るときは、整復師会に対し派遣場所、日時、救援対象人数等を明示して支援活動の要

請を行うものとする。

２ 整復師会は、市から前項の支援活動の要請を受けたときは、速やかに災害支援班を

編成し、可能な範囲において支援活動を実施する。

（支援活動の内容）

第３条 前条の規定により、整復師会が行う支援活動の内容は、柔道整復師法（昭和４

５年法律第１９号）第４章に規定する業務の範囲内での応急救護活動とする。

（経費の負担）

第４条 第２条の規定により、整復師会が支援活動を行う経費は整復師会の負担とする。

ただし、整復師会が当該支援活動の実施に当たり、調達した医療用消耗品（ガーゼ・

包帯・マスク・手袋・絆創膏等の衛生材料）については市の負担とする。

（報告及び連絡方法）

第５条 市は、整復師会に対し支援活動要請書（様式第１号）をもって支援活動の要請

を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話等により要請し、事後

速やかに支援活動要請書を提出するものとする。

２ 整復師会は、前項の要請を受けたときは、第２条の規定により災害支援班を編成し、

支援活動を実施したときは、支援活動終了後速やかに支援活動実施報告書（様式第２

号）に参加名簿、使用した医療用消耗品の種類及び数量等を記載した書類を添えて市

に提出するものとする。

（災害補償）
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第６条 第２条の要請に基づき支援活動に従事した者が、当該業務により負傷、疾病又

は死亡した場合の補償及び支援活動の従事中に第三者に過失により損害を与えた場

合の補償は、整復師会が加入する医療損害賠償保険に基づき行うものとする。

（連絡責任者）

第７条 市及び整復師会は第２条の要請に関する事項の連絡を確実かつ円滑に行うた

め、次のとおり連絡責任者を置くものとする。

（１）市の連絡責任者 砺波市企画総務部総務課長

（２）整復師会の連絡責任者 砺波市柔道整復師会長

（協定期間）

第８条 この協定は、市又は整復師会が文書をもって１箇月前までに相手側に対し改正

又は廃止の意思表示をしない限り、その効力を持続するものとする。

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、市、整復師会両者記名押印

のうえ各自１通を保有するものとする。

平成２７年８月１８日

富山県砺波市栄町７番３号

砺波市長

富山県砺波市鷹栖１１５４番地

砺波市柔道整復師会長
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災害時における支援協力に関する協定書

砺波市（以下「市」という。）とユニー株式会社アピタ砺波店（以下「アピタ砺波店」

という。）とは、次のとおり災害時における支援協力に関する協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、市内で災害対策基本法（昭和３６年法２２３号。以下「基本法」

という。）、第２条第１号に規定する災害や大規模な火災、事故その他重大な事案が発

生し、又はその恐れがある場合（以下「災害時等」という。）において、市民の生命

の保護及び生活の安定を図るため、必要な手続きを定めるものとする。

（協力の要請）

第２条 市は、災害時等において必要があると認めるときは、アピタ砺波店に救援物資

の供給や一時避難場所の提供等について要請することができる。

（救援物資や提供施設の範囲）

第３条 市がアピタ砺波店に要請する救援物資や一時避難場所の範囲は、次に掲げるも

ののうち、アピタ砺波店が提供可能な範囲とする。

（１）別表に掲げる救援物資、施設及び駐車場

（２）その他アピタ砺波店が提供可能な救援物資、施設及び駐車場等

（要請の方法）

第４条 第２条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請す

るいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書により通知するものと

する。

（協力の実施）

第５条 アピタ砺波店は、前条の規定により市から要請を受けたときは、救援物資の優

先供給及び一時避難場所の優先提供に努めるものとする。

２ アピタ砺波店は、前項の協力を実施したときは、その協力の終了後速やかにその実

施状況を文書により市に報告するものとする。

（引渡し等）

第６条 救援物資の引渡し場所は、市が指定するものとし、その指定場所までの運搬は、

原則としてアピタ砺波店が行うものとする。ただし、アピタ砺波店が運搬することが
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困難な場合は、運搬方法について市とアピタ砺波店が協議の上、決定するものとする。

２ 市は、アピタ砺波店が前項の規定により救援物資の運搬する車両を優先車両として

通行できるよう配慮するものとする。

（一時避難場所）

第７条 一時避難場所の管理運営は、市とアピタ砺波店が協力して行うものとする。

２ アピタ砺波店に過失がない場合、一時避難場所における避難者及び第三者が受ける

損害は、アピタ砺波店は責任を負わないものとする。

（一時避難場所解消への努力）

第８条 市は、アピタ砺波店が早期に施設利用を再開できるよう配慮するとともに、当

該一時避難場所の早期解消に努めるものとする。

（費用の負担）

第９条 第５条の規定により、アピタ砺波店が供給した救援物資の代金及びアピタ砺波

店が行った運搬等の経費は、市が負担するものとする。

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、市とアピタ

砺波店が協議の上、定めるものとする。

３ 一時避難場所の管理運営に係る費用については、市とアピタ砺波店が協議の上、定

めるものとする。

（費用の支払い）

第１０条 前条の費用は、アピタ砺波店の請求により、市が支払うものとする。

２ 市は、前項に基づく請求があったときは、その内容を確認し、アピタ砺波店に対し

３０日以内に代金を支払うものとする。

（情報交換）

第１１条 市とアピタ砺波店は、平常時から相互の連絡体制や救援物資の供給及び一時

避難場所の提供等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。

（協議）

第１２条 市とアピタ砺波店は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、必要に

応じ協議を行うものとする。

２ 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事項については、市と

アピタ砺波店が協議の上、定めるものとする。
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（有効期間）

第１３条 この協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、この協定締結日から

１年間とする。

２ 協定期間の満了する１ケ月前までに、市又はアピタ砺波店から何らかの申出がない

ときは、期間満了の日の翌日から更に１年間延長するものとし、その後の期間満了の

場合も、同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、市、アピタ砺波店双方記名押印の

うえ、各１通を保有する。

平成２８年４月２１日

富山県砺波市栄町７番３号

砺波市長

富山県砺波市太郎丸三丁目６９番地

ユニー株式会社アピタ砺波店

店 長
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災害時における応急対策業務に関する協定書

砺波市（以下、「市」という。）と公益社団法人日本下水道管路管理業協会中

部支部富山県部会（以下、「富山県部会」という。）とは、市の管理する下水道

管路施設が、地震、風水害その他の大規模な災害により被災した場合（以下、「災

害時」という。）に行う応急対策業務（以下、「業務」という。）に関し、以下の

とおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、災害時における応急対策について基本的な事項を定め、

被災した下水道管路施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。

（協力業務）

第２条 この協定の対象となる業務は、災害時における被害調査及び応急措置

とし、市が必要と認めた範囲とする。

（協力の要請）

第３条 市は、災害時において応急対策を行う必要が生じた場合は、災害の実

情に応じて富山県部会に対し協力要請書（様式第１号）により協力を要請す

ることができるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等に

より要請し、事後速やかに協力要請書を提出するものとする。

２ 富山県部会は、協力の要請に備え、使用資機材等の確保に努めるものとす

る。

（応急対策の実施と報告）

第４条 富山県部会は、前条の規定による要請を受けた場合は、応急対策の内

容を検討のうえ、協力業者の中から業務担当業者（以下、「担当業者」という。）

を決定し、出動応諾書（様式第２号）を市に提出することにより出動を応諾

するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等によることが

できることとするが、この場合においても遅滞なく出動応諾書を提出するも

のとする。

２ 担当業者は、市の指示に従い、速やかに業務に着手するものとする。

３ 担当業者は、業務遂行にあたって第三者に損害を与えないように特段の注

意を払うものとする。

４ 担当業者は、業務従事者が労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第２０

号）の規定の適用をうけるための必要な手続きをあらかじめ行わなければな

らない。

５ 担当業者は、業務請負契約の根拠とするため、業務内容が判定できる写真
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等の資料を整理するとともに、適宜業務の進捗状況及び完了を市に報告する

ものとする。

（請負契約の締結）

第５条 市は、前条第５項の資料をもとに、担当業者と速やかに請負契約を締

結するものとする。

（連絡窓口）

第６条 市及び富山県部会は、第３条の要請に関する事項の連絡を確実かつ円

滑に行うため、次のとおり連絡窓口を置く。

（１）市の連絡窓口 砺波市建設水道部上下水道課

（２）富山県部会の連絡窓口 富山県部会

２ 富山県部会の連絡窓口は、別途業者に指定することができる。その場合は、

毎年年度初めに市へ報告するものとし、変更が無ければその効力は持続する

ものとする。

（協定の効力）

第７条 この協定は、市又は富山県部会が文書をもって１箇月前までに相手側

に対し改正又は廃止の意思表示をしない限り、その効力を持続するものとす

る。

（疑義の解決）

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定について、疑義を生じた事項

については、両者がその都度協議のうえ、これを定めるものとする。

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、市、富山県部会両

者記名押印のうえ各１通を保有するものとする。

平成２８年６月２３日

富山県砺波市栄町７番３号

砺波市長

富山県高岡市材木町７３１番地

公益社団法人日本下水道管路管理業協会

中部支部富山県部会長
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臨時災害放送局開設に関する協定

砺波市（以下「市」という。）と株式会社エフエムとなみ（以下「エフエムとなみ」

という。）は、臨時災害放送局の開設に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、砺波市に大規模災害が発生した際に、臨時災害放送局を開設し、

市民が必要とする避難場所、救援物資、仮設住宅、ライフライン復旧状況等の各種災

害関連情報を提供することで、市民生活の安全確保に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この協定における用語の意義は、次のとおりとする。

（１）大規模災害災害対策基本法に基づく砺波市災害対策本部が設置された場合又は市

とエフエム となみが特に必要と認めた場合の災害とする。

（２）臨時災害放送局放送法第８条に規定する「臨時かつ一時の目的のための放送（臨

時目的放送）」のうち、「暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発

生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと」（放送法施行規則第７条第２項

第号）を目的とする放送を行う放送局をいう。

（開設の判断）

第３条 臨時災害放送局の開設は、大規模災害発生時において市が判断する。

（運用手法）

第４条 市は、当該放送局免許を取得した場合、当該放送局の運営をエフエムとなみに

委託するものとする。

２ 開設場所は、エフエムとなみの所在地とする。ただし、災害状況に応じてより適切

な開設場所がある場合は当該場所へ開設するものとする。

３ 運営に関する機材等は、エフエムとなみの所有する機材等を使用するものとし、市

から機材等の救援がある場合は積極的に活用するものとする。

４ 放送内容は、市の災害対策本部とエフエムとなみが効率的な手段で連絡を取り合い、

市から提供又は指示を受けた内容とする。災害状況等により連絡が取りにくい場合は、

その都度、市とエフエムとなみが協議して連絡手段を決定するものとする。

５ 市及びエフエムとなみは、在住外国人向けの多言語での放送も視野に入れるものと

する。

7－43－1 臨時災害放送局開設に関する協定
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（責任者）

第５条 市及びエフエムとなみは、臨時災害放送局による放送を確実かつ円滑に実施す

るため、それぞれ連絡責任者を置き、次の職にあるものを充てる。

（１）砺波市企画総務部長

（２）株式会社エフエムとなみ業務部長

（費用の負担）

第６条 本協定に基づく臨時災害放送局を開設した場合の費用は市が負担するものと

し、その額については市とエフエムとなみが別途協議の上、決定するものとする。

（協定の期間）

第７条 この協定の期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日の

１か月前までに市とエフエムとなみいずれからも協定解除又は変更の意思表示がな

いときは、さらに１年間期間を 延長するものとし、以後もまた同様とする。

（その他）

第８条 この協定書に定めない事項及びこの協定書に疑義が生じたときは、市とエフエ

ムとなみが協議の上、定めるものとする。

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

ものとする。

平成２８年１０月２６日

富山県砺波市栄町７番３号

砺波市長

富山県砺波市太郎丸２丁目１２９番地

株式会社エフエムとなみ

代表取締役社長
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災害緊急放送に関する相互協定書

砺波市（以下「市」という。）と株式会社エフエムとなみ（以下「エフエムとなみ」

という。）は、災害緊急放送に関して、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は「砺波市地域防災計画」に定める災害に関し、緊急放送を通じて被

害の軽減を図り、もって市民生活の安全確保に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この協定における用語の意義は、次のとおりとする。

（１）「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他の異常な自然現象又は大

規模な火災若しくは爆発その他の非常の状態をいう。

（２）「災害緊急放送」とは、前条の目的を達成するため、市の要請に基づき、エフエ

ムとなみの行う他の放送に優先して行う臨時の放送をいう。

（放送の要請）

第３条 市は、災害時における災害防止と被害の拡大防止を図るため、住民等へ情報伝

達の必要があると認めたときには、エフエムとなみに対し、放送を行うよう要請する

ことができる。

（要請の手続き）

第４条 市は、エフエムとなみに対し、次に掲げる事項を記載した要請書により放送を

行うことを要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により

要請し、事後に文書を提出するものとする。

（１）放送要請の理由

（２）放送事項

（３）希望する放送日時

（４）その他必要な事項

（５）要請連絡者

（運用）

第５条 災害緊急放送の運用にあたっては、エフエムとなみとしての番組編成を尊重し、

次の各号に定める手順により放送するものとする。

7－43－2 災害緊急放送に関する相互協定
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（１）エフエムとなみの事務所が有人の時間（概ね月曜から土曜の午前９時から午後５

時３０分までの間）

ア 市は、前条に定めた手順により、エフエムとなみの事務所あてに災害緊急放送で

ある旨を明確にして概要を連絡する。

イ エフエムとなみは、災害緊急放送の要請を受けた後、その内容を市に確認し、災

害緊急放送であると判断した場合において、他の放送より優先してこれを放送しな

ければならない。それ以後においても状況を把握し、適時繰り返し放送を行う。

ウ エフエムとなみは、市からの要請のあった災害緊急放送の内容が災害緊急放送で

はないと判断した場合には、この限りではない。

（２）前号に掲げる時間以外又は特別の事情によりエフエムとなみの事務所が無人であ

る時間

ア 市は、前条に定めた手順により、エフエムとなみの事務所あてに災害緊急放送で

ある旨を明確にして概要を連絡する。あわせて、エフエムとなみの責任者あてに電

話等により連絡す

る。

イ エフエムとなみは、出社した社員がその内容を市に確認し、災害緊急放送である

と判断した場合は、他の放送より優先してこれを放送しなければならない。それ以

後においても状況を把握し、適時繰り返し放送を行う。

ウ エフエムとなみは、市からの要請のあった災害緊急放送の内容が災害緊急放送で

はないと判断した場合には、この限りではない。

（責任者）

第６条 災害緊急放送を行うときの連絡を確実かつ円滑に行うため、双方に責任者を置

き、次の職にあるものを充てる。

（１）砺波市企画総務部長

（２）株式会社エフエムとなみ業務部長

（訓練）

第７条 市及びエフエムとなみは、この協定の実効性を高めるため、災害緊急放送の訓

練を適時実施する。

（費用の負担）

第８条 放送にかかわる費用負担は、以下のとおりとする。

（１）災害緊急放送の概要の受信に使用するファクス、電話又はパソコン等の設置及び

維持に要する費用は、原則としてエフエムとなみの負担とする。

（２）災害緊急放送に要する費用は、原則としてエフエムとなみの負担とする。



- 245 -

（３）市は、エフエムとなみの災害緊急放送にあたり、その施設利用について便宜を図

る。

（４）災害緊急放送の実施により、その間予定していた番組又はコマーシャルが放送で

きなかった場合は、エフエムとなみと当該広告主等との協議により解決を図る。

（協定の期間）

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、期間

満了の日の１か月前までに市エフエムとなみいずれからも協定解除又は変更の意思

表示がないときは、さらに１年間期間を延長するものとし、以後もまた同様とする。

（その他）

第１０条 この協定書に定めない事項及びこの協定書に疑義が生じたときは、市とエフ

エムとなみが協議の上、定めるものとする。

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

るものとする。

平成２８年１０月２６日

富山県砺波市栄町７番３号

砺波市長

富山県砺波市太郎丸２丁目１２９番地

株式会社エフエムとなみ

代表取締役社長
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大規模災害発生時 一時避難所提供に関する協定書

砺波市（以下「甲」という。）とパナソニック セミコンダクターソリューションズ株式

会社（以下「乙」という。）とパナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社（以

下「丙」という。）と砺波市柳瀬地区自主防災会（以下「丁」という。）は、地震などの大

規模災害発生時に砺波市柳瀬地区在住の居住者が一時避難するための避難所として乙の社

屋を提供することに関し、次の通り協定する。

（目的）

第１条 乙は、甲に対し、地震等の大規模災害発生時に、避難対象者（第３条に規定）の

安全を確保するため、第２条で指定される施設を一時避難所として使用することを許諾

し、当該施設を使用するために乙が所有する敷地内を避難対象者が通行することを許可

する。

（対象となる施設）

第２条 乙が甲に使用を許諾する施設は、以下に記載の通りとし、具体的な構内見取図は

付属書 Aに記載の通りとする。
所 在 地：〒939-1312 富山県砺波市東開発２７１番地
会 社 名：パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社

拠 点 名：砺波拠点

使用可能施設：更衣棟

（避難対象者）

第３条 本協定第１条に記載されている避難対象者とは、丁に所属する居住者とする。

（承諾）

第４条 丙は、別途乙丙間の契約により乙から共用で通行することを許可されている敷地

を、地震等の大規模災害発生時に避難対象者が通行することを承諾する。

（使用上の義務と協力）

第５条 本協定に基づく避難対象となる大規模災害とは、地震、水害、土砂災害、大火事

等の場合であり、基本的に自治体からの避難情報に基づく避難を対象とする。

２ 避難中、丁は、甲、乙および丙があらかじめ丁に提示した、あるいは甲、乙および丙

が必要に応じ、都度、指示または提示する避難場所、通行可能場所、車両の駐車場所等

の注意事項、その他の必要事項を避難対象者に遵守させるものとし、乙および丙の生産

7－44大規模災害発生時 一時避難所提供に関する協定
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並びに安全設備に影響を与える行為をさせないものとする。万一、丁または避難対象者

の故意、過失により乙および丙の生産並びに安全設備に損害を与えた場合、甲または丁

は損害賠償の責を負うものとする。

３ 甲は、丁および避難対象者に前項に定める注意事項、必要事項を遵守させるものとす

る。

４ 丁は、第２項に基づき甲、乙および丙からあらかじめ提示された注意事項、その他の

必要事項を事前に避難対象者に周知するものとし、丁および避難対象者は、避難中、甲、

乙および丙の指示に従い、第２項に記載される注意事項、必要事項を遵守しなければな

らない。

５ 避難対象者の避難中に乙の構内で発生した避難対象者に係る事件・事故について、乙

および丙は、甲、丁並びに避難対象者、その他の第三者に対し、一切の責任を負わない

ものとする。

６ 本協定は、大規模災害発生時の一時的な緊急避難を目的とするものであって、避難が

長期化する、または長期化する可能性がある場合、丁および避難対象者の乙の構内から

の退去を含む対応について、乙および丙は、甲に対して協議を申し入れることができる

ものとし、甲は誠実に対応するものとする。

（連絡担当者）

第６条 本協定に関する連絡担当者は付属書Ｂの通りとし、各当事者は、必要がある場合、

当該連絡担当者を通じて連絡を取り合うものとする。

（有効期間）

第７条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から５年間とする。ただし、期間満了の１

か月前までに、いずれの当事者からも本協定を終了する旨の申し出がないときは、本協

定の有効期間は自動的に１年間延長されるものとし、以降も同様とする。

２ 前項の規定にかかわらず、いずれの当事者も３か月前までに書面により他の全ての当

事者に通知することにより本協定を解除することができるものとする。

（反社会的勢力の排除）

第８条 丁は、自己、自己の役員および構成員、自己の代理人もしくは媒介をする者また

は避難対象者が、反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年

を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまた

は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ）に該当しないこと、

および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しな

いことを保証する。

（１）反社会的勢力が運営を支配していると認められる関係を有すること。
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（２）反社会的勢力が運営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

（３）自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも

ってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。

（４）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められる関係を有すること。

（５）役員または運営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべ

き関係を有すること。

２ 丁は、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれにも該当する行為を行わない

ことを表明し、保証する。

（１）暴力的な要求行為

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為

（３）脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

（４）風説を流布し、偽計または威力を用いて乙または丙の名誉・信用を毀損し、あるい

は乙または丙の業務を妨害する行為

（５）その他前各号に準ずる行為

３ 丁は、前二項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに甲、乙および丙にその事実

を報告するものとする。

４ 乙および丙は、丁が前各項の規定に違反した場合、第７条の規定にかかわらず、催告

その他何等の手続を要することなく、直ちに本協定を解除することができるものとする。

（協議解決）

第９条 本協定に定めのない事項または本協定の内容に疑義が生じた場合、必要に応じ、

甲乙丙丁協議のうえ解決するものとする。

以上、本協定の成立を証するため、本書４通を作成し、甲乙丙丁記名捺印のうえ各１通

を保有するものとする。

平成２９年２月１５日

甲 富山県砺波市栄町 7番 3号
砺波市長

乙 京都府長岡京市神足焼町 1番地
パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社

代表取締役社長

上記代理人
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同社

半導体ビジネスユニット マニュファクチャリングセンター

北陸製造統括部 部長

丙 富山県魚津市東山 800番地
パナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社

取締役社長

丁 富山県砺波市柳瀬 573番地
柳瀬地区自主防災会

会長
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災害時における応急対策業務に関する協定

砺波市（以下「甲」という。）と富山県電気工事工業組合（以下「乙」という。）と

は、砺波市地域防災計画に基づき、地震、風水害等の災害が発生した場合の応急対策

業務等の実施について、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、市民の安全を確保するため、災害時に甲の管理する公共施設等

における電気設備の機能の確保及び復旧を図るとともに、災害時の甲、乙間におけ

る応急対策業務の実施に関する基本的事項を定め、もって迅速かつ的確に対応する

ことを目的とする。

（実施要請）

第２条 甲は、前条の目的を達成するために応急対策業務の必要があると認めたとき

は、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。た

だし、緊急の場合には、口頭、電話又はファックス等により要請し、その後速やか

に文書を提出するものとする。

（１）災害の状況

（２）応急対策業務の内容及び場所への経路

（３）応急対策業務の期間

（４）前３号に掲げるもののほか、応急対策業務のために必要な事項

２ 乙は、甲から前項による要請があったときは、特別な理由がない限り、速やかに

当該業務を実施するものとする。

（応急対策業務の内容）

第３条 甲が乙に実施を要請する応急対策業務の内容は、次に掲げる事項とする。

（１）公共施設等の電気設備等の復旧及び電気に係る事故防止措置

（２）前号に掲げるもののほか、公共施設等の電気設備機能の確保及び回復を図る上

で必要な事項

（費用の負担）

第４条 甲が要請した応急対策業務に要する費用は、甲が負担する。

２ 前項の費用は、災害の直前における通常の価格を基準として、甲乙が協議の上、

決定するものとする。

（従事者の損害補償）

7－45 災害時における応急対策業務に関する協定
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第５条 第２条の規定に基づき、応急対策業務に従事した者が、当該業務により負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の損害補償は、労働者災害補償保険

法（昭和２２年法律５０号）により行うものとする。

（実施細目）

第６条 この協定の実施に関し必要な細目は、甲乙が協議の上、定めるものとする。

（連絡体制の整備）

第 7条 応急対策業務に関する事項の連絡を円滑に行うため、甲及び乙はあらかじめ

連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。

２ 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、災害時に支障をきたさ

ないよう常に点検及び改善に努めるものとする。

（有効期限）

第８条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をも

って協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

（その他）

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲

乙協議の上定めるものとする。

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、両者記名押印の上、各自

その１通を保有するものとする。

平成２９年１０月１７日

甲 砺波市栄町７番３号

砺波市長

乙 富山市上冨居一丁目７番１２号

富山県電気工事工業組合

理 事 長
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８－１　震度階級関連解説表

震度
階級

0

1

2

3

4

5弱

5強

6弱

6強

7

人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況

人間の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

人は揺れを感じないが、地震計
には記録される。

屋内で静かにしている人の中に
は、揺れをわずかに感じる人がい
る。

屋内で静かにしている人の大半
が、揺れを感じる。眠っている人
の中には、目を覚ます人もいる。

電灯などのつり下げ物が、わずか
に揺れる。

屋内にいる人のほとんどが、揺れ
を感じる。歩いている人の中に
は、揺れを感じる人もいる。眠っ
ている人の大半が、目を覚ます。

棚にある食器類が、音を立てるこ
とがある。

電線が少し揺れる。

ほとんどの人が驚く。歩いている
人のほとんどが、揺れを感じる。
眠っている人のほとんどが、目を
覚ます。

電灯などのつり下げ物は大きく揺
れ、棚にある食器類は音を立て
る。座りの悪い置物が倒れること
がある。

電線が大きく揺れる。自動車を
運転していて、揺れに気づく人が
いる。

大半の人が、恐怖を覚え、物に
つかまりたいと感じる。

電灯などのつり下げ物は激しく揺
れ、棚にある食器類、書棚の本
が落ちることがある。座りの悪い
置物の大半が倒れる。固定して
いない家具が移動することがあ
り、不安定なものは倒れることが
ある。

まれに窓ガラスが割れて落ちるこ
とがある。電柱が揺れるのがわか
る。道路に被害が生じることがあ
る。

大半の人が物につかまらないと歩
くことが難しいなど､行動に支障を
感じる。

棚にある食器類や書棚の本で、
落ちるものが多くなる。テレビが台
から落ちることがある。固定してい
ない家具が倒れることがある。

窓ガラスが割れて落ちて落ちるこ
とがある。補強されていないブロッ
ク塀が崩れることがある。据付け
が不十分な自動販売機が倒れ
ることがある。自動車の運転が困
難となり、停止する車もある。

立っていることが困難になる。 固定していない家具の大半が移
動し、倒れるものもある。ドアが
開かなくなることがある。

壁やタイルや窓ガラスが破損、落
下することがある。

固定していない家具のほとんどが
移動し、倒れるものが多くなる。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落
下する建物が多くなる。補強され
ていないブロック塀のほとんどが崩
れる。

固定していない家具のほとんどが
移動したり倒れたりし、飛ぶことも
ある。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落
下する建物がさらに多くなる。補
強されているブロック塀も破損す
るものがある。

立っていることができず、はわない
と動くことができない。揺れにほん
ろうされ、動くこともできず、飛ばさ
れることもある。
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８－１　震度階級関連解説表

５弱

５強

６弱

６強

7

５強

６弱

６強

7

木造建物（住宅）の状況

木造建物（住宅）
耐震性が高い 耐震性が低い

壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられる
ことがある。

壁などにひび割れ・亀裂がみられることが
ある。

壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられる
ことがある。

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ること
がある。
瓦が落下したり、建物が傾いたりすること
がある。倒れるものもある。

壁などにひび割れ・亀裂がみられることが
ある。

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るもの
が多くなる。
傾くものや、倒れるものが多くなる。

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。
まれに傾くことがある

傾くものや、倒れるものがさらに多くな
る。

鉄筋コンクリート造建物の状況
鉄筋コンクリート造建物

耐震性が高い 耐震性が低い
壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂
が入ることがある。

壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂
が入ることがある。

壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂
が多くなる。

壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂
が多くなる。

壁、梁、柱などの部材に、斜めやX状のひ
び割れ・亀裂がみられることがある。
１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるも
のがある。

壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂
がさらに多くなる。
１階あるいは中間階が変形し、まれに傾く
ものがある。

壁、梁、柱などの部材に、斜めやX状のひ
び割れ・亀裂がみられることがある。
１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるも
のが多くなる。

震度
階級

震度
階級
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８－１　震度階級関連解説表

震度
階級
５弱

５強

６弱

６強

7

ライフライン・インフラ等への影響

大規模構造物への影響

（気象庁）

地盤・斜面の状況

地盤の状況 斜面等の状況

地割れが生じることがある。
がけ崩れや地すべりが発生することがあ
る。

ガス供給の停止

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以
上の揺れで遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。
さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が
止まることがある。

断水、停電の発生
震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生すること
がある。

鉄道の停止、
高速道路の規制等

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全
確認のため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断に
よって行われる。（安全確認のための基準は、事業者や地域によって異
なる。）

電話等通信の障害

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・
インターネット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等が
つながりにくい状況（ふくそう）が起こることがある。そのための対策
として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、
通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行わ
れる。

エレベーターの停止

地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった
場合、安全のため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、
時間がかかることがある。

長周期地震動によ
る超高層ビルの揺
れ

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンク
リート造建物に比べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を
持っている。しかし、長周期地震動に対しては、ゆっくりとした揺れが
長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯＡ機器などが大きく移
動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいられない
状況となる可能性がある。

石油タンクのス
ロッシング

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が
大きく揺れる現象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災など
が発生したりすることがある。

大規模空間を有す
る施設の天井等の
破損、脱落

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁な
ど構造自体に大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく
揺れたりして、破損、脱落することがある。

亀裂や液状化が生じることがある。
落石やがけ崩れが発生することがある。

大きな地割れが生じることがある。
がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山
体の崩壊が発生することがある。
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８－２ 在宅要援護者が家庭内対策として取り組むべき事項

全国社会福祉協議会社会福祉関係災害対策検討委員会の「社会福祉関係災害対策要綱」（平成８

年３月）では、在宅要援護者が家庭内対策として取り組むべき事項として以下のような点を示し

ている。

項 目 事 項

Ａ 安全な空間の確保 【共通】

１ 家具が倒れないように固定する。

２ 重いものは、押入れやタンスの下に入れる。

３ 置物などは高いところには置かない。

４ ガラスが割れて床に散らばったときのためにスリッパなどを身

近に置く。

５ 避難しやすいように、寝室から玄関までの間には物をできるだけ

置かないようにし、脱出ルートを確保しておく。

６ 壁に筋交いを入れ倒壊しないよう補強する。

【視覚障害】

１ ガラスなどが飛散して、床が危険になるので室内にスリッパなど

を用意する。

２ ラジオがすぐに利用できるよう身近に置いておく。

（または携帯ラジオを身につける。）

【聴覚障害】

１ 補聴器を枕元に置く。小さいので紛失しないように工夫する。

２ テレビ等のスイッチがすぐ入れられるようにしておく。

３ ファックスを設置しておく。

【肢体不自由】

１ 居住スペースは、できれば堅牢な建物の１階を選ぶ。

２ 車いすが通れる幅を常に確保しておく。

３ 車いすが倒壊した家具の下敷きにならないように安全な場所に

置く。

４ 車いすが使用不能になったときのため、それに代わる杖などを準

備しておく。

Ｂ 備蓄と非常時用持

出し品

【共通】

１ 乾パンなどの食料、飲料水

２ 懐中電灯

３ 携帯ラジオまたはテレビ

４ 乾電池（定期的に取り替えたもの）

５ 身の回り品（下着などの衣類、タオル、必要に応じおむつ、生理

用品など）

６ 救急セット

７ 常備薬

８ 現金

９ 雨具
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項 目 事 項

Ｂ 備蓄と非常時用持

出し品

（つづき）

10 「緊急連絡カード」（住所、氏名、緊急時の連絡先、かかりつけ

の医療機関、常備薬の種類などを記載したもの）

11 非常ベル（緊急通報装置）

【視覚障害（弱視を含む）】

１ 白杖

２ 糖尿病、緑内障のある人は常備薬

【脊髄障害】

１ 携帯用トイレ

【脳性マヒ】

１ 携帯用トイレ

２ 食事セット

【内部障害】

１ ストマ用具（備蓄は最低 10日～30日分が望ましい。）
２ 浣腸セット（水、ぬれティッシュペーパー、輪ゴム、ビニール袋、

はさみ）

【知的障害】

１ 常備薬と処方箋

２ 身のまわり品や食べ物

（こだわりを持っている場合は、それを考慮する。）

【精神障害】

１ 緊急連絡カード（かかりつけの医療機関名、薬の種類を忘れずに

記載しておく。）

Ｃ 避難場所の確認 【共通】

１ 平常時に自分の住む地域の指定された避難場所を確認しておく。

２ 平常時に避難場所を確認し、実際に歩いて行ってみる。

Ｄ 情報の確保 【共通】

○ 日頃から入手しておく情報

１ 地方公共団体の広報や福祉団体からの機関誌等によって、どこに

連絡すればどのような情報が得られるのか確認しておく。（地方

公共団体の広報について、点字、録音などのものが必要な場合は、

市町村に連絡すること。）

２ 必要な連絡先は、災害時に紛失しないように壁に貼ったりノート

に整理しておく。

３ 障がい団体に加入するなど障がいのある人どうしのコミュニケ

ーションネットワークをつくっておく。

○ 障がいのある人自身からのアピールのために

１ 緊急時に、知らせてもらえる人（安否を確認してくれる人）を確

保しておく。

２ 市町村の福祉関係、かかりつけの医療機関、厚生センター等の相

談窓口への連絡方法を承知しておく。

３ 障がい者団体との連絡体制を確保しておく。

４ 助けを求める方法を承知しておく。
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項 目 事 項

Ｄ 情報の確保

（つづき）

【視覚障害】

１ 携帯ラジオを常に携帯しておく。

２ まわりの状況を知らせてくれる人を確保しておく。

【聴覚障害】

１ 警察、消防、病院、行政、障がい者団体等との連絡に必要なファ

ックス番号を確認しておく。

２ 救援のサインを練習しておく。

３ 手話通訳のできる人を確保しておく。

【肢体不自由】

１ 緊急時の介護者を確保しておく。

【内部障害】

１ かかりつけの医療機関、常用している薬品名を確認しておく。

２ 人工透析を行っている場合、かかりつけ以外の医療機関への連絡

方法を確認しておく。

３ ストマのメーカー、販売店の連絡先を承知しておく。家族にも同

様の連絡先を知らせておく。また、処理方法も家族に教えておく。

【知的障害】

１ パニックになって飛び出し、迷子になった場合に連絡してもらえ

るよう、連絡先等をもっておく。

【精神障害】

１ かかりつけの医療機関、常用している薬品名を確認しておく。

２ 厚生センターや福祉作業所等の連絡先を承知しておく。

Ｅ 近隣・地域社会との

つながりを強める

【共通】

１ 近隣の人々に「障がいのある人」であることを理解してもらい、

社会の一員として交流をもつ。

２ 以下のような留意点があることを理解してもらう。

【視覚障害】

・情報に不自由し、行動も不自由すること。

・周囲の環境が変化すると、一人では行動できなくなること。

【聴覚障害】

・口話、手話、筆談でコミュニケーションができること。

【重症心身障害】

・できれば、本人と関係をもっている医療機関、福祉機関を知って

もらうこと。

【知的障害】

・精神的に不安になる場合があること。

・他人への配慮が得意ではないこと。

・特定のものにこだわりをもつ場合があること。

【精神障害】

・必要な場合には、厚生センター、福祉事務所、医療機関、障害福

祉サービス事業所など通常本人と接触しているスタッフに連絡

をとってもらうことも必要なこと。
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【避難行動要支援者が参加する防災訓練の工夫】

（出典）「社会福祉関係災害対策要領」全国福祉協議会社会福祉関係災害対策検討委員会

平成８年３月より作成

項 目 事 項

Ｅ 近隣・地域社会との

つながりを強める

（つづき）

３ 地域活動へ積極的に参加する。

・町内会の行事に参加する。

・自主防災組織が行う防災訓練に積極的に参加する。

・地域の社会福祉協議会やボランティア団体と交流し、顔見知りと

なっておく。

・地域の障がいのある人を担当する相談員を知っておく。

□ 防災訓練に障がいのある人の参加を呼びかけるとともに、障害のある人を講師として救護

方法の訓練をする。

・障がいの特性に応じた救出方法を習得する。

・仮想災害（火災、家屋転倒、福祉用具の欠損状態のものなど）のもとで救出訓練をする。

□ 防災訓練には、障がいのある人などを講師として障がい体験のプログラムを取り入れる。

・目隠しをして町内を歩いてみる。

・聴覚障害のある人のコミュニケーション（初歩の手話、筆談）を体験してみる。

・車いすで町内、駅、市町村庁舎などを移動してみる。

・補助具などの重い負荷をつけて歩いてみる。



８－３ ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル「１７１」解説資料

災害用伝言ダイヤルの概要

災害用伝言ダイヤルは、被災地内の電話番号をキーにして、安否等の情報を

音声により伝達するボイスメールサービスです。

災害用伝言ダイヤルは、被災地の自宅電話番号を自動判別して、全国に配置

された伝言蓄積装置に接続し、伝言を録音します。また、再生時も自動でこの

伝言蓄積装置に接続します。

災害時は、被災地内と全国から被災地への電話回線は混雑しますが、被災地

から全国への電話回線（発信）、被災地外と全国間の電話回線（発着信）は

比較的余裕があります。そこで、安否情報等の伝言を比較的余裕のある全国へ

分散させることで安否等の確認が比較的スムーズに行えるようになります。

また、システムが伝言を受け付けるので、（１）避難等により電話に応答で

きない方々への連絡が可能となる、（２）停電、被災により自宅の電話が使え

ない場合の連絡が可能となる、（３）呼出しても応答のない電話が減少する

など、安否情報の伝達性向上が図れます。

災害用伝言ダイヤルの活用方法

「１７１」をダイヤルし、利用ガイダンスに従ってダイヤルし、伝言の登録、

再生を行ってください。

－
2
5
9－
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８－４ 広報紙（チラシ）第１号のひな型

（注）本広報誌イメージは、配布ルートが途絶している段階を想定し、通常の全戸配付ではなく、主に避難所や市役所等での配付

や掲示板等への張り出しを想定したものである。

用紙サイズは、Ａ３とする。

○○災害情報 第１号 年 月 日発行

砺 波 市 編集・発行・問合せ先：砺波市災害対策本部企画情報班

電話 33-1111

（市長声明：励まし及び対策の方針）

この度の災害で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

現在、市では、災害対策本部を設置し、県、自衛隊をはじめとする防災機関とともに被災者の方々への支援及び施設の

応急復旧に全力をあげております。経過につきましては、随時お知らせしていきますので、各種作業への皆様のご理解を

ご協力をお願いいたします。

ご不便な生活がしばらく続くかと思いますが、共にこの災害に立ち向かい、早期の回復を目指しましょう。

砺波市災害対策本部長（砺波市長）

【注意報情報・災害状況／災害対策本部企画情報班】（ 月 日 時現在）

余震の見込み（気象庁発表）

土砂崩れ等２次災害注意情報

河川の状況

※ 通信の妨げとなりますので、不要不急の電話はご遠慮ください。

（安否のご確認に活用できるダイヤル「１７１」（ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル）が稼動中です。）

【被害速報／災害対策本部総務班】（ 月 日 時現在）

死者：○名 行方不明者：○名 負傷者：○名

避難者：○○小学校 ○名 ○○中学校 ○名 ○○公民館 ○名

【電気・水道情報／北陸電力・災害対策本部上下水道班】（ 月 日 時現在）

電気：○○地区停電中。明日、仮復旧の見込み。

水道：○○地区断水中。明後日を目標に復旧作業中。

【医療情報／災害対策本部救護班】（ 月 日 時現在）

診察可能医療機関：砺波総合病院、○○病院

医療救護所：○○小学校

【交通情報／災害対策本部土木班】（ 月 日 時現在）

通行止め：国道○号○○～○○、県道○号○○～○○ バス：加越能鉄道 市営バス

ＪＲ：城端線：運休中 北陸線：運休中 あいの風とやま鉄道：運休中 ＩＲいしかわ鉄道：運休中

タクシー：○○タクシー営業中

【食料・水・生活必需物資情報／災害対策本部応急物資支援班、農林班、上下水道班】（ 月 日 時現在）

現在、明日以降の分を手配中です。手配できしだい配付場所等をお知らせします。

避難所に避難されている方へ：避難所の運営には運営チームが全力を挙げているところですが、皆様のお手伝いを

いただければ幸いです。
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資料８－５－１ 住宅の耐震改修事業

・県住みよい家づくり資金

資料８－５－２ 県木造住宅耐震診断支援事業

資料８－５－３ 市木造住宅耐震改修支援事業

区 分 内 容

a 対象工事 耐震改修を含むリフォーム工事

b 限度額 500 万円

c 融資利率 1.7％固定

d 期間 15 年以内

区 分 内 容

a 診断費用 耐震診断に要する経費を県が負担

・申込者の負担額 ２千円～６千円

b 対象となる

住宅

◆以下の要件を満たす住宅が対象です。

(1)木造一戸建で、平屋建て又は２階建てのもの

(2)昭和５６年５月３１日以前に着工して建てられたもの

(3)軸組工法によるもの（伝統工法によるものも含みます）

c 受付窓口 （社）富山県建築士事務所協会が実施

区 分 内 容

a 改修費用 県と市が連携して経費の２/３かつ６０万円以内で補助

b 対象となる

住宅

◆耐震診断支援事業と同じ要件です。

c 受付窓口 都市整備課


