
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

射水市

H21.8.18改正

砺波市

富山市

H16.11.29改正

砺波市

南砺市

H16.11.29改正

砺波市

高岡市

H17.11.21改正

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

市町村名

富山県下
市  町 村
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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 

 

 －145－ 

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 

 

 －155－ 

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 

 

 －156－ 

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。 
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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 



 - 192 - 

 

 （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。 
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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   
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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
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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。 
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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 

                              

協定応援業務に関する協定 



 - 202 - 

（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） 
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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 

                              

協定応援業務に関する協定 



 - 206 - 

（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 
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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 
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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 

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 

 

（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
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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。）
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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  

 


