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13 応援協定等 

 

13－１ 災害時における市町村相互応援に関する協定 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、栃木県内の市町村において災害が発生し、被災市町村のみでは、十分な応

急処置が実施できない場合に、被災市町村が県内他市町村に要請する応援業務を円滑に実施す

るため、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第８条第２項第12号及び第67条第１項の規

定に基づき、相互応援に関し、必要な事項について定めるものとする。 

 （応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 (１) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

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

 (３) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん 

 (４) 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん 

 (５) 火葬場の提供及びあっせん 

 (６) ごみ、し尿等の処理のための車両及び施設の提供及びあっせん 

 (７) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、事務職、技能職等の職員の派遣 

 (８) ボランティアのあっせん 

 (９) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 （応援要請の手続き） 

第３条 被災市町村は、次の事項を明らかにして、口頭、電話又は電信により要請を行い、後

日、速やかに文書をもってその内容を通知するものとする。 

 (１) 被害の状況 

 (２) 前条第１号から第６号に掲げるものの品名、数量等 

 (３) 前条第７号に掲げるものの職種別人員 

 (４) 応援の場所及び経路 

 (５) 応援を希望する期間 

 (６) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 （応援の自主出動） 

第４条 災害が発生し、被災市町村との連絡が取れない場合かつ応援市町村が必要と認めたとき

は、自主的に出動できるものとする。 

２ 自主的に出動した応援市町村は、被災状況等の情報を収集し、その情報を被災市町村及び他

の応援市町村に提供するとともに、当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。 

３ 前項による応援については、被災市町村からの応援要請があったものとみなす。 

 （応援経費の負担） 
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第５条 応援に要した費用は、被災市町村の負担とする。ただし、前条に規定する被災地の情報

収集活動に要した経費は、応援市町村の負担とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、被災市町村の被災状況等を勘案し、特段の事情が認められるとき

は、応援に要した経費の負担については、被災市町村と応援市町村との間で協議して定める。 

 （経費の一時繰替え支弁） 

第６条 応援市町村は、被災市町村が前条に規定する経費を支弁することが困難であり、かつ、

その要請があったときは、当該経費を一時繰替え支弁するものとする。 

 （災害補償等） 

第７条 応援活動に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又はその活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、本

人又はその遺族に対する補償は、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）の規定に基

づき、応援市町村が行うものとする。 

２ 応援活動に従事した職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務

の従事中に生じたものについては被災市町村が、被災市町村への往復の途上において生じたも

のについては応援市町村が、賠償するものとする。 

 （県の役割） 

第８条 県は、この協定が円滑に実施できるよう、市町村に対し支援・協力を行うものとする。 

 （連絡の窓口） 

第９条 市町村は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、

速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。 

 （災害対策連絡会議の設置等） 

第10条 この協定に基づく応援を円滑に行うため、災害対策連絡会議を設置するものとする。 

２ 災害対策連絡会議は、地域ごとの代表市町村をもって構成するものとする。 

 （補則） 

第11条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町村が協議して定めるものとする。 

   附 則 

 この協定は、平成８年７月30日から施行する。 

 この協定の締結を証するため、市町村長及び知事が記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

  平成８年７月30日 
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13－２ 災害時における市町村相互応援に関する協定実施細目 

 

 （趣旨） 

第１条 この実施細目は、「災害時における市町村相互応援に関する協定」（以下「協定」とい

う。）の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （連絡の窓口） 

第２条 協定第９条の規定による市町村の相互応援に関する連絡担当部課は、別表１（省略）の

とおりとする。 

 （市町村の区分） 

第３条 大規模災害時における応援活動を迅速かつ円滑に行なうため、別表２のとおり市町村を

地域ごとに区分（以下「ブロック」という。）するものとする。 

 （応援ブロック） 

第４条 被災市町村を応援するにあたり、迅速な対応が行えるよう応援ブロックを別表３に定め

る。 

 （応援職員の携行品） 

第５条 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料等を携行するものとする。 

 （応援職員に対する便宜の供与） 

第６条 被災市町村は、災害応急対策に支障のない範囲で、必要に応じ、応援職員に対する宿舎

のあっせんその他の便宜を供与するものとする。 

 （応援職員の派遣に要する経費負担等） 

第７条 協定第５条第１項に定める経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担について

は、次のとおりとする。 

 (１) 被災市町村が負担する経費の額は、応援市町村が定める規定により算定した当該職員等の

旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

 (２) 前号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村及び応

援市町村が協議して定めるものとする。 

 （経費の支払方法） 

第８条 応援市町村が、協定第６条の規定に基づき、応援に要する経費を繰替支弁した場合に

は、次に定めるところにより算出した額について、被災市町村に請求するものとする。 

 (１) 応援職員等の派遣については、前条に規定する額 

 (２) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 

 (３) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

 (４) 車両、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の

修理費 

 (５) 施設の提供については、借上料 

 (６) 協定第２条第９号に規定する事項については、その実施に要した額 

２ 前号に定める請求は、応援市町村長名による請求書（関係書類添付）により、被災市町村長
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に請求するものとする。 

 （災害対策連絡会議） 

第９条 協定第10条第２項に定める地域ごとの代表市町村は、ブロック代表市町村とする。 

２ 災害対策連絡会議は、ブロック代表市町村の防災主管課長をもって構成する。 

３ 災害対策連絡会議では、次の事項について協議するものとする。 

 (１) 応援体制に関する事項 

 (２) 備蓄体制に関する事項 

 (３) 防災訓練に関する事項 

 (４) その他必要な事項 

４ この実施細目に定めのない事項については、災害対策連絡会議で協議するものとする。 

   附 則 

 この実施細目は、平成８年７月30日から施行する。 
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別表１〔省略〕 

 

別表２ 市町村の区分 

ブロック名 構 成 市 町 村 

北那須ブロック 大田原市、那須塩原市、那須町 

日光ブロック 日光市 

南那須ブロック 那須烏山市、那珂川町 

塩谷ブロック 矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町 

県央ブロック 宇都宮市、鹿沼市 

芳賀ブロック 真岡市、二宮町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 

県南ブロック 
栃木市、小山市、下野市、上三川町、西方町、壬生町、野木町、大平町、藤

岡町、岩舟町、都賀町 

安足ブロック 足利市、佐野市 

 

別表３ 応援ブロック 

被災ブロック名 応  援  ブ  ロ  ッ  ク  名 

北那須ブロック 日光ブロック、南那須ブロック、塩谷ブロック 

日光ブロック 北那須ブロック、塩谷ブロック、県央ブロック 

南那須ブロック 北那須ブロック、塩谷ブロック 芳賀ブロック 

塩谷ブロック 
北那須ブロック、日光ブロック、南那須ブロック、県央ブロック、芳賀ブロ

ック 

県央ブロック 日光ブロック、塩谷ブロック、芳賀ブロック、県南ブロック、安足ブロック

芳賀ブロック 南那須ブロック、塩谷ブロック、県央ブロック、県南ブロック 

県南ブロック 日光ブロック、県央ブロック、芳賀ブロック、安足ブロック 

安足ブロック 県央ブロック、芳賀ブロック、県南ブロック 
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13－３ 災害時における備蓄品の共同利用に関する協定 

 

 栃木県央都市圏首長懇談会を構成する宇都宮市、鹿沼市、真岡市、さくら市、下野市、日光

市、上三川町、西方町、二宮町、芳賀町、壬生町及び高根沢町（以下「６市６町」という。）

は、災害時における備蓄品の共同利用について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （備蓄品の提供） 

第１条 ６市６町の区域内において、災害が発生したときは、６市６町のうち災害を受けていな

い市町（以下「非被災市町」という。）は、災害を受けた市町（以下「被災市町」という。）に

対し、その援助の要請に応じて備蓄品を提供するものとする。 

 （援助の要請） 

第２条 被災市町が非被災市町へ援助を要請しようとするときは、次の事項を明らかにするもの

とする。 

 (１) 被害の状況 

 (２) 備蓄品の品名、数量等 

 (３) 備蓄品の搬入場所及び方法等 

２ 援助の要請は、電話その他の通信手段によるものとし、後日、文書をもってその内容を通知

するものとする。 

 （提供する備蓄品） 

第３条 非被災市町が提供する備蓄品は、非被災市町が保有する食糧、飲料水、生活必需品及び

防災資機材等とする。 

 （備蓄品の運搬） 

第４条 備蓄品の運搬は、備蓄品を保有する市町が行うものとする。 

 （経費の負担） 

第５条 備蓄品の提供に要した経費は、被災市町が負担するものとする。ただし、被災市町の被

災状況等を勘案し、特段の事情が認められるときは、被災市町と備蓄品を提供した市町との間

で別途協議するものとする。 

 （情報の交換） 

第６条 ６市６町は、この協定に基づく備蓄品の提供が円滑に行われるよう、備蓄等の状況に関

する資料を相互に交換するとともに、常に情報の交換に努めるものとする。 

 （補則） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して

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12通を作成し、６市６町は記名押印のうえ各１通を保

有する。 

 

  平成19年３月31日 

記名押印〔略〕 
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13－４ 石橋地区消防相互応援協定書 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、大規模災害及び産業災害等の予防、鎮圧に万全を期し、あわせて住民の安

寧秩序を図るため、市町相互の協力体制を確立し、不測の事態に対処することを目的とする。 

 （区域及び対象） 

第２条 この協定の実施区域は、下野市・壬生町・上三川町（以下「協定市町」という。）及び

石橋地区消防組合とする。 

 （災害の範囲） 

第３条 この協定において、災害とは大規模又は特殊火災及び自然災害等の突発的災害で応援活

動を必要とするものをいう。 

 （応援の種別） 

第４条 この協定による応援は、次に掲げるとおりとする。 

１ 普通応援  協定市町に接する地域及び当該地域周辺部で災害が発生した場合に、発生地の

市町長の要請をまたずに出動する応援。 

２ 特別応援  協定市町の区域内に災害が発生した場合に、発生地の市町長の要請に基づいて

出動する応援。 

 （応援要請の方法） 

第５条 応援の要請は、災害発生地市町長から電話、その他の方法により、次の事項を明確にし

て応援市町長に対し行うものとする。 

 (１) 災害の種別 

 (２) 災害発生の場所 

 (３) 所要人員及び機械器具・消火薬剤等の種別員数 

 (４) 応援隊集結（誘導員配置）場所 

 (５) その他必要事項 

２ 普通応援で出動した場合、応援側は直ちに受援側に連絡するものとする。 

 （応援隊の派遣） 

第６条 前条の規定により応援要請を受けた市町長は、当該市町区域内の警備に支障のない範囲

において応援隊を派遣するものとする。 

２ 応援市町長は、応援隊を派遣したときは、出発時刻・出動人員・機械器具・消火薬剤等の員

数・到着予定時刻を受援市町長に通報し、派遣しがたいときは、その旨を遅滞なく受援市町長

に通報するものとする。 

 （応援隊の誘導） 

第７条 消防長及び受援市町の消防団長は、集結場所に誘導員を待機させ応援隊の誘導に努める

ものとする。 

 （応援隊の指揮） 

第８条 応援隊の指揮は、消防長又は受援市町の消防団長が応援隊の長にこれを行うものとす
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る。ただし、緊急を要する場合は、直接応援隊の隊員に対して行うことができる。 

 （費用の負担） 

第９条 応援に要した費用については、次の区分により負担するものとする。 

 (１) 機械器具の小破損の修理・燃料・消防団員の手当等に関する費用は、応援隊側の負担とす

る。 

 (２) 機械器具の大破損の修理及び応援隊員の死傷による災害補償等重要事項については、当事

者間において協議のうえ決定する。 

 (３) 前各号以外の経費については、原則として受援市町の負担とする。 

 （保管） 

第10条 この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、協定市町長及び石橋地区消防組合管

理者が押印のうえ各１通を保管する。 

 （改廃） 

第11条 この協定の改廃は、協定者協議のうえ行うものとする。 

 （委任） 

第12条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、消防長及び協定市町の消防団長が協議の

うえ定める。 

   附 則 

 この協定は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この協定は、平成19年５月28日から施行する。 

 

記名押印〔略〕 
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13－５ 農業集落排水施設災害対策応援に関する協定 

 

 （趣旨） 

第１条 本協定は、協定参加者である地方自治体の農業集落排水施設が自然災害により被害を受

けた場合に、他の協定参加者が人員の派遣、必要な諸資機材の調達等を行い、災害対策の応援

を行うことを取り決めたものである。 

 （協定者） 

第２条 本協定の参加者は、社団法人地域資源循環技術センター（以下「センター」という。）

の会員である、都道府県、市町村、都道府県土地改良事業団体連合会、全国土地改良事業団体

連合会及びセンターのうち、この協定の趣旨に賛同した者とする。 

 （重要事項の変更） 

第３条 本協定に関する次に掲げる事項については、協定参加者の２分の１以上の同意を要する

ものとする。 

 (１) 本協定の変更 

 (２) 次条に定める運営会議の会議員の選任 

 (３) その他重要な事項 

 （運営会議） 

第４条 本協定に基づく業務を行うため、15名以上25名以内の会議員で構成する運営会議を設

け、毎年度一回以上開催する。 

２ 会議員は協定参加者及び有識者とし、任期は２年で、再任は妨げないものとする。 

３ 会議員の互選により会議長を定める 

４ 運営会議は、次の事項を議決する。 

 (１) 協定への新規参加 

 (２) 業務の執行に関すること 

 (３) その他運営会議で必要と認める事項 

 （ブロック会議） 

第５条 必要に応じ、各ブロック（農林水産省の各地方農政局管内ごとをいい、北海道は東北農

政局ブロックに、沖縄県は九州農政局ブロックに含める。）に当該ブロック内の情報連絡及び

運営会議との情報交換等を行うため幹事を置くものとし、原則としてブロック内の代表県（以

下「幹事県」という。）を当てるものとする。 

 （事務局） 

第６条 運営会議の事務及び災害対策の応援に係る事務を処理するため、事務局をセンターに置

く。 

２ 事務局は、毎年度、次に掲げる資料を作成する。 

 (１) 派遣可能者リスト 

 (２) 調達可能資機材リスト 

３ 次条に掲げる災害対策の応援の要請があったときには、応援に係る所要の業務を行うほか、
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第８条に定める中央応援本部が設置された場合にあっては、その事務を行うものとする。 

 （応援の要請） 

第７条 被災市町村又は被災市町村が所在する都道府県が、本協定による災害対策の応援を受け

たいときには、事務局に要請するものとする。この場合に、被災市町村は原則として都道府県

を経由して要請するものとする。 

 （中央応援本部の設置） 

第８条 前条の要請を受けた事務局は、運営会議の会議長にその旨の報告を行い、会議長が広域

的な応援体制が必要と認めた場合には、中央応援本部を設置する。 

２ 中央応援本部の構成員はセンター理事長のほか、東京及びその近隣の運営会議の会議員と

し、あらかじめ会議長が指名しておくものとする。 

３ 中央応援本部はセンター理事長を本部長として運営するものとするが、農林水産省農村振興

局整備部地域整備課及びその他必要と認める者の指導助言を求めることができる。 

 （中央応援本部の業務） 

第９条 中央応援本部は、被災市町村、被災市町村が所在する都道府県、被災市町村の属するブ

ロックの幹事県と密接な連絡調整を行い、以下に掲げる業務を行う。 

 (１) 情報収集、整理、広報等 

 (２) 先遣隊の派遣 

 (３) 応急対策、災害調査、本格復旧、設計、査定等の応援計画の策定 

 (４) 応援部隊の編成、資機材の調達 

 (５) その他の応援 

 （応援の求め） 

第10条 中央応援本部が、被災市町村、被災市町村が所在する都道府県、本協定の参加者等の意

向を確認し調整した上、前条の業務を具体化し、職員の派遣又は所有若しくは管理する資機材

の提供を求めることとなった場合においては、求められた本協定の参加者は、極力、これに協

力するものとする。 

 （センター賛助員の協力） 

第11条 中央応援本部が、第７条に掲げる要請に応じる場合において、必要があるときには、セ

ンター理事長は、センターの賛助員の協力を得られるようにするものとする。 

 （費用負担） 

第12条 応援者が要した費用は、応援者と被応援者との間で災害の応援に係る費用負担について

別途に協定を交わしている場合には、それによるものとし、その他の場合にあっては両者で協

議するものとする。 

   附 則 

１ この協定は、平成19年３月23日より施行する。 

２ 本協定の施行当初の運営会議の会議員の任期は、平成20年５月までとする。 
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13－６ 災害時における食糧・生活必需品等の確保に関する協定 

 

 （協定の趣旨） 

第１条 この協定は、宇都宮市、鹿沼市、真岡市、さくら市、下野市、日光市、上三川町、西方

町、二宮町、芳賀町、壬生町及び高根沢町（以下それぞれ「甲」という。）と、とちぎコープ

生活協同組合（以下「乙」という。）との間に甲の地域内に地震、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、相互に協力して市民生活の早期

安定を図るため、次のとおり食糧及び生活必需品（以下「食糧等」という。）の供給等の協力

について必要な事項を定めるものとする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は、災害時に食糧等を求める必要があると認めたときは、次に掲げる事項を明らかに

した文書により、乙に対して、乙の保有する商品の供給について協力を要請するものとする。

ただし、緊急を要するときは、電話等により要請し、その後文書により提出するものとする。 

 (１) 災害の状況及び必要とする食糧等の品名と数量 

 (２) 引渡の方法及び引渡場所 

 (３) その他必要とする事項 

 （食糧等供給の協力実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有する商品等の優先供給及び運

搬について積極的に協力するものとする。 

 （食糧等） 

第４条 甲が乙に要請する災害時の食糧等は、被害の状況に応じ、原則として別表第１の物資を

指定する。 

 （食糧等の運搬） 

第５条 食糧等の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。 

 （食糧等の引取り） 

第６条 食糧等の引渡し場所は、甲と乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納

品書等により、甲が確認の上、引き取るものとする。 

 （費用） 

第７条 第３条及び第５条の規定により乙が供給した商品の対価及びその運搬等の費用は、甲が

負担するものとする。 

２ 前項の対価及び費用は、乙が保有商品の供給及び運搬の終了後、災害発生前の商品価格に基

づき甲乙協議の上定めるものとする。この場合において、商品の出荷数量等については、乙の

提出する出荷確認書等により、算定する。 

 （その他必要な支援） 

第８条 この協定に定める事項のほか、食糧等について被災者への支援が必要な場合は、甲乙協

議の上決定するものとする。 

 （法令の遵守） 
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第９条 この協定の施行に当たっては、消費生活協同組合法（昭和23年法律第200号）その他の

法令を遵守するものとする。 

 （協議） 

第10条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、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疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議し

て定めるものとする。 

 （実施日） 

第11条 この協定は、平成19年３月31日から実施する。 

 

 本協定締結の証として本書を13通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

別表第１ 

災害時の食糧・生活必需品 

№ 種 類 物       資 

１ 寝 具 類 毛布・布団・タオルケット・枕・座布団 

２ 衣 料 類 婦人服・子供服・男子衣料・下着類・タオル・靴下 

３ 炊 事 用 具 鍋・釜・やかん・フライパン・しゃもじ・おたま 

４ 食 器 類 紙皿・紙コップ・箸・フォーク・スプーン 

５ 日用品雑貨 

チリ紙・ティッシュ・石鹸・使い捨てライター・歯ブラシ・歯磨き粉・洗濯

石鹸（粉）・紙オムツ・生理用品・マスク・軍手・ガムテープ・ウエットテ

ィッシュ 

６ 光 熱 材 料 卓上ガスコンロ・ガスボンベ・電池・ローソク 

７ 食 糧 

米・パン・牛乳・各種缶詰・味噌・醤油・砂糖・調味料・各種野菜・粉ミル

ク・インスタントラーメン・ソーセージ・お茶・ジュース・マヨネーズ・玉

子・菓子類・果物・塩 

 (１) 応急食糧等はおおむね上記の品目を基準とし、災害や緊急度の状況に合わせて指定する。 

 (２) 品目は上記の他、甲乙協議の上、その都度指定できるものとする。 

 

  平成19年３月31日 

記名押印〔略〕 
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13－７ 災害時における食糧・生活必需品等の確保に関する協定 

 

 （協定の趣旨） 

第１条 この協定は、宇都宮市、鹿沼市、真岡市、さくら市、下野市、日光市、上三川町、西方

町、二宮町、芳賀町、壬生町及び高根沢町（以下それぞれ「甲」という。）と〔株式会社東武

宇都宮百貨店、株式会社福田屋百貨店〕（以下「乙」という。）との間に甲の地域内に地震その

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、相互に協

力して市民生活の早期安定を図るため、次のとおり食糧及び生活必需品（以下「食糧等」とい

う。）の供給等の協力について必要な事項を定めるものとする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は、災害時に食糧等を求める必要があると認めたときは、次に掲げる事項を明らかに

した文書により、乙に対して、乙の保有する商品の供給について協力を要請するものとする。

ただし、緊急を要するときは、電話等により要請し、その後文書により提出するものとする。 

 (１) 災害の状況及び必要とする食糧等の品名と数量 

 (２) 引渡の方法及び引渡場所 

 (３) その他必要とする事項 

 （食糧等供給の協力実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有する商品等の優先供給及び運

搬について積極的に協力するものとする。 

 （食糧等） 

第４条 甲が乙に要請する災害時の食糧等は、被害の状況に応じ、原則として別表第１に掲げる

物資のうちから指定する。 

 （食糧等の運搬） 

第５条 食糧等の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。 

 （食糧等の引取り） 

第６条 食糧等の引渡し場所は、甲と乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納

品書等により、甲が確認の上、引き取るものとする。 

 （費用） 

第７条 第３条及び第５条の規定により乙が供給した商品の対価及びその運搬等の費用は、甲が

負担するものとする。 

２ 前項の対価及び費用は、乙が保有商品の供給及び運搬の終了後、災害発生前の商品価格に基

づき甲乙協議の上定めるものとする。この場合において、商品の出荷数量等については、乙の

提出する出荷確認書等により、算定する。 

 （その他必要な支援） 

第８条 この協定に定める事項のほか、食糧等について被災者への支援が必要な場合は、甲乙協

議の上決定するものとする。 

 （協議） 
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第９条 甲と乙は、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疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議し

て定めるものとする。 

 （実施日） 

第10条 この協定は、平成19年３月31日から実施する。 

 

 本協定締結の証として本書を14通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

別表第１ 

災害時の食糧・生活必需品 

№ 種 類 物       資 

１ 寝 具 類 毛布・布団・タオルケット・枕・座布団 

２ 衣 料 類 婦人服・子供服・男子衣料・下着類・タオル・靴下 

３ 炊 事 用 具 鍋・釜・やかん・フライパン・しゃもじ・おたま 

４ 食 器 類 紙皿・紙コップ・箸・フォーク・スプーン 

５ 日用品雑貨 

チリ紙・ティッシュ・石鹸・使い捨てライター・歯ブラシ・歯磨き粉・洗濯

石鹸（粉）・紙オムツ・生理用品・マスク・軍手・ガムテープ・ウエットテ

ィッシュ 

６ 光 熱 材 料 卓上ガスコンロ・ガスボンベ・電池・ローソク 

７ 食 糧 

米・パン・牛乳・各種缶詰・味噌・醤油・砂糖・調味料・各種野菜・粉ミル

ク・インスタントラーメン・ソーセージ・お茶・ジュース・マヨネーズ・玉

子・菓子類・果物・塩 

 (１) 応急食糧等はおおむね上記の品目を基準とし、災害や緊急度の状況に合わせて指定する。 

 (２) 品目は上記の他、甲乙協議の上、その都度指定できるものとする。 

 

  平成19年３月31日 

記名押印〔略〕 



 □4  13－８ 災害時における食糧・生活必需品等の輸送協力に関する協定  

〔壬生防〕 1185

13－８ 災害時における食糧・生活必需品等の輸送協力に関する協定 

 

 （協定の趣旨） 

第１条 この協定は、宇都宮市、鹿沼市、真岡市、さくら市、下野市、日光市、上三川町、西方

町、二宮町、芳賀町、壬生町及び高根沢町（以下それぞれ「甲」という。）と赤帽栃木県軽自

動車運送協同組合（以下「乙」という。）との間に甲の地域内に地震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。）における食糧、生活必需品等（以

下「物資」という。）の輸送について、甲が乙に自動車による輸送（以下「輸送」という。）の

協力を要請し、相互に協力して市民生活の早期安定を図るため次のとおり物資の輸送協力につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

 （協力及び要請手続） 

第２条 甲は、災害時において、物資輸送のため車両及び運転者（以下「車両等」という。）を

必要とするときは、次に掲げる事項を明らかにした文書により、乙に対し、輸送の協力を要請

することができる。ただし、緊急を要するときは電話等により要請し、その後、文書により提

出するものとする。 

 (１) 災害の状況及び要請した理由 

 (２) 要請した車両台数 

 (３) 要請期間及び輸送する物資 

 (４) その他必要な事項 

 （物資輸送協力の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、特別の事由のない限りこれに協力

し、車両等を供給するものとする。 

 （輸送業務） 

第４条 甲の要請により物資の輸送に従事する乙の組合員は、甲の指示により、物資の輸送業務

に従事する。 

 （報告） 

第５条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって

甲に報告するものとし、その後、文書により提出するものとする。 

 (１) 従事した車両及び従事者名簿 

 (２) 従事日数及び走行距離 

 (３) その他必要な事項 

 （経費の負担） 

第６条 輸送の協力に要した経費は、甲が負担する。 

 （経費の請求） 

第７条 乙は、組合員の輸送活動実績を集計し、甲に一括して請求するものとする。 

 （経費の支払い） 

第８条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払いの請求があった場合は、速やかに乙に支
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払うものとする。 

 （価格の決定） 

第９条 甲が負担する経費の価格は、災害発生時の直前における適正価格を基準として、甲、乙

協議して決定するものとする。 

 （支援体制の整備） 

第10条 乙は、災害時における円滑な輸送の協力が図れるよう、広域応援体制の整備に努めるも

のとする。 

２ 乙は、この協定により協力できる組合員の名簿を毎年、甲に通知するものとする。 

 （協議） 

第11条 甲と乙は、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物資の輸送について必要な事項は、甲と乙が協議して定める

ものとする。 

 （実施日） 

第12条 この協定は、平成19年３月31日から実施する。 

 

 本協定締結の証として本書を13通作成し、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19年３月31日 

記名押印〔略〕 
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13－９ 災害時の物資供給等に関する協定書 

 

 壬生町（以下「甲」という。）とイオン株式会社ジャスコみぶ店（以下「乙」という。）は、地

震・風水害その他災害が発生した場合、被災住民等を救助するための生活物資（以下「物資」と

いう。）の調達及び供給に関して次のとおり協定を締結する。 

 

 （町の要請） 

第１条 甲は、災害発生時における物資の確保を図るため、必要があると認める時は、乙の保有

する物資の供給を要請するものとする。 

２ 甲は乙に対して前項に定める要請を行う場合には、要請する物資及びその数量等について原

則として文書で行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法で要請し、

事後、速やかに文書を交付するものとする。 

 （要請事項に対する措置） 

第２条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項に対して速やかに適切な措置を取る

とともに、その措置状況について甲の連絡先担当者に連絡するものとする。 

 （物資の範囲） 

第３条 甲が乙に供給を要請する物資の範囲は次のとおりとする。 

 (１) 飲料品   (２) 食料品   (３) 日用生活品 

 (４) その他甲が指定する物資 

 （物資の数量） 

第４条 甲は必要がある場合に、乙に対し、供給できる数量について照会することができるもの

とする。 

 （物資の納入） 

第５条 乙は、甲と調整の上、甲が指定する場所へ物資を納入するものとする。 

２ 乙が物資の運搬を行う場合には、乙が使用する車両を緊急通行車両とするよう甲は配慮する

ものとする。 

３ 甲は物資の納入引渡し場所へ職員又は甲の指名する者を派遣し、要請に係る物資を確認の

上、乙から引渡しを受けるものとする。 

 （物資の費用） 

第６条 乙が供給した物資の対価及び前条の規定により甲の要請に基づき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 物資の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定する

ものとする。 

 （代金の支払） 

第７条 甲は、物資の納入を受けた後、乙からの請求書を受理した場合には、災害発生による混

乱が沈静化した後、速やかに代金を乙に支払うものとする。 

 （連絡先等確認） 
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第８条 物資の要請及び供給に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡

責任者・担当者を定めるものとする。ただし、期間の途中において内容の変更が生じた場合

は、速やかに相手先に報告するものとする。 

 （履行義務の免除） 

第９条 乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部又は全部を免除

することができるものとする。 

 （協議事項） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度

甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。 

 （有効期間） 

第11条 この協定の有効期間は、平成18年７月21日から平成19年７月20日までとする。ただし、

この期間満了の１箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに１年

間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するもの

とする。 

 

  平成18年７月１日 

記名押印〔略〕 
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13－10 災害時における防災活動協力に関する協定書 

 

 壬生町（以下「甲」という。）とイオン株式会社ジャスコみぶ店（以下「乙」という。）は、次

のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 本協定は、壬生町域で地震、風水害等による大規模災害が発生した時の被災者の応急救

助等に係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でき、乙はこの要請に対し可能

な限り協力するものとする。 

 (１) 乙は、災害時応急活動に係る活動要員を派遣し、甲の応急活動に従事させること。 

 (２) 乙は、乙の所有する災害活動用資機材を提供すること。 

 (３) 乙は、乙の店舗及び乙の関係機関において保有する生活必需物資等を供給すること。 

 (４) 乙は、乙の店舗において、被災者に対し避難場所、飲料水、トイレ等を提供すること。 

 (５) 乙は、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情報を提供する

こと。 

２ 甲及び乙は、前項に定めがない事項について必要に応じて相互に協力を要請することができ

るものとする。 

 （支援要請の手続き） 

第３条 前条の規定による甲及び乙の要請（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、口頭あるいは電話等をもって要請し、事後、速やかに文

書を提出するものとする。 

 （連絡責任者） 

第４条 防災協力活動に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任

者・担当者を別途定めるものとする。但し、期間の途中において内容の変更が生じた場合は、

速やかに相手先に報告するものとする。 

 （経費の負担） 

第５条 第２条第１項(３)及び同条第２項に規定する防災協力の実施に要した物資の対価及び甲の

要請に基づいて乙が行った運搬等の費用は、甲が負担するものとする。 

２ 物資の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定する

ものとする。 

 （代金の支払） 

第６条 甲は、物資の納入を受けた後、乙からの請求書を受理した場合には、災害発生による混

乱が沈静化した後、速やかに代金を乙に支払うものとする。 

 （円滑な運用） 

第７条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう平素から情報の交換を行うと共に相互連携
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を図るための訓練を定期的に行うものとする。 

 （履行義務の免除） 

第８条 乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部又は全部を免除

することができるものとする。 

 （有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、平成18年７月21日から平成19年７月20日迄とする。ただし、こ

の期間満了の１箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに１年間

延長するものとし、その後においても同様とする。 

 （協議事項） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度

甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するもの

とする。 

 

  平成18年７月１日 

記名押印〔略〕 
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13－11 災害時における壬生郵便局、壬生町間の協力に関する覚書 

 

 壬生郵便局長（以下「甲」という。）及び壬生町長（以下「乙」という。）は、壬生町内に発生

した地震その他による災害時において、相互の友愛精神に基づき、壬生町及び壬生町内の郵便局

が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり覚書を締結する。 

 

 （用語の定義） 

第１条 この覚書において、「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、壬生町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に

協力を要請することができる。 

 (１) 災害救助法適用時における郵便・為替貯金・簡易保険の郵政事業に係わる災害特別事務取

扱い及び援護対策 

 (２) 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供 

 (３) 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の提供 

 (４) 郵便局又は壬生町が収集した被災市民の避難先及び被災状況の情報の相互提供 

 (５) 甲は必要に応じ避難所に臨時に郵便差出箱を設置 

 (６) その他前各号に定めのない事項で、協力できる事項 

 （協力の実施） 

第３条 両者は、前条の規定によ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て、協力をした者が要した経費については、法令その

他に別段の定めがあるものを除くほか、それぞれ要請をした者が、適正な方法により算出した

金額を負担する。 

２ 前項の負担につき疑義が生じたときは、両者が協議をし、負担すべき額を決定する。 

 （災害情報連絡体制の整備） 

第５条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものと

する。 

 （防災訓練への参加） 

第６条 壬生町内の郵便局は、乙又は町内各地域の行う防災訓練等に参加することができる。 

 （情報の交換） 

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

行う。 

 （連絡責任者） 

第８条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては壬生郵便局総務課長、乙においては壬生
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町総務課長とする。 

 （協議） 

第９条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定

する。 

 

 この覚書の締結を証するため、この書面２通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その１

通を保有する。 

 

  平成９年11月11日 

記名押印〔略〕 
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13－12 災害時における壬生町と壬生町建設業協同組合間の協力に関する覚

書 

 

 壬生町（以下「甲」という。）及び壬生町建設業協同組合（以下「乙」という。）は、壬生町内

で発生した地震、風水害その他による災害時において、相互のボランティア活動の精神（公共の

福祉事業活動に自主的に無料奉仕で参加する活動の精神）に基づき壬生町と壬生町建設業協同組

合が相互に協力し必要な対応を円滑に遂行するため、次の通り覚書を締結する。 

 

 （用語の定義） 

第１条 この覚書において「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 甲は壬生町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、乙に協力を要請

する事ができる。 

 （協力の実施） 

第３条 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は

大規模な火事若しくは爆発その他の及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原

因により生ずる被害の防災に協力する。 

 （経費の負担） 

第４条 経費についてはボランティア精神で無料奉仕を原則とするが、第２条に規定する協力要

請に対し要した経費については、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、要請をした者

が適正な方法により算出した金額を負担する。 

  前項の負担につき疑義が生じたときは両者が協議をし、負担すべき額を決定する。 

 （従事者の保障） 

第５条 第２条の規定に基づき、対策業務に従事したものが、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。 

  これによらない場合は、甲、乙、協議の上処理するものとする。 

 （災害情報連絡体制の整備） 

第６条 乙は壬生町建設業協同組合緊急（災害時）連絡網を作成し、乙の全組合員及び甲の関係

担当課等に配布整備するものとする。 

 （防災訓練への参加） 

第７条 乙は、甲又は町内地域の行う防災訓練等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、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を

行う。 

 （連絡責任者） 
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第９条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては壬生町総務課長、乙においては副代表理

事２名とする。 

 （協議） 

第10条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定

する。 

 

 この覚書の締結を証するため、この書面２通を作成し甲乙両者が記名押印の上、各自その１通

を保有する。 

 

  平成18年10月23日 

記名押印〔略〕 
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13－13 防災及び災害に係る放送協定書 

 

 壬生町（以下「甲」という。）とケーブルテレビ株式会社（以下「乙」という。）とは、防災及

び災害に係る放送に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、放送を通じて、防災及び災害に関する情報を提供することにより、町民の安

心、安全の確保に資することを目的とする。 

 （放送の要請） 

第２条 甲は、防災及び災害に関する情報を町民に伝達する必要があると認めたときは、乙に対

し、放送の実施を要請するものとする。 

２ 前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、文書によらず要

請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとする。 

 （放送の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、速やかに放送を行うものとする。 

２ 乙は、放送に必要な情報を、甲に求めることができる。 

３ 乙は、放送の実施に当たり、地域に密着したケーブルテレビ局としての使命に基づき、町民

が求める情報を、正確かつ迅速に伝達するよう努めなければならない。 

 （連絡体制） 

第４条 甲及び乙は、災害時における情報の伝達を円滑に行うため、あらかじめ連絡体制を定め

るものとする。 

２ 協定期間内において前項の連絡体制に変更が生じたときは、速やかに通知するものとする。 

 （有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、平成23年９月30日から平成24年３月31日までとする。ただし、

この期間満了の１月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、同一内容で１

年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 （その他） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に当たり疑義が生じたときは、甲乙双方

が誠意をもって協議し、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、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

  平成23年９月30日 

記名押印 〔略〕 
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13－14 災害時の情報交換に関する協定 

 

 国土交通省関東地方整備局（以下「甲」という。）と、壬生町（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、壬生町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）について定

め、もって、迅速かつ的確な災害対処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 壬生町内で重大な被害が発生または、発生するおそれがある場合 

二 壬生町災害対策本部が設置された場合 

三 その他甲または乙が必要とする場合 

 （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（道路、河川、ダム、砂防、都市施設等）の被害状況に関すること。 

三 その他甲または乙が必要な事項 

 （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、乙の申請があった場合また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。 

 （協議） 

第６条 本協定に疑義が生じたとき、また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通作成し、甲乙押印のうえ各１通を所有する。 

 

  平成24年６月19日 

記名押印 〔略〕 
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13－15 下都賀地区における災害時の相互協力に関する協定 

 

 被災自治体（栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町、岩舟町）と警察（栃木県小山警察

署、栃木県栃木警察署、栃木県下野警察署）、消防（栃木市消防本部、小山市消防本部、石橋地

区消防組合消防本部）及び(社)栃木県建設業協会下都賀支部は、地震、風水害その他の災害（以

下「災害」という。）が発生した場合に、その相互間において人命救助活動の強化に資するた

め、資機材、重機及び人員（以下「資機材等」という。）の提供に関し、次のとおり協定を締結

する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害が被災自治体で発生し、警察及び消防が行う人命救助活動に際し、

(社)栃木県建設業協会下都賀支部が資機材等を提供することについて必要な事項を定めること

を目的とする。 

 （協力要請） 

第２条 人命救助活動に関する協力の要請は、被災自治体から(社)栃木県建設業協会下都賀支部

に対して行うものとする。 

２ 被災自治体を管轄する警察及び消防は、人命救助活動のため(社)栃木県建設業協会下都賀支

部の協力が必要であると認める場合には、被災自治体に対して前項の要請をするよう依頼し、

依頼を受けた被災自治体は直ちに(社)栃木県建設業協会下都賀支部に対して前項の要請をする

ものとする。この場合において、緊急を要し、事前に被災自治体に依頼するいとまがないと認

める時は、警察及び消防が(社)栃木県建設業協会下都賀支部に対して直接要請できるものと

し、警察及び消防は、事後速やかにその事実を被災自治体に通知しなければならない。 

３ (社)栃木県建設業協会下都賀支部は、前項の規定による要請を受けたときは、やむを得ない

理由のない限り要請を受諾するものとする。 

４ 前項の協力の要請及びその受諾は文書により行う。ただし、やむを得ない場合には、口頭に

より行うことができるものとし、その後文書を交わすものとする。 

 （報告） 

第３条 (社)栃木県建設業協会下都賀支部は、協定締結後、人命救助活動に実施可能な者（以下

「業務協力者」という。）を選定し、業務協力者の名簿を速やかに本協定加盟団体に提出する

ものとする。 

２ 名簿には業務協力者の緊急連絡先、従業員数及び建設資機材種別等について記載するものと

する。 

３ (社)栃木県建設業協会下都賀支部は、業務協力者の名簿の内容に変更が生じたとき、本協定

加盟団体が特に求めたとき又は協定の有効期間を延長したときは、業務協力者の名簿を本協定

加盟団体に提出するものとする。 

 （費用の負担） 

第４条 この協定により、(社)栃木県建設業協会下都賀支部が提供した資機材等の費用について
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は、被災自治体と(社)栃木県建設業協会下都賀支部が協議の上、被災自治体が負担するものと

する。 

２ 資機材等の提供を要請した自治体と被災自治体が異なる場合には、被災自治体が費用を負担

するものとする。 

３ 被災自治体が複数にわたる場合には、その都度被災自治体間で協議するものとする。 

 （遵守事項） 

第５条 この協定を相互の理解と信頼の下に運営するため、次のことを遵守するものとする。 

 (1) この協定の締結事実を、自己又は他人に利するための手段として利用しないこと。 

 (2) この協定の締結及び締結に基づく活動を通じて知り得た秘密を他に漏らさないこと。 

 (3) この協定に基づく人命救助活動の実施にあたっては、第三者に損害を与えないよう特段

の注意を払うこと。 

 （従事者の補償） 

第６条 従事した者が、当該活動により負傷、り患、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）により行うものとし、同法の適用がない場合は、被災自

治体と(社)栃木県建設業協会下都賀支部が協議の上、処理するものとする。 

 （有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成25年３月31日までとする。ただし、期間

満了の３ヶ月前までに、本協定加盟団体のいずれからも申出がないときは、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８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合には、その都度本協定

加盟団体で協議して定めるものとする。 

 

  平成24年10月29日 

記名押印 〔略〕 
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13－16 災害時相互応援に関する協定書 
 

 壬生町と多賀城市は、災害時における相互の応援について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、互いの区域内において大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合に相互の応援を円滑に行うため、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、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 食料、飲料水及び生活必需物資の提供及び運搬 

 (2) 施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供及び運搬 

 (3) 災害救助及び災害復旧に必要な職員の派遣 

 (4) その他特に要請のあった事項 

 （応援の要請） 

第３条 被災し、又は被災のおそれがある自治体（以下「被災自治体」という。）による応援の

要請は、次に掲げる事項をできる限り明らかにして行うものとする。 

 (1) 被災の状況又は想定 

 (2) 提供を要請する物資等の品目、数量及び受領場所 

 (3) 派遣を要請する職員等の活動内容、派遣人数、派遣場所及び派遣期間 

 (4) その他必要な事項 

 （災害発生時における自主的活動） 

第４条 災害発生時に通信途絶等により被災自治体と連絡が取れない場合は、被災していない自

治体（以下「応援自治体」という。）は、速やかにその被災状況について情報収集を実施する

ものとする。 

２ 応援自治体は、前項の情報収集の結果、被災自治体に対する応援を実施することが望ましい

と認めるときは、自主的に応援を実施するものとする。 

 （経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として被災自治体の負担とする。ただし、応援自治体と被災

自治体との協議により応援自治体が負担することとしたものについては、この限りでない。 

２ 第２条第３号の規定による派遣職員に要する経費の負担については、次に掲げるとおりとす

る。ただし、被災自治体と応援自治体との協議により、現況に応じた負担内容とすることがで

きる。 

 (1) 被災自治体が負担する経費の額は、応援自治体の旅費に関する規定により算出した旅費

の額及び諸手当の額の合計額の範囲内とする。 

 (2) 派遣職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償

に関する経費は、応援自治体の負担とする。 

 （情報の交換） 
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第６条 両自治体は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平時に相互の連絡体制、地

域防災計画等について情報交換を行うものとする。 

 （その他） 

第７条 この協定に定めのない事項が生じ、又はこの協定に疑義が生じたときは、必要に応じ両

自治体協議の上、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、それぞれ署名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 

 

  平成25年12月25日 

記名押印〔略〕 
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13－17 災害時における物資提供等に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と株式会社新優本店（以下「乙」という。）は、災害時における

食料品、日用品等（以下「物資」という。）の提供等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、壬生町内で地震、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、甲の要請に応じ、乙が保有する物資の提供等に必要な

事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 

第２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たときは、乙に対し、次に掲げ

る事項を明らかにした文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等によ

り要請し、その後、文書を提出するものとする。 

 (1) 災害の状況及び必要とする物資の品名と数量 

 (2) 引渡の方法及び引渡場所 

 (3) その他必要とする事項 

 （調達物資の範囲） 

第３条 甲が、乙に供給を要請する物資は、乙が調達可能なものとする。 

 （物資の引渡） 

第４条 物資の引渡場所は、原則として乙の店舗とし、甲又は甲が指定する者が物資の品目及び

数量等の確認を行った上、引渡を受けるものとする。 

２ 乙が物資の引渡の為に店舗以外の場所に物資を運搬する場合は、あらかじめ甲乙協議の上、

甲は、乙が使用する車両を緊急通行車両とする等の必要な措置をとるものとする。 

 （物資の代金等） 

第５条 甲の要請により乙が提供した物資の代金及び乙が行った運搬に係る費用（以下「代金

等」という。）は、甲がこれを負担するものとする。 

２ 前項の規定による代金等のうち、物資の代金は甲の協力要請時における乙の販売価格による

ものとし、運搬に係る費用は甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （代金等の請求及び支払） 

第６条 乙は前条に規定する代金等の決定後、納品書及び請求書により代金等を甲に請求するも

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、原則として速やかに代金等を乙に支

払うものとする。ただし、災害の状況または代金の支払いに予算上の措置を必要とする場合

は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

第７条 この協定に基づく物資の供給等に関する連絡調整を円滑に行うため、あらかじめ相互に

連絡責任者を置き、その連絡先を明らかにするものとする。 
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２ 前項の連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。 

 （協定の期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間終了の日の30日

前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から１年間この

協定は更新されたものとみなし、その後においても同様とする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとす

る。 

 

 この協定の成立を証する為、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成26年１月30日 

記名押印〔略〕 
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13－18 災害時における救援物資の提供に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と株式会社カスミ（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、風水害、大火災、その他の災害（以下「災害」）が発生した場合に

おいて、甲から乙に対して行う物資の供給等の要請に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （協力の内容） 

第２条 甲は、壬生町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、物資が必要

であるときは、乙に対し物資の供給等の協力を依頼するものとする。 

２ 甲は、乙に対し物資の供給等の協力を依頼する場合は、書面により、乙に対し品目、数量、

納入日時、納入場所その他必要な事項を明らかにして行うものとする。ただし、口頭あるいは

電話等をもって要請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとする。 

３ 乙は、前項の規定による甲からの物資の協力依頼に対し、乙が保有する範囲内で、甲の指定

する場所へ物資を納入するものとする。 

４ 甲は、本条の規定に定めがない事項については、必要に応じて乙に対して協力依頼すること

ができるものとする。 

 （費用負担） 

第３条 甲は、乙の納入した物資の代金を負担するものとする。この場合の価格は、災害発生直

前における小売価格を基準とする。 

 （請求及び支払） 

第４条 乙は、物資の供給及び納入が完了したときは、前条の価格による物資の代金について、

納品書を添えて甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による乙からの代金請求があったときは、その内容を確認のうえ、その日

から起算して30日以内に代金を支払うものとする。ただし、災害状況および代金の支払に予算

上の措置を必要とする場合は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

第５条 甲乙双方は協力活動を円滑に行うため、連絡先及び連絡責任者・担当者を定め、甲は乙

に乙は甲に通知するものとする。内容の変更が生じた場合も同様とする。 

 （効力発生等） 

第６条 この協定は、締結の日から効力が発生するものとする。ただし、この協定締結後、甲又

は乙のいずれか一方がこの協定を解除しようとする場合は、相手方に対し、この協定を解除し

ようとする日から起算して３ヶ月前までに、文書によりその旨を通知しなければならない。 

 （協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義を生じたときは、甲乙協議

して決定する。 
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 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、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成26年１月30日 

記名押印〔略〕 
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13－19 災害時における救援物資の提供に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と株式会社カワチ薬品（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、風水害、大火災、その他の災害（以下「災害」）が発生した場合に

おいて、甲から乙に対して行う物資の供給等の要請に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （協力の内容） 

第２条 甲は、壬生町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、物資が必要

であるときは、乙に対し物資の供給等の協力を依頼するものとする。 

２ 甲は、乙に対し物資の供給等の協力を依頼する場合は、書面により、乙に対し品目、数量、

納入日時、納入場所その他必要な事項を明らかにして行うものとする。ただし、口頭あるいは

電話等をもって要請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとする。 

３ 乙は、前項の規定による甲からの物資の協力依頼に対し、乙が保有する範囲内（食料品、飲

料水や日用品等 で）で、甲の指定する場所へ物資を納入するものとし、甲はそれを受領確認

する。 

４ 甲は、本条の規定に定めがない事項については、必要に応じて乙に対して協力依頼すること

ができるものとする。 

５ 乙が被災した場合、協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部または全部を免除するこ

とができるものとする。 

 （費用負担） 

第３条 甲は、乙の納入した物資の代金を負担するものとする。この場合の価格は、災害発生直

前における通常の小売価格を基準とする。 

 （請求及び支払） 

第４条 乙は、物資の供給及び納入が完了したときは、前条の価格による物資の代金について、

納品書を添えて甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による乙からの代金請求があったときは、その内容を確認のうえ、災害状

況が鎮静済み次第ただちに代金を支払うものとする。ただし、代金の支払に予算上の措置を必

要とする場合は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

３ 甲の要請により乙が提供した物資の代金及び乙が行った運搬に係る費用(以下「代金等」と

いう。)は、甲がこれを負担するものとする。 

第５条 甲乙双方は協力活動を円滑に行うため、連絡先及び連絡責任者・担当者を定め、甲は乙

に乙は甲に通知するものとする。内容の変更が生じた場合も同様とする。 

 （効力発生等） 

第６条 この協定は、締結の日から効力が発生するものとする。ただし、この協定締結後、甲又
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は乙のいずれか一方がこの協定を解除しようとする場合は、相手方に対し、この協定を解除し

ようとする日から起算して３ヶ月前までに、文書によりその旨を通知しなければならない。 

 （協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義を生じたときは、甲乙協議

して決定する。 

 

 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、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成26年１月30日 

記名押印〔略〕 
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13－20 災害時における救援物資の提供に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）とファミリーランド21壬生店（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、風水害、大火災、その他の災害（以下「災害」）が発生した場合に

おいて、甲から乙に対して行う物資の供給等の要請に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （協力の内容） 

第２条 甲は、壬生町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、物資が必要

であるときは、乙に対し物資の供給等の協力を依頼するものとする。 

２ 甲は、乙に対し物資の供給等の協力を依頼する場合は、書面により、乙に対し品目、数量、

納入日時、納入場所その他必要な事項を明らかにして行うものとする。ただし、口頭あるいは

電話等をもって要請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとする。 

３ 乙は、前項の規定による甲からの物資の協力依頼に対し、乙が保有する範囲内で、甲の指定

する場所へ物資を納入するものとする。 

４ 甲は、本条の規定に定めがない事項については、必要に応じて乙に対して協力依頼すること

ができるものとする。 

 （費用負担） 

第３条 甲は、乙の納入した物資の代金を負担するものとする。この場合の価格は、災害発生直

前における小売価格を基準とする。 

 （請求及び支払） 

第４条 乙は、物資の供給及び納入が完了したときは、前条の価格による物資の代金について、

納品書を添えて甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による乙からの代金請求があったときは、その内容を確認のうえ、災害状

況が鎮静済み次第ただちに代金を支払うものとする。ただし、代金の支払に予算上の措置を必

要とする場合は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

第５条 甲乙双方は協力活動を円滑に行うため、連絡先及び連絡責任者・担当者を定め、甲は乙

に乙は甲に通知するものとする。内容の変更が生じた場合も同様とする。 

 （効力発生等） 

第６条 この協定は、締結の日から効力が発生するものとする。ただし、この協定締結後、甲又

は乙のいずれか一方がこの協定を解除しようとする場合は、相手方に対し、この協定を解除し

ようとする日から起算して３ヶ月前までに、文書によりその旨を通知しなければならない。 

 （協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義を生じたときは、甲乙協議

して決定する。 
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 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、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成26年１月30日 

記名押印〔略〕 
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13－21 災害時における飲料水等の提供に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と株式会社ダイドードリンコサービス関東（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、風水害、大火災、その他の災害（以下「災害」）が発生した場合に

おいて、甲から乙に対して行う飲料水等の供給等の要請に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （協力の内容） 

第２条 甲は、壬生町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、飲料水等が

必要であるときは、乙に対し飲料水等の供給等の協力を依頼するものとする。 

２ 甲は、乙に対し飲料水等の供給等の協力を依頼する場合は、書面により、乙に対し品目、数

量、納入日時、納入場所その他必要な事項を明らかにして行うものとする。ただし、口頭ある

いは電話等をもって要請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとす

る。 

３ 乙は、前項の規定による甲からの飲料水等の協力依頼に対し、乙が保有する範囲内で、甲の

指定する場所へ物資を納入するものとする。 

 （費用負担） 

第３条 甲は、乙の納入した飲料水等の代金を負担するものとする。この場合の価格は、災害発

生直前における小売価格を基準とする。 

 （請求及び支払） 

第４条 乙は、飲料水等の供給及び納入が完了したときは、前条の価格による物資の代金につい

て、納品書を添えて甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による乙からの代金請求があったときは、その内容を確認のうえ、災害状

況が鎮静済み次第ただちに代金を支払うものとする。ただし、代金の支払に予算上の措置を必

要とする場合は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

第５条 甲乙双方は協力活動を円滑に行うため、連絡先及び連絡責任者・担当者を定め、甲は乙

に乙は甲に通知するものとする。内容の変更が生じた場合も同様とする。 

 （効力発生等） 

第６条 この協定は、締結の日から効力が発生するものとする。ただし、この協定締結後、甲又

は乙のいずれか一方がこの協定を解除しようとする場合は、相手方に対し、この協定を解除し

ようとする日から起算して３ヶ月前までに、文書によりその旨を通知しなければならない。 

 （協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義を生じたときは、甲乙協議

して決定する。 
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 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、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成26年１月30日 

記名押印〔略〕 
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13－22 災害時における物資提供等に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と株式会社ヤオハン（以下「乙」という。）は、災害時における

食料品、日用品等（以下「物資」という。）の提供等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、壬生町内で地震、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、甲の要請に応じ、乙が保有する物資の提供等に必要な

事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 

第２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たときは、乙に対し、次に掲げ

る事項を明らかにした文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等によ

り要請し、その後、文書を提出するものとする。 

 (1) 災害の状況及び必要とする物資の品名と数量 

 (2) 引渡の方法及び引渡場所 

 (3) その他必要とする事項 

 （調達物資の範囲） 

第３条 甲が、乙に供給を要請する物資は、乙が調達可能なものとする。 

 （物資の引渡） 

第４条 物資の引渡場所は、原則として乙の店舗とし、甲又は甲が指定する者が物資の品目及び

数量等の確認を行った上、引渡を受けるものとする。 

２ 乙が物資の引渡の為に店舗以外の場所に物資を運搬する場合は、あらかじめ甲乙協議の上、

甲は、乙が使用する車両を緊急通行車両とする等の必要な措置をとるものとする。 

 （物資の代金等） 

第５条 甲の要請により乙が提供した物資の代金及び乙が行った運搬に係る費用（以下「代金

等」という。）は、甲がこれを負担するものとする。 

２ 前項の規定による代金等のうち、物資の代金は甲の協力要請時における乙の販売価格による

ものとし、運搬に係る費用は甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （代金等の請求及び支払） 

第６条 乙は前条に規定する代金等の決定後、納品書及び請求書により代金等を甲に請求するも

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、原則として速やかに代金等を乙に支

払うものとする。ただし、災害の状況または代金の支払いに予算上の措置を必要とする場合

は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

第７条 この協定に基づく物資の供給等に関する連絡調整を円滑に行うため、あらかじめ相互に

連絡責任者を置き、その連絡先を明らかにするものとする。 
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２ 前項の連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。 

 （協定の期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間終了の日の30日

前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から１年間この

協定は更新されたものとみなし、その後においても同様とする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとす

る。 

 

 この協定の成立を証する為、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成26年１月30日 

記名押印〔略〕 
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13－23 壬生町及び忍野村の災害時相互援助に関する協定 
 

 壬生町と忍野村は、災害時における相互の応援について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （協定の趣旨） 

第１条 壬生町及び忍野村（以下「両自治体」という。）は、地震等の災害が発生した場合、両

自治体が相互に協力し、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、この協定を締結する。 

 （援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資等に不足をきたす場

合、被災した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」という。）に対し、文書により必

要な物資等の品名、数量、輸送方法その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。た

だし、緊急の場合は、衛星電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 （援助物資等） 

第３条 前条の規定により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

 (1) 物的援助 

  ア 食料品 

  イ 飲料水 

  ウ 日用品 

  エ 燃料 

  オ 応急対策用資機材 

  カ 医療品 

  キ その他生活に必要な物資 

 (2) 人的援助 

  ア 職員の派遣 

  イ ボランティアのあっせん 

 (3) 被災者支援 

  ア その他要請のあった事項 

 （援助物資等の輸送） 

第４条 援助する物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

 （費用負担） 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、原則として被災自治体の負担とする。ただ

し、災害復旧後、両自治体協議の上、現況に応じた負担内容とすることができる。 

 （災害補償等） 

第６条 第３条の規定により派遣された職員がその業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡

した場合における公務災害補償は、援助自治体が負担する。 

 （情報交換） 

第７条 両自治体は、防災担当課をこの協定に基づく連絡担当部署とし、災害対策等の情報を相
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互に交換するものとする。 

 （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３年間とする。ただし、期間満了の日の３箇

月前までに相互の意思表示がないときは、３年間延長されたものとし、以後も同様とする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、両自治体で協議の上、決定するものとする。 

 

 本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、立会人のもと両自治体の長が署名の上、各々

１通を保管する。 

 

  平成27年１月23日 

記名押印〔略〕 
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13－24 災害時における物資提供等に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）とウエルシア薬局株式会社（以下「乙」という。）は、災害時に

おける食料品、日用品等（以下「物資」という。）の提供等に関し、次のとおり協定を締結す

る。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、壬生町内で地震、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、甲の要請に応じ、乙が保有する物資の提供等に必要な

事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 

第２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たときは、乙に対し、次に掲げ

る事項を明らかにした文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等によ

り要請し、その後、文書を提出するものとする。 

 (1) 災害の状況及び必要とする物資の品名と数量 

 (2) 引渡の方法及び引渡場所 

 (3) その他必要とする事項 

 （調達物資の範囲） 

第３条 甲が、乙に供給を要請する物資は、乙が調達可能なものとする。 

 （物資の引渡） 

第４条 物資の引渡場所は、原則として乙の店舗とし、甲又は甲が指定する者が物資の品目及び

数量等の確認を行った上、引渡を受けるものとする。 

２ 乙が物資の引渡の為に店舗以外の場所に物資を運搬する場合は、あらかじめ甲乙協議の上、

甲は、乙が使用する車両を緊急通行車両とする等の必要な措置をとるものとする。 

 （物資の代金等） 

第５条 甲の要請により乙が提供した物資の代金及び乙が行った運搬に係る費用（以下「代金

等」という。）は、甲がこれを負担するものとする。 

２ 前項の規定による代金等のうち、物資の代金は甲の協力要請時における乙の販売価格による

ものとし、運搬に係る費用は甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （代金等の請求及び支払） 

第６条 乙は前条に規定する代金等の決定後、納品書及び請求書により代金等を甲に請求するも

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、原則として速やかに代金等を乙に支

払うものとする。 

  ただし、災害の状況または代金の支払いに予算上の措置を必要とする場合は、この限りでは

ない。 

 （連絡責任者） 
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第７条 この協定に基づく物資の供給等に関する連絡調整を円滑に行うため、あらかじめ相互に

連絡責任者を置き、その連絡先を明らかにするものとする。 

２ 前項の連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。 

 （協定の期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間終了の日の30日

前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から１年間この

協定は更新されたものとみなし、その後においても同様とする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとす

る。 

 

 この協定の成立を証する為、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成27年１月21日 

記名押印〔略〕 
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13－25 災害時における救援物資の提供に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と株式会社伊藤園（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、風水害、大火災、その他の災害（以下「災害」）が発生した場合に

おいて、甲から乙に対して行う飲料水等の供給等の要請に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （協力の内容） 

第２条 甲は、壬生町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、飲料水等が

必要であるときは、乙に対し飲料水等の供給等の協力を依頼するものとする。 

２ 甲は、乙に対し飲料水等の供給等の協力を依頼する場合は、書面により、乙に対し品目、数

量、納入日時、納入場所その他必要な事項を明らかにして行うものとする。ただし、口頭ある

いは電話等をもって要請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとす

る。 

３ 乙は、前項の規定による甲からの飲料水等の協力依頼に対し、乙が保有する範囲内で、甲の

指定する場所へ物資を納入するものとする。 

４ 甲は、本条の規定に定めがない事項については、必要に応じて乙に対して協力依頼すること

ができるものとする。 

 （費用負担） 

第３条 甲は、乙の納入した飲料水等の代金を負担するものとする。この場合の価格は、災害発

生直前における小売価格を基準とする。 

 （請求及び支払） 

第４条 乙は、飲料水等の供給及び納入が完了したときは、前条の価格による物資の代金につい

て、納品書を添えて甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による乙からの代金請求があったときは、その内容を確認のうえ、災害状

況が鎮静済み次第ただちに代金を支払うものとする。ただし、代金の支払に予算上の措置を必

要とする場合は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

第５条 甲乙双方は協力活動を円滑に行うため、連絡先及び連絡責任者・担当者を定め、甲は乙

に乙は甲に通知するものとする。内容の変更が生じた場合も同様とする。 

 （効力発生等） 

第６条 この協定は、締結の日から効力が発生するものとする。ただし、この協定締結後、甲又

は乙のいずれか一方がこの協定を解除しようとする場合は、相手方に対し、この協定を解除し

ようとする日から起算して３ヶ月前までに、文書によりその旨を通知しなければならない。 

 （協議） 
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第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義を生じたときは、甲乙協議

して決定する。 

 

 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、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成27年１月21日 

記名押印〔略〕 

 



 13－26 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定  

〔壬生防２〕 1219

13－26 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定 
 

 災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第57条の規定に基づき、壬生町

（以下「甲」という。）と株式会社とちぎテレビ（以下「乙」という。）並びに株式会社栃木放送

（以下「丙」という。）は、同法施行令第22条の規定に基づく災害時の放送要請に関する手続き

について次のとおり協定を締結する。 

 

第１条 甲は、法第57条の規定に基づき乙及び丙に対し法第56条の規定による通知又は警告等の

放送を要請する場合は、この協定の定めるところによるものとする。 

第２条 甲は、法第56条の規定に基づき放送を求める場合は、乙及び丙に対し次の事項を明らか

にして行うものとする。 

１ 放送を求める理由 

２ 放送の内容 

３ 放送の日時 

４ その他必要な事項 

第３条 乙及び丙は、前条による放送を求められ、その内容が法第56条の規定に適合すると認め

られたときは、放送内容、放送の種別及び日時等を決定し、放送を行うものとする。 

第４条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に協議して定めるものとする。 

第５条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定め

る事項に疑義が生じたときは、その都度、協議して定めるものとする。 

 附 則 

 この協定は、平成26年９月２日から実施する。 

 

  平成26年９月２日 

記名押印〔略〕 

 

 

 

災害対策基本法に基づく放送要請に関する協議事項 

 

１ 連絡責任者 

   災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定（以下「協定」という。）の円滑な実施を

図るため、連絡責任者を次の通り定める。なお、連絡責任者に変更がある時は、その都度、

報告するものとする。 

   壬生町総務部 総務課長 高山郁夫 

   株式会社とちぎテレビ 報道制作局長 菊池幸男 

   株式会社栃木放送 報道制作局長 高瀬一也 
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２ 壬生町における手続き 

   壬生町総務部 総務課が協定第２条に基づき放送を求める場合は、連絡責任者を通じて速

やかに行うものとする。 

３ 株式会社とちぎテレビ、株式会社栃木放送における措置 

   株式会社とちぎテレビ、株式会社栃木放送は協定第３条に基づき、放送の内容、放送の種

別及び日時等を決定したときは、その内容について、壬生町に連絡するものとする。 

４ 壬生町における措置 

   軽微でも被害が出た時や災害の兆候があれば、壬生町の担当者は、把握でき次第その第一

報をとちぎテレビ、栃木放送に連絡するものとする。各社は、速報等で対応する。 

５ 連絡責任者の連絡先 

   壬生町総務部 総務課 

   とちぎテレビ 報道制作局 

   栃木放送   報道制作局 
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13－27 災害時における救援物資の提供に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と株式会社LIXILビバ（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、風水害、大火災、その他の災害（以下「災害」）が発生した場合に

おいて、被災住民を救援する等の為に甲から乙に対して行う物資の供給等の要請に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 （協力の内容） 

第２条 甲は、壬生町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、物資が必要

であるときは、乙に対し物資の供給等の協力を依頼するものとする。 

２ 甲は、乙に対し物資の供給等の協力を依頼する場合は、書面により、乙に対し品目、数量、

納入日時、納入場所その他必要な事項を明らかにして行うものとする。ただし、緊急を要する

等のやむを得ない場合には、口頭あるいは電話等をもって要請することができるものとし、事

後、速やかに書面を提出するものとする。 

３ 乙は、前項の規定による甲からの物資の協力依頼に対し、乙が保有する範囲内で、甲の指定

する場所へ物資を納入するものとする。 

４ 甲は、本条の規定に定めがない事項については、必要に応じて乙に対して協力依頼すること

ができるものとする。 

 （費用負担） 

第３条 甲は、乙の納入した物資の代金及び納入に要した費用を負担するものとする。この場合

の価格は、災害発生直前における小売価格を基準とする。 

 （請求及び支払） 

第４条 乙は、物資の供給及び納入が完了したときは、前条の価格による物資の代金について、

納品書を添えて甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による乙からの代金請求があったときは、その内容を確認のうえ、その日

から起算して30日以内に代金を支払うものとする。ただし、災害状況および代金の支払に予算

上の措置を必要とする場合は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

第５条 甲乙双方は協力活動を円滑に行うため、連絡先及び連絡責任者・担当者を定め、甲は乙

に乙は甲に通知するものとする。内容の変更が生じた場合も同様とする。 

 （効力発生等） 

第６条 この協定は、締結の日から効力が発生するものとする。ただし、この協定締結後、甲又

は乙のいずれか一方がこの協定を解除しようとする場合は、相手方に対し、この協定を解除し

ようとする日から起算して３ヶ月前までに、文書によりその旨を通知しなければならない。 

 （不可抗力） 



 13－27 災害時における救援物資の提供に関する協定書  

〔壬生防２〕 1222 

第７条 乙が災害等を被ったことにより、この協定に定める義務を履行できなくなったときは、

乙は不履行の責を負わないものとする。 

 （協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義を生じたときは、甲乙が誠

実に協議して決定する。 

 

 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、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成27年３月11日 

記名押印〔略〕 
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13－28 壬生町防災行政無線等の使用に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と東京電力株式会社栃木南支社（以下「乙」という。）は、電力

供給に係わる大規模事故が発生した場合や、需給の逼迫などによる広範囲にわたる停電、および

電力需要の急増による節電のお願いの実施における、壬生町防災行政無線、および壬生町防災メ

ール（以下「防災無線等」という。）の使用に関し、甲乙間において、次の条項により協定を締

結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、壬生町内に停電が発生し、または発生するおそれがある場合において、防

災無線等を通じて、停電情報の提供を行い、住民生活の安心確保および秩序の維持に寄与する

ことを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この協定書において停電とは、次のとおりとする。 

 (1) 電源の計画外停止等により発生する停電 

 (2) 需給逼迫に伴い、計画的に実施する停電（計画停電） 

 （運用） 

第３条 乙は、防災無線等の使用の依頼にあたっては、次の各号に掲げる事項を、可能な範囲で

別紙添付の連絡体制により、甲に連絡する。 

 (1) 通報依頼者の所属および氏名 

 (2) 事故原因 

 (3) 影響する範囲 

 (4) 復旧の見通し 

 (5) その他必要な事項 

２ 乙は、前項を連絡後、新たな情報が判明したときは、可能な範囲で連絡を行うものとする。 

３ 甲は、第１項および前項により乙から連絡を受けた後、防災無線等を活用し、別紙添付の広

報文例により、速やかに住民に対して情報提供する。 

 （有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は、締結の日から１か年とする。ただし、この協定に関し、期間満

了の１か月前までに、甲乙双方が別段の意思表示をしないときは、この契約はさらに１か年間

期間を延長するものとし、その後はこの例による。 

 （協定の改定） 

第５条 この協定は、甲乙のいずれかの発議により、双方協議のうえ改定することができる。 

 （協議） 

第６条 この協定に定めのない事項が生じた場合は、甲乙双方が誠意をもって協議のうえ決定す

るものとする。 
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 上記協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名（署名）捺印のうえ、各１通を保有す

る。 

 

  平成26年12月15日 

記名押印〔略〕 
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別紙 連絡体制（第３条第１項、第２項） 

 

１．平日の午前８時30分から午後５時15分までの場合 

 

壬生町役場 総務課 消防防災係 

電 話： （０２８２）８１－１８０８ 

ＦＡＸ： （０２８２）８２－８２６２ 

 

 

東京電力株式会社 栃木南支社 

電 話： （０２８５）３５－３３０６ 

ＦＡＸ： （０２８５）２５－０９５５ 

 

２．上記以外の場合 

 

壬生町役場 総務課 消防防災係 

電 話： （０９０）３２０７－１１２０ 

 

 

東京電力株式会社 栃木南支社 

電 話： （０２８５）３５－３３０６ 

 

 

 

別紙 広報文例（第３条第３項） 

 

〈停電発生の場合〉 

 東京電力よりお知らせです。 

 只今、停電が発生しております。 

 現在、復旧作業を実施しておりますので、しばらくお待ちください。 

〈節電のお願い〉 

 東京電力より節電のお願いです。 

 本日、猛暑による冷房の電力使用増加などから、停電が発生する可能性があります。 

 暑さの厳しい中、大変ご迷惑をおかけいたしますが、停電回避のため節電にご協力をお願いし

ます。 
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13－29 災害時の情報の収集・伝達に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と壬生アマチュア無線クラブ【ＪＱ１ＺＲＵ】（以下「乙」とい

う。）は、災害時の情報の収集・伝達に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、壬生町内で地震、風水害その他の災害が発生した際、又は発生するおそれ

がある場合（以下「災害時」という。）に、情報の収集・伝達に関する業務（以下「災害応急

業務」という。）の実施について、甲が乙に対し協力を要請する場合において、必要な事項を

定めるものとする。 

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害時において必要があると認めたときは、乙に対し、災害応急業務の実施につ

いて協力を要請することができるものとする。 

 （業務の遂行） 

第３条 この協定による災害応急業務の遂行はボランティア精神に基づき行うものとする。 

２ この協定による災害応急業務は乙の構成員が行うものとする。 

 （災害情報の提供） 

第４条 乙は必要と認められる災害情報については、第２条の要請を待たずに甲に提供できるよ

う努めるものとする。 

 （防災訓練の実施） 

第５条 甲及び乙は、この協定に基づく災害応急対策が円滑に実施できるよう、必要な訓練に努

めるものとする。 

 （施設の提供等） 

第６条 甲は、乙が災害応急業務を行うため、アマチュア無線局を開設する場合には、施設の提

供その他必要な便宜を図るものとする。 

 （構成員名簿の提出） 

第７条 乙は、この協定に基づく災害応急業務に関する連絡を円滑に行うため、毎年定期的に名

簿を作成し、甲に提出するものとする。また、甲は連絡責任者を置き、その連絡先を明らかに

するものとする。 

 （その他） 

第８条 この協定に関し疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議

のうえ、決定するものとする。 

 

 この協定の成立を証する為、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成27年11月27日 

記名押印〔略〕 
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13－30 災害時における物資提供等に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と株式会社ヤマダ電機テックランド壬生店（以下「乙」とい

う。）は、災害時における食料品、日用品等（以下「物資」という。）の提供等に関し、次のとお

り協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、壬生町内で地震、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、甲の要請に応じ、乙が保有する物資の提供等に必要な

事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 

第２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たときは、乙に対し、次に掲げ

る事項を明らかにした文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等によ

り要請し、その後、文書を提出するものとする。 

 (1) 災害の状況及び必要とする物資の品名と数量 

 (2) 引渡の方法及び引渡場所 

 (3) その他必要とする事項 

 （調達物資の範囲） 

第３条 甲が、乙に供給を要請する物資は、乙が調達可能なものとする。 

 （物資の引渡） 

第４条 物資の引渡場所は、原則として乙の店舗とし、甲又は甲が指定する者が物資の品目及び

数量等の確認を行った上、引渡を受けるものとする。 

２ 乙が物資の引渡の為に店舗以外の場所に物資を運搬する場合は、あらかじめ甲乙協議の上、

甲は、乙が使用する車両を緊急通行車両とする等の必要な措置をとるものとする。 

 （物資の代金等） 

第５条 甲の要請により乙が提供した物資の代金及び乙が行った運搬に係る費用（以下「代金

等」という。）は、甲がこれを負担するものとする。 

２ 前項の規定による代金等のうち、物資の代金は甲の協力要請時における乙の販売価格による

ものとし、運搬に係る費用は甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （代金等の請求及び支払） 

第６条 乙は前条に規定する代金等の決定後、納品書及び請求書により代金等を甲に請求するも

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、原則として速やかに代金等を乙に支

払うものとする。ただし、災害の状況または代金の支払いに予算上の措置を必要とする場合

は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

第７条 この協定に基づく物資の供給等に関する連絡調整を円滑に行うため、あらかじめ相互に
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連絡責任者を置き、その連絡先を明らかにするものとする。 

２ 前項の連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。 

 （協定の期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間終了の日の30日

前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から１年間この

協定は更新されたものとみなし、その後においても同様とする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとす

る。 

 

 この協定の成立を証する為、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成27年11月27日 

記名押印〔略〕 
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13－31 災害時における物資提供等に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と株式会社ヤマダ電機（以下「乙」という。）は、災害時におけ

る食料品、日用品等（以下「物資」という。）の提供等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、壬生町内で地震、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、甲の要請に応じ、乙が保有する物資の提供等に必要な

事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 

第２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たときは、乙に対し、次に掲げ

る事項を明らかにした文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等によ

り要請し、その後、文書を提出するものとする。 

 (1) 災害の状況及び必要とする物資の品名と数量 

 (2) 引渡の方法及び引渡場所 

 (3) その他必要とする事項 

 （調達物資の範囲） 

第３条 甲が、乙に供給を要請する物資は、乙が調達可能なものとする。 

 （物資の引渡） 

第４条 物資の引渡場所は、原則として乙の店舗とし、甲又は甲が指定する者が物資の品目及び

数量等の確認を行った上、引渡を受けるものとする。 

２ 乙が物資の引渡の為に店舗以外の場所に物資を運搬する場合は、あらかじめ甲乙協議の上、

甲は、乙が使用する車両を緊急通行車両とする等の必要な措置をとるものとする。 

 （物資の代金等） 

第５条 甲の要請により乙が提供した物資の代金及び乙が行った運搬に係る費用（以下「代金

等」という。）は、甲がこれを負担するものとする。 

２ 前項の規定による代金等のうち、物資の代金は甲の協力要請時における乙の販売価格による

ものとし、運搬に係る費用は甲乙協議の上、決定するものとする。 

 （代金等の請求及び支払） 

第６条 乙は前条に規定する代金等の決定後、納品書及び請求書により代金等を甲に請求するも

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、原則として速やかに代金等を乙に支

払うものとする。ただし、災害の状況または代金の支払いに予算上の措置を必要とする場合

は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

第７条 この協定に基づく物資の供給等に関する連絡調整を円滑に行うため、あらかじめ相互に

連絡責任者を置き、その連絡先を明らかにするものとする。 



 13－31 災害時における物資提供等に関する協定書  

〔壬生防２〕 1230 

２ 前項の連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。 

 （協定の期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間終了の日の30日

前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から１年間この

協定は更新されたものとみなし、その後においても同様とする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとす

る。 

 

 この協定の成立を証する為、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成27年11月27日 

記名押印〔略〕 
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13－32 災害時におけるＬＰガス供給等に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と一般社団法人栃木県ＬＰガス協会栃木支部壬生協会（以下

「乙」という。）は、地震、風水害その他の災害が発生した際、又は発生するおそれがある場合

（以下「災害時」という。）における被災者及び避難者等を支援するために必要となるＬＰガス

の供給について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害時における避難所や救援所、防災拠点施設等への緊急用燃料として液

化ガス等（燃焼器など必要な設備を含む。以下「ＬＰガス等」という。）の供給等に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 

第２条 甲は、次に掲げる場合に、乙に対して、ＬＰガス等の供給を要請できるものとする。 

 (1) 災害時に、県内市町村から甲に対し、ＬＰガス等の供給のあっせんを求められたとき、

又は甲自らが調達の必要を認めたとき。 

 (2) 町外の災害時に、県または他の市町から甲に対し、ＬＰガス等の供給に関する支援の要

請があったとき。 

２ 甲は、前項に定めるものの他、一般消費者等に係るＬＰガス等の保安の確保及びＬＰガス等

の供給のために必要な業務を要請できるものとする。 

３ 甲は、前項の要請にあたっては、乙に対して文書を以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、口頭で要請したうえで、事後に文書を提出するものと

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、やむを得ない事由のない限り、これを受諾

し、速やかに協力を実施するものとする。 

２ 前項の規定により供給したＬＰガス等について、使用者が、その使用を終了した時は、乙

は、甲の指示に基づき、これを撤去するものとする。 

 （費用の負担） 

第４条 第３条の協力に要する費用は、甲が負担する。ただし、甲が他市町村からの要請に基づ

きあっせんした場合は、供給等を受けた市町村が費用を負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用については、災害時前における適正価格を基準とする。 

 （情報交換等） 

第５条 甲及び乙は、平常時から相互の連絡体制及びＬＰガスの供給等について情報交換を行

い、災害時に備えるものとする。 

 （協議事項） 

第６条 この協定に関し疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議

のうえ、決定するものとする。 
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 （有効期間） 

第７条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが文書

をもって協定の終了を通知しない限り、その効力が継続するものとする。 

 

 この協定の成立を証する為、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成27年11月27日 

記名押印〔略〕 
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13－33 災害時等における電気設備の復旧等に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と栃木県電気工事業工業組合（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、風水害、大火災、その他の災害（以下「災害」という。）が発生し

た場合において、被災住民を救援する等の為に甲が行う応急活動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。 

 （協力の内容） 

第２条 甲は、壬生町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急活動の

為に乙に対し次に掲げる事項について、書面により物資の供給等の協力の要請をすることがで

きるものとする。ただし緊急の場合で文書により要請できないときは、電話等で要請し、事後

速やかに書面により通知するものとする。 

 (1) 甲が応急活動を行う施設の電気設備の復旧・点検 

 (2) 甲が応急活動を行う施設への物資の供給 

 (3) その他甲が行う応急活動に対する協力 

２ 甲は、本条の規定に定めがない事項については、必要に応じて乙に対して協力依頼すること

ができるものとする。 

 （協力の実施） 

第３条 乙は前条の要請を受けたときは、優先して協力に努めるものとする。 

 （措置状況の報告） 

第４条 乙は前条の協力を行ったときは、その都度、速やかに甲に対して、措置状況を報告する

ものとする。 

 （経費負担） 

第５条 甲は、第２条に基づく協力に要した経費を負担するものとする。この場合の費用は、災

害発生直前における通常価格を基準とする。 

 （請求及び支払） 

第６条 乙は、応急活動が完了したときは、前条による経費について、甲に請求するものとす

る。 

２ 甲は、前項の規定による乙からの代金請求があったときは、その内容を確認のうえ、その日

から起算して30日以内に代金を支払うものとする。ただし、災害状況および代金の支払に予算

上の措置を必要とする場合は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

第７条 甲乙双方は協力活動を円滑に行うため、連絡先及び連絡責任者・担当者を定め、甲は乙

に乙は甲に通知するものとする。内容の変更が生じた場合も同様とする。 

 （効力発生等） 
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第８条 この協定は、締結の日から効力が発生するものとする。ただし、この協定締結後、甲又

は乙のいずれか一方がこの協定を解除しようとする場合は、相手方に対し、この協定を解除し

ようとする日から起算して３ヶ月前までに、文書によりその旨を通知しなければならない。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義を生じたときは、甲乙が誠

実に協議して決定する。 

 

 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、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成27年11月27日 

記名押印〔略〕 
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13－34 災害時の医療救護に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と壬生町医師会（以下「乙」という。）とは、災害時の医療救護

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、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）及び壬生町

地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協

力に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 （医療救護） 

第２条 乙は、前条の規定に基づく医療救護活動の要請に対し、迅速かつ的確に対応するため、

医療救護活動計画の策定に努めるものとする。 

２ 医療救護活動は、次の事項等とする。 

 (1) 医療救護班の編成及び医療救護活動に関すること。 

 (2) 医療機関における救護に関すること。 

 (3) 郡市医師会等関係機関との連絡体制に関すること。 

 (4) その他必要な事項 

 （医療救護班の派遣） 

第３条 甲は、法及び防災計画に基づき、必要に応じて乙に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、速やかに医療救護班を編成し災害現場等の救護所等に派

遣するものとする。 

３ 災害の規模が広範囲となる場合又は地震による規模が震度６以上等であって、緊急やむを得

ない事情による場合には、乙は、自らの判断により医療救護班を派遣できるものとする。この

場合、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得るものとする。 

 （医療救護班に対する指揮） 

第４条 医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する医療救護班の指揮は甲が指定するも

のが行う。 

 （医療救護班の業務） 

第５条 乙が派遣する医療救護班は、甲が設置する避難所、災害現場において医療救護活動を行

う事を原則とする。 

２ 医療救護班の業務は次のとおりとする。 

 (1) 傷病者に対する応急処置及び医療 

 (2) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

 (3) 死体の検案 

 （医療救護班の輸送） 

第６条 甲は、医療救護活動が円滑にできるよう、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。 
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 （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。 

 （医療費） 

第８条 救護所、災害現場等における医療費は原則として無料とする。 

２ 収容医療機関における医療費は、原則患者負担とする。 

 （収容医療機関の指定） 

第９条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。 

２ 乙は、災害時における医療救護活動を円滑に行えるよう、県内各地の拠点となる病院に対

し、協力の要請を行うとともに、入院患者の収容可能数等病院の状況について、把握しておく

ものとする。 

 （費用の弁償等） 

第10条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲の負担と

する。 

 (1) 医療救護班が医療救護活動に従事したことによる日当、超過勤務手当、旅費等の実費 

 (2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

 (3) 医療救護班が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、ある

いは死亡した場合の扶助費 

 (4) 前各号以外で、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めるもの 

２ 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。 

 （細則） 

第11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） 

第12条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙

協議して定めるものとする。 

 （有効期間） 

第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の

有効期間満了の日の１日前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がなさ

れないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以後

同様の扱いとする。 

 （その他） 

第14条 この協定は、平成27年11月27日から適用する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成27年11月27日 

記名押印〔略〕 
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13－35 広告付避難場所等の電柱看板に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と東電タウンプランニング株式会社栃木総支社（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、壬生町内における看板の掲出により、市民に対する災害発生時の地域の避

難場所等を案内表示することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 

 (1) 看板：乙の実施している広告事業のうち乙が事業を営む電柱へ設置する看板（巻広告）

に民間企業などの広告と併せて避難場所等案内表示を記載するものをいう。 

 (2) 避難場所等：甲が定める避難場所及び避難所をいう。 

 (3) 広告主：本協定の趣旨に賛同する企業等をいう。 

 （避難場所等の情報提供） 

第３条 甲は、看板の掲出のために必要な情報を乙に提供し、本協定の趣旨の実現に必要な指

導・協力をするものとする。 

 （乙の義務） 

第４条 乙は次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。 

 (1) この協定の趣旨に適う広告主を募り、看板の掲出に必要な一切の手続きを行うこと。 

 (2) 掲出された看板に関する維持管理及び住民からの申し出等に対しての対応を行うこと。 

 (3) 看板の掲出状況につき、甲の求めるときに報告を行うこと。 

 (4) 新規掲出のあるときは、甲と事前協議を行うこと。 

 (5) 避難場所等の変更削除があった場合には、必要な修正を行うこと。 

 （看板の仕様） 

第５条 看板に記載する避難場所等案内表示には、看板掲出場所から極力近い距離の避難場所等

を表示することを原則とする。 

 （広告の範囲） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。 

 (1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

 (2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

 (3) 政治性のあるもの 

 (4) 宗教性のあるもの 

 (5) 社会問題についての主義主張 

 (6) 個人の名刺広告 

 (7) 美観風致を害するおそれがあるもの 

 (8) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの 
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 (9) その他、広告媒体の掲載する広告として不適当であると甲が認めるもの 

 （経費等） 

第７条 看板の掲出にあたり、必要な一切の経費等は、乙及び広告主が負担し、甲はその他一切

を負担しないものとする。 

 （協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項及び協定の解釈に疑義

が生じたときは、甲と乙が誠実に協議して決定する。 

 （有効期限） 

第９条 この協定は、協定締結の日から効力が発生するものとし、甲又は乙が３ヶ月前までに文

書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。 

 

 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、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成27年11月27日 

記名押印〔略〕 
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13－36 災害時における入浴施設の使用に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と株式会社アクトリー（以下「乙」という。）とは、乙の入浴施

設を災害時において被災者自らの身体清潔保持、メンタルケアの一環として使用することに関

し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、壬生町内で地震、風水害その他の災害が発生した場合（以下「災害時」と

いう。）に、甲の要請に応じ、被災者自らの身体清潔保持、メンタルケア増進の一環として、

乙の入浴施設を使用することに関する基本的な事項を定める。 

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害時において入浴施設のサービスの提供が滞った場合、乙の管理する入浴施設

を臨時的な入浴施設として使用することを乙に要請できるものとする。 

 （要請手続き） 

第３条 甲は、乙の入浴施設を臨時的な入浴施設として使用するときは、災害時入浴施設使用要

請書（様式第１号）の提出をもって要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口

頭、電話等をもって要請し、事後に同要請書を提出するものとする。 

 （使用の期間） 

第４条 乙の入浴施設を臨時的な入浴施設として使用する期間は、原則として３週間とする。た

だし、甲の使用期間の延期要請を乙が受託した場合は、入浴施設等の諸条件等が整い準備され

るまでの間、これを延期できるものとする。 

 （受入の対象者） 

第５条 乙の入浴施設を利用できる対象者は、次に掲げる者とする。 

 (1) 指定避難所に避難をしている被災者 

 (2) 災害対策事業活動に従事している者 

 (3) 市町が特に被災状況を勘案して必要と認めた者 

 （費用の負担） 

第６条 第３条に規定する要請により、乙の入浴施設を臨時的な入浴施設として使用する場合、

その費用（以下「代金等」という。）については、甲乙協議の上、決定するものとする。乙は

代金等の決定後、納品書及び請求書により代金等を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、原則として速やかに代金等を乙に支

払うものとする。ただし、災害の状況または代金の支払いに予算上の措置を必要とする場合

は、この限りではない。 

 （連絡責任者） 

第７条 この協定に基づく入浴施設の使用に関する連絡調整を円滑に行うため、あらかじめ相互

に連絡責任者を置き、その連絡先を明らかにするものとする。 

２ 前項の連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。 
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 （協定の期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間終了の日の30日

前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から１年間この

協定は更新されたものとみなし、その後においても同様とする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとす

る。 

 

 この協定の成立を証する為、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成27年11月27日 

記名押印〔略〕 
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13－37 災害時の歯科医療救護に関する協定 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と一般社団法人下都賀歯科医師会壬生町部会（以下「乙」とい

う。）とは、災害時の歯科医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）及び壬生町

地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う歯科医療救護活動に対する乙

の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 （歯科医療救護計画） 

第２条 乙は、前条の規定に基づく歯科医療救護活動の協力要請に対し、迅速かつ的確に対応す

るため、歯科医療救護活動計画を策定し、これを甲に提出するものとする。 

２ 前項の歯科医療救護活動は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (1) 歯科医療救護班の編成及び行動計画 

 (2) 関係機関との連絡体制 

 (3) 指揮系統 

 (4) 医薬品、医療資機材等の備蓄 

 (5) その他必要な事項 

 （歯科医療救護班の派遣） 

第３条 甲は、防災計画に基づき、必要に応じて、乙に歯科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、速やかに歯科医療救護班を編成し災害現場等に派遣する

ものとする。 

３ 災害の規模が広範囲となる場合又は地震による規模が震度６以上等であって、緊急やむを得

ない事情による場合には、乙は、自らの判断により歯科医療救護班を派遣できるものとする。

この場合において、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得るものとする。 

 （歯科医療救護班に対する指揮） 

第４条 歯科医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する歯科医療救護班の指揮は、甲が

指定するものが行うものとする。 

 （歯科医療救護班の業務） 

第５条 乙が派遣する歯科医療救護班は、甲から要請があった災害現場等において、歯科医療救

護活動を行う事を原則とする。 

２ 歯科医療救護班の業務は次のとおりとする。 

 (1) 傷病者のスクリーニング（症状判別） 

 (2) 傷病者に対する応急処置の実施及び必要な歯科医療の提供 

 (3) 傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

 (4) 検死・検案に際しての法歯学上の協力（個人識別） 
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 (5) 被災者に対する口腔ケア活動 

 (6) その他状況に応じた処置 

 （歯科医療救護班の輸送） 

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

要な措置を講じるものとする。 

 （医薬品等の供給） 

第７条 歯科医療救護班が使用する医薬品等は、当該歯科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。 

 （医療費） 

第８条 災害現場等の救護所等における医療費は原則として無料とする。 

２ 後方医療機関における医療費は、原則として患者の負担とする。 

 （費用弁償） 

第９条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲の負

担とする。 

 (1) 歯科医療救護班員が歯科医療救護活動に従事したことによる日当、超過勤務手当、旅費

等の実費 

 (2) 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

 (3) 歯科医療救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態と

なり、あるいは死亡した場合の扶助費 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認める

もの 

２ 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。 

 （歯科医療事故発生時の処理方法等） 

第10条 救護所等において救護活動の結果発生した歯科医療事故については、甲がその処理にあ

たるものとする。 

２ 前項に規定する場合において、当該歯科医療事故につき、乙が派遣した歯科医療救護班に従

事した者に、故意又は重大な過失がない限り、甲は、乙又は歯科医療救護班に従事した者に対

して求償しないものとする。 

 （細則） 

第11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） 

第12条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙

協議して定めるものとする。 

 （有効期間） 

第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の

有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がなさ

れないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、
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以後同様の扱いとする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者署名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成28年９月１日 

記名押印〔略〕 



 13－38 災害時の医療救護に関する協定  

〔壬生防２〕 1244 

13－38 災害時の医療救護に関する協定 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と公益社団法人栃木県柔道整復師会（以下「乙」という。）と

は、災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）及び壬生町

地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協

力に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害時において、医療救護活動を行う必要が生じたときは、乙に対して柔道整復

師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時は、直ちに医療救護班を編成し、甲が設置する救護所等に派遣

するものとする。 

 （業務） 

第３条 柔道整復師は、柔道整復師法（昭和45年法律第19号）に規定された業務の範囲内で業務

を実施する｡ 

 （指揮命令） 

第４条 医療救護活動に関する事項の指揮は、甲が指定する者が行うものとする。 

 （衛生材料等の供給） 

第５条 乙が派遣する医療救護班が使用する衛生材料等は、柔道整復師が携行するもののほか、

甲が供給するものとする。 

 （医療費） 

第６条 甲が設置する避難所、救護所等における医療費は原則として無料とする。 

 （費用の弁償等） 

第７条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲の負担と

する。 

 (1) 医療救護活動に従事したことによる日当、超過勤務手当、旅費等の実費 

 (2) 柔道整復師が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

 (3) 柔道整復師が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、ある

いは死亡した場合の扶助費 

 (4) 前各号以外で、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めるもの 

２ 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。 

 （細則） 

第８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） 

第９条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙
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協議して定めるものとする。 

 （有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の

有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がな

されないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以

後同様の扱いとする。 

 （その他） 

第11条 この協定は、平成28年７月１日から適用する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

  平成28年７月１日 

記名押印〔略〕 
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13－39 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と東日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、災害が発

生した際に乙の提供する非常用電話（以下「特設公衆電話」という。）の設置及び利用・管理等

に関し、次のとおり覚書を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とす

る。 

 （用語の定義） 

第２条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、災害救助法（昭和22年法律第118号。その後の

改正を含む。）第２条に規定する政令で定める程度の災害、または同様の事象の発生により社

会の混乱が発生していることをいう。 

２ 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及

び電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を

可能とするものをいう。 

 （特設公衆電話の設置場所及び設置箇所） 

第３条 特設公衆電話の設置に係る設置場所（住所・地番・建物名をいう。以下同じ。）及び電

気通信回線数については甲乙協議のうえ、乙が決定することとする。 

２ 特設公衆電話の設置に係る設置箇所（設置場所の建物内における特設公衆電話を利用する場

所をいう。以下同じ。）については、甲乙協議のうえ甲が決定するものとする。 

３ 本条第１項及び第２項における設置場所、設置箇所及びこれらに付随する設置にかかる必要

な情報（以下「設置場所等情報」という。）は甲乙互いに保管するものとする。なお、保管に

あたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙１に定める様式をもって相

互に通知することとする。 

 （通信機器等の管理） 

第４条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、配管・引込み柱・端子盤等を甲の費

用負担で設置するものとする。 

２ 甲は、災害の発生時に特設公衆電話を即座に利用が可能な状態となるよう、甲所有の電話機

を適切な場所に保管の上、管理することとする。 

 （電話回線等の配備） 

第５条 乙は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、屋内配線（モジュラージャックを含

む。以下同じ。）を乙の費用負担でもって設置することとする。 

 （移転、廃止等） 

第６条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生及び新たな設置場所が発生

した場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。 

２ 前項の設置に係る費用については、第４条及び第５条に基づき行うものとする。ただし、設
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置箇所の移動に係る費用については甲の費用負担でもって行うものとする。 

 （利用の開始） 

第７条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速や

かに設置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。ただし、設置場所の存在する地域にお

いて、特設公衆電話の設置場所が避難所となる場合においては、甲の判断により、利用を開始

することができるものとし、甲は乙に対し特設公衆電話の利用を開始した設置場所等情報を通

知するものとする。 

 （利用者の誘導） 

第８条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り

利用者の誘導に努めるものとする。 

 （利用の終了） 

第９条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設

公衆電話を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉

鎖した場合においては、甲はすみやかに特設公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の

連絡を行うこととする。 

 （設置場所の公開） 

第10条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所等情報について、甲と協議

の上、乙のホームページ上で公開するものとする。 

 （定期試験の実施） 

第11条 甲及び乙は、年に１回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できる

よう、別紙２に定める接続試験を実施するものとする。 

 （故障発見時の扱い） 

第12条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場

合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。 

 （目的外利用の禁止） 

第13条 甲は、第７条に規定する利用の開始及び第11条に規定する定期試験を除き、特設公衆電

話の利用を禁止するものとする。 

２ 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。 

３ 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう

措置を講じ、その旨を乙に報告するものとする。 

４ 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のう

え講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤

去に関する工事費用等及び甲が目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものと

する。 

 （機密保持） 

第14条 甲及び乙は、本覚書により知り得た相手方の営業上、技術上の機密を、その方法手段を

問わず、第三者に漏洩してはならない。この義務は、本覚書終了後も同様とする。 
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 （協議事項） 

第15条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協

議のうえ定めるものとする。 

 

 本覚書を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自がその１通を保有する。 

 

  平成29年１月10日 

記名押印〔略〕 



 13－40 災害時における無人航空機による情報収集業務等に関する協定書  

〔壬生防２〕 1249

13－40 災害時における無人航空機による情報収集業務等に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と、白鳥昇一（以下「乙」という。）は、地震、火災、風水害等

重大な災害（以下「災害」という。）が発生した場合又は発生のおそれがある場合において、無

人航空機による情報収集業務等の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （支援協力） 

第１条 甲は、壬生町内で災害が発生し、情報収集業務等が必要と認めるときは、乙にその実施

を要請し、乙は、可能な限りこれを受諾するものとする。ただし、雨天や強風などの悪天候に

より業務が実施できないときは、この限りでない。 

２ 甲は、前項の規定により協力を要請する場合は、当該業務の内容、日時、場所、必要機材そ

の他必要な事項を明らかにして、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合に

は、電話等の他の通信手段又は口頭により協力を要請し、その後、遅延なく文書を交付するも

のとする。 

 （業務の内容） 

第２条 乙が実施する情報収集業務等は、次のとおりとする。 

 (1) 無人航空機による情報収集及び救援業務 

 (2) 前号の情報収集業務等の実施に関し必要な業務 

 （費用負担） 

第３条 情報収集業務等の実施に要した費用は、乙が負担するものとする。 

 （業務の報告） 

第４条 乙は、甲の要請で当該業務を実施したときは、業務の終了後に情報収集業務等協力報告

書により、速やかに甲に報告するものとする。 

 （著作権の帰属） 

第５条 乙は、甲に情報収集業務等に関する一切の著作権を譲渡する。 

２ 乙は、甲又は甲が指定する第三者に対し著作者人格権を行使しないものとする。 

 （守秘義務） 

第６条 乙は、情報収集業務等の実施により知得した秘密情報（ただし、公開されていない情報

及び個人を特定するに足りる情報を含む。）を甲の書面による同意なく第三者に漏らしてはな

らない。 

 （被害の負担） 

第７条 情報収集業務等の実施に伴い、乙の責に帰する原因により、第三者に損害を及ぼしたと

きは、乙がこれを賠償しなければならない。 

２ 情報収集業務等の実施に伴い、甲・乙双方の責に帰さない理由により、第三者に損害を及ぼ

したとき又は使用した機体等に損害が生じたときは、乙は、遅滞なくその状況を書面により甲

に報告し、甲・乙協議の上、その処置を決定するものとする。 

 （協定の有効期間） 
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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・乙が書面により協定の終了

を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 （防災訓練等ヘの協力） 

第９条 乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、甲が行う防災訓練等に必要な協力

を行うとともに、壬生町の安全で安心なまちづくりの推進に寄与するものとする。 

 （協議） 

第10条 この協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、その都度、甲・乙

の協議により決定するものとする。 

 

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

有する。 

 

  平成29年７月26日 

記名押印〔略〕 
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  年  月  日 

 

 

 白 鳥 昇 一 様 

 

 

壬生町長 小 菅 一 弥    

 

 

情 報 収 集 業 務 等 協 力 要 請 書 

 

情報収集業務等を下記のとおり要請します。 

［災害発生日時］ 

  年  月  日（ ）  午前 ・ 午後   時   分 

［災害の状況及び協力を要請する事由］ 

 

 

 

 

［情報収集及び救援業務の期間］ 

 

 

［情報収集及び救援業務の場所］ 

 

 

 

［必要とする無人航空機種類、人員数］ 

 

 

 

 

［備考］ 

 

 

≪連絡担当課・氏名・電話・ＦＡＸ≫ 
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年  月  日 

 

 

 壬生町長 小 菅 一 弥  様 

 

 

白 鳥 昇 一   

 

 

情 報 収 集 業 務 等 協 力 報 告 書 

 

情報収集業務等を下記のとおり実施したので報告します。 

［災害発生日時］ 

  年  月  日（ ）  午前 ・ 午後   時   分 

［情報収集及び救援業務の内容］ 

 ①活動内容 

 

 

 

 ②使用した無人航空機等 

 

 

 

［従事した人員数及び社員名］ 

 

 

 

［従事した期間］ 

 

 

 

［備考］ 

 

 

≪会社名・担当者・電話・ＦＡＸ≫ 
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13－41 災害時における物資等の緊急輸送に関する協定書 
 

 壬生町（以下「甲」という。）と栃木県トラック協会栃木支部（以下「乙」という。）との間に

おいて、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、壬生町あるいはその他の市町村において、災害が発生し、又は発生するお

それがある場合、物資等の輸送業務の円滑な運営を図るため、甲が乙に協力を要請する手続き

等に必要な事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害時において、物資等の輸送業務に乙の協力を必要とするときは、緊急輸送業

務協力要請書（様式１）（以下「要請書」という。）をもって乙に対し、次に掲げる事項を明ら

かにして、協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等をもって

要請できるものとし、事後速やかに要請書を提出するものとする。 

 (1) 災害の状況及び協力を要請する事由 

 (2) 輸送業務の期間 

 (3) 輸送する物資及び場所 

 (4) 必要とする車両数、車両種類、大きさ及び人員 

 (5) その他必要な事項 

 （輸送業務の遂行） 

第３条 乙は、前条の規定により、甲から要請を受けたときは、速やかに物資の輸送業務に当た

るものとする。この場合において、乙は特別な理由がない限り、他に優先して乙に所属する運

送事業者を指定し、甲が必要とする輸送車両及び人員を提供するものとする。 

 （業務報告） 

第４条 乙は、前条に基づき協力した場合、緊急輸送業務実施報告書（様式２）（以下「報告

書」という。）により、当該業務の終了後、速やかに次に掲げる業務の実施内容を甲に報告す

るものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等をもって報告できるものとし、事

後、速やかに報告書を提出するものとする。 

 (1) 従事した乙の名称 

 (2) 緊急輸送の内容 

 (3) 従事した会員会社名及び従事した人員数 

 (4) 従事した期間 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 （災害時の情報提供） 

第５条 甲及び乙は、物資の輸送を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提

供するものとする。 

 （連絡責任者） 
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第６条 第２条の規定による要請に関する事項の伝達、その他の双方の間における連絡を円滑に

行うため、甲及び乙は、連絡調整及び指示を行う連絡責任者を予め指定し、それぞれに通知す

るものとする。 

 （費用の負担） 

第７条 乙が緊急輸送を実施した場合に要した次の各号に掲げる経費は、甲・乙協議のうえ負担

額を決定するものとする。 

 (1) 緊急輸送に要した人件費 

 (2) 緊急輸送に要した車両等の経費 

 (3) 前各号に掲げるもののほか、緊急輸送に要した経費 

２ 前項の輸送業務に要した経費の算定については、甲・乙協議のうえ定める。 

 （災害補償） 

第８条 物資の輸送業務中に従事者の責めに帰することができない理由により、当該従事者が死

亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は心身に障害がある状態になったときの災害補償

は、乙の責任において行うものとする。ただし、栃木県市町村消防団員等公務災害補償条例

(平成18年条例第31号)が適用される場合は、甲が補償する。 

 （有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定の締結のあった日から生じ、甲・乙いずれから協定の解除

の申し出がない限り継続するものとする。なお、協定内容の見直しが必要となった際は、甲・

乙協議のうえ協定内容の変更を行うことができる。 

 （疑義の決定） 

第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義を生じたときは、甲・乙協議のう

え、決定するものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各１通を保有す

る。 

 

  平成29年11月14日 

記名押印〔略〕 
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（様式１） 

 

平成  年  月  日 

 

栃木県トラック協会栃木支部 

 

壬生町長       

 

緊急輸送業務協力要請書 

 

緊急輸送業務を下記のとおり要請します。 

災害発生日時 

 

平成  年  月  日（ ）  午前 ・ 午後   時   分 

［災害の状況及び協力を要請する事由］ 

［輸送業務の期間］ 

［輸送する物資及び場所］ 

［必要とする車両数、車両種類、大きさ及び人員］ 

［備  考］ 

 

 

≪連絡担当課・氏名・電話・ＦＡＸ≫ 
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（様式２） 

 

平成  年  月  日 

 

 壬生町 

 

栃木県トラック協会栃木支部 

 

緊急輸送業務実施報告書 

 

緊急輸送業務を下記のとおり実施したので報告します。 

災害名称 

［緊急輸送の内容］ 

 ①活動内容 

 

 

 

 

 ②使用した車両等 

［従事した会員会社名及び従事した人員数］ 

［従事した期間］ 

［備  考］ 

 

 

 

≪会社名・担当者・電話・ＦＡＸ≫ 
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13－42 特定接種の接種体制に関する覚書 
 

 壬生町長 小菅一弥（以下「甲」という。）と医療法人建幸会小倉医院院長 小倉建夫（以下

「乙」という。）は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第28条の規

定に基づき実施される特定接種の接種体制に関して、下記の事項について合意したので、ここに

覚書を締結する。 

 

記 

 

 接種実施医療機関である乙は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第６条の規定に基づく新

型インフルエンザ等対策政府行動計画（平成25年６月７日閣議決定）の別添の(2)に定める職務

に従事する甲の職員100人分の特定接種を行うこと。 

 

以 上 

 

 以上の合意の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、甲乙各１通を保有する。 

 

  平成28年７月１日 

記名押印〔略〕 
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13－43 災害時における水道施設の応急措置及び復旧措置の協力に関する協

定 
 

 壬生町水道事業（以下「甲」という。）と壬生町管工事業協同組合（以下「乙」という。）は、

震災、風水害その他の災害（以下「災害」という。）が発生し、若しくは発生するおそれがある

場合における水道施設の応急措置及び復旧措置業務について、次のとおり協定する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害が壬生町内に発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、

住民に提供する生活用水の安定確保を図ることを目的とする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は、甲の水道施設に災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、当該

水道施設について乙の出動を必要とするときは、乙に対し応急及び復旧措置の協力を要請する

ことができるものとする。 

２ 甲は、他の市町村で発生した災害で甲が応援要請を受けた場合において、乙の出動を必要と

するときは、災害の状況に応じ必要な人員、機材等を提供するよう乙に対し協力を要請するこ

とができるものとする。 

 （要請の手続き） 

第３条 前条に定める要請は、甲が次に掲げる事項を明らかにした文書により、乙に応援を要請

するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により要請し、その後速やかに文書を

提出するものとする。 

 (1) 災害の状況及び応援を要する理由 

 (2) 応援を必要とする人員、資機材等 

 (3) 応援を必要とする場所 

 (4) 応援を必要とする活動内容 

 (5) その他必要な事項 

 （応援） 

第４条 乙は、前条の規定により応援の要請を受けたときは、速やかに応急活動を行うための体

制を確立して、必要な人員、機材等を出動させ、甲の応急活動に協力するものとする。 

２ 前項の規定に基づき出動した乙の組合員は、甲の職員の指示に従い応急活動に従事するもの

とする。 

 （経費の負担） 

第５条 乙が、この協定に基づく協力のために要した次の経費については、甲が負担するものと

する。 

 (1) 応援活動用車両等機械の借上げ費 

 (2) 輸送費及び人件費 

 (3) 応急活動に使用した乙及び乙の組合員の保有する資材等 
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 (4) その他応急活動に必要と認められる経費 

２ 前項の経費の算定については、甲の定める積算基準に基づき算出するものとする。 

 （支払） 

第６条 応急活動に要する経費は、乙が応急活動に参加した乙の組合員を集約のうえ、一括して

請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求に基づき、乙に対し、前項の経費を支払うものとする。 

 （災害補償） 

第７条 この協定に基づき、応急活動に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、疾病に

かかり、または著しい障害を有する状態になった場合における災害補償については、労働者災

害補償保険法（昭和22年法律第50号）の定めるところにより処理するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず労働者災害補償保険法に基づく災害補償が受けられない者について

は、甲乙協議のうえ処理するものとする。 

 （人員、機材等の報告） 

第８条 乙は、この協定による応急活動に出動させることができる人員、提供できる機材等の状

況について、毎年４月末日までに甲に対し文書で報告するものとする。 

 （有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までとす

る。 

２ 前項の期間満了の日１月前までに甲、乙いずれからもこの協定改定の意思表示がないとき

は、有効期間を１年間延長するものとし、以後この例によるものとする。 

 （補足） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に必要な細目事項については、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29年11月14日 

記名押印〔略〕 

 


	壬生町　資料編　13-12
	壬生町　資料編　13-13
	壬生町　資料編　13-14
	壬生町　資料編　13-15
	壬生町　資料編　13-16
	壬生町　資料編　13-17
	壬生町　資料編　13-18
	壬生町　資料編　13-19
	壬生町　資料編　13-20
	壬生町　資料編　13-21
	壬生町　資料編　13-22
	壬生町　資料編　13-23
	壬生町　資料編　13-24
	壬生町　資料編　13-25
	壬生町　資料編　13-26
	壬生町　資料編　13-27
	壬生町　資料編　13-28
	壬生町　資料編　13-29
	壬生町　資料編　13-30
	壬生町　資料編　13-31
	壬生町　資料編　13-32
	壬生町　資料編　13-33
	壬生町　資料編　13-34
	壬生町　資料編　13-35
	壬生町　資料編　13-36
	壬生町　資料編　13-37
	壬生町　資料編　13-38
	壬生町　資料編　13-39
	壬生町　資料編　13-40
	壬生町　資料編　13-41
	壬生町　資料編　13-42
	壬生町　資料編　13-43
	資料編�
	壬生町　第04編　13-01
	壬生町　第04編　13-02
	壬生町　第04編　13-03
	壬生町　第04編　13-04
	壬生町　第04編　13-05
	壬生町　第04編　13-06
	壬生町　第04編　13-07
	壬生町　第04編　13-08
	壬生町　第04編　13-09
	壬生町　第04編　13-10
	壬生町　第04編　13-11


