
１ 安中市及び信越化学工業株式会社磯部工場相互応援協定書 
 

（趣旨） 

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、あわせて民心の安定をはかるために

相互の応援体制を確立し、不測の事態に対処するものとする。 

（協定の対象者） 

第２条 この協定の対象者は、安中市（以下「甲」という。）と信越化学工業株式会社磯部工場（信越半導体株式会

社磯部工場、信建産業株式会社磯部支社並びに信越エンジニアリング株式会社北関東事業所を含む。以下「乙」と

いう。）とする。 

（災害の範囲） 

第３条 この協定において災害とは、災害対策基本法第２条に規定する大規模または特殊火災及び突発的災害ある

いはこれに準ずる災害で、応援活動を必要とするものをいう。 

（応援要請の方法） 

第４条 応援の要請は、甲の地域内あるいは乙の防火対象物において、前条に規定する災害が発生し、または発生

のおそれのある場合は、次の事項を明確にして要請するものとする。 

(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、消火薬剤の種別、員数 

(４) 応援消防隊の受領場所 

(５) その他必要な事項 

（応援消防隊の受領、誘導等） 

第５条 応援消防隊（以下「応援隊」という。）の受領責任は、甲においては安中市長（以下「市長」という。）乙に

おいては信越化学工業株式会社磯部工場長（以下「工場長」という。）とし、受領場所に誘導員を待機させ、災害

現場への誘導に遺憾のないようにする。 

（応援隊の現場到着報告） 

第６条 応援隊の長（消防署長並びに消防団長あるいは自衛消防隊長の長）または先着隊の指揮者は、現場到着後

すみやかに人員、機械器具等を受領責任者に報告するものとする。 

（消防隊の指揮者） 

第７条 公設消防隊及び自衛消防隊（以下「消防隊」という。）の指揮者は市長とする。 

２ 消防隊は気害の予防と災害防止活動の万全を期するために、市長の指揮の下に行動するものとする。 

３ 乙の工場内に災害が発生し、工場長は災害防止に緊急を要すると認めたときは、直接消防隊に連絡し、防災措

置を求めることができる。ただし、消防隊に対しとった措置については遅滞なく市長に報告するものとする。 

４ 乙の工場内に発生した災害は特異的なものがあるにかんがみ、工場長は発生の内容、防災措置、その他必要な

事項をすみやかに市長に報告し、市長の指揮に誤りのないよう補佐するものとする。 

（死傷者等の報告） 

第８条 災害防止活動中死者または傷痍を受けた者があるときは、応援隊の長はその旨を指揮者に報告するものと

する。 

（費用の負担） 

第９条 災害防止活動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) 甲が乙に対して行った災害防止活動中の機械器具の破損の修理代、消費した燃料、消火薬剤及び消防職団

員の損害補償は甲の負担とする。 

(２) 乙が甲に対して行つた応援活動中の機械器具の破損の修理代、消費した燃料、消火薬剤等の費用は、甲、

乙両者において善良なる協議のもとに決定し、乙の所属に係る消防隊員の損害補償については甲の負担と

する。 

(３) 乙の工場内に発生した災害で、乙に係る消防隊員の損害補償については乙の負担とする。 

（協議） 

第１０条 この応援協定実施について疑義を生じたときは、その都度協議し決定するものとする。 

（委任） 

第１１条 この協定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

（改廃） 

第１２条 この協定の改廃は、甲、乙協議のうえ決定するものとする。 

（協定書の保有） 

第１３条 この協定の締結を証するため協定書２通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印して各１通を保有する。 

 

昭和５２年６月２８日 

甲  安中市長 

 

乙  信越化学工業株式会社磯部工場 

取締役 工場長 



 

２ 災害時における相互応援に関する協定 
 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、桶川市又は安中市（以下「都市」という。）において、災害が発生し、被災した都市（以

下「被災都市」という。）だけでは十分な応急処置が実施できない場合に、一方の都市（以下「応援都市」

という。）が、被災都市の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、必要な事項について定めるものとする。 

 （連絡の窓口） 

第２条 都市は、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。 

 （応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 (１) 救助及び応急復旧に必要な職員その他の人員（以下「職員等」という。）の派遣並びに車両等の提供 

 (２) 食料、飲料水、生活必需品等の提供及びその供給に必要な資機材の提供 

 (３) 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及び物資の提供 

 (４) ボランティアのあっせん 

 (５) 被災者の一時収容のための施設の提供 

 (６) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 （応援要請の手続） 

第４条 被災都市は、次の事項を明らかにして、電話等により要請を行い、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号に掲げる職員等の役割並びに車両等の種類及び台数 

 (３) 前条第２号から第５号までに掲げるものの品名、数量等 

 (４) 応援を希望する期間 

 (５) 応援の場所及び経路 

 (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５条 災害が発生し、被災都市との連絡が取れない場合で、応援都市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都市は、被災状況等の情報を収集し、その情報を被災都市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。 

 （応援経費の負担） 

第６条 応援に要した費用は、被災都市の負担とする。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、応援都市の負担とする。 

２ 被災都市が前項に規定する経費を支弁するいとまがない場合、又は被災都市から要請があった場合、応援

都市は、当該経費を一時繰替え支弁するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、被災都市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、両都市間で協議をすることができるものとする。 

 （災害補償等） 

第７条 応援活動に従事した職員等が、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、応援都市が責任をもって行うものとする。 

２ 応援活動に従事した職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が被災都市への往復

の途上において生じたものを除き、被災都市が、その賠償の責めを負うものとする。 

 （応援のため派遣された職員等の指導） 

第８条 応援のため派遣された職員等は、被災都市の長の指導下に活動するものとする。 

 （その他） 

第９条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、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２通を作成し、双方署名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

  平成９年４月28日 

 

埼玉県桶川市長        ○印    

群馬県安中市長        ○印    



 

３ 災害発生時における交通指導員の運用に関する協定書 

 

 安中市長（以下「甲」という。）と安中警察署長（以下「乙」という。）とは、群馬県地域防災計画に基づき、

災害発生時における緊急交通路確保のため、警察官の補助者として安中市交通指導員の運用について次のとお

り協定する。 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害発生時に災害対策の基本となる緊急交通路を確保するため、交通指導員が現場の警

察官に協力してその活動を行うための必要な手続きを定める。 

 （協力要請） 

第２条 災害が発生し、安中警察署のみでは、緊急交通路の確保が困難であると乙が認めた場合には、甲に対

し、交通指導員の協力を要請することができる。 

 （出動要請） 

第３条 甲は、乙の要請を受けたときは、交通指導員に出動要請するものとする。 

 （業務の実施） 

第４条 交通指導員は緊急交通路の確保業務を行うに当たっては、現場警察官の指示に従い警察官を補助する

ものとする。 

 （災害補償） 

第５条 交通指導員が、公務上の災害（負傷、疾病、障害または死亡）又は通勤による災害を受けた場合は、「議

会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年条例第20号）」を適用する。ただし、

これに要した経費については、別途定める基準により群馬県が負担する。 

 （費用負担） 

第６条 乙が甲に要請し出動した交通指導員にかかる経費（前条に定める経費を除く。）については、別途協

議のうえ群馬県が負担する。 

 （実施細目） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。 

 （協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲と乙が別途協議して定め

る。 

 

 上記のとおり、合意の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

  平成９年５月８日 

甲 安 中 市 長        ○印    

乙 安中警察署長         ○印   



 

４ 災害救助に必要な物資等の提供に関する協定書 
 

 安中市（以下「甲」という。）と(社)群馬県建設業協会碓氷支部（以下「乙」という。）は、災害救助及び応

急復旧等に必要な人員並びに資機材及び物資の提供（以下「物資等の提供」という。）について次のとおり協

定を締結する。 

 （要請） 

第１条 甲は市内に災害が発生し、又、発生する恐れがあると認めるときは、乙に対し物資等の提供を要請す

ることができるものとする。 

２ 甲は他都市で発生した災害で応援要請を受けた場合、その災害の状況に応じ、乙に対し前項に規定する物

資等の提供を要請することができるものとする。 

 （要請の方法） 

第２条 前条の要請は、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。 

２ 前項ただし書の場合にあっては、乙は甲の意思を確認のうえ、次条の措置をとるものとする。 

 （要請に基づく乙の措置） 

第３条 乙は第１条の要請を受けたときは、可能な限り物資等の提供に関し甲に協力するものとする。 

 （費用負担等） 

第４条 物資等の提供に要した費用は、災害発生直前時における適正な費用（災害発生前については、通常の

適正な費用）を基準として甲、乙協議して定めるものとする。 

２ 物資等の提供に要した支払いは、甲、乙協議して定めるものとするが、できる限り速やかに支払うものと

する。 

 （協議） 

第５条 この協定に定めない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲、乙協議して

定めるものとする。 

 （有効期間） 

第６条 この協定は、平成９年８月19日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了

を通知しない限り、その効力を維持するものとする。 

 

 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自１通を保有する。 

 

  平成９年８月19日 

甲 群馬県安中市安中一丁目23番13号 

安中市  

安中市長         ○印    

 

乙 群馬県安中市安中三丁目25番7号  

(社)群馬県建設業協会碓氷支部  

支部長         ○印  



 

５ 社団法人日本水道協会関東地方支部災害時相互応援に関する協定 
 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、異常渇水等の災害に被災した都市が速やかに給水能力を回復できるように、

社団法人日本水道協会（以下「日本水道協会」という。）の関東地方支部に属する都県支部（以下「都県

支部」という。）間における相互応援活動及び日本水道協会の他の地方支部との間における相互応援活動

に係る都県支部の体制に関し必要な事項を定める。 

（要請の種類） 

第２条 関東地方支部内において災害が発生した場合、当該災害に被災した都県支部の支部長が必要と認

めたときは、次の要請をすることができる。 

(１) 他の都県支部長に対する応援要請 

(２) 日本水道協会の他の地方支部長（以下「他の地方支部長」という。）に対する応援要請 

（要請方法） 

第３条 前条の被災した都県支部の支部長の要請は、関東地方支部長に対して 

行うものとする。 

２ 前項の要請は、次の事項をできる限り明らかにし、口頭、電話、電信又は無線等迅速かつ適

切に伝達できる方法で行うものとし、後日速やかに文書を関東地方支部長に提出する。  

(１) 災害の状況 

(２) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

(３) 必要とする職員の職種別人員 

(４) 応援の場所及び応援場所への経路 

(５) 応援の期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

３ 第１項の要請を受けた関東地方支部長は、都県支部長に対して応援を要請する。この場合に

おいて、前項の規定は、関東地方支部長の要請についてこれを準用する。 

４ 関東地方支部長は、第１項の要請を受けた際、被災状況又は地理的条件等から必要と認めた

ときは、他の地方支部長へ応援を要請するものとする。 

５ 関東地方支部長は被災状況等から必要があると認めたときは、第１項の連絡を待たずに、都

県支部長に対し応援活動を即座に行える体制を整えるよう要請することができる。 

（代理） 

第４条 関東地方支部長である事業体が被災し、適切な連絡調整が行えない場合は、別表に掲げる順位に

より、各都県支部長がこの協定における関東地方支部長の事務を代理するものとする。 

２ 都県支部長は、都県支部長である事業体が被災した場合において、この協定における都県支

部長の事務を代理させるため、当該代理をする事業体をあらかじめ決めておくものとする。  

（応援体制） 

第５条 都県支部長は、関東地方支部長から第３条に定める応援の要請の連絡を受けたときは、応援を要

請した都県支部の応急給水及び応急復旧等に全面に協力するものとする。 

（応援内容） 

第６条 応援活動は、概ね次のとおりとする。 

(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)工事業者の斡旋 

(５)前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援職員の派遣） 

第７条 応援の要請を受けた都県支部長は、直ちに応援体制を整え、応援を要請した都県支部長に協力す

るものとする。 

２ 応援活動のために派遣する職員（以下「応援職員」という。）を派遣するときは、被災状況

に応じ給水用具、作業用工器具、衣類、食料及び日用品並びに野外における宿営のためのテン

ト、寝袋、携帯電灯、カメラ等を携帯させるものする。 

３ 応援職員は、応援を受ける事業体の指示に従って作業に従事する。 

４ 応援職員は、所属する事業体名を表示した腕章等を着用する。 

（応援職員の受入） 

第８条 応急給水作業及び応急復旧作業を迅速かつ適切に遂行できるようにするため、応援を要請した都

県支部長は、応援職員の宿泊施設及び応援車両の集合場所等を指定する。 

（費用負担） 

第９条 この協定に基づく応援に要する費用の負担については、応援を受けた事業体が負担することを原



 

則として、応援活動に協力した事業体と応援を受けた事業体が協議して定めるものとする。 

２ 応援を受けた事業体が負担すべき費用であっても、応援を受けた事業体が 

当該費用を支弁するいとまがない場合は、一時繰替支弁するものとする。 

（連絡担当部課） 

第10条 関東地方支部長及び各都県支部長は、この協定の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担

当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者を定め、災害が発生したとき又は災害発生のおそれ

があるときは、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。 

（連絡協議会の設置） 

第11条 相互応援の円滑な実施に必要な事前情報の充実を図るため、関東地方支部長及び各都県支部長は、

前条の連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者からなる協議会を設け、毎年定期的に必要な情報の交

換を行うものとする。 

（他の地方支部への応援） 

第12条 関東地方支部長が他の地方支部長と地方支部間における災害時の応援活動等について協定を締結

した場合であって、当該協定に基づき被災した他の地方支部長から関東地方支部長に対し応援活動の協

力要請があった場合は、この協定による関東地方支部内における応援活動の例により全面的に協力する

ものとする。 

２ 関東地方支部長は、他の地方支部長と前項の協定を締結しようとするときは、あらかじめ各都県支部

長と協議するものとする。 

（その他） 

第13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については、関東地方支部長及

び各都県支部長が協議してこれを定める。 

（適用） 

第14条 この協定は、平成 年 月 日から適用する。 
 

この協定の締結の証として、本書９通を作成し、関東地方支部長及び各都県支部長記名押印の上、各

自その１通を保有する。 
 

平成  年  月  日 

社団法人日本水道協会関東地方支部長 

横 浜 市 長 

社団法人日本水道協会東京都支部長 

八 王 子 市 長 

社団法人日本水道協会神奈川県支部長 

川 崎 市 長 

社団法人日本水道協会千葉県支部長 

千 葉 県 知 事 

社団法人日本水道協会埼玉県支部長 

埼玉県南水道企業団企業長 

社団法人日本水道協会群馬県支部長 

前 橋 市 長 

社団法人日本水道協会栃木県支部長 

宇 都 宮 市 長 

社団法人日本水道協会茨城県支部長 

日 立 市 長 

社団法人日本水道協会山梨県支部長 

甲 府 市 長 
別表 

順   位 支 部 長 名 

第 １ 順 位  東京都支部長 

第 ２ 順 位  神奈川県支部長 

第 ３ 順 位  千葉県支部長 

第 ４ 順 位  埼玉県支部長 

第 ５ 順 位  群馬県支部長 

第 ６ 順 位  栃木県支部長 

第 ７ 順 位  茨城県支部長 

第 ８ 順 位  山梨県支部長 



 

６ 火災又は地震等の災害時における消火用水供給応援に関する協定書 
 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、高崎市等広域消防組合構成市町村長（以下「甲」という。）と高崎市等広域消防組合消防長（以下「乙」

という。）が火災又は地震等の災害時（以下「災害時」という。）の消防活動に関し、群馬県中央生コンクリート協同組合

（以下「丙」という。）に水の供給応援を要請する場合の必要事項を定めることを目的とする。 

 （業務の内容） 

第２条 この協定は、災害時において火災の消火のために甲が必要があると認めるときは、乙の要請により、丙に属する

組合員の所有するコンクリートミキサー車の積載水を消防隊の消火活動に活用するため、防火水槽等の消防水利への補

水作業等の応援業務について定めるものとする。 

２ 乙は、災害の状況から判断して応援業務に緊急を認めるときは、前項の規定に関わらず丙に直接応援要請をするもの

とする。 

 （出動の要請） 

第３条 乙は、消火活動を実施するうえで丙の応援が必要と認めるときは、次に掲げる事項を明示して、丙の応援を別記

様式１の要請書により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) 災害の状況及び応援を必要とする事由 

 (２) 応援を必要とする車両数及び人数 

 (３) 応援を必要とする日時及び補水場所 

 (４) その他参考となる事項 

 （業務の実施） 

第４条 丙は、乙からの要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り通常業務に優先して実施するものとする。 

 （報告） 

第５条 丙は、前条の規定により応援に従事した場合は、速やかに乙に対し次に掲げる事項を別記様式２の実施報告書に

より報告するものとする。 

 (１) 応援に従事した組合員（会社）名 

 (２) 応援に従事した車両数及び人数 

 (３) 応援に従事した日時及び補水場所 

 (４) その他必要事項 

 （経費の負担） 

第６条 第４条の規定による業務に要した費用は、甲の内災害の発生した市町村の長が負担するものとする。 

  なお、料金算定にあたっては、実費の請求により甲丙協議のうえ決定するものとする。 

 （事故等） 

第７条 丙の供給した応援コンクリートミキサー車が故障その他の理由により運行を中断したときは、速やかに当該コン

クリートミキサー車を交換してその活動を継続するものとする。 

２ 丙はコンクリートミキサー車の運行に際し、事故が発生したときは、乙に対し速やかにその状況を報告するものとす

る。 

 （災害補償） 

第８条 応援業務のため運行を行った従事者が災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）等の

関係法令に基づき補償するもののほか、消防法（昭和23年法律第186号）第36条の３の規定に基づき政令で定める基準に

従い、条例で定めるところにより補償するものとする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙丙協議のうえ決定するものとする。 

 （適用） 

第10条 この協定は締結の日から適用する。 
 

 この協定の締結を証するため、本協定書９通を作成し甲乙丙が記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 
 

  平成10年１月１日 

（甲） 

   高 崎 市 長         ○印    

   安 中 市 長         ○印    

   群 馬 町 長         ○印    

   箕 郷 町 長         ○印    

   榛 名 町 長         ○印    

   倉 渕 村 長         ○印    

（乙） 

                        高崎市等広域消防組合 

   消 防 長           ○印    

 （丙） 

                                                         群馬県中央生コンクリート協同組合    

   理 事 長           ○印   



 

７  群馬県水道災害相互応援協定 
 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、地震、異常渇水その他の水道災害において、群馬県及び県内各水道事業者（以下

「会員」という。）が協力して実施する群馬県内及び他の都道府県における相互応援活動について、必

要な事項を定めるものとする。 

（組織構成） 

第２条 災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。 

この協定に関する事項を円滑に推進するため、県内の会員を11地区（以下「地区」という。）

に分け、地区を県央、西毛、東毛の３ブロック（以下「ブロック」という。）に分ける。  

２ 各地区及び各ブロックには、それぞれ代表都市及び副代表都市を置く。 

３ 前項の地区代表都市は、群馬県の各保健福祉事務所所在市町を充て、地区副代表都市は各

地区で選任する。 

また、各ブロック代表都市及び各ブロック副代表都市は地区代表都市から選出し、県央ブ

ロックについては、前橋市を代表都市とする。 

４ 群馬県（以下「県」という。）は、各ブロック代表都市と連携を密にし、必要ある場合は、

他都道府県及び関係機関への応援要請等の連絡調整を行うものとする。 

また、県は、県内及び他の都道府県において水道災害が発生し、他都道府県及び関係機関

からの要請に基づき、この協定に基づく応援活動を実施する場合は、ブロック代表都市に応

援協力の要請を行うものとする。 

５ この協定に基づく応援活動のとりまとめ、調整、資料交換等の事務局は、群馬県保健福祉

部衛生食品課が担当し、群馬県企業局と連携のもとに行う。 

（応援内容） 

第３条 応援活動は原則として、被災会員の応急給水及び復旧計画に基づき、その指示（様式第１号）

に従って作業に従事するものとする。 

２ 応援活動は、おおむね次のとおりとする。 

(１) 応急給水作業 

(２) 応急復旧工事 

(３) 応急復旧用資機材の供出 

３ 前項第１号及び第２号の作業期間は、原則として７日以内とし、継続する場合は被災会員、応援会

員及び県の協議による。 

４ 他の都道府県等への応援活動は、前各項に準ずるものとする。 

（応援要請等） 

第４条 応援要請は、原則として次の各号により行うものとする。 

(１) 被災会員は、所属する地区の代表都市へ応援を依頼する。 

(２) 地区代表都市は、地区内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、ブロッ

ク代表都市に応援を要請する。 

(３) ブロック代表都市は、さらに必要と認めたときは、他のブロック代表都市に応援を要請す

る。 

(４) ブロック代表都市は、さらに必要と認めたときは、県へ応援を要請する。 

２ 応援要請を受けた会員は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。 

（応援要請の手続） 

第５条 被災会員が応援要請しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、電話等迅速かつ正

確に伝達できる通信手段により要請し、後日速やかに文書（様式第２号及び第３号）を提出するもの

とする。 

(１) 災害の状況 

(２) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

(３) 必要とする職員別人員 

(４) 応援期間 

(５) 応援場所及び応援場所への経路 

(６) その他必要な事項 

（応援体制） 

第６条 応援会員が派遣する職員（以下「応援職員」という。）は、災害の状況に応じ必要な食糧、被服、

資金等を携行するものとする。 



 

２ 応援職員は、応援会員等の名を表示する標識を着用するものとする。 

（被応援体制） 

第７条 被応援会員は、災害の状況に応じ、応援職員の宿舎の斡旋、その他必要な便宜を供与するもの

とする。 

２ 被応援会員は、資機材等の応援を受ける場合、倉庫、保管場所等を確保し、これらを管理

するものとする。 

（費用負担） 

第８条 応援に必要な経費は、法令等に別段定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。 

(１) 応援給水、応援復旧、応援復旧用資機材に要する費用は、被応援会員が負担する。  

(２) 応援職員の派遣に要する経費は、応援会員が負担する。 

(３) 応援職員が応援業務により負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合における災害補償

は、応援会員の負担とする。 

(４) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、原則として、その損害が応援業務

中に生じたものについては被応援会員が、また被応援会員への往復途中に生じたものにつ

いては応援会員がその賠償の責に任ずる。 

２ 前項各号の定めにより難いときは、関係会員等が協議して定めるものとする。  

（応援物資等の調査） 

第９条 会員は応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を毎年５月末日までに県に提出する

ものとする。 

(１) 連絡担当部課等（様式第４号） 

(２) 応急資機材の保有状況（様式第５号） 

(３) 応援に従事できる職員数（様式第６号） 

(４) 水道配管等の標準施工図又はこれに準ずるもの 

２ 県は前項の調査票を取りまとめ、整理のうえ会員に送付するものとする。 

（協議） 

第10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、その都度協議し

て定めるものとする。 

（訓練） 

第11条 会員は、この協定に基づき相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて訓練を実施するもの

とする。 

（実施期日） 

第12条 この協定は、平成１３年２月９日から実施する。 

 

この協定の締結を証するため、本書１通を作成し、協定者が記名押印のうえ原本を県が保有

し、その写しを各事業体が保有する。 

 

平成１３年２月９日 

群馬県知事 

前橋市長 

富士見村長 

大胡町長 

宮城村長 

粕川村長 

高崎市長 

榛名町長 

倉渕村長 

箕郷町長 

群馬町長 

碓氷上水道企業団 

     企業長 

桐生市長 

新里村長 

黒保根村長 

東村長 



 

藪塚本町長 

大間々笠懸上水道企業団 

           企業長 

伊勢崎市長 

赤堀町長 

東村長 

境町長 

玉村町長 

太田市長 

尾島町長 

新田町長 

沼田市長 

白沢村長 

利根村長 

片品村長 

川場村長 

月夜野町長 

水上町長 

新治村長 

昭和村長 

館林市長 

板倉町長 

明和町長 

千代田町長 

大泉町長 

邑楽町長 

渋川市長 

北橘村長 

赤城村長 

子持村長 

小野上村長 

伊香保町長 

榛東村長 

吉岡町長 

藤岡市長 

新町長 

鬼石町長 

吉井町長 

万場町長 

中里村長 

上野村長 

富岡市長 

妙義町長 

下仁田町長 

南牧村長 

甘楽町長 

中之条町長 

東村長 

吾妻町長 

長野原町長 

嬬恋村長 

草津町長 

六合村長 

高山村長 



 

群馬県水道災害相互応援協定組織図 

前 橋 地 区 

◎前橋市、○富士見村、大胡町 

 宮城村、粕川村 
 

渋 川 地 区 

◎渋川市、北橘村、赤城村 

○子持村、小野上村、伊香保町 

 榛東村、吉岡町 
 

 中 之 条 地 区 

◎中之条町、(吾)東村 

 吾妻町、○長野原町、嬬恋村 

 草津町、六合村、高山村 
 

沼 田 地 区 

◎沼田市、白沢村、利根村 

 片品村、川場村、月夜野町 

○水上町、新治村、昭和村 
 

高 崎 地 区 

◎高崎市、榛名町、倉渕村 

 箕郷町、群馬町 

○碓氷上水道企業団 
 

藤 岡 地 区 

◎藤岡市、新町、○鬼石町 

 吉井町、万場町、中里村 

 上野村 
 

冨 岡 地 区 

◎富岡市、妙義町、○下仁田町 

 南牧村、甘楽町 
 

桐 生 地 区 

◎桐生市、新里村、黒保根村 

 (勢)東村、藪塚本町 

○大間々笠懸上水道企業団 
 

伊 勢 崎 地 区 

◎伊勢崎市、赤堀町、(佐)東村 

○境町、玉村町 
 

太 田 地 区 

◎太田市、尾島町、○新田町 

 
 

館 林 地 区 

◎館林市、○板倉町、明和町 

 千代田町、大泉町、邑楽町 

 
◎代表都市  ○副代表都市 
   水道事業者が直接応援要請できる範囲 
   水道事業者が他県等へ応援要請をする経路 
   水道事業者の要請を受けて県が応援要請を行う



 

 

第３条関係 様式１号 

作業指示・報告書 

   事業体名                    年  月現在 

応援事業体名  

人  員          人 

車  両          台 

 A B C D E 

給水場所      

 

 

作業時間 

給水量 

1 
～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

2 
～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

3 
～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

4 
～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

5 
～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

～ 

    ㎥ 

作業従事者 人  

作業時間   ～  ：  時間  

給水人数 人 給 水 量   ㎥ 

給水場所 

補給回数 

浄水場 ・ 配水池 

回     回 

 

第５条関係 様式２号 

群馬県水道災害相互応援協定に基づく応援要請書 

        様 

                   市町村長等名  印 

                （事業者名） 

    次のとおり応援要請いたします 

 応援要請内容 

被災原因 
 

被災状況   断水     戸 

         人 

応援給水 給水車 
   ｔ車    台 

   ｔ車    台 

ポリ容器等  

応援職員  

給水の確保    可 ・ 不可 

応援復旧 資機材  

 応援職員 
 監督員     人 

 配管工     人 

応援期間 年  月  日  ～  年  月  日（  日間） 

応援場所 ※図面添付 

作業条件 
  通勤 ・ 宿泊 

 （食糧・宿舎の確保：               ） 

連絡先  

その他 

（要望、注意

事項及び具体

的な被災内容

等） 

 



 

 

第５条関係 様式３号 

群馬県水道災害相互応援協定に基づく(地区・ブロック)応援要請書 

            様 

                  （地区・ブロック代表都市名） 

      次のとおり応援要請いたします 

  応援要請内容 

被災事業者名  

被災原因  

被災状況 
  断水     戸 

         人 

応援給水 給水車 
   ｔ車    台 

   ｔ車    台 

ポリ容器等  

応援職員  

給水の確保    可 ・ 不可 

応援復旧 
資機材  

応援職員  監督員     人 

 配管工     人 

応援期間 年  月  日  ～  年  月  日（ 日間） 

応援場所 ※図面添付 

作業条件 
  通勤 ・ 宿泊 

 （食糧・宿舎の確保：              ） 

連絡先  

手配済機材等  

その他 

（要望、注意事項及

び具体的な被災内容

等） 

 

第９条関係 様式４号 

連  絡  表 

事業体名  

連絡担当部署名  

連絡担当責任者 
 

電話：            FAX：             

連絡担当者 
 

電話：            FAX：             

夜間・休日連絡先 
住所： 

電話：            FAX：             

 

役 職 名 氏 名 連 絡 先 

事業（企業）管理者   

総務責任者   

〃担当者   

給水責任者   

〃担当者   

工務責任者   

〃担当者   

水質責任者   

〃担当者   

浄水責任者   

〃担当者   

避難所、病院等、給水拠点がある場合は、連絡先及び場所を示す図面を添付

する。 



 

 

第９条関係 様式５号 

資材・機材の保有状況 

 事業体名                       年  月現在 

項 目 規 格 数 量 備 考 
給水車 ２t車 

４t車 
  

浄水装置 １t／ｈ 
２t／ｈ 
４t／ｈ 

  

ボトルウォータ
ー 

１Ｌ 
１.５Ｌ 
２Ｌ 

  

水の缶詰 250cc 
350cc 

  

パック水 500cc 
1,000cc 
5,000cc 

  

ポリタンク １０Ｌ 
２０Ｌ 

  

給水袋 0.5Ｌ 
1.0Ｌ 
4.0Ｌ 
10.0Ｌ 
20.0Ｌ 

  

パック水等 
製造装置 

1,200個/h   

給水タンク 0.2t 
0.5t 
1.0t 
2.0t 
2.0t 

  

バックホウ 0.06m3 
0.2m3 

  

ダンプ 0.35t 
2.0t 
3.0t 
4.0t 

  

トラック 0.35t 
1.0t 
1.5t 
2.0t 
3.0t 
4.0t 
バン 

  

第９条関係 様式６号 

応援に従事できる職員調査票 

    

事業体名                     年  月現在 

派 遣 先  

被害状況調査  調査員               人 

応援本部  本部員               人 

 連絡員               人 

復旧作業  １班   人 ×   班  ＝   人 

水質検査  検査員               人 

応急給水作業 給水方式 規  格 人 員 車両台数 作業可能時間 

 タンク給水 2,000Ｌ・圧送

可能 

  人    台  ～ 

 タンク給水 4,000Ｌ・圧送

可能 

  人    台  ～ 

 タンク給水 1,000Ｌ・圧送

不可 

  人    台  ～ 

 タンク給水 2,000Ｌ・圧送

不可 

  人    台  ～ 

 タンク給水 3,000Ｌ・圧送

不可 

  人    台  ～ 

 タンク給水 4,000Ｌ・圧送

不可 

  人    台  ～ 

 容器配布 0.35t積   人    台  ～ 

 容器配布 1.0t積   人    台  ～ 

 容器配布 1.5t積   人    台  ～ 

 容器配布 2.0t積   人    台  ～ 

 計    人    台  ～ 

 給水補助員    人   



 

 

８ 災害時における救援物資提供に関する協定 

 

安中市（以下「甲」という。）と三国コカ・コーラボトリング株式会社（以下「乙」という。）

は、地震等による災害時における救援物資提供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、地震等による災害時における救援物資提供に関する乙の甲に対する協力につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の内容) 

第２条 安中市内に震度５弱以上の地震又は、同等以上の災害が発生若しくは発生する恐れがある

場合において、甲の対策本部が設置され、その対策本部から要請があったとき、乙は次に掲げる

内容により協力を行うものとする。 

（１） 甲に飲料水の優先的な安定供給を行うものとする。 

（２） 甲に地域貢献型自動販売機（メッセージボード搭載型）の機内在庫の製品を無償提供する

ものとする。 

２ 乙は、前項に掲げる協力を行う際、道路不通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、そ

の対策について甲と協議するものとする。 

（要請の手続き） 

第３条 甲は、前条の要請を行うときは、救援物資提供要請書（様式第１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、電話等により要請することができるものとし、後日速

やかに文書を提出するものとする。 

（引き渡し） 

第４条 飲料水の引渡し場所は、甲、乙が協議し決定するものとし、当該場所において乙の納品書

等に基づき甲が確認の上引き取るものとする。 

（費用） 

第５条 飲料水の費用については甲が負担するものとし、価格は甲、乙協議の上決定するものとす

る。 

（期間） 

第６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、甲、乙いずれからも協

定解消の申し出がない場合は、協定期間を１年間延長するものとし、以後この例によるものとす

る。 

２ 前項の解消の申し出は、１ヶ月前までに相手方に文書で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他、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、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、乙署名のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成１７年６月６日 

 

 

甲 群馬県安中市安中一丁目23番13号 

安中市 

安中市長 

 

乙 埼玉県桶川市大字加納180番地 

三国コカ・コーラボトリング株式会社 

代表取締役社長 
 



 

 

９ 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 

 

安中市（以下「甲」という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）は、地震等による災

害時におけるレンタル機材の提供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、地震等による災害時におけるレンタル機材の提供に関する乙の甲に対する協

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 安中市内に地震等の災害が発生若しくは発生する恐れがある場合において、甲の対策本部

が設置され、その対策本部から要請があったとき、乙は保有する移動トイレ、発電機その他のレ

ンタル機材（以下「保有機材」という。）の優先的な提供及び運搬による協力を行うものとする。 

２ 乙は、前項の協力に的確に対応するため、保有機材の供給可能な体制を保持するものとする。 

３ 乙は、協力を行う際、道路不通等により提供及び運搬に支障が生じた場合は、その対策につい

て甲と協議するものとする。 

 （要請の手続き） 

第３条 甲は、前条の要請を行うときは、レンタル機材提供要請書（様式第１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、電話等により要請することができるものとし、後

日速やかに文書を提出するものとする。 

 （引き渡し） 

第４条 保有機材の引渡し場所は、甲、乙が協議し決定するものとし、甲は、当該場所に職員を派

遣し、当該保有機材を確認の上、引渡しを受けるものとする。 

 （費用） 

第５条 保有機材の提供及び運搬に係る費用については甲が負担するものとし、価格は甲、乙協議

の上決定するものとする。 

 （期間） 

第６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、甲、乙いずれからも協

定解消の申し出がない場合は、協定期間を１年間延長するものとし、以後この例によるものとす

る。 

２ 前項の解消の申し出は、１月前までに相手方に文書で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他、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、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、乙署名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 平成１７年６月６日 

 

           甲   群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

                      安中市                         

            安中市長 

 

                   乙   東京都千代田区岩本町本町一丁目５番１３号 

                      秀和第２岩本町ビル 

                      株式会社アクティオ                         

                        代表取締役 



 

 

10 群馬県防災航空隊支援協定 
 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、地震・台風・水火災及び事故等の災害の場合において、緊急の必要があるときは、市町

村長及び消防長（以下「市町村長等」という。）が群馬県防災航空隊（以下「防災航空隊」という。）の支援

出動を求める場合の必要な事項を定めるものとする。 

 （適用区域） 

第２条 本協定は、市町村長等の求めに応じ、防災航空隊が支援出動した場合において、当該市町村長等の管

轄区域についてのみ適用する。 

 （支援出動の要請） 

第３条 この協定に基づく支援出動の要請は、災害発生地を管轄する市町村長等が、次のいずれかに該当し、

群馬県防災ヘリコプター（以下「防災ヘリ」という。）の運航が必要と認める場合に、群馬県知事（以下「知

事」という。）に対して行うものとする。 

 (１) 市町村等の消防力によっては、災害の防除又は軽減が困難と認められる場合 

 (２) 災害が、隣接する市町村に拡大し、又は影響を与える恐れのある場合 

 (３) 防災ヘリの運航により災害の予防・改善に相当の効果が期待できるものと認められる場合 

 (４) その他救急搬送等緊急性があり、かつ、防災ヘリ以外に適切な手段がなく、防災ヘリによる活動が最も

有効な場合 

 （支援出動の要請の方法） 

第４条 支援出動の要請は、防災航空隊に電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。 

 (１) 支援の種別 

 (２) 災害発生（又は覚知）の日時、場所及び被害の状況 

 (３) 災害現場の気象状況 

 (４) 災害現場の最高指揮者の職名・氏名及び連絡方法 

 (５) 場外離着陸場の場所及び地上支援体制 

 (６) その他の必要事項 

 （防災航空隊の派遣） 

第５条 知事は、前条の規定により支援出動の要請を受けたときは、災害発生現場の気象状況等を確認の上、

防災航空隊を派遣するものとする。 

２ 前条の規定による支援出動の要請に応じることができない場合は、知事は、その旨を速やかに市町村長

等に回答するものとする。 

 （市町村長等と防災航空隊との連携） 

第６条 前条第１項の規定により支援出動した場合の防災航空隊は、災害現場を管轄する市町村長等との相互

に密接な連携の下に行動するものとする。 

 （消防活動に従事する場合の特例） 

第７条 支援出動の要請に基づき防災航空隊員（消防本部派遣職員に限る）が消防活動に従事する場合には、

非常事態発生地の消防長から隊員を派遣している消防長に対し、消防相互応援協定（昭和５０年１２月８日

付締結）第３条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。 

 （経費負担等） 

第８条 この協定に基づく支援出動に要する派遣経費は、県が負担するものとする。 

 （その他） 

第９条 この協定に定めのない事項は、県及び市町村長等が協議して定めるものとする。 

 （適用） 

第10条 この協定は、平成１８年３月２７日から実施する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印の上、各自その１通を所持す

る。 

 

  平成１８年３月２７日 

 

群馬県                

群馬県知事              

 

安中市                

安中市長                



 

 

11 消防相互応援協定書 
 

 消防組織法（昭和22年法律第226号）第21条第２項の規定に基づき、高崎市、安中市、榛名町（以

下「協定団体」という。）の各市町長は、消防団の相互応援に関し次により協定する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、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、協定団

体相互間の消防力を活用して当該災害による被害を最小限に防止し、もって住民の安寧秩序を保

持することを目的とする。 

 （相互応援の方法） 

第２条 前条の目的を達成するため、協定団体は消防団その他必要な人員、資機材（以下「消防団」

という。）を相互に出動させ、若しくは調達して応援活動をさせるものとする。 

 （出動の義務等） 

第３条 応援要請を受けた団体は、直ちに消防団を出動させるものとする。 

  ただし、当該団体において災害が発生している場合その他やむを得ない事情がある場合はこの

限りでない。 

 （応援出動団数） 

第４条 応援の出動団数は、隣接の分団とし、災害の状況により増加することができる。 

 （応援消防団の指揮） 

第５条 応援消防団の指揮は、受援消防機関の長とする。ただし、別段の定めがある場合はこの限

りではない。 

 （経費の負担） 

第６条 応援に要する経費の負担は、法令その他に別段の定めがある場合のほか次に定めるとおり

とする。 

 (１) 応援のために要した経常的経費は、応援を行った団体の負担とする。ただし、消防用資機材

で応援の要請により調達し、又は立て替えたものについては、現物又はその経費を応援を受け

た団体が負担する。 

 (２) 応援の活動が長時間にわたり、燃料、消防用資機材の補給、給食等を必要とする場合は、現

物又はその経費を応援を受けた団体が負担するものとする。 

 (３) 応援出動した消防団員が応援消防業務により負傷し、疾病にかかり、死亡し、又は障害の状

態となった場合における消防賞じゅつ金の授与又は災害補償は応援を行った団体の負担とす

る。 

 (４) 応援出動した消防団員が、応援業務を遂行中第三者に損害を与えた場合は、応援を受けた団

体がその賠償の責めを負う。ただし、災害地への出動又は帰路途上において発生したものにつ

いては、応援を行った団体がその賠償の責めを負う。 

２ 前項に定める経費の負担について特に必要がある場合は、その都度当該協定団体間で、協議の

うえ決定することができる。 

 （協議） 

第７条 この協定に定めのない事項については、協定団体の市町長が協議のうえ決定するものとす

る。 

 （効力の発生） 

第８条 この協定は、平成１８年４月１日から効力を発生する。 

 

 この協定を証するため、本書３通を作成し、当事者記名押印のうえ、各１通を保有するものとす

る。 

 

  平成１８年３月２９日 

高 崎 市 長                    □印    

         安中市長職務執行者                   □印  

榛 名 町 長           □印   



 

 

12 消防相互応援協定書 

 

 消防組織法（昭和22年法律第226号）第21条第２項の規定に基づき、富岡市、安中市（以下「協定

団体」という。）の両市長は、消防団の相互応援に関し次により協定する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、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、協定団

体相互間の消防力を活用して当該災害による被害を最小限度に防止し、もって住民の安寧秩序を

保持することを目的とする。 

 （相互応援の区分） 

第２条 前条の目的を達成するため、協定団体は消防団その他必要な人員、資機材（以下「消防団」

という。）を相互に出場させ、若しくは調達して応援活動をさせるものとする。 

 （出動の義務等） 

第３条 応援要請を受けた団体は、直ちに消防団を出動させるものとする。 

  ただし、当該団体において災害が発生している場合その他やむを得ない事情がある場合は、こ

の限りではない。 

 （応援出動団数） 

第４条 応援の出場団数は、隣接の分団とし、災害の状況により増加することができる。 

 （応援消防団の指揮） 

第５条 応援消防団の指揮は、受援消防機関の長とする。ただし、特段の定めがある場合は、この

限りではない。 

 （経費の負担） 

第６条 応援に要する経費の負担は、法令その他に別段の定めがある場合のほか次に定めるとおり

とする。 

 (１) 応援のために要した通常的経費は、応援を行った団体の負担とする。ただし、消防用資機材

で応援の要請により調達し、又は立て替えたものについては、現物により、又はその経費は応

援を受けた団体が負担するものとする。 

 (２) 応援の活動が長時間にわたり、燃料、消防用資機材の補給、給食等を必要とする場合は、現

物により、又はその経費は応援を受けた団体が負担するものとする。 

 (３) 応援出動した消防団員が応援消防業務により負傷し、疾病にかかり、死亡し、又は障害の状

態となった場合における消防償じゅつ金の授与又は災害補償は、応援を行った団体の負担とす

る。 

 (４) 応援出動した消防団員が、応援業務を遂行中第三者に損害を与えた場合は、応援を受けた団

体がその賠償の責めを負う。ただし、災害地への出動又は帰路途上において発生したものにつ

いては、応援を行った団体がその賠償の責めを負う。 

２ 前項に定める経費の負担について、特に必要がある場合は、その都度協定団体間で、協議のう

え決定することができる。 

 （協議） 

第７条 この協定に定めのない事項については、協定団体の市長が協議のうえ決定するものとする。 

 （効力の発生） 

第８条 この協定は、平成18年４月24日から効力を発生する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各１通を保有するものとす

る。 

 

  平成１８年４月２４日 

協  定  者 

富岡市長   

安中市長   



 

 

13 災害時における応急生活物資供給等に関する協定書 
 

 安中市（以下「甲」という。）と生活協同組合コープぐんま（以下「乙」という。）は、災害時

における市民生活の安定を図るため、応急生活物資供給等に関し協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、安中市内に災害が発生した場合（以下「災害時」という。）において、甲と乙

とが相互に協力して、被災した市民等に対して行う応急生活物資の供給、輸送、ボランティア活

動等に関する協力事項について定めるものとする。 

（協力事項の発動） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が安中市災害警戒本部又は災害対

策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。 

（協力要請） 

第３条 災害時において、甲が応急生活物資を必要とするときは、乙に対し商品の供給、輸送につい

て協力を要請することができる。 

２ 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請する。いとまがない

ときは、口頭又は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

（協力実施） 

第４条 災害時に必要な応急生活物資の調達及び安定供給を行うため、甲は乙に対して情報の提供

及び必要な要請を行い、乙はそれを受けて必要な措置をとるものとする。 

（費用） 

第５条 前条の規定により、乙が供給した生活物資の対価は、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する生活物資の対価については、災害時直前に組合員に供給していた物資の価格を

参考にし、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（引渡し） 

第６条 応急生活物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、指定場所への輸送は、乙が責任をもっ

て行うものとする。甲は、当該引渡場所に職員を派遣し、物資の数量等を確認のうえ引取るもの

とする。 

（情報の収集・提供） 

第７条 甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して市民に対して迅速

かつ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の情報提供を円滑に行うため、物価等の生活情報の交換を日常的に行うもの

とする。 

（実施に関し必要な事項等の決定） 

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、その都度甲

乙協議して定めるものとする。 

（発効） 

第９条 この協定は、平成19年１月25日から効力を有する。 

 

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

 

平成１９年１月２５日 

甲   群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

安中市 

安中市長 

 

乙   群馬県桐生市相生町一丁目１１１番地 

生活協同組合コープぐんま 

理 事 長



 

 

14 災害時における物資供給に関する協定書 
 

安中市（以下「甲」という。）とＮＰＯ法人 コメリ災害対策センター（以下「乙」という。）は、災害時におけ

る物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、安中市内に地震等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）

において、甲と乙とが協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。 

 （協定事項の発効） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲の災害対策本部が設置され、当該災害対策本部が乙

に対して要請を行ったときをもって発動する。 

 （協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において物資を必要とする場合、乙に調達が可能な物資の供給を要請するものとする。 

 （調達物資の範囲） 

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

 （１） 別表に掲げる物資 

 （２） その他甲が指定する物資 

 （要請の方法） 

第５条 甲は、第３条の要請を行うときは、物資供給要請書（様式第１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、電話等により要請することができるものとし、後日速やかに物資供給要請書を提出するも

のとする。 

 （物資の供給の協力） 

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

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に提出するも

のとする。 

 （引渡し等） 

第７条 物資の引渡場所は、甲、乙が協議し決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認

のうえ引き取るものとする。 

２ 甲は、乙が車両により物資を輸送する場合、優先車両として通行できるよう配慮するものとする。 

 （費用の負担） 

第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った輸送費等の経費は、甲が負担するものとす

る。 

２ 前項に規定する費用は、災害時直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議のうえ速やかに決定するも

のとする。 

 （費用の支払い） 

第９条 前条に規定する費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

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

 （情報交換） 

第10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害の発生に備える

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１年間とする。ただし、甲、乙いずれからも協定解消の申し出が

ない場合は、協定期間を１年間延長するものとし、以後この例によるものとする。 

２ 前項の協定解消の申し出は、１月前までに相手方に文書で申し出るものとする。 

 （協議） 

第12条 この協定に定めるものの他、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、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、乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 平成１９年３月１日 

               甲  群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

                  安中市長 

 

               乙  新潟県新潟市清水４５０１番地１ 

                  ＮＰＯ法人 コメリ災害対策センター 

                  理 事 長



 

 

15 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長 下保修(以下「甲」という。）と、安中市長岡田義弘(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、安中市にお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、適切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 安中市において重大な被害が発生または、発生するおそれがある場合 

二 安中市に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とする事項 

 

（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２３年２月１日 

 

甲）  埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１ 

さいたま新都心合同庁舎２号館 

国土交通省 

関東地方整備局長    

 

乙）  群馬県安中市安中１－２３－１３ 

安 中 市 長     



 

 

16 水道災害時等における応援に関する協定書 

 
 安中市(以下「甲」という。)と安中市管工事協同組合(以下「乙」という。)は、地震等予期せぬ水道災

害発生時に甲の要請を受け、乙が水道施設等の応急復旧及び応急給水 (以下「応急措置」という。)を行

うことを目的として次のとおり協定を締結する。 
 

第１条（趣旨） 

  この協定は、安中市に災害が発生し、水道設備等が被災した時、断減水等の被害を早期に復旧するための応急

措置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第２条（応援要請） 

 甲は、被災した水道施設等の応急措置について、災害の状況に応じ、乙に応援の要請をするものとする。 

２ 前項の規定により要請を行う場合は、甲、乙速やかに連絡を取り合うとともに事前に下記事項を明らかにし、

応急措置応援要請書(別記様式。以下「要請書」という。)を提出するものとする。ただし、要請書を提出するいと

まがない時は口頭で依頼し、後日速やかに要請書を提出するものとする。 

(１) 被害の状況及び作業の内容 

(２) 応急措置に必要な人数及び期間 

(３) 応急措置に必要な機器材の品名、規格、数量等 

(４) 応援の場所 

(５) 前号各号に掲げるもののほか、応援に関し必要な事項 

第３条（応援） 

 乙が行う応援の内容は、上下水道部作成の災害対策マニュアル緊急応援対策動員計画表に基づき行うものとす

る。 

ただし、応急措置の範囲が広範囲にわたる場合及びその他特別な場合は、甲はこれを変更し要請することが出

来る。 

第４条（連絡責任者） 

 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定め、応援の要請その他応援に関する連絡を行うとともに、応援措置に

必要な現場指揮等を行うものとする。 

第５条（応援活動の実施等） 

 乙は、応援活動を円滑に実施するため、速やかに組合加盟業者(以下、「組合員」という。)等に指

示し、応援活動に必要な機器材、人員等の把握に努め、甲に報告するものとする。 

２ 組合員は、甲の指示に基づき速やかに応急措置の作業に従事するものとする。 

第６条（費用の負担） 

 甲は、応急措置に要した次の経費を負担するものとする。 

(１) 人件費 

(２) 車両等の借り上げ費 

(３) 要請により使用した乙及び乙の組合員の所有する資材費 

(４) その他応急措置に要した経費 

第７条（費用請求） 

 乙は前条の経費について、甲の積算基準により算定した金額を一括して甲に請求するものとする。 

第８条（労災補償及び損害賠償） 

 応急措置において、乙の組合員及びその従業員が負傷し、疾病にかかりまたは死亡した場合は、乙の労災保険

により保証するものとする。 

２ 応急措置により、乙が第３者に損害を与えた場合は、甲乙協議の上対処するものとする。 

第９条（訓練） 

 甲及び乙は、災害発生時における応急措置を速やかに行えるように必要に応じ訓練を実施するものとする。 

第１０条（他市町村の応援要請） 

 甲は、他市町村で発生した災害についても、この協定に準じて乙に協力要請することが出来る。 

第１１条（協議） 

 この協定に定めのない事項及びこの協定の定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるも

のとする。 
 

 この協定締結の証として本書２通を作成し、甲乙両者署名の上、おのおの１通を保有する。 
 

平成２４年１月３０日 

甲   安中市安中１－２３－１３ 

安中市 

代表者 安中市長  
 

乙   安中市郷原１，１００－１ 

安中市管工事協同組合 

理事長 



 

 

(別記様式) 

平成  年  月  日 

応急措置応援要請書 

 

安中市管工事協同組合様 

 

安中市長           印 

 

被害の状況 平成  年  月  日発生の 

要請内容 

(作業内容) 

 

要請人員    人   班    合計      人 

要請期間 平成  年  月  日～平成  年  月  日 

 

日間 

資機材等  

要請場所  

その他  

 

 

(資料－１)  

安中市管工事協同組合員名簿 

 工事店名 代表者名 電話番号 住   所 

1 ㈲内堀設備工事 内堀 等 393-0157 
安中市松井田町松井田

614-1 

2 ㈲金子屋商店 小林幸夫 393-0332 
安中市松井田町国衙90-

1 

3 ㈲黒須設備工業 黒須延次 381-1148 安中市安中2-4-17 

4 群栄工業㈱ 丸山 睦 393-1012 安中市松井田町新井582 

5 ㈲渋谷設備 渋谷光雄 381-1262 安中市中宿725 

6 ㈲ｼﾞｰﾜｲ燃設 山崎 哲 382-2891 安中市安中4-5-3 

７ ㈲須藤工業 須藤 雅弘 388-1178 安中市下磯部1472 

8 ㈲武美工業 蒔田富士夫 382-5061 安中市安中1212-1 

9 ㈲田中工作所 田中弘志 385-4126 安中市原市3-5-4 

10 ㈱半田組 半田信夫 385-8374 安中市原市3-4-43 

11 ㈲福美商事 金井塚好一 381-0293 安中市安中1-17-2 

12 ㈲松本住設 松本 浩 385-6278 安中市中野谷2166 

13 ㈱茂木設備 茂木則雄 381-6616 安中市鷺宮924-9 

14 ㈲山田ﾀｲﾙ工業 白石文也 381-0075 安中市高別当727-2 

15 ㈱ﾕﾀｶ 中村浩之 385-7647 安中市原市1642-3 

16 今川設備 今川義明 382-9433 安中市安中3906-6 

17 ㈲入沢電気商会 入沢政幸 382-1609 安中市中秋間1727-2 

18 碓氷設備 茂木秀次 381-2730 安中市安中2-17-32 

19 児玉工業㈲ 児玉嘉津政 393-3118 
安中市松井田町五料 

77-1 

20 ㈲佐藤商店 佐藤徳雄 395-2323 安中市松井田町横川405 

21 佐藤燃料㈱ 太田正行 381-1111 安中市安中3866 

22 清水(R)電気商会 伊藤和明 385-6953 安中市磯部1-19-1 

23 ｵｵｶﾜﾗ住器 大河原七五三吉 382-1987 安中市大竹196-9 

24 反町備工 反町将人 384-2058 安中市下後閑3237-1 

25 第一設備工業㈲ 髙村岳人 385-8769 安中市原市1608-1 

26 ㈱ﾌｪﾆｯｸｽ 杉本欣也 382-5262 安中市安中5188 

27 ㈱ﾔﾏﾊﾁｸﾎﾞﾆﾜ 久保庭哲夫 381-0345 安中市安中2-5-15 

  太字業者名は本管工事対応 



 

 

17 災害時における生活物資の供給協力に関する協定 
 

 安中市(以下「甲」という。)と株式会社カインズ(以下「乙」という。)とは、災害時における生

活物資の供給協力について、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活の安定を図るため、生活物資の供給

協力が円滑に実施されることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 災害時において甲が生活物資を必要とするときは、乙に対し生活物資の供給について協力

を要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第３条 甲が、乙に供給を要請する生活物資の範囲は、次に掲げるもののうち甲が要請した時点に

おいて、乙が調達可能な物資とする。 

(１) 日用品等の生活必需品 

(２) 災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの 

（要請手続） 

第４条 甲の乙に対する要請は、別に定める物資発注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適当な方法をもって要請し、事後に物資発注書を提出するものとする。 

２ 甲と乙は連絡体制について、常に点検、改善に努めるものとする。 

（協力実施） 

第５条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、生活物資の供給及び運搬に対する協

力等に積極的に努めるものとする。 

２ 乙は、前条の要請により生活物資の供給を実施したときは、速やかに別に定める物資供給報告

書により甲に報告するものとする。 

（生活物資の運搬） 

第６条 生活物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、乙又は乙の指定

する者が行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬協力を求めることができる。  

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

するものとする。 

（費用負担） 

第７条 甲は、乙が供給した生活物資の代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。  

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前時における乙の小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の

上速やかに決定する。 

（費用の支払） 

第８条 生活物資の代金及び運搬に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。  

（情報交換） 

第９条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める連絡責任者届により相

手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協

議の上決定するものとする。 

（有効期間） 

第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知し

ない限り、その効力を有するものとする。 
 

 この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙は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２４年７月１日 

甲   群馬県安中市安中１－２３－１３ 

安中市長   

 

乙   群馬県高崎市高関町３８０ 

株式会社カインズ 

代表取締役社長 



 

 

18－１ 自動販売機設置契約書 
 

 安中市(以下「甲」という。)と株式会社伊藤園(以下「乙」という。)とは自動販売機(以下「自販機」

という。)の設置及び運営に関する事項について以下のとおり契約を締結する。 

第１条（設置） 

甲は乙に対し、甲の指定する場所に乙の所有又は管理する自販機を乙の費用をもって設置し運

営することを承認する。 

第２条（管理責任） 

乙は自販機を常に整備し、商品の供給、詰替え、苦情の受付、新台の入替え及び売上計算にお

いて責任を負い、甲は自販機設置場所及び自販機運営の為の電力供給の責任を負う。 

第３条（販売手数料等 支払い） 

乙は甲に対し、販売手数料等を別表に定める条件により振り込み支払う。但し、売上 計算に

あっては、変造、偽造硬貨により販売されたもの及び商品・金銭盗難又は自販機の故障によるも

のは売上 から除外できる。 

第４条（契約期間・途中解約） 

契約期間は、本契約成立日より５年間とする。但し期間満了１ヶ月前までに、甲又は乙のいず

れか一方より解約の申し出がない限り、更に１年間自動更新し以後も同様とする。期間途中の契

約解約は次による。 

① 乙より解約する場合：乙は甲に２ヶ月前に通知し、甲から解約の承諾を得た後に、自販機を引

き揚げる。なお、自販機引き揚げ等に要する全ての費用を乙の負担とする。 

② 甲より解約する場合：甲は乙に１ヶ月前に通知し、その事由が信義に反しない場合 (設置場所の

再構築、占有権の消失等)に限り乙は了解のうえ乙の費用にて自販機を引き揚げる。 

第５条（賠償責任） 

    甲は乙の同意なしに、自販機の取り外し又は移動及び第三者に転貸並びに譲渡等の一切の行為

はできない。若しこれらの違反行為により乙に損害を与えた場合、甲はその責めを負うものとす

る。 

第６条（個人情報） 

    甲及び乙は本契約に記入される個人情報について、顧客管理及び連絡業務のみに使用すること

ができる。 

第７条（秘密保持） 

    甲及び乙は、本契約の履行に伴い入手した相手方の秘密情報(書面・口頭等形式を問わない)に

ついて、相手方の同意なく第三者に漏洩してはならない。 

第８条（反社会勢力との関係排除・損害賠償） 

甲及び乙は、自己、自己の役員もしくは実質的に経営に関与する者等が暴力団、暴力団関係企

業、総会業、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢

力（以下「反社会的勢力」という。）ではないこと、また過去に反社会的勢力だったことがない

こと、及び反社会的勢力との関係を一切遮断していること、並びに今後も遮断することを表明し、

相手方に対し保証する。 

２．甲及び乙は、相手方が前項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、別段の

催告を要せず、甲乙間の契約を即時に解除することができる。 

３．相手方が本条第１項に違反することにより損害を被った当事者は、相手方に対し、その損害の

賠償を請求することができる。なお、前項に基づく契約の解除は、その損害賠償の請求を妨げな

い。 

第９条（旧契約の失効） 

甲乙間で本契約締結以前に締結した本件設置場所に係る自動販売機設置契約は、本契約締結を

もって失効する。なお、旧契約に基づき発生した債権・債務は本契約に引き継がれるものとする。 

第10条（協議事項） 

    本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ、決定する。 

 

    本契約を証するため、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９月11日 

 

甲   群馬県安中市安中一丁目２３番１３号        

安中市長  

                    

乙   群馬県高崎市倉賀野町３０４５－１         

株式会社伊藤園 高崎支店長 



 

 

18－２ 覚 書 
 

安中市（以下「甲」という。）と株式会社伊藤園（以下「乙」という。）は、甲乙間において平成

２９年９月１１日に締結した自動販売機設置契約に関し以下の通り覚書を締結する。  

第１条（目的） 

    この覚書は、大規模地震や台風等の自然災害により、甚大な被害が発生し避難勧告又は避

難指示が発令された場合において、甲乙契約にかかる以下の飲料用自動販売機（以下「対象

自販機」という。）内の商品を被災者に無償提供することを目的とする。  

設置先住所：安中市内 指定避難所  

機    種 :ＦＥ－ＫＡ２５－ＬＨＰＡＰ－ＥＲ   

第２条（商品の無償提供） 

    乙は、下記の場合に対象自販機内の商品を無償提供する。  

① 災害の発生又は発生するおそれがある場合において、安中市長又は群馬県知事から避難勧

告等が発令された場合。  

② 避難勧告等が発令されない場合であっても、甲乙協議により商品の無償提供について合意

がなされた場合。  

第３条（鍵の管理） 

    乙は、災害時の対応を迅速に行う為、対象自販機の鍵を甲に貸与する。  

２ 甲は、対象自販機の鍵の保管及び商品の提供を甲の責任により行う。  

３ 甲の過失による鍵の紛失、盗難、不正使用等に起因して、対象自販機本体、商品及び売上

金に損害が生じた場合、甲は乙に対し一切の責任を負う。  

キーＮｏ．：  

第４条（通知義務） 

    この覚書に基づき商品の無償提供を行った場合、甲は速やかにその旨及び日付を乙に通知

しなければならない。  

第５条（契約期間） 

    この覚書の有効期間は、本覚書成立日より自動販売機設置契約が終了するときまでとする。 

２ 甲は契約期間終了した際には、甲は速やかに鍵を乙に返却しなければならない。  

第６条（特約事項）  

     無償提供した商品及び鍵の不正使用によるものは販売手数料の対象外とする。  

第７条（協議事項） 

    この覚書に定めのない事項については甲乙誠意をもって協議し決定する。  

この覚書の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。  

 

平成29年９月11日  

                   甲  群馬県安中市安中一丁目２３番１３号  

                      安中市長   

                  

                   乙  群馬県高崎市倉賀野町３０４５－１  

株式会社伊藤園 高崎支店長  

 

 

 

 

 

 



 

 

19 アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定書 
 

安中市（以下「甲」という。）と安中アマチュア無線クラブ（以下「乙」という。）は、大規模災害時に

おける迅速かつ的確な情報の収集・伝達を行うため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の行政区域及びその周辺で大規模災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に

おいて、乙の会員（以下「会員」という。）が甲に協力して、災害に関する情報の収集・伝達を行うた

めに必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２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

めるものをいう。 

（ボランティア活動） 

第３条 この協定に基づき行う会員の活動は、自己の郷土愛に基づくボランティア活動とする。 

（要請） 

第４条 甲は、災害が発生し、甲の防災行政無線、電話回線その他の手段による通信連絡が困難又は不可

能な場合、もしくは困難又は不可能となる恐れがある場合で、災害情報の情報の収集・伝達上必要が

あると認めるときは、乙に対し、情報の収集・伝達について協力を要請することができる。 

（要請手続） 

第５条 この協定に基づく要請手続きは、市民部安全安心課長が担当する。 

２ 前項の要請は、口頭、電話等をもって行い、事後において文書を提出するものとする。 

（情報収集内容） 

第６条 乙は、次に掲げる事項について、その内容を収集し、甲に連絡するものとする。 

（１）被害発生の場所及び状況 

（２）被害者の発生状況及び救護状況 

（３）住民の避難状況 

（４）道路情報及び交通機関の運行状況 

（５）その他必要と認められる事項 

（費用） 

第７条 情報収集にかかる費用は、無償とする。 

（名簿の提出） 

第８条 乙の長は、毎年１回会員の名簿を甲に提出するものとする。 

（便宜供与） 

第９条 甲は、乙がこの協定に基づく活動を行うためアマチュア無線局を開局する場合には、施設の提供

その他必要な便宜を図るものとする。 

（訓練への参加） 

第 10条 乙は、甲が実施する防災訓練に参加することができる。 

（協定期間） 

第 11条 この協定は、平成 25 年１月１日から平成 26年３月 31日までとする。 

２ 前項の協定期間は、期間終了前に、甲、乙から何らの意思表示のないときは、更に１年間更新される

ものとし、その後も同様とする。 

（協議） 

第 12 条 この協定書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、乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２４年１２月２７日 

甲   安中市 

安 中 市 長 

 

乙   安中アマチュア無線クラブ 

       代    表 



 

 

20 全国梅サミット協議会加盟市町災害時相互応援協定書 
 
 全国梅サミット協議会加盟市町（以下「協定市町」という。）は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第

５条の２及び第８条第２項第 12号の規定に基づき、いずれかの市町域において災害が発生し、災害を受けた市町（以

下「被災市町」という。）が独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災市町の要請に応え、応急対策及び

復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定する。 

 （応援の種類） 

第１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物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供 

 (２) 被災者の救助、医療救護及び防疫に必要な資機材及び物資の提供 

 (３) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

 (４) 応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、応急対策及び復旧活動に必要と認められる事項 

（応援要請の手続き） 

第２条 応援を要請しようとする被災市町は、次の事項を明らかにし、第６条に定める連絡担当部局を通じて、応

援を要請するものとする。この場合において、被災市町は次の事項を記載した文書を後日、速やかに送付しなけ

ればならない。 

 (１) 被害の状況 

 (２) 前条第１号から第３号まで掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 (３) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び業務内容 

 (４) 応援場所及び応援場所への経路 

 (５) 応援期間 

 (６) 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 応援を要請された協定市町は、これに応じ応援に努めるものとする。 

２ 前条の規定にかかわらず、協定市町において激甚な災害が発生したことが明らかな場合は、協定市町が自主的

判断により応援を実施することができるものとする。 

 （応援経費の負担） 

第４条 応援に要する経費は、応援を要請する被災市町が負担する。 

２ 応援を要請する市町が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災市町から要請があった場合

には、応援を要請された協定市町は、一時繰替支弁することができる。 

 （災害補償等） 

第５条 第１条及び第２条の規定により派遣された職員（以下「応援職員」という。）に係る公務災害補償について

は、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）の定めるところによる。 

２ 応援職員が第三者に損害を与えた場合は、その損害が災害応急活動中に生じたものについては、被災市町が賠

償の責めを負い、被災市町への往復経路の途中で生じたものについては、応援を行う協定市町が賠償の責めを負う

ものとする。 

 （連絡担当部局） 

第６条 協定市町は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を

相互に連絡するものとする。 

 （資料の交換） 

第７条 協定市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他の参考資料を相互に交換

するものとする。 

２ 協定市町は、地域防災計画その他の参考資料を改訂したときは、他の協定市町にそれを送付するものとする。 

 （協議） 

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、協定市町が協議して定めるものとす

る。 

 （その他） 

第９条 この協定は、協定市町及び協定市町の各機関が消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条第２項の規定に

より別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定等に基づく応援を排除するもの

ではない。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書12通を作成し、協定市町は記名押印のうえ、各１通を保有する。 
 

   附 則 

 この協定は、平成２５年３月９日から効力を生ずる。 
 

  平成２５年３月９日 

茨城県水戸市中央一丁目４番１号 

水戸市 



 

 

代表者 水戸市長             

 

群馬県安中市安中一丁目23番13号      

安中市                  

代表者 安中市長             

 

埼玉県入間郡越生町大字越生900番地2    

越生町                  

代表者 越生町長             

 

東京都青梅市東青梅一丁目11番地１     

青梅市                  

代表者 青梅市長             

 

神奈川県小田原市荻窪300番地        

小田原市                 

代表者 小田原市長            

 

静岡県熱海市中央町１番１号        

熱海市                  

代表者 熱海市長             

 

愛知県知多市緑町１番地          

知多市                  

代表者 知多市長             

 

奈良県奈良市二条大路南一丁目１番１号   

奈良市                  

代表者 奈良市長             

 

和歌山県日高郡みなべ町芝742番地      

みなべ町                 

代表者 みなべ町長            

 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目2番地1 

湯河原町                 

代表者 湯河原町長            

 

福岡県太宰府市観世音寺一丁目１番１号   

太宰府市                 

代表者 太宰府市長            

 

静岡県伊豆市小立野38番地２        

伊豆市                  

代表者 伊豆市長                   

 

福井県三方上中郡若狭町中央第１号１番地 

若狭町 

代表者 若狭町長 



 

 

21 災害時相互応援協定書 

 

安中市（以下「甲」という。）及びふじみ野市（以下「乙」という。）は、相互扶助の精神に基づき、災害

（災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する災害をいう。以下

同じ。）の発生時における相互応援について、法第８条第２項第１２号の規定に基づき、次のように協定を締

結する。 

 （相互に行う応援） 

第１条 甲及び乙は、そのいずれかの区域において災害が発生した場合に、当該区域において災害が発生し

た市（以下「被災市」という。）が行う災害応急対策に対し、もう一方の市が応援を実施する。 

２ 前項の規定により行う応援は、応援を行う市（以下「応援市」という。）の長の判断に基づき過剰な負担

であると認められない範囲において実施するものとする。 

 （応援の内容） 

第２条 前条の規定により行う応援は、次に掲げるものとする。 

(1) 次に掲げる事項を行うために必要な物資、機材及び車両の譲与又は貸付け 

ア 被災者の救難、救護その他の保護 

イ 医療 

ウ 防疫 

エ 災害の拡大を防止するために必要な応急措置 

オ 被災市の公用又は公共用施設の応急的な復旧 

(2) 食料、飲用水その他生活必需品又は応急措置に必要な物資の運搬及び譲与 

(3) その他被災市から応援市に対し要請のあった事項 

(4) 職員を被災市において、前３号に規定する応援に従事させること。 

 （応援の要求の手続） 

第３条 被災市は、前２条の規定による応援を受けようとするときは、法第67条第１項の規定により応援市

に応援を求めるものとする。 

２ 前項の規定により応援を求める方法は、電話その他の早期に情報の伝達が可能な方法により連絡するこ

とによるものとする。 

３ 第１項の規定による応援を受けようとするときは、次に掲げる事項について、状況に応じ可能な範囲内

において明らかにするものとする。 

(1) 災害による被害の状況 

(2) 譲与又は貸付けを受けたい物資、機材又は車両の品目、規格及び数量 

(3) 前条第４号の規定により応援に従事する職員（以下「応援従事職員」という。）の職種及び人数 

(4) 応援を受けたい期間 

(5) 応援の実施に係る場所及び当該場所までの経路 

(6) その他応援を受けるに当たり必要な事項 

４ 前２項の規定によるもののほか、被災市が応援を求める際は、甲及び乙が別に定めるところにより、災

害の種類、その発生日時その他必要事項を記載した書面を応援市に送付するものとする。 

 （応援の実施等） 

第４条 応援市は、前条の規定による応援の求め（以下「応援の要求」という。）を受けたときは、直ちに可

能な範囲内において応援を実施するものとする。 

２ 応援市は、応援の要求がない場合において、被災市に対し応援を行うべきであると認めたときは、必要

と認めた範囲において応援を実施するものとする。 

３ 応援の要求を受けた市が応援を実施できない場合は、速やかに被災市にその旨を通知しなければならな

い。 

 （指揮権） 

第５条 応援従事職員は、法第67条第２項の規定により被災市の長の指揮の下に行動するものとする。  

（応援経費の負担） 

第６条 応援に要する経費は、法令に定めがあるものを除くほか、被災市が負担することを原則とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、応援の要求がない場合の応援に要する経費は、法令に定めがあるものを除く

ほか、応援市が負担するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、応援従事職員に支払われるべき給料、手当及び旅費は、法令に定めのある

ものを除くほか、応援市が負担するものとする。 

４ 応援に要する経費について前３項の規定により難いときは、その都度甲及び乙が協議して定める。 

（災害補償等） 

第７条 応援従事職員が、その職務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合若しくは当該負傷若



 

 

しくは疾病の治癒後において障害を有するに至った場合における補償は、法令の規定によるもののほか、

応援市の負担により行うものとする。 

２ 応援従事職員が、その職務上第三者に損害を与えた場合は、被災市が賠償の責務を負うものとする。た

だし、その損害の原因となった事由が応援市と被災市の往復の途上において発生したものであるときは、

この限りでない。 

３ 前項の規定により被災市が賠償の責務を負う場合において、第三者から応援市に損害賠償の請求があ

り、応援市が損害賠償を行ったときは、被災市は、当該行われた損害賠償の額に相当する額を応援市に支

払うものとする。 

４ 第２項ただし書の規定により応援市が賠償の責務を負う場合において、第三者から被災市に損害賠償の

請求があり、被災市が損害賠償を行ったときは、応援市は、当該損害賠償の額に相当する額を被災市に支

払うものとする。 

 （連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、必要な情報を相互に交換し、応援を円滑に行うことができるようあらかじめこの協定

の実施に関する連絡を担当する部署を定めるものとする。 

（補則） 

第９条 この協定に定められた事項の実施に関し、この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項につ

いては、甲及び乙が協議して定める。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を作成し、甲乙署名押印の上、各１通を保有する。 

 

 平成２５年５月２３日 

 

甲  群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

                     安中市 

安中市長 

 

乙  埼玉県ふじみ野市福岡一丁目１番１号 

ふじみ野市 

                     ふじみ野市長



 

 

22 地震災害時における帰宅困難者対応に関する覚書 

 
安中市（以下「甲」という。）と東日本旅客鉄道株式会社高崎支社安中駅（以下「乙」という。）とは、地震災害時

における帰宅困難者対応に関し、次のとおり覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。 
 

（目的） 

第１条 本覚書は、地震災害により東日本旅客鉄道株式会社が運行する交通が途絶した場合の乙（乙が管理する磯

部駅、松井田駅、西松井田駅及び横川駅を含む）における、帰宅困難者対応に関する甲乙相互の協力について、必

要な事項を定めることを目的とする。 

（災害の範囲） 

第２条 本覚書において「地震災害」とは、大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第２条第１号に

規定する被害をいう。また、「帰宅困難者」とは、地震災害により乙が運行する交通が途絶した場合に、自宅が遠

距離にあること等により一時的に帰宅することができない人をいう。 

（安全の確保） 

第３条 甲及び乙は、帰宅困難者の安全の確保を最優先とし、対応を進めるものとする。 

（避難誘導） 

第４条 甲及び乙は、地震災害が発生した際に以下のとおり対応することを定める。 

⑴ 乙は駅構内等の安全確認を行い、安全確認の結果、駅施設を一時滞在場所として提供できると判断した場合は、

駅施設の構造上可能な範囲で帰宅困難者の一定数を受け入れるものとする。 

⑵ 駅施設で受け入れられない帰宅困難者については、甲があらかじめ指定する避難場所（別表１）に、受入れの準

備が整い次第帰宅困難者を案内することができる。乙は甲が指定する避難場所へ案内するにあたり、経路を示す

地図の配布や駅頭での掲示等、必要な情報提供を行うこととする。 

⑶ 甲は、前号に定める避難場所にて帰宅困難者の収容が出来ない場合、新たに一時滞在施設を指定し、乙へ通告

するものとする。 

⑷ 乙は、避難場所又は一時滞在施設への帰宅困難者の誘導にあたり、乙のみではこれを行うことが困難な場合に

おいて、甲に対し協力を求めることができる。 

⑸ 甲は、前号の規定により協力を求められたときは、可能な範囲でこれに応じるものとする。 

（情報共有） 

第５条 甲及び乙は、地震災害により帰宅困難者が発生又はその恐れがあると判断したときは、その状況を速やか

に相互に連絡し、情報の共有化に努めるものとする。 

２ 甲は、乙から帰宅困難者発生の連絡を受けた場合は、警察及び消防等とも情報の共有化に努めるものとする。 

３ 乙は、運転再開状況等、その他必要な情報を提供するものとする。 

４ 甲は、甲が指定する避難場所または一時滞在施設の開設状況等、その他必要な情報を提供するものとする。 

５ 甲及び乙は、乙が運行する交通の途絶が一部解消されるまで、随時相互に連絡するものとする。 

（平常時からの備え） 

第６条 甲及び乙は地震災害が発生した際に備え、あらかじめ相互の連絡窓口を指定（別表２）するとともに、非常

時の連絡手段の確保に努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の連絡窓口に変更があった場合は、その都度連絡するものとする。 

３ 甲は、甲の指定する避難場所に変更があった場合は、乙に通知をすることとする。 

４ 甲及び乙は、地震災害時における円滑な協力体制が図れるよう、平常時から応援体制及び情報収集体制の整備

に努めるとともに、乙は甲が行う防災訓練等に協力するものとする。 

（協議） 

第７条 本覚書に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。 

（覚書の解除） 

第８条 本覚書を一方の都合により解除する際は、その3ヶ月前までに相手方に予告通知をしたうえで、甲乙協議の

うえ解除するものとする。 

（有効期間） 

第９条 本覚書は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって覚書の終了を通知しない

限り、その効力を継続するものとする。 
 

以上、本覚書の締結を証するため、本覚書２通を作成し、甲乙がそれぞれに記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 
 

平成２５年９月２４日 

                      甲  群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

                         安中市 

                         市長 
 

                      乙  群馬県安中市中宿９５０番地 

                         東日本旅客鉄道株式会社高崎支社 

                         安中駅 駅長



 

 

23 地震災害時における帰宅困難者対応に関する覚書 
 

安中市（以下「甲」という。）と東日本旅客鉄道株式会社高崎支社安中榛名駅（以下「乙」という。）とは、地震災

害時における帰宅困難者対応に関し、次のとおり覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 本覚書は、地震災害により乙が運行する交通が途絶した場合における、帰宅困難者対応に関する甲乙相互

の協力について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（災害の範囲） 

第２条 本覚書において「地震災害」とは、大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）に規定する被害

をいう。また、「帰宅困難者」とは、地震災害により乙が運行する交通が途絶した場合に、自宅が遠距離にあるこ

と等により一時的に帰宅することができない人をいう。 

（安全の確保） 

第３条 甲及び乙は人命を守るために、安全を最優先に行動することとする。 

（避難誘導） 

第４条 甲及び乙は、地震災害が発生した際に以下のとおり対応することを定める。 

(1) 乙は地震災害時に必要と認める時は、甲があらかじめ指定する避難場所（別表１）に帰宅困難者を案内するこ

とができる。乙は甲が指定する避難場所へ案内するにあたり、経路を示す地図の配布や駅頭での掲示等、必要な

情報提供を行うこととし、同時に乙は駅構内等の安全確認を行うこととする。 

(2) 甲は前号に定める避難場所にて帰宅困難者の収容が出来ない場合、新たに一時滞在施設を指定し、乙へ通告す

るものとする。 

(3) 安全確認の結果、駅施設を一時滞在場所として提供できると乙が判断した場合は、駅施設の構造上可能な範囲

で帰宅困難者の一定数を受け入れるものとする。 

(4) 駅施設で受け入れられない帰宅困難者については、甲の開設する避難場所または一時滞在施設の準備が整い次

第、乙は避難場所または一時滞在施設へ案内することができる。 

２ 甲が指定する避難場所、または甲が開設する一時滞在施設への誘導に人員が必要な場合は、甲及び乙が相互に

協力し人員を提供することとする。 

（情報共有） 

第５条 甲及び乙は、地震災害により帰宅困難者が発生又はその恐れがあると判断したときは、その状況を速やか

に相互に連絡し、情報の共有化に努めるものとする。 

２ 甲は、乙から帰宅困難者発生の連絡を受けた場合は、警察及び消防等とも情報の共有化に努めるものとする。 

３ 乙は、運転再開状況等、その他必要な情報を提供するものとする。 

４ 甲は、甲が指定する避難場所または一時滞在施設の開設状況等、その他必要な情報を提供するものとする。 

５ 甲及び乙は、乙が運行する交通の途絶が一部解消されるまで、随時相互に連絡するものとする。 

（トイレ・公衆電話の提供） 

第６条 乙は安全を確保したうえで、可能な限り、帰宅困難者が駅のトイレを使用できるように努めるものとする。 

（平常時からの備え） 

第７条 甲及び乙は地震災害が発生した際に備え、あらかじめ相互の連絡窓口を指定（別表２）するとともに、非常

時の連絡手段の確保に努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の連絡窓口に変更があった場合は、その都度連絡するものとする。 

３ 甲は、甲の指定する避難場所に変更があった場合は、乙に通知をすることとする。 

４ 甲及び乙は、地震災害時における円滑な協力体制が図れるよう、平常時から応援体制及び情報収集体制の整備

に努めるとともに、乙は甲が行う防災訓練等に協力するものとする。 

（協議） 

第８条 本覚書に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。 

（覚書の解除） 

第９条 本覚書を一方の都合により解除する際は、その3ヶ月前までに相手方に予告通知をしたうえで、甲乙協議の

うえ解除するものとする。 

（有効期間） 

第１０条 本覚書は、締結の日からその効力を発揮するものとし、甲又は乙が文書をもって覚書の終了を通知しな

い限り、その効力を継続するものとする。 
 

以上、本覚書の締結を証するため、本覚書２通を作成し、甲乙がそれぞれに記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 
 

平成２６年１月２９日 

                     甲  群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

                        安中市 

                        市長  
 

                     乙  群馬県高崎市栄町６番２６号 

                        東日本旅客鉄道株式会社 

高崎支社 安中榛名駅 駅長



 

 

24 災害時におけるＬＰガス等供給協力に関する協定書 

 

安中市（以下「甲」という。）と一般社団法人群馬県ＬＰガス協会安中支部（以下「乙」という。）は、災害

時におけるＬＰガスの供給に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目 的） 

第１条 この協定は、安中市において地震等の災害が発生し、又は発生の恐れがある場合（以下「災害時」と

いう。）において、甲と乙とが相互に協力して、被災者にＬＰガスを供給するために必要な事項を定め、住

民の避難生活の安定を図ることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時において必要とするときは、乙に対し避難所等へのＬＰガスの供給について、協力を要

請することができる。 

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

きは口頭で要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

（協力実施） 

第３条 乙は、前条の規定による要請をうけたときは、速やかに可能の限り優先的に協力するものとする。 

２ 乙は、災害時において、甲の要請に円滑に対応するために、ＬＰガス及びＬＰガス資機材の調達並びに要

員の確保を行うこととし、備蓄物資の内容及び数量については、甲と乙が事前に協議のうえ決定する。 

（引渡し） 

第４条 甲は、乙に供給要請を行う際、予め引き渡し場所を指定し、当該場所へ職員を派遣し、引き受けるも

のとする。 

（費用負担） 

第５条 前３条の規定により、乙が供給したＬＰガスの代金については、甲が負担するものとする。 

（情報の提供等） 

第６条 甲及び乙は、この協定が円滑に機能するため、地域防災にかかわる情報収集や支援活動の あり方に

ついて、平時から協議を行うものとする。 

（協 議） 

第７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、その都度 甲と乙が

協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２６年３月３１日までとし、期間満了1ヶ月前までに、

甲・乙のいずれからもこの協定の解除又は変更について意思表示がないときは、さらに1年延長するものと

し、以降も又同様とする。 

 

 この協定を締結したことを証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

  平成２６年２月２５日 

 

甲  安中市安中一丁目２３－１３          

                      安 中 市 長    

 

乙  安中市簗瀬８７９            

                      一般社団法人群馬県ＬＰガス協会安中支部   

                      支  部  長         

 

 

 



 

 

25 災害時における相互応援に関する協定書 
 

（趣 旨） 

第１条 大規模な災害の発生により水道施設が被害を受けた場合に備え、佐久水道企業団と安中市

は、相互に応援協力を行い、被災時の円滑かつ迅速な応急給水、応急復旧活動を推進するため、

この協定を締結するものとする。 

（連絡担当部課） 

第２条 佐久水道企業団と安中市は、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。 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）避難場所及び指定給水か所での応急給水に必要な職員の派遣 

（２）被害を受けた配・給水管の応急復旧に必要な職員の派遣 

（３）応急給水及び応急復旧に必要な車両、資機材及び物資等の提供 

（４）前各号に定めるもののほか、被災した佐久水道企業団または安中市が特に必要があると認

めるもの 

（応援要請の手続） 

第４条 応援を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を可能な限り明らかにして、電話等

により要請を行い、後日、速やかに文書を提出するものとする。ただし、被害の状況等に応じて

協議のうえ変更することができる。 

（１）被害の状況 

（２）応援に必要な車両、資機材及び物資並びに職種別人員 

（３）応援を受ける場所 

（４）応援を受ける期間 

（５）前各号に定めるもののほか必要な事項 

 ２ 前項による要請があった場合は、速やかに必要な応援を行うものとする。 

（応援経費の負担） 

第５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次の各号に掲げ

るとおりとする。 

（１）職員の派遣に要する経費は、応援を行う佐久水道企業団または安中市が支弁する。 

（２）前号に掲げるもののほか、応援に要する経費は、応援を受けた佐久水道企業団または安中

市が負担する。 

２ 被災状況等により、前項の定めにより難いときは、佐久水道企業団と安中市で協議することと

する。 

（資料の交換） 

第６条 この協定に基づく応援が円滑に行われるように、震災対策計画その他災害時に必要な資料

を相互に交換するものとする。 

（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て必要な事項は、別に協議して定め

るものとする。 

（施行期日） 

第８条 この協定は、平成２６年５月１６日から施行する。 
 

  この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 
 

 平成２６年５月１６日 

佐久水道企業団 

企業長  

 

安中市 

市 長 



 

 

26 災害時における燃料等の供給協力に関する協定書 
 

安中市（以下「甲」という。）と群馬県石油協同組合碓氷安中支部（以下「乙」という。）は、災

害時における燃料等（ガソリン、軽油、灯油及び重油をいう。以下同じ。）の供給協力に関して、次

のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、安中市において地震等の災害が発生し、又は発生の恐れがある場合（以下「災

害時」という。）において、甲と乙とが相互に協力して、避難所等に燃料等を供給するために必要

な事項を定め、住民の避難生活の安定を図ることを目的とする。 

（協 力） 

第２条 甲は、災害時において、甲が指定する車両、避難所及び非常用発電設備等の燃料等が必要

であると認めたときは、乙に対し、燃料等の供給を要請するものとする。 

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

まがないときは口頭で要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

３ 乙は、前条の規定による要請をうけたときは、速やかに可能の限り優先的に協力するものとす

る。 

４ 乙は、災害時において、甲の要請に円滑に対応するために、燃料等の調達及び要員の確保を行

うこととする。 

（引渡し） 

第３条 乙は、前条の規定による供給要請を受けたときは、甲の指定する場所へ燃料等を納入及び

引き渡しをするものとする。 

（費用負担） 

第４条 前２条の規定により、乙が供給した燃料等の代金については、甲が負担するものとする。 

２ 前項による燃料等の価格は、甲及び乙が協議のうえ決定するものとする。 

（情報交換） 

第５条 甲及び乙は、この協定が円滑に機能するため、平時から相互の連絡体制及び燃料等の供給

について、定期的に情報交換を行い災害時に備えるものとする。 

（有効期間） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２７年３月３１日までとし、期間満了１ヶ

月前までに、甲又は乙のいずれからもこの協定の解除又は変更について申出がないときは、さら

に１年延長するものとし、以降も又同様とする。 

（協 議） 

第７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、その都度

甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

 この協定を締結したことを証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有

する。 

 

  平成２６年８月２９日    

甲  安中市安中一丁目２３－１３ 

   安中市 

市長 

 

乙  安中市下磯部３５２－１ 

群馬県石油協同組合碓氷安中支部 

   支部長 

 



 

 

27 西毛地域水道事業者協議会災害時相互応援に関する協定 
 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、西毛地域水道事業者協議会に所属する構成員（以下「会員」という。）が、災害の発生

により被災し、当該会員のみでは十分な応急措置ができない場合における相互応援について、必要な事項を

定めるものとする。 

（用 語） 

第２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

る災害及び渇水等により生ずる被害をいう。 

（連絡担当部課） 

第３条 会員は、あらかじめこの協定に基づく相互応援の連絡窓口として、連絡担当部課を定め、災害が発生

したとき又は災害発生のおそれのあるときの情報交換及び応援の要請等は、この連絡担当部課を通じて行う

ものとする。 

（応援の種類） 

第４条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）応急給水に必要な資機材、物資及び車両等の提供 

 （２）施設の応急復旧に必要な資機材、物資及び車両等の提供 

 （３）応急給水及び応急復旧に必要な職員の派遣 

 （４）前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援の要請） 

第５条 災害を受け、他の会員の応援を要請しようとする会員（以下「被災会員」という。）は、法令その他

に別段の定めがあるものを除き、別に定める応援要請手続により応援を要請するものとし、要請を受けた会

員（以下「応援会員」という。）は、極力これに応じ援助に努めるものとする。 

２ 応援の要請は、被災会員が次の各号に掲げる事項を明示し、口頭又は電話、電信その他の情報伝達手段に

より行い、後日、速やかに応援会員に文書を送付するものとする。 

（１）被災状況 

（２）応援に必要な資機材、物資及び車両並びに職種別人員 

（３）応援を受ける場所 

（４）応援を受ける期間 

（５）前各号に掲げるもののほか、応援に関する必要な事項 

（応援経費の負担） 

第６条 この協定に基づく応援に要した経費は、法令その他に別段の定めがあるものを除き、原則として被災

会員が負担するものとする。 

（連絡会議） 

第７条 この協定に定める事項の円滑な推進を図るため、必要により幹事市は、連絡会議を開くものとする。 

２ 連絡会議は、西毛地域水道事業者協議会に属する市町村で構成するものとする。 

（資料の交換） 

第８条 この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な資料を随時相互に交換するものとする。 

（実施細目） 

第９条 この協定の実施に関して必要な細目事項については、別に協議して定めるものとする。 

(その他) 

第１０条 この協定に定めのない事項又はこの内容に疑義若しくは変更する必要が生じた場合は、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１０月２日から施行する。 
 

この協定の締結を証するため、本書８通を作成し、各自署名押印のうえ、その１通を保有するものとする。 
 

平成２６年１０月２日 

藤岡市  市長  

富岡市  市長  

安中市  市長  

神流町  町長   

下仁田町 町長  

甘楽町  町長  

上野村  村長  

南牧村  村長 



 

 

28 災害時における物資提供に関する協定書 

 

安中市（以下「甲」という。）と株式会社環境システムズ（以下「乙」という。）は、災害時にお

けるトイレットペーパーの提供に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的) 

第１条 この協定は、安中市において災害が発生し、又は発生の恐れがある場合（以下「災害時」

という。）において、乙が甲に対し、甲が必要とするトイレットペーパーの提供について必要な事

項を定め、住民の避難生活の安定を図ることを目的とする。 

(協力内容) 

第２条 この協定に定める協力内容は、原則として、甲が災害警戒本部又は災害対策本部を設置し

た場合において、甲から物資の提供要請があったとき、乙は協力するものとする。 

（協力要請） 

第３条 甲は、災害時において市内でトイレットペーパーが不足し、入手困難であり、緊急性があ

ると認められるときは、乙が保有するトイレットロールの提供について協力を要請することがで

きる。 

２ 前項の要請は、文書をもって行うものとし、必要とする物資の数量、日時、引き渡し場所等に

ついて指示するものとする。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、

後日速やかに文書を提出するものとする。 

(協力実施) 

第４条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、速やかに可能の限り甲に協力するもの

とする。 

(運搬) 

第５条 物資提供に伴う運搬は、乙又は乙が指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じ、

甲に運搬の協力を求めることができる。 

(費用負担) 

第６条 甲は、乙が提供した物資の代金及び運搬に要した費用を負担するものとする。 

２ 前条に規定する代金及び費用は、災害発生直前時における小売価格等を基準に甲と乙が協議の

上決定するものとする。 

（協議） 

第７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、その都度

甲と乙が協議して定めるものとする。 

 (有効期間及び更新)  

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２７年３月３１日までとする。ただし、期

間満了の日の３０日前までに、甲又は乙のいずれからも協定解消の申出がない限り、更に１年間

延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

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

 

平成２６年１０月２７日  

 

群馬県安中市安中一丁目２３-１３ 

甲 安中市 

市長  

 

 

 群馬県高崎市倉賀野町３２５０番地７ 

乙 株式会社 環境システムズ 

  代表取締役 



 

 

29 大規模土砂災害時等に備えた相互協力に関する協定書 
 

国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所（以下、「甲」という。）と安中市（以下、「乙」

という。）とは、その行政地区において大規模土砂災害等に備えた相互協力について次のとおり協定

する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模土砂災害時等に備え甲乙相互に協力し、有事における減災活動や災害

対応等が円滑に進むことを目的とする。 

（協力内容） 

第２条 相互に協力する内容については、次の通りとする。 

（１） 危機管理計画の作成（情報収集・伝達） 

（２） 防災に関する資料等の企画作成（防災業務計画の見直し、ハザードマッップの作成等） 

（３） 防災訓練等の実施 

（４） 平常時における防災意識向上に関する活動（講演会等） 

（５） その他相互に必要と認めた活動 

なお、この具体的内容については、相互に協議し、段階的に進めることとする。 

（体制） 

第３条 甲と乙は、第２条を進めるに当たって協議会等を設置し、情報交換を行うこととする。 

（有効期限） 

第４条 この協定期間は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの期間とする。 

ただし、期間満了の１箇月前までに甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、引き続き同一条

件をもって１年間延長するものとし、以後この例により、継続するものとする。 

（疑義の決定） 

第５条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたとき、更にこの協定

に定める事項を変更しようとするときは、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 上記のとおり、合意の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自そ

の１通を保有する。 

 

平成２７年４月１日 

 

甲 国土交通省 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所長 

                               

 

乙 群馬県 安中市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 地震体験車の貸付、管理及び運用に関する協定 
 

 高崎市（以下「甲」という。）、安中市（以下「乙」という。）、高崎市・安中市消防組合（以下「丙」

という。）及び多野藤岡広域市町村圏振興整備組合（以下「丁」という。）は、甲の所有する物件の

貸付、管理及び運用に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲の所有する物件の貸付、管理及び運用に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。 

（物件） 

第２条 本協定の対象とする甲の所有する物件（以下「物件」という。）は、次のとおりとする。 

 物  件  地震体験車 自動車登録番号  高崎８３０ さ ９０１ 

 保管場所  高崎市八千代町一丁目１３番１０号 高崎市等広域消防局内 

 形  態  別添自動車検査証（写し）のとおり 

（物件の貸付） 

第３条 甲は、乙に対し、物件を安中市民の防災意識向上のため貸し付けることができる。 

２ 甲は、乙に対し、甲の行政区域内での使用に影響を及ぼさない範囲において物件を貸し付ける

ことができる。 

３ 前項の規定による貸付に係る貸付料は、無料とする。 

４ 乙は貸付を受けた物件の使用において、物件の瑕疵による損害を受けることがあっても、甲に

対して損害賠償等の請求をすることができない。ただし、明らかな甲の瑕疵により発生した事故

等については、この限りではない。 

（物件の貸付上の制限） 

第４条 乙は、物件を前条第１項に定める目的以外に使用してはならない。 

２ 乙は物件の使用において、物件の点検又は故障のほか、他団体の使用に伴う制限があっても、

甲に対して損害賠償等の請求をすることができない。 

３ 乙の行政区域内において、物件の操作中に発生した事故等については、別に定める。 

（物件の管理及び運用） 

第５条 甲は、次に掲げる業務（以下「管理運用業務」という。）を丙に委託し、丙はこれを受託す

る。 

（１）地震体験車の運用業務（高崎市吉井町区域を除く。） 

（２）地震体験車の保管業務 

（３）地震体験車の点検整備業務 

２ 甲は、地震体験車の運用業務（高崎市吉井町区域に限る。）を丁に委託し、丁はこれを受託する。 

３ 乙は、第３条第２項の規定により貸付を受けた物件の運用業務（安中市の区域内に限る。）を丙

に委託し、丙はこれを受託する。 

４ 丙及び丁が受託する管理運用業務に係る委託料は、無料とする。 

５ 管理運用に係る経費（人件費を除く。）については、全て甲の負担とする。 

（運用上の責務） 

第６条 丙及び丁は、物件の運用に当たっては、交通法規を遵守し、車両の始業前点検及び安全運

転の確保に努めるものとする。また、物件の操作については、日頃から操作訓練を実施し、十分

に熟知した上で行うとともに、体験者の安全対策には万全を期すものとする。 

（業務報告） 

第７条 丙及び丁は、委託業務の実施状況について、実施月の翌月に業務実績報告書により、甲に

報告するものとする。 

（事故報告） 

第８条 丙及び丁は、物件の運行中に交通事故が発生したときは、道路交通法（昭和３５年法律第

１０５号）第７２条第１項の規定による措置を講じた後、直ちに甲の行政区域内にあっては甲に、

乙の行政区域内にあっては乙にその状況を報告しなければならない。 

２ 丙及び丁は、物件の操作中に事故が発生したときは、体験者の安全の確保に万全を期し、必要

な処置を行った後、直ちに甲の行政区域内の事故にあっては甲に、乙の行政区域内の事故にあっ



 

 

ては乙にその状況を報告しなければならない。 

（事故処理） 

第９条 丙及び丁は、物件の運行によって生じた交通事故について、誠意をもって処理に当たるも

のとし、解決に当たっては、甲が加入する保険を使用するものとする。ただし、損害賠償の額が

保険金の金額を超える場合、その他当該保険による解決ができない場合並びに運行に起因してい

ない事故、不可抗力的な事故及び体験者の不注意による事故については、甲の行政区域内におけ

る事故にあっては甲、丙及び丁が、乙の行政区域内における事故にあっては甲、乙、丙及び丁が

協議の上、解決する。 

２ 丙及び丁は、前項の規定により事故の処理をしたときは、速やかに書面をもって甲又は乙に報

告するものとする。 

３ 前２項の規定は、物件の操作中に発生した事故処理について準用する。この場合において、第

１項中「運行」とあるのは「操作」と、「交通事故」とあるのは「事故」と、「甲が」とあるのは

「甲の行政区域内で発生した事故にあっては甲が、乙の行政区域内で発生した事故にあっては乙

が」と、前項中「前項」とあるのは「次項において読み替えて準用する前項」と読み替えるもの

とする。 

（覚書の解除） 

第10条 甲において、物件を処分するときは、この協定を直ちに解除することができる。 

２ 前項に規定により協定を解除した場合において、乙、丙及び丁が損失を受けることがあっても、

甲はその損失を補償しないものとする。 

（有効期間等） 

第11条 この協定の有効期間は、締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、協定に

定められた事項は、平成２３年４月１日から適用する。 

２ 前項本文に規定する有効期間の満了の前に、この協定の解除又は変更について、甲乙丙丁いず

れからもなんらの意思表示がないときは、この協定は、さらに１年間延長されたものとみなし、

以後この例による。 

（協議） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙、

丙及び丁が誠意を持って協議し、決定するものとする。 

 

 上記協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁が記名押印の上、各１通を

保有する。 

 

平成２７年４月１日 

                        甲  高崎市高松町３５番地１ 

                           高崎市 

                           副市長  

 

                        乙  安中市安中一丁目２３番１３号 

                           安中市 

                           安中市長  

  

丙  高崎市八千代町一丁目１３番１０号 

                           高崎市・安中市消防組合 

                           管理者  

                         

                        丁  藤岡市下栗須１２４番地６ 

                           多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 

                           理事長 



 

 

31 災害時における福祉避難所の指定等に関する協定 
 

 安中市（以下「甲」という。）と社会福祉法人あんなか福祉会（以下「乙」という。）は、安中

市内において災害が発生又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）等における、福祉

避難所としての指定等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、甲が乙の施設をあらかじめ福祉避難所として指定し、災害時にその施設を

福祉避難所として使用することについて、乙に協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものと

する。 

（指定する施設） 

第２条 甲が福祉避難所として指定する乙の施設は、次の施設とする。 

（１）所在地：安中市嶺２４０番地 

   名 称：特別養護老人ホーム 明嶺荘 

（２）所在地：安中市野殿１５９９番地１ 

   名 称：特別養護老人ホーム のどの荘 

（協力要請） 

第３条 甲は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の者等で、災害対策基本

法第４９条の７の規定に基づく指定避難所（以下「指定避難所」という。）での生活が困難な者（以

下「要配慮者」という。）がいると認めるときは、乙に対して前条に掲げる施設を福祉避難所として

開設し、甲が指定する要配慮者及びその家族又は介助者（以下「家族等」という。）の受入れを要請

することができる。 

２ 前項の要請は、福祉避難所受入要請書（様式第１号）にて行う。ただし、緊急を要する場合

は電話、口頭等で要請し、その後速やかに福祉避難所受入要請書を提出する。 

３ 第１項の要請は、原則として指定避難所が開設されている場合に限り、行うことができる。 

（受入れ） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があったときは、受入れの可否を速やかに判断し、当該可

否を甲に伝達するものとする。この場合において、乙は、可能な限り受け入れるよう努めるものと

する。 

２ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則として当該要配慮者の家族等が行う。 

（運営等） 

第５条 福祉避難所の運営は、原則として家族等が行うものとする。 

２ 甲は、福祉避難所が円滑に運営できるよう、看護師、介護員、ボランティア等の確保及び適

正な配置に努めるものとする。 

３ 乙は、福祉避難所の運営について可能な限り協力するものとする。 

４ 甲は、福祉避難所として指定している乙の施設が、早期に本来の活動を再開できるよう配慮

するとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

 

 

（物資の調達） 

第６条 甲は、日用品や食料など、福祉避難所の運営に際し、必要な物資の調達に努めるものと

する。 

（費用負担） 

第７条 甲は、甲の要請に基づき乙が負担した、福祉避難所の開設及び運営に関する費用を負担

するものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈静

化した後、速やかに支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、この協定が災害時に有効に機能するように、この協定の担当部署を定め、

平常時から情報交換を行うものとする。 

（守秘義務） 



 

 

第９条 乙は、この協定の履行に関して知り得た情報を、他に漏らしてはならない。この協定の

終了後又は解除後においても同様とする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議し

て定めるものとする。 

（有効期間及び更新） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から２０２１年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の日の１ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも協定解除の申出がない限り、更に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、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１

通を保有するものとする。 

 

令和元年１１月２９日 

 

                    安中市安中一丁目２３番１３号 

                甲   安中市 

                    市 長 

 

 

                    安中市嶺２４０番地 

                乙   社会福祉法人あんなか福祉会 

                    理事長   



 

 

32 災害時における福祉避難所の指定等に関する協定 
 

 安中市（以下「甲」という。）と社会福祉法人碓氷福祉会（以下「乙」という。）は、安中市内に

おいて災害が発生又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）等における、福祉避難所

としての指定等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、甲が乙の施設をあらかじめ福祉避難所として指定し、災害時にその施設を福

祉避難所として使用することについて、乙に協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものとす

る。 

（指定する施設） 

第２条 甲が福祉避難所として指定する乙の施設は、次の施設とする。 

（１）所在地：安中市松井田町高梨子１４９１番地１ 

   名 称：特別養護老人ホーム うすいの里 

（協力要請） 

第３条 甲は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の者等で、災害対策基本法

第４９条の７の規定に基づく指定避難所（以下「指定避難所」という。）での生活が困難な者（以下

「要配慮者」という。）がいると認めるときは、乙に対して前条に掲げる施設を福祉避難所として開

設し、甲が指定する要配慮者及びその家族又は介助者（以下「家族等」という。）の受入れを要請す

ることができる。 

２ 前項の要請は、福祉避難所受入要請書（様式第１号）にて行う。ただし、緊急を要する場合は

電話、口頭等で要請し、その後速やかに福祉避難所受入要請書を提出する。 

３ 第１項の要請は、原則として指定避難所が開設されている場合に限り、行うことができる。 

（受入れ） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があったときは、受入れの可否を速やかに判断し、当該可否

を甲に伝達するものとする。この場合において、乙は、可能な限り受け入れるよう努めるものとす

る。 

２ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則として当該要配慮者の家族等が行う。 

（運営等） 

第５条 福祉避難所の運営は、原則として家族等が行うものとする。 

２ 甲は、福祉避難所が円滑に運営できるよう、看護師、介護員、ボランティア等の確保及び適正

な配置に努めるものとする。 

３ 乙は、福祉避難所の運営について可能な限り協力するものとする。 

４ 甲は、福祉避難所として指定している乙の施設が、早期に本来の活動を再開できるよう配慮す

るとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（物資の調達） 

第６条 甲は、日用品や食料など、福祉避難所の運営に際し、必要な物資の調達に努めるものとす

る。 

（費用負担） 

第７条 甲は、甲の要請に基づき乙が負担した、福祉避難所の開設及び運営に関する費用を負担す

るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈静化

した後、速やかに支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、この協定が災害時に有効に機能するように、この協定の担当部署を定め、平

常時から情報交換を行うものとする。 

（守秘義務） 

第９条 乙は、この協定の履行に関して知り得た情報を、他に漏らしてはならない。この協定の終

了後又は解除後においても同様とする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して



 

 

定めるものとする。 

（有効期間及び更新） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から２０２１年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の日の１ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも協定解除の申出がない限り、更に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、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通

を保有するものとする。 

 

令和元年１１月２９日 

 

                    安中市安中一丁目２３番１３号 

                甲   安中市 

                    市 長  

 

 

                    安中市松井田町高梨子１４９１番地１ 

                乙   社会福祉法人碓氷福祉会 

                    理事長    

 

  



 

 

33 災害時における被災者支援のための行政書士業務についての協定書  
 

安中市内において地震、風水害その他の災害が発生した場合（以下「災害発生時」という。）にお

ける被災者支援のための行政書士業務（以下「行政書士業務」という。）について安中市（以下「甲」

という。）と群馬県行政書士会安中支部（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定す

る。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害発生時において、甲の要請に基づいて乙が実施する行政書士業務につい

て、必要な事項を定めることを目的とする。 

（要請等） 

第２条 甲は、災害発生時に行政書士業務の必要があると認めたときは、乙に対して協力を要請す

るものとする。 

２ 乙は、甲から前項の要請があったときは、可能な範囲においてこれを受諾するものとする。 

（行政書士業務の範囲） 

第３条 甲の要請により、乙及び乙の会員が行う行政書士業務は、行政書士法第１条の３に定める

相談業務とする。 

（要請手続等） 

第４条 第２条第１項の要請は、別添の災害発生時協力要請書（以下この項において「要請書」と

いう。）により行うものとする。ただし、要請書により要請する暇がないときは、電話又はファク

シミリで要請し、その後すみやかに要請書を提出するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、その要請を実施するための措置を行うとともに、その行っ

た措置の状況を甲に通知するものとする。 

３ 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、相互に担当者を定め、業務に支障を

きたすことのないよう平時から連絡調整に努めるものとする。 

（必要経費の負担） 

第５条 第３条の行政書士業務の実施に要した費用（人件費及び物件費）は、乙が負担するものと

する。 

（業務に要する費用負担） 

第６条 第３条の行政書士業務は、無料とし、相談者（被災者）は負担を負わないものとする 

（補償） 

第７条 第３条の行政書士業務を行う際に、乙の会員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

における補償は、乙が負担するものとし、甲は負担を負わないものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めがない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して

定めるものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から平成  年  月  日までとする。ただし、

有効期間満了の日の１か月前までにこの協定の解除又は変更について、甲及び乙のいずれからも

何らの意思表示がないときは、この協定は更に１年間延長されるものとし、以後この例による。 

 

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、それぞれ１通を保有する。 

 

平成２７年６月２３日 

 

甲  群馬県安中市安中一丁目２３番１３号  

安中市長        

 

乙  群馬県安中市大竹７７６番地 

群馬県行政書士会安中支部 

支部長 



 

 

 

 

 

番      号 

平成 年 月 日 

 

災 害 発 生 時 協 力 要 請 書 

 

 

群馬県行政書士会安中支部長 様 

 

安 中 市 長 

 

災害発生時において被災者を支援するための行政書士業務についての協定書第２条第１

項の規定に基づいて、次のとおり協力を要請します。 

 

記 

 

要請担当者 

氏名・電話番号 

職名 

氏名           電話番号 

電話・ファクシミリ 

等による要請日時 
平成  年  月  日（  ）   時  分頃 

要 請 内 容  

場     所  

期     間 平成  年  月  日～平成  年  月  日 

備     考  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 災害時相互応援協定書 
 

安中市（以下「甲」という。）及び軽井沢町（以下「乙」という。）は、相互扶助の精神に基づき、

災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する

災害をいう。以下同じ。）の発生時における相互応援について、法第８条第２項第１２号の規定に基

づき、次のように協定を締結する。 

 

（相互に行う応援） 

第１条 甲及び乙は、そのいずれかの区域において災害が発生した場合に、当該区域において災害

が発生した市・町（以下「被災市・町」という。）が行う災害応急対策に対し、もう一方の市・町

が応援を実施する。 

２ 前項の規定により行う応援は、応援を行う市・町（以下「応援市・町」という。）の長の判断に

基づき過剰な負担であると認められない範囲において実施するものとする。 

（応援の内容） 

第２条 前条の規定により行う応援は、次に掲げるものとする。 

（１）次に掲げる事項を行うために必要な物資、機材及び車両の譲与又は貸付け 

ア 被災者の救難、救護その他の保護 

イ 医療 

ウ 防疫 

エ 災害の拡大を防止するために必要な応急措置 

オ 被災市・町の公用又は公共用施設の応急的な復旧 

（２）食料、飲用水その他生活必需品又は応急措置に必要な物資の運搬及び譲与 

（３）その他被災市・町から応援市・町に対し要請のあった事項 

（４）職員を被災市・町において、前３号に規定する応援に従事させること。 

（応援の要求の手続） 

第３条 被災市・町は、前２条の規定による応援を受けようとするときは、法第６７条第１項の規

定により応援市・町に応援を求めるものとする。 

２ 前項の規定により応援を求める方法は、電話その他の早期に情報の伝達が可能な方法により連

絡することによるものとする。 

３ 第１項の規定による応援を受けようとするときは、次に掲げる事項について、状況に応じ可能

な範囲内において明らかにするものとする。 

（１）災害による被害の状況 

（２）譲与又は貸付けを受けたい物資、機材又は車両の品目、規格及び数量 

（３）前条第４号の規定により応援に従事する職員（以下「応援従事職員」という。）の職種及び人

数 

（４）応援を受けたい期間 

（５）応援の実施に係る場所及び当該場所までの経路 

（６）その他応援を受けるに当たり必要な事項 

４ 前２項の規定によるもののほか、被災市・町が応援を求める際は、甲及び乙が別に定めるとこ

ろにより、災害の種類、その発生日時その他必要事項を記載した書面を応援市・町に送付するも

のとする。 

（応援の実施等） 

第４条 応援市・町は、前条の規定による応援の求め（以下「応援の要求」という。）を受けたとき

は、直ちに可能な範囲内において応援を実施するものとする。 

２ 応援市・町は、応援の要求がない場合において、被災市・町に対し応援を行うべきであると認

めたときは、必要と認めた範囲において応援を実施するものとする。 

３ 応援の要求を受けた応援市・町が応援を実施できない場合は、速やかに被災市・町にその旨を

通知しなければならない。 

（指揮権） 

第５条 応援従事職員は、法第６７条第２項の規定により被災市・町の長の指揮の下に行動するも

のとする。 



 

 

（応援経費の負担） 

第６条 応援に要する経費は、法令に定めがあるものを除くほか、被災市・町が負担することを原

則とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、応援の要求がない場合の応援に要する経費は、法令に定めがあるも

のを除くほか、応援市・町が負担するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、応援従事職員に支払われるべき給料、手当及び旅費は、法令に定

めのあるものを除くほか、応援市・町が負担するものとする。 

４ 応援に要する経費について前３項の規定により難いときは、その都度甲及び乙が協議して定め

る。 

（災害補償等） 

第７条 応援従事職員が、その職務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合若しくは当

該負傷若しくは疾病の治癒後において障害を有するに至った場合における補償は、法令の規定に

よるもののほか、応援市・町の負担により行うものとする。 

２ 応援従事職員が、その職務上第三者に損害を与えた場合は、被災市・町が賠償の責務を負うも

のとする。ただし、その損害の原因となった事由が応援市・町と被災市・町の往復の途上におい

て発生したものであるときは、この限りでない。 

３ 前項の規定により被災市・町が賠償の責務を負う場合において、第三者から応援市・町に損害

賠償の請求があり、応援市・町が損害賠償を行ったときは、被災市・町は、当該行われた損害賠

償の額に相当する額を応援市・町に支払うものとする。 

４ 第２項ただし書の規定により応援市・町が賠償の責務を負う場合において、第三者から被災市・

町に損害賠償の請求があり、被災市・町が損害賠償を行ったときは、応援市・町は、当該損害賠

償の額に相当する額を被災市・町に支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、必要な情報を相互に交換し、応援を円滑に行うことができるようあらかじめ

この協定の実施に関する連絡を担当する部署を定めるものとする。 

（補則） 

第９条 この協定に定められた事項の実施に関し、この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた

事項については、甲及び乙が協議して定める。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を作成し、甲乙署名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２８年２月５日 

 

甲  群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

安中市 

安中市長 

 

乙  長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉２３８１番１号 

軽井沢町 

軽井沢町長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 災害時における応急危険度判定等の協力に関する協定書 

 

安中市（以下「甲」という。）と一般社団法人群馬建築士会安中支部（以下「乙」という。）は、

災害時における応急危険度判定等（以下「判定等」という。）に関し、相互に協力し、必要な対応

を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、安中市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に定める避難所、福祉避

難所及び災害時に甲が使用する本部施設並びにその他市長が指定する施設に対して行う判定等

について、乙の協力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、災害時において、判定等を実施する必要が生じた場合は、乙に対し次の各号に掲

げる事項を明らかにし、協力を要請するものとする。 

（１）災害の状況及び協力を要請する事由 

（２）応急危険度判定の実施内容 

（３）その他必要な事項 

２ 前項の要請は、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、甲は、乙に対

して口頭で要請し、事後において速やかに文書を交付ものとする。  

（判定等の実施） 

第３条 乙は、甲から前条に基づく要請を受けたときは、業務上の支障又はやむを得ない理由が

ない限り、判定等を実施するものとする。 

２ 乙は、安中市内で震度５強以上の地震が発生したとき又は災害の状況により連絡が不可能な

ときは、甲の要請を待つことなく、本協定の趣旨に基づき判定等を実施するものとする。 

（報告） 

第４条 乙は、判定等に従事した場合は、次の各号に掲げる事項を甲に文書で報告するものとす

る。 

（１）活動内容及び応急危険度判定結果 

（２）従事した人員及び名簿 

（３）従事中に知り得た災害情報 

（４）その他必要な事項 

（経費の負担） 

第５条 この協定に基づく協力のために要した経費は、全国被災建築物応急危険度判定協議会が

策定した「被災建築物応急危険度判定活動に係る経費負担のガイドライン」に準じて、甲乙で

負担するものとする。 

（経費の請求） 

第６条 乙は、前条に規定する経費を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。 

（経費の支払） 



 

 

第７条 甲は、前条の規定により経費の請求があった場合、その内容が適当であると認めたとき

は、その経費を速やかに支払うものとする。 

（損害補償） 

第８条 乙は第３条の規定に基づき業務に従事した者が、当該活動により死亡し、負傷し、若しくは

疾病にかかり、又は障害を有することとなったときは、全国被災建築物応急危険度民間判定士等補

償制度により補償を受けるものとする。 

（守秘義務） 

第９条 乙は、この協定に基づく判定等の従事中に知り得た情報を、甲の許可なく他人に漏らし、又

は他の目的に利用してはならない。 

（情報交換） 

第１０条 乙は、判定等の円滑な実施を図るため、組織体制及び連絡体制（以下「組織体制等」とい

う。）を予め定めるものとし、組織体制等を定めたとき又は変更したときは、速やかに甲に報告する

ものとする。 

２ 甲及び乙は、この協定締結に係る連絡責任者を、別に定める「連絡責任者届」により速やかに相

手方に報告するものとし、変更があったときにおいても、速やかに相手方に報告するものとする。 

（有効期間） 

第１１条 この協定は、協定締結の日から施行し、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない

限り、その効力を有する。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めがない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、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、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

平成２８年８月４日 

甲  群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

               安中市 

               安中市長 

 

乙  群馬県安中市高別当４１９－３ 

一般社団法人群馬建築士会安中支部 

支部長 



 

 

36 災害時相互応援協定書 

 

安中市及び南房総市は、相互扶助の精神に基づき、災害（災害対策基本法（昭和36年法律第

223号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する災害をいう。以下同じ。）の発生時に

おける相互応援について、法第８条第２項第１２号の規定に基づき、次のように協定を締結す

る。 

（相互に行う応援） 

第１条 安中市及び南房総市は、そのいずれかの区域において災害が発生した場合に、当該区

域において災害が発生した市（以下「被災市」という。）が行う災害応急対策に対し、もう

一方の市が応援を実施する。 

２ 前項の規定により行う応援は、応援を行う市（以下「応援市」という。）の長の判断に基

づき過剰な負担であると認められない範囲において実施するものとする。 

（応援の内容） 

第２条 前条の規定により行う応援は、次に掲げるものとする。 

⑴  次に掲げる事項を行うために必要な物資、機材及び車両の譲与又は貸付け 

ア 被災者の救難、救護その他の保護 

イ 医療 

ウ 防疫 

エ 災害の拡大を防止するために必要な応急措置 

オ 被災市の公用又は公共用施設の応急的な復旧 

⑵  食料、飲用水その他生活必需品又は応急措置に必要な物資の運搬及び譲与 

⑶  その他被災市から応援市に対し要請のあった事項 

⑷  職員を被災市において、前３号に規定する応援に従事させること。 

（応援の要求の手続） 

第３条 被災市は、前条の規定による応援を受けようとするときは、法第６７条第１項の規定

により応援市に応援を求めるものとする。 

２ 前項の規定により応援を求める方法は、電話その他の早期に情報の伝達が可能な方法によ

り連絡することによるものとする。 

３ 第１項の規定による応援を受けようとするときは、次に掲げる事項について、状況に応じ

可能な範囲内において明らかにするものとする。 

⑴   災害による被害の状況 

⑵  譲与又は貸付けを受けたい物資、機材又は車両の品目、規格及び数量 

⑶  前条第４号の規定により応援に従事する職員（以下「応援従事職員」という。）の職

種及び人数 

⑷  応援を受けたい期間 



 

 

⑸  応援の実施に係る場所及び当該場所までの経路 

⑹  その他応援を受けるに当たり必要な事項 

４ 前２項の規定によるもののほか、被災市が応援を求める際は、安中市及び南房総市が別に

定めるところにより、災害の種類、その発生日時その他必要事項を記載した書面を応援市に

送付するものとする。 

（応援の実施等） 

第４条 応援市は、前条の規定による応援の求め（以下「応援の要求」という。）を受けたと

きは、直ちに可能な範囲内において応援を実施するものとする。 

２ 応援市は、応援の要求がない場合において、被災市に対し応援を行うべきであると認めた

ときは、必要と認めた範囲において応援を実施するものとする。 

３ 応援の要求を受けた応援市が応援を実施できない場合は、速やかに被災市にその旨を通知

しなければならない。 

（指揮権） 

第５条 応援従事職員は、法第６７条第２項の規定により被災市の長の指揮の下に行動するも

のとする。 

（応援経費の負担） 

第６条 応援に要する経費は、法令に定めがあるものを除くほか、被災市が負担することを原

則とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、応援の要求がない場合の応援に要する経費は、法令に定めがあ

るものを除くほか、応援市が負担するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、応援従事職員に支払われるべき給料、手当及び旅費は、法令

に定めのあるものを除くほか、応援市が負担するものとする。 

４ 応援に要する経費について前３項の規定により難いときは、その都度安中市及び南房総市

が協議して定める。 

（災害補償等） 

第７条 応援従事職員が、その職務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合若しく

は当該負傷若しくは疾病の治癒後において障害を有するに至った場合における補償は、法令

の規定によるもののほか、応援市の負担により行うものとする。 

２ 応援従事職員が、その職務上第三者に損害を与えた場合は、被災市が賠償の責務を負うも

のとする。ただし、その損害の原因となった事由が応援市と被災市の往復の途上において発

生したものであるときは、この限りでない。 

３ 前項の規定により被災市が賠償の責務を負う場合において、第三者から応援市に損害賠償

の請求があり、応援市が損害賠償を行ったときは、被災市は、当該行われた損害賠償の額に

相当する額を応援市に支払うものとする。 

４ 第２項ただし書の規定により応援市が賠償の責務を負う場合において、第三者から被災市

に損害賠償の請求があり、被災市が損害賠償を行ったときは、応援市は、当該損害賠償の額



 

 

に相当する額を被災市に支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 安中市及び南房総市は、必要な情報を相互に交換し、応援を円滑に行うことができる

ようあらかじめこの協定の実施に関する連絡を担当する部署を定めるものとする。 

（補則） 

第９条 この協定に定められた事項の実施に関し、この協定書に定めのない事項又は疑義が生

じた事項については、安中市及び南房総市が協議して定める。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を作成し、安中市と南房総市が署名押印の上、各１

通を保有する。 

 

平成２９年３月１１日 

 

 

   群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

安中市 

安中市長 

 

 

   千葉県南房総市富浦町青木２８番地 

南房総市 

南房総市長 

 



 

 

37 災害時における安中市と安中市内郵便局の協力に関する協定 

 

 安中市と安中市内郵便局は、災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号

に規定する災害をいう。）が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）

において、相互に協力し必要な対応を円滑に遂行するために、次のとおり協定を締結する。 

（協力の要請） 

第１条 安中市と安中市内郵便局は、安中市内での災害時に行う対応について、相互に協力を要請

することができる。 

（協力の内容） 

第２条 前条の規定により安中市が要請できる協力の内容は、次に掲げるものとする。 

（１）安中市内郵便局が所有する車両の緊急車両等としての提供（ただし郵便配達用車両は除く。） 

（２）郵便局ネットワークを活用した広報活動 

（３）安中市内郵便局が郵便物の配達等の業務中に発見した市内の被災状況及び避難所の開設状況

の情報提供 

（４）上記に掲げるもののほか、要請のあったもののうち安中市内郵便局が協力できる事項 

２ 前条の規定により安中市内郵便局が要請できる協力の内容は、次に掲げるものとする。 

（１）安中市内郵便局への提供について避難者の同意を得て作成した避難者名簿の提供 

（２）災害救助法適用時に安中市内郵便局が行う郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策等

に対する支援 

（３）避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の収集・交付並びに安

中市内郵便局作成の避難先届又は転居届の配付・回収を確実に行うための必要な事項 

（４）上記に掲げるもののほか、要請のあったもののうち安中市が協力できる事項 

３ 前項第２号で規定する業務は以下の業務をいう 

（１）災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

（２）被災者が差し出す郵便物の料金免除 

（３）被災地宛て救助用郵便物等の料金免除 

（４）被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

（５）株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い 

（協力の実施） 

第３条 安中市と安中市内郵便局は、第１条の規定による協力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１条の規定による協力要請に対して、協力した者が要した経費については法令等に定め

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

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

 （情報の交換） 



 

 

第５条 安中市と安中市内郵便局は、平時から必要な情報を相互に交換し、災害時の協力要請を円

滑に行うことができるよう、あらかじめこの協定の実施に関する連絡先について、担当部署を定

めるものとする。 

 （協議） 

第６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。 

 （有効期限） 

第７条 この協定の有効期限は、締結日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期限

満了の１ヶ月前までに、安中市又は安中市内郵便局のいずれからも申出がない場合は、当該期間

満了の日の翌日から起算して１年間この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。 

（合意解除） 

第８条 この協定の締結に伴い、安中郵便局長と安中市長が平成９年６月２７日に締結した「災

害時における安中郵便局と安中市の協力に関する覚書」及び、松井田郵便局長と松井田町長が平

成９年１０月１６日に締結した「災害時における松井田郵便局と松井田町の協力に関する覚書」

は合意解除する。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を作成し、安中市と安中市内郵便局が署名押印の上、各

１通を保有する。 

 

 

  平成２９年３月２７日 

 

 

                        安中市       群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

                       安中市長 

   

 

 

                       安中市内郵便局   安中市内郵便局代表 

                      群馬県安中市安中三丁目２４番７号 

                      日本郵便株式会社 

                      安中郵便局長  

 

 



 

 

38 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 

 

安中市（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、その氏名を別添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１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。 



 

 

（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３月３０日 

 

 

甲  群馬県安中市安中一丁目２３－１３ 

安中市長 

          

 

 

乙  群馬県高崎市高松町３番地 

東日本電信電話株式会社 

群馬支店長 

 



 

 

39 災害時における相互協力に関する協定書 

 

 安中市（以下「甲」という。）、社会福祉法人安中市社会福祉協議会（以下「乙」という。）及び公

益社団法人安中青年会議所（以下「丙」という。）は、災害時における相互協力に関する協定を次の

とおり締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震災害、風水害又はその他の災害（以下「災害」という。）が発生した場

合において、甲、乙及び丙が効果的な災害救援ボランティア活動支援を行うことに関し必要な事

項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲及び乙は、災害時において丙に対して、次の事項について必要な協力を要請することが

できる。 

 (１) 被災状況や災害救援ボランティア活動支援に関する情報等の収集及び提供 

 (２) 災害救援ボランティア活動支援用物資等の調達及び仕分輸送の協力 

 (３) 安中市災害ボランティアセンター（以下「センター」という。）の運営への人的支援 

（４） その他災害の状況に応じた支援 

２ 前項の規定に対し、丙はその組織、機能等を最大限に活用し協力を行う。 

（平常時の協力） 

第３条 甲、乙及び丙は、平常時から相互に連携・協力し、次の各号に掲げる活動を行う。 

 (１) センターの設置・運営に関する情報等の共有 

 (２)  センターの運営に関する協力等、災害時における連携体制の確立 

 (３) 防災に関する知識の普及及び啓発事業 

（４） その他甲、乙及び丙が必要と認めた活動 

（広域的協力体制の整備） 

第４条 甲、乙及び丙は平常時より関係機関との連携を強化し、災害時に迅速かつ的確に行動でき

るよう体制を整備しておくものとする。 

（損害補償） 

第５条 第２条第２項の規定に基づき丙が実施した事項により被った損害の補償は、ボランティア

保険により対応するものとする。 

２ 前項のボランティア保険の加入にかかる費用については、甲が負担するものとする。 

（有効期間） 

第６条 この協定は、締結の日から効力を生じ、平成３１年３月３１日までとする。ただし、期間

満了日の３０日前までに甲、乙及び丙のいずれからも協定を更新しない旨の申出がない限り、期

間満了日の翌日から１年間有効期限を更新するものとし、以後同様とする。 

 



 

 

（協議事項） 

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義が生じたときは、甲、乙

及び丙が協議の上、定めるものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙それぞれが記名押印の上、各自

その１通を保有するものとする。 

 

  平成２９年６月１日 

 

              甲   安中市安中一丁目２３番１３号        

安中市                  

市長                   

 

乙   安中市安中三丁目１９番２７号       

社会福祉法人安中市社会福祉協議会     

会長                   

 

                丙   安中市安中三丁目１１番３号        

公益社団法人安中青年会議所     

理事長 



 

 

40 災害情報等の発信に関する覚書 

 

安中市と東京瓦斯株式会社群馬支社（以下「東京瓦斯」という。）は、災害情報等の発信

に関して、次のとおり覚書を締結する。 

（目的） 

第１条 この覚書は、安中市内において、災害や事故、故障等（以下「災害等」という。）

により、東京瓦斯の保有する都市ガスの供給設備等（以下「ガス供給設備」という。）に

関して市民に影響のある事象が発生した場合に、市民に情報を迅速かつ正確に伝達する

ため、安中市が実施可能な広報手段を用いて情報を発信することについて必要な事項を

定める。 

（発信の依頼） 

第２条 東京瓦斯は、災害等により、ガス供給設備に関して市民に影響のある事象が発生

したと判断した場合には、ただちに安中市に対して状況を伝達するとともに、東京瓦斯

が実施可能な広報手段を用いて市民に周知するものとする。 

２ 東京瓦斯は、前項の規定による広報手段のみでは、市民に対して十分な周知ができな

いと認められるときは、安中市に対して情報発信を依頼することができる。 

３ 東京瓦斯は、前項の規定により安中市に対して情報発信を依頼する場合には、「災害

情報等発信依頼書」（別紙１）により依頼する。 

ただし、休日、夜間、その他緊急時等やむを得ない場合には、口頭による依頼を行う

ことができるものとし、速やかに「災害情報等発信依頼書」を提出する。 

（発信の実施） 

第３条 安中市は、前条の規定に基づき東京瓦斯から依頼を受けた際は、安中市が実施可

能な広報手段により情報発信を行う。ただし、情報発信を行うことが困難なやむを得な

い事情があるときは、この限りではない。 

２ 安中市は、前項に規定する情報の発信が困難なやむを得ない事情があるときは、ただ

ちにその旨を東京瓦斯に伝達しなければならない。 

（平時の備え） 

第４条 安中市と東京瓦斯は、災害時等における対応を円滑に行うことができるよう、あ

らかじめこの覚書に関する担当部署を定め、平時から必要な情報を相互に交換しておく

ものとする。 

（有効期限） 

第５条 この覚書の有効期限は、締結日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、

有効期限満了の１ヶ月前までに、安中市又は東京瓦斯のいずれからも解除の申出がない

場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して１年間この覚書を更新するものとし、以

後もまた同様とする。 

 



 

 

（協議） 

第６条 この覚書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、安中市と東京瓦斯

で協議の上、定めるものとする。 

 

  この覚書締結の証として本書２通を作成し、安中市と東京瓦斯で記名押印の上、各１

通を保有する。 

 

平成２９年７月１９日 

 

               安中市    群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

                      安中市 

                      安中市長 

 

 

               東京瓦斯   群馬県高崎市東町１３４番６号 

                      東京瓦斯株式会社 群馬支社 

                      支社長 

 



 

 

41 災害及び武力攻撃事態等における旧信越本線横川駅 

軽井沢駅間トンネルの使用に関する覚書 

 

 安中市と軽井沢町は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害（以下「災害」とい

う。）及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に規定する武力

攻撃事態等（以下「武力攻撃」という。）が発生した場合に、避難場所として旧信越本線横

川駅軽井沢駅間トンネル（以下「トンネル」という。）を使用することについて、次のとお

り覚書を締結する。 

（使用手続） 

第１条 軽井沢町は、災害又は武力攻撃が発生した場合に、避難場所としてトンネルを使

用するときは、安中市に使用を願い出るものとする。 

２ 軽井沢町は、前項の規定により安中市に対して使用願いを行うときは、電話その他の

早期に情報の伝達が可能な方法により行うものとする。 

（使用判断） 

第２条 安中市は、前条の規定により軽井沢町から使用願いを受けたときは、直ちに使用

の可否を回答するものとする。 

（使用時） 

第３条 軽井沢町は、トンネルの使用について安中市の許可を得たときには、必要に応じ

安全性を調査・確認した後に使用するものとする。 

２ 安中市は、トンネル使用の可否についての判断のみを行うものとし、安全確認等は行

わないものとする。 

（平時の備え） 

第４条 軽井沢町は、災害又は武力攻撃に備え、平時からトンネルの安全性を調査・確認

できるものとする。 

２ 軽井沢町は、軽井沢町内からトンネルに至るまでの、安中市所有の鉄道施設上の草木

を必要に応じ除草・伐採できるものとする。除草・伐採後の草木は軽井沢町が安中市所

有の鉄道施設外に搬出処理するものとする。 

３ 軽井沢町は、前二項の安全調査や除草・伐採作業等を行うときには安中市へ事前に通

知するものとする。 

（災害補償等） 

第５条 軽井沢町は、軽井沢町による避難勧告等でトンネルに避難した者（以下「避難者」

という。）が、その避難を原因として死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害

を有することとなったときは、これらを補償するものとする。 

２ 軽井沢町は、避難者がトンネルに損害を与えたときや、トンネルの調査・確認時にト

ンネルに損害を与えたときは、安中市に対し損害を賠償するものとする。 

 



 

 

（協議） 

第６条 その他、この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、双方の協

議により定める。 

 

平成２９年８月１日 

                 群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

                 安中市 

安中市長 

 

                 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉２３８１番１号 

                 軽井沢町 

軽井沢町長 

               



 

 

42 災害時における協力に関する協定 

 

安中市と株式会社ボルテックスセイグン（以下「ボルテックス」という。）は、安中市内において

災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害

時」という。）における協力に関する協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時にボルテックスが社会貢献活動の一環として安中市の要請に基づき実

施する協力業務を行う際に必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 安中市は、災害時に次の事項についてボルテックスに要請することができる。 

(１)  安中市が指定する車両へのガソリン及び軽油の提供に関すること 

(２)  ボルテックスが管理する倉庫等における救援物資等の一時保管に関すること 

(３)  安中市が指定する集配拠点及び前号に規定する施設における救援物資等の入出庫及び仕分

けの協力に関すること 

(４)  救援物資等の集配拠点の運営に関する助言・指導等を行う物流専門家の派遣に関すること 

(５)  安中市が備蓄している物資及び外部からの救援物資等の配送に関すること 

(６)  前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうちボルテックスが協力できる事項 

２ 安中市は、前項で規定している事項をボルテックスに要請する場合には、要請書（様式１）に

て行う。ただし、緊急を要する場合は、電話、口頭等により要請し、その後速やかに要請書を提

出する。 

３ 安中市は、前項の規定によりボルテックスに要請する際には、安中市が把握している市内の被

災状況等に関する情報を提供するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 ボルテックスは、前条の規定に基づき安中市から要請を受けた際は、協力業務を実施する

ことが困難な事情があるときを除き、可能な範囲で協力するものとする。 

（報告） 

第４条 ボルテックスは、協力業務を遂行したときは実績報告書（様式２）を安中市に提出する。

２ ボルテックスは、この協定に基づかない業務中に発見した市内の被災状況等についても、安中                   

市に情報提供するものとする。 

（費用負担） 

第５条 この協定に基づく協力業務の実施に要した費用の額は、法令等で定めるものを除くほか、

ボルテックスの施設や資機材の使用料に関しては時価相場相当額、荷役作業に関しては関わった

人員の日当相当額、輸送料に関しては実勢相場相当額又は国土交通省届出料金を基準として算定

し、安中市とボルテックスで協議の上、決定するものとする。 

２ ボルテックスは、前項の規定に基づき決定した額を安中市に請求するものとし、安中市は災害

による混乱が沈静化した後、速やかに支払うものとする。 



 

 

（平時の備え） 

第６条 安中市とボルテックスは、災害時等における対応を円滑に行うことができるよう、あらか

じめこの協定に関する担当部署を定め、平時から必要な情報を相互に交換しておくものとする。 

（有効期限） 

第７条 この協定の有効期限は、締結日から平成３１年３月３１日までとする。ただし、有効期限

満了の１ヶ月前までに、安中市又はボルテックスのいずれからも解除の申出がない場合は、当該

期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、安中市とボルテックスで協

議の上、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、安中市とボルテックスで記名押印の上、各１通を

保有する。 

 

平成２９年１０月１７日 

 

                       安中市安中一丁目２３番１３号 

                       安中市 

                       安中市長 

 

                       安中市原市４３２番地 

                       株式会社ボルテックスセイグン 

                       代表取締役社長



 

 

43 災害時における避難所等としての施設使用等に関する協定書 

 

 安中市（以下「甲」という。）と会計検査院（以下「乙」という。）は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合（以下「災害時」という。）における避難場所及び避難所（以下「避難所等」という。）として、甲が乙の管理する施

設（以下「施設」という。）を使用することに関して必要な事項を定めるため、次のとおり協定を締結する。 

（施設） 

第１条 この協定における施設は、群馬県安中市嶺３８－１に所在する会計検査院安中研修所（以下「研修所」という。）の次に

掲げる施設とする。 

（１）グラウンド（6,710㎡） 

（２）体育館（RC造 2階建、建面積736㎡） 

（３）前各号以外の研修所の施設 

２ 前項第1号に定めるグラウンドは、調整池としての機能を有するため、浸水し、又は浸水するおそれがある場合は使用できな

いものとする。 

（使用用途） 

第２条 この協定に基づく施設の利用は、甲が災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４の規定に基づき指定し

た指定緊急避難場所（以下「指定緊急避難場所」という。）及び同法第４９条の７の規定に基づき指定した指定避難所（以下「指

定避難所」という。）を補完するための施設として使用することを基本とする。 

（使用の申請等） 

第３条 甲は、災害時において、避難する地域住民等（以下「避難者」という。）を受け入れるに当たっては、指定緊急避難場所及

び指定避難所に受け入れることを原則とする。 

２ 甲は、収容能力の不足その他の理由により、避難者を指定緊急避難場所及び指定避難所に受け入れることが困難であり、避難

所等として第１条第１項に規定する施設を使用しようとするときは、乙に施設の使用の申請を行うものとする。 

３ 甲は、前項の規定に基づき申請を行うときは、「国有財産使用許可申請書」（別紙第１号書式）（以下「申請書」という。）を乙

に提出するものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、甲は、緊急を要するため申請書を提出するいとまがないときは、電話その他適当な方法により、乙

に同項の申請を行うことができる。この場合において、甲は、できる限り速やかに、乙に申請書を提出するものとする。 

５ 申請書に記載する施設の使用を求める期間は、７日間以内とする。 

６ 災害の状況により施設の使用を求める期間を延長する必要があるときは、甲は乙に対して、申請書を改めて提出するものとす

る。この場合の施設の使用を求める期間は、７日間単位とする。 

（安全性の確認等） 

第４条 甲は、前条の規定に基づく申請（同条第４項の場合にあっては、同行前段の申請をいい、同条第６項の規定に基づく申請

を除く。以下この条において同じ。）を行った後、速やかに、当該申請に係る施設の避難所としての安全性を確認し、その結果

について乙に報告するものとする。 

２ 前項に規定する安全性を確認するため、甲の職員が施設に立ち入るときに必要となる研修所の東側通用門の開門及び施錠は、

第１６条の規定により貸与した鍵を利用して甲の職員が、又は乙の職員がこれを行うものとする。 

３ 乙は、前項に規定するもののほか、研修所における研修その他の業務に支障がない限り、第１項の安全性の確認に必要な協力



 

 

を行うものとする。 

４ 甲は、第１項の規定に基づき安全性を確認した結果、申請に係る施設の避難所としての安全性が確保されていないと認めたと

きは、対象とすべき施設の見直しその他必要な検討等を行い、その結果に基づき、申請の変更又は申請の取下げを行うものとす

る。 

５ 甲は、前項の規定に基づき申請の変更又は申請の取下げを行おうとするときは、その旨を乙に報告し、乙からの指示に基づい

て、必要な措置を講ずるものとする。 

６ 前項の申請の変更があったときは、第１項から第３項までの規定を準用する。 

（使用の許可） 

第５条 乙は、甲から第３条の規定により申請（同条第４項の場合にあっては、同項後段の申請者による申請をいい、前条第５項

の申請の変更があったときは、当該申請の変更をいう。以下この条において同じ。）を受けたときは、当該申請に係る施設につ

いて甲が前条第１項（同条第６項において準用する場合を含む。）の規定に基づく安全性を確認した後、当該申請に係る施設の

使用に関して、研修所の研修その他の業務に支障がない限り、速やかに、許可するものとする。ただし、第３条第６項の申請の

場合にあっては、当該確認を要しない。 

２ 乙は、前項の許可を行うときは、「国有財産使用許可書」（別紙第２号様式）（以下「許可書」という。）を甲に交付するものと

する。この場合において、申請者（申請の変更があったときは、当該変更の申請者）に記載された施設に第１条第１項第３号の

施設が含まれているときは、許可書において使用を許可する施設の範囲を明示するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、乙は、甲から第３条第４項前段の申請を受け、直ちに施設の使用を求められた場合には、当該申

請に係る施設について甲が前条第１項（同条第６項において準用する場合を含む。）の規定に基づく安全性を確認した後、当該

申請に係る施設の使用に関して、研修所の研修その他の業務に支障がない限り、電話その他適当な方法により、甲に施設の使用

の許可を行うものとする。この場合において、乙は、甲から申請書が提出され次第、できる限り速やかに、甲に許可書を交付す

るものとする。 

４ 乙は、施設の使用を許可するに当たっては、国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１９条において準用する同法第２２条

第１項第３号の規定に基づき、使用料を無償とするものとする。 

（許可の取消し又は変更等） 

第６条 乙は、次号の各号に該当するときは、前条の許可を取り消し又は変更することができるものとする。ただし、この場合に

おいて、甲に損害が生じても、乙は、その補償を行わないものとする。 

（１）乙が、本来の目的に供するため必要が生じたとき 

（２）甲に、この協定に違反する行為が認められるとき 

（自主避難者への対応） 

第７条 乙の職員は、災害時において、甲が第５条第２項の許可書の交付を受け、又は同条第３項前段の許可を受けて使用を許可

された施設（以下「避難所等施設」という。）に避難者を受け入れる前に、自己の判断で研修所に避難してきた地域住民等（以下

「自主避難者」という。）を現認した場合は、甲に対しその旨を通報するものとする 

２ 甲は、乙から通報を受けた場合は、速やかに甲の職員を派遣するなどして、受入れ可能な指定緊急避難場所等を自主避難者に

伝え、当該指定緊急避難場所等への避難を促すものとする。 

（避難時の事故等に係る責任） 

第８条 研修所内において避難者（自主避難者を除く。）に係る事故等が発生した場合における管理運営上の責任は、全て甲が負



 

 

うものとし、乙は一切その責任を負わないものとする。 

２ 乙は、自主避難者が研修所に避難した際に、研修所内において当該自主避難者に係る事故等が発生した場合における管理運営

上の責任を一切負わないものとする。 

（善管注意義務） 

第９条 甲は、避難所等施設を、善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。 

（避難所当施設の管理運営等） 

第10条 避難所等施設の管理運営は、甲の責任において行うものとし、その管理運営に要する費用は、甲が負担するものとする。 

２ 甲は、避難所等施設の管理運営への協力を乙に求めることができるものとし、乙は、研修所における研修その他の業務に支障

がない限り、これに協力するものとする。 

３ 甲は、避難者に対して、避難所等施設以外の場所に立ち入らないように注意喚起するものとする。 

４ 甲は、避難所等施設の使用によって、施設が損壊した場合は、乙に対して、速やかに届け出るものとする。 

（協力体制） 

第11条 甲は、第４条第３項に規定する安全性の確認への協力及び前条第2項に規定する避難所等施設の管理運営への協力等につ

いて、乙とその内容を協議し、あらかじめ乙との協力体制を明らかにしておくものとする。 

（原状回復義務） 

第12条 甲は、避難所等施設の使用を終了するときは、甲の責任と負担において施設を現状に復し、乙の確認を受けるものとする。 

（避難所等施設の使用の解消への努力） 

第13条 甲は、乙の研修所における研修その他の業務に配慮し、早期に避難所等施設の使用を終了することができるように努める

ものとする。 

（災害備蓄物資及び資機材の備蓄等） 

第14条 甲が、災害時に施設を避難所等として使用するために必要となる最小限の災害備蓄物資及び資機材をあらかじめ施設に備

蓄する必要があると認める場合は、甲及び乙は、備蓄場所その他必要な事項について協議した上で、別途定めるものとする。 

（連絡体制） 

第15条 甲及び乙は、担当者の緊急時連絡先等を記載した「担当者名簿」を作成し、これを随時更新し、災害時に、速やかに相互

に連絡が取れるようにするものとする。 

（鍵の貸与等） 

第16条 乙は、災害時において、この協定に定める事項を円滑に推進するため、この協定の有効期間中、第１条第１項第２号の体

育館の北東入口の鍵及び東側通用門の門扉の鍵を甲に２組貸与するものとする。 

２ 甲は、乙から貸与された鍵を甲の総務部危機管理課において保管・管理させるものとし、第三者に鍵の保管・管理を委任して

はならない。 

３ 甲は、乙から貸与された鍵の保管責任者を「鍵保管責任者名簿」により乙に通知するものとする。また、保管責任者に変更が

あった場合には、その都度速やかに「鍵保管責任者名簿」により乙に通知するものとする。 

４ 保管責任者は、乙から貸与された鍵を善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとする。 

５ 保管責任者は、貸与された鍵を複製してはならない。 

６ 甲は、乙から貸与された鍵について、紛失、破損その他の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに乙に報告

するとともに、当該事故により乙が損害を被った場合には、その損害を賠償するものとする。 



 

 

（施設変更等の通知） 

第17条 乙は、第1条第1項の施設について、増改築等によりその面積、構造等に変更が生ずるとき、又は避難所等としての使用が

不可能となるときには、事前に甲に通知するものとする。 

（訓練の実施） 

第18条 甲が施設において避難所開設訓練等の訓練を実施することが必要であると認めるときは、乙は、研修所における研修その

他の業務に支障のない範囲で甲が実施する当該訓練に協力するするものとし、甲は、乙の研修所における研修その他の業務に支

障を来さないように十分配慮して当該訓練を実施するものとする。 

（研修所への入構箇所等の周知） 

第19条 甲は、災害時に備え、研修所への入構箇所等を、地域住民等に周知するものとする。 

（解約） 

第20条 乙は、施設の適切な利用の確保その他の特別な事情がある場合には、次条の規定にかかわらず、いつでもこの協定を解約

することができる。 

（有効期間） 

第21条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、甲及び乙のいすれからも相手方に

対してこの協定を解除する旨の申出がないときは、この協定の有効期間終了の日の翌日から更に１年間の同一の条件をもって更

新されるものとし、以降においても同様とする。 

（協議） 

第22条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとす

る。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙押印の上、各自１通を保有する。 

 

 平成３０年３月５日 

                           甲 群馬県安中市安中１－２３－１３ 

                             安中市 

                             安中市長 

 

                           乙 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

                             会計検査院事務総長官房 

                             会計課長



 

 

別紙第２号様式（第５条関係） 

年  月  日 

 

安中市長  ○○ ○○ 殿 

 

会計検査院 事務総長官房     

   会計課長  ○○ ○○   印 

 

 

国有財産使用許可書 

 

 年 月 日付をもって申請のあった本院所管の国有財産を使用

することについては、国有財産法（昭和２３年法律７３号）第１

８条第６項及び第１９条の規定に基づき、下記のとおり許可す

る。 

記 

１ 使用場所 

 （１）所在 

 （２）区分 

 （３）数量 

２ 使用内容 

３ 使用期間 

    年  月  日から  年  月  日まで 

４ その他参考となるべき事項 

（１）使用に当たっては、研修所内の施設を破損、損壊させない

ように注意 

して使用すること。 

（２）研修所に地域住民等（自首避難者を除く。）が避難した際

に、研修所内において発生した事故等に対する一切の責任は、貴

市が負うこと。 

（３）研修所施設の使用を終了するときは、貴市の責任と負担に

おいて原状に復すること。 

別紙第１号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

会計検査院 事務総長官房 

 会計課長 ○○ ○○ 殿 

 

 

申請者  住所 群馬県安中市安中１－２３－１３ 

   氏名 安中市長  ○○ ○○   印 

 

 

国有財産使用許可申請書 

 

 

下記のとおり行政財産を使用したく、関係資料を添付して申請し

ます。 

 

記 

 

１ 使用しようとする財産 

  （１）所在 

  （２）区分 

  （３）数量 

 

２ 使用しようとする理由 

 

３ 利用計画（事業計画） 

 

４ 使用しようとする期間 

    年  月  日から  年  月  日まで 

 

５ その他参考となるべき事項 

 

 



 

 

44 災害時に係る情報発信等に関する協定 

 

安中市及びヤフー株式会社（以下「ヤフー」という）は、災害に係る情報発信等に関し、次のと

おり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

第1条（本協定の目的） 

本協定は、安中市の地震、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、安中市が安中市民に

対して必要な情報を迅速に提供し、かつ安中市の行政機能の低下を軽減させるため、安中市とヤ

フーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。 

第2条（本協定における取組み） 

１．本協定における取組みの内容は次の中から、安中市およびヤフーの両者の協議により具体的な

内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。 

（１）ヤフーが、安中市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、

安中市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の

閲覧に供すること。 

（２）安中市が、安中市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を

平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

（３）安中市が、安中市内の避難勧告、避難指示（緊急）等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフ

ーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知

すること。 

（４）安中市が、災害発生時の安中市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所に

おけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時から

ヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

（５）安中市が、安中市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤ

フーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に

広く周知すること。 

（６）ヤフーが、ヤフーの提供するブログサービスにおいて、安中市が運営するブログ（以下

「災害ブログ」という）にアクセスするためのwebリンクをヤフーサービス上に掲載するな

どして、災害ブログを一般に広く周知すること。 

（７）安中市が、安中市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示

する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。 

２．安中市およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先お

よびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連

絡するものとする。 

３．第1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、安中市およびヤフーは、両

者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

 



 

 

第3条（費用） 

前条に基づく安中市およびヤフーの対応は、別段の合意がない限り無償で行われるものとし、

それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

第4条（情報の周知） 

ヤフーは、安中市から提供を受ける情報について、安中市が特段の留保を付さない限り、本協

定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービス以外

のサービス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフー

は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

第5条（本協定の公表） 

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、安中市およびヤフーは、その時期、方

法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

第6条（本協定の期間） 

本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から

他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本

協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

第7条（協議） 

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、安中市およびヤ

フーは、誠実に協議して解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書を2通作成し、安中市とヤフー両者記名押印のうえ各1通を保有

する 

 

２０１８年３月１３日 

 

安中市：群馬県安中市安中一丁目２３－１３ 

                    安中市              

安中市長             

 

ヤフー：東京都千代田区紀尾井町１番３号 

ヤフー株式会社         

                    代表取締役  



 

 

45 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

 

安中市（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、第１条第（１）号に定める災害時

において、乙が、乙の地図製品等（第２条に定義される）を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締

結する。 

（目的） 

第１条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。 

(１) 甲の区域内で災害対策基本法第２条第１号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲

が災害対策基本法第２３条の２に基づく災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）を設置したときの、乙

の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。 

(２) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作

成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。 

（定義） 

第２条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 

(１) 「住宅地図」とは、安中市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。 

(２) 「広域図」とは、安中市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。 

(３) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。 

（４）「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証ID及びパスワードを意味するものとする。 

（５）「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWNの総称を意味するものとする。 

（地図製品等の供給の要請等） 

第３条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給する

ものとする。 

２ 甲は、知事製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書（以下「要請書」という。）を乙に提出す

るものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対し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。 

３ 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。 

４ 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。 

(１)乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。 

(２)地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。 

（地図製品等の貸与及び保管） 

第４条 乙は、第３条第１項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方

法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる

対価については無償とする。 

２ 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意

義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、

甲が保管している旧版の受託地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と



 

 

差し替えることができるものとする。 

３ 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認するこ

とができるものとする。 

（地図製品等の利用等） 

第５条 甲は、第１条第（１）号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる

資料として、第３条又は第４条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を

行うことができるものとする。 

(１)災害対策本部設置期間中の閲覧 

(２)災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議の上定める期間及び条件の範囲内での複製 

２ 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。

また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。 

３ 甲は、第１項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括す

る部署内において、広域図及びZNET TOWNを利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図

を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN

利用約款に記載の条件に従うものとする。 

（情報交換） 

第６条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備え

るものとする。 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から１年間とする。但し、当該有効期間満了の３ヶ月前ま

でに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に１年間同一条件にて更

新されるものとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第８条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決

に努めるものとする。 

以上、本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うえ各１通を保有する。 

 

平成３０年３月２６日 

 

甲）群馬県安中市安中１－２３－１３      

                    安中市                  

安中市長                 

 

乙）埼玉県さいたま市大宮区土手町１丁目２番地 

                    株式会社ゼンリン             

関東エリア統括部長  



 

 

46 災害時における電力復旧等に関する協定 

 

安中市（以下「甲」という。）と東京電力パワーグリッド株式会社高崎支社（以下「乙」という。）は、風水害及びその他の災害

が発生し、または発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）における電力復旧及び電力供給活動（以下「電力復旧

等」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、安中市地域防災計画で規定している「ライフライン施設の応急復旧対策」を確実に実施し、市民生活の早期

回復を図るため、甲及び乙が連携して電力復旧等の活動に取り組むことを目的とする。 

（電力施設の応急復旧） 

第２条 乙は、安中市内において供給支障事故が発生した場合は、甲へ報告するとともに、速やかな応急復旧に努めるものとする。 

２ 乙は、電力復旧作業の進捗状況について、適時甲へ報告するものとする。 

３ 乙は、電力復旧作業の妨げとなる道路寸断箇所を発見した場合は、寸断箇所や復旧必要範囲を明確に伝達するため、ＦＡＸま

たは電子メールにて甲へ道路復旧要請を行うことができる。 

４ 甲は、前項の規定に基づき受領した道路復旧要請箇所が、甲による管理道路である場合には、復旧見込み時間を乙へ連絡する

ものとする。 

（重要施設の優先復旧） 

第３条 安中市内の電力復旧を優先すべき重要施設は、下記のとおりとする。 

１位：救急告示病院 

２位：市役所本庁及び松井田支所 

３位：指定避難所、福祉避難所 

２ 乙は、電力復旧計画の策定にあたっては、上記重要施設の優先復旧について十分に配慮しなければならない。ただし、大規模

な自然災害等に起因する供給支障事故で、停電地域が広範囲に及び、優先順位に沿った電力復旧が困難な場合は、甲へ報告のう

え調整を図るものとする。 

（代替設備の活用） 

第４条 代替設備（移動用発電機車等）は、保有台数に限りがあることから、東京電力パワーグリッド株式会社全供給エリアにお

ける被害発生状況や代替設備を必要とする需要家数の状況等に応じて、乙の判断で有効活用を図るものとする。ただし、乙は、

甲から上記重要施設への代替設備の設置要請を受けた場合は、真摯に社内調整を行い、設置の可否に関わらず、調整結果を甲へ

報告するものとする。 

（電力関係機関の相互間の応援） 

第５条 乙は、管轄エリア内の被害発生状況を速やかに把握し、社内上位機関へ報告することにより、社内上位機関による応援要

員や復旧資機材の手配・確保をより確実なものとする。 

２ 乙は、応援車両や復旧資機材の集中により社有施設構内への駐車や保管が困難となる場合は、甲へ市有施設・公園の駐車場等

の利用について相談するものとする。 

３ 乙は、自らの責任において応援要員の宿泊施設を確保するものとする。ただし、電力復旧作業が長期間（数週間、数ヶ月単位）

にわたり、継続的な確保が困難となる場合は、甲へ市有施設等の利用について相談するものとする。 

４ 甲は、乙から前２項の利用相談を受けた場合は、庁内調整を行い、利用の可否に関わらず、調整結果を乙へ連絡するものとす



 

 

る。 

（送電再開時の安全確認） 

第６条 乙は、火災や感電事故の発生を防止するため、社内規定に沿った安全確認を確実に実施した後、送電を再開するものとす

る。 

（広報活動） 

第７条 乙は、安中市内において停電が発生した場合は、広報車による住民向け広報活動や東京電力ホームページ等への停電情報

の掲載を行うものとする。 

２ 乙は、前項の規定による広報手段のみでは、市民に対して十分な周知ができないと認められるときは、甲に対して「停電情報

等発信依頼書」により停電情報の発信を依頼することができる。 

ただし、夜間、休日、その他緊急時等やむを得ない場合には、乙は口頭にて依頼するものとし、その後速やかに「停電情報等

発信依頼書」を甲に提出するものとする。 

３ 甲は、前項の規定に基づき乙から依頼を受けた場合には、甲が実施可能な広報手段にて情報発信を行うものとする。ただし、

甲が情報発信を行うことができないやむを得ない事由がある場合には、その旨を乙に伝達しなければならない。 

（連絡先） 

第８条 甲及び乙は、双方の緊急時連絡先を別紙のとおり定め、定期的に確認するものとする。 

（遵守事項） 

第９条 この協定を相互の理解と信頼の下に運営するため、次の事項を遵守するものとする。 

２ この協定の締結事実を自己または他人を利するための手段として利用しないこと。 

３ この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示または漏えいしないこと。 

（協定の有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定の締結から平成３１年３月３１日までとする。ただし、協定期間満了３０日前までには、

甲、乙いずれかが協定の解除または変更の申し出をしないときには、１年間延長されるものとみなし、以後この例によるものと

する。 

（定めのない事項等） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 平成３０年３月３０日 

 

甲 安中市安中一丁目２３番１３号 

                       安中市 

                       安中市長      

 

乙 高崎市宮元町１－２ 

東京電力パワーグリッド株式会社 高崎支社 

支 社 長



 

 

47 災害時等における応急対策の協力に関する協定書 

 

安中市（以下「甲」という。）と公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部群馬県部会（以

下「乙」という。）は、自然災害により甲の管理する公共下水道、雨水排水管路施設及びし尿処理施

設等が被災した場合（以下「災害時等」という。）における管路調査、その他の応急措置（以下「応

急対策」という。）の協力に関し、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第１５条の２の規定に基づ

いた協定を次のとおり締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の管理する公共下水道、雨水排水管路施設及びし尿処理施設等を維持する 

ため、災害時等における応急対策の協力について、甲と乙の基本事項を定め、迅速かつ的確に対 

応することを目的とする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時等において応急対策を行う必要が生じた場合は、乙に対して、その協力を要 

請することができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定による協力要請を受けた時は、甲に対し、速やかに協力するものとする。 

 

（応急対策の内容） 

第３条 前条第１項の規定による要請に基づき、乙が行う応急対策の内容は、次のとおりとする。 

 （１）施設の清掃・調査等 

 （２）前号に掲げるもののほか、乙において対応可能な業務 

 

（要請手続き） 

第４条  甲は、第２条第１項の規定による協力の要請にあたり、乙に対し、災害等の場所、被害状 

況、応急対応の内容その他必要な事項を通知するものとする。 

 

（報告） 

第５条 乙は、甲から要請に基づく協力業務を完了したときは、直ちに災害記録報告書により甲に 

報告するものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 乙が実施した協力業務に要した費用は、甲が負担するものとする。 

 

（広域災害） 

第７条 甲が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業におけ 



 

 

る災害時支援に関するルール」に基づく下水道対策本部が設置された場合は、下水道対策本部の 

指揮による活動を優先し、乙もこれに従うものとする。 

 

（協定の効力） 

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

ただし、甲、乙双方から疑義の申し出がなされないときは、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、以降も同様とする。 

 

（連絡系統） 

第９条 甲及び乙は、緊急時の連絡先等をあらかじめ確保・明示し、系統図により相互に通知する 

ものとする。 

２ 前項の系統図を変更しようとするときは、相互に協議し、速やかに通知するものとする。 

 

（雑則） 

第１０条 この協定に定めのない事項、または、この協定に定める事項に疑義が生じたときは、そ 

の都度、甲乙協議して定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自１通を保有するもの

とする。 

 

平成３０年５月２８日 

                    群馬県安中市安中一丁目２３番１３号 

甲 安中市  

代表者 市長   

               

                    群馬県高崎市新後閑町２８１番地３  

                  乙 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会  

関東支部 群馬県部会 部会長



 

 

48 災害等対応のための共助基本協定 

 

安中市（以下「甲」という。）と株式会社ウィズウェイストジャパン（以下「乙という。）は、双

方が地域の持続的な発展を目指し、持続的な廃棄物処理事務のための応援活動、相互連携に関する

協定を以下のとおり締結する。 

 

（目的） 

第1条 地震、風水害、その他の災害が発生、又は発生するおそれがある場合や不法投棄等により地 

域環境に支障を及ぼすおそれのある場合（以下「災害等」という。）、ごみ処理事業を持続的に運営 

するためには、平時からの官民連携による廃棄物処理事業は不可欠である。 

２ 前項を踏まえ、本協定は、甲が、乙の管理する施設を利用して、適正かつ円滑に地域の復旧並

びに活性化に資する支援活動を実施するために必要な事項をさだめるものとする。 

 

（応援活動の内容） 

第2条 この応援・連携活動の内容は、以下のとおりとする。 

(１)災害発生時の廃棄物の処分のための施設及び設備（以下「施設等」という。）の提供 

(２)不法投棄等の廃棄物の処分のための施設等の提供 

(３)甲の施設によるごみ処理の持続的実施していくための施設等の提供 

(４)前各号に掲げるもののほか、災害等で緊急的な要請のあった事項 

(５)前各号の掲げる活動を継続実施するための施設等の整備・維持 

(６)前各号に掲げる活動を継続実施するための地域住民への普及啓発支援 

 

（応援要請） 

第3条 甲は、災害等で乙に応援を要請する際には、次に掲げる事項を可能な範囲で明らかにし、要 

請するものとする。 

(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)応援を希望する期間 

(５)応援場所及び応援場所への経路 

(６)前各号の掲げるもののほか必要な事項 

 

（平時の連携活動） 

第4条 甲及び乙は、この協定による応援が円滑に行われるよう、平時から廃棄物処理事業（ごみ受 

入業務及び粗大ごみ処理施設・最終処分場運転管理業務委託）を通じて以下の活動に努めるものと 

する。 



 

 

(１)防災担当者、環境担当者の相互情報交換 

(２)地域防災計画、一般廃棄物処理基本計画その他必要な行政資料の提供 

(３)調達可能な物資等情報の相互交換 

 

（費用負担） 

第5条 第2条の規定による応援に要した費用は、原則として応援を要請した甲が負担する。 

２ 第4葉の規定による平時の連携に要した費用は、原則として各々が負担することとする。 

 

（その他） 

第6条 この協定に定めのない事項（具体の発動条件、応援方法及び応援受入れ対応方法等）につい

ては、協定締結後双方が継続して協議を行うこととする。 

 

（適用） 

第7条 この協定は、甲及び乙による「ごみ受入業務及び粗大ごみ処理施設・最終処分場運転管理業 

務委託契約」の締結期間内に適用する。 

 

この協定を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自がその１通を保有す

るものとする。 

 

平成３０年１０月２３日 

 

甲 群馬県安中市安中一丁目２３番１３号  

                       安中市 代表者  

                       市長 

 

乙 埼玉県さいたま市大宮区大成町２－２２４－１  

                       株式会社ウィズウェイストジャパン 

代表取締役



 

 

49 災害時における安中市と群馬県オートバイ事業協同組合の協力 

に関する協定書 

 

安中市（以下「甲」という。）と群馬県オートバイ事業協同組合（以下「乙」という。）は、災害

が発生し、又は発生の恐れがある場合（以下「災害時」という。）における協力について、次の通り

協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が災害時に行う対応のうち、情報収集や物資輸送等に対して、乙が行う協 

力について必要な事項を定め、被災状況の早期把握及び住民の避難生活の安定等を図ることを目 

的とする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時に行う対応について、乙に協力を要請することができる。 

２ 甲が前項の規定に基づき乙に協力を要請することのできる事項は、次のとおりとする。 

（１）安中市内における被害状況等の調査及び報告 

（２）自動二輪車で輸送可能な支援物資等の輸送 

（３）前２号に定めるもののほか、甲が必要であると認める事項 

 

（要請方法） 

第３条 甲は、前条の規定により乙に協力を要請する場合には、書面にて行うものとする。ただし、 

緊急を要する場合は、電話、口頭等により要請し、その後速やかに書面を提出するものとする。 

 

(協力実施) 

第４条 乙は、前条の規定に基づき甲から要請を受けたときは、要請された事項（以下「協力業務」 

という。）を実施することが困難な事情があるときを除き、協力するものとする。 

 

(費用負担) 

第５条 甲は、前条の規定により乙が実施した協力業務に要した燃料費を負担するものとする。 

２ 前項で規定する甲の負担額は、災害発生直前における小売価格等を基準に甲と乙が協議の上、

決定するものとする。 

３ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈静化

した後、速やかに支払うものとする。 

 

 

 



 

 

（事故発生時の報告） 

第６条 乙は、この協定に基づく協力業務を実施した際に、事故等が発生したときは、速やかにそ 

の状況を書面にて甲に報告するものとする。 

２ 乙が、第３条の規定に基づく協力業務の従事中に被災した場合には、労働者災害補償保険法等

の関係法令に基づき補償を受けるものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 甲及び乙は、この協定が災害時に有効に機能するよう平常時からこの協定を担当する部署 

等を定めておくものとする。 

 

（協議） 

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、その都度 

甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

 (有効期間及び更新)  

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 年３月３１日までとする。ただし、期間 

満了の日の１ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも協定解除の申出がない限り、更に１年間延長 

するものとし、その後においても同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書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３０年１１月２７日  

                         群馬県安中市安中一丁目２３-１３  

甲 安中市  

市 長 

 

                         群馬県高崎市中尾町４５６－４  

乙 群馬県オートバイ事業協同組合  

理事長



 

 

50 災害時における段ボール製品の提供に関する協定 

 

安中市（以下「甲」という。）と株式会社三和紙器（以下「乙」という。）は、安中市内で災害が

発生し、又は発生の恐れがある場合（以下「災害時」という。）における段ボール製品の提供に関し

て、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的）  

第１条 この協定は、災害時において、避難所の運営等に必要な段ボール製品（以下「物資」とい 

う。）の提供等について必要な事項を定め、住民等の避難生活の安定を図ることを目的とする。 

 

（協力の要請）  

第２条 甲は、災害時に次に掲げる物資について、乙に要請することができる。 

（１）間仕切用段ボールシート 

（２）段ボールケース及びガムテープ 

（３）その他乙の取扱商品 

２ 前項の要請は、物資要請書（第１号様式）にて行う。ただし、緊急を要する場合は電話、口頭

等で要請し、その後速やかに物資要請書を提出する。 

 

（協力の実施等） 

第３条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、やむを得ない理由がない限り速やかに提供 

するものとする。 

２ 乙は、自身の被災等で前条の要請に応じることが困難な場合は、その旨及び今後の見通しを甲

に連絡するものとする。 

 

（物資の運搬） 

第４条 乙は、甲が指定する場所に物資を運搬するものとする。また、乙は必要に応じ、甲に運搬 

の協力を求めることができる。 

 

（物資の引渡し） 

第５条 甲は、引渡し場所に職員又は甲の指定する者を派遣し、要請に係る物資を確認の上、受け 

取るものとする。 

２ 乙は、物資の引渡し後、速やかに完了書（第２号様式）により物資の種類、数量等を甲に報告

するものとする。 

 

 

 



 

 

（費用の負担） 

第６条 乙が提供する物資の代金及び運搬等の費用については、災害が発生する直前の価格を基準 

とし、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈静化

した後、速やかに支払うものとする。 

 

（協議） 

第７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、その都度、甲 

及び乙が協議の上定めるものとする。 

 

（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２０２０年３月３１日までとする。ただし、有 

効期間満了の３０日前までに、甲又は乙のいずれからも協定解消の申出がない限り、更に１年間 

延長するものとし、その後においても同様とする。  

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成３１年２月２８日  

                          安中市安中１－２３－１３   

甲  安中市  

安中市長  

 

                          安中市上間仁田５８０  

                         乙  株式会社三和紙器   

                         代表取締役



 

 

51 災害時における福祉避難所の指定等に関する協定 

 

安中市（以下「甲」という。）と医療法人信愛会（以下「乙」という。）は、安中市内において災

害が発生又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）等における、福祉避難所としての

指定等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、甲が乙の施設をあらかじめ福祉避難所として指定し、災害時にその施設を福 

祉避難所として使用することについて、乙に協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものと 

する。 

（指定する施設） 

第２条 甲が福祉避難所として指定する乙の施設は、次の施設とする。 

（１）所在地：安中市鷺宮２０５－１ 

名 称：本多病院 

（２）所在地：安中市鷺宮２０５－１ 

名 称：介護老人保健施設 うららく 

（協力要請） 

第３条 甲は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の者等で、災害対策基本法 

第４９条の７の規定に基づく指定避難所（以下「指定避難所」という。）での生活が困難な者（以 

下「要配慮者」という。）がいると認めるときは、乙に対して前条に掲げる施設を福祉避難所とし 

て開設し、甲が指定する要配慮者及びその家族又は介助者（以下「家族等」という。）の受入れを 

要請することができる。 

２ 前項の要請は、福祉避難所受入要請書（様式第１号）にて行う。ただし、緊急を要する場合は

電話、口頭等で要請し、その後速やかに福祉避難所受入要請書を提出する。 

３ 第１項の要請は、原則として指定避難所が開設されている場合に限り、行うことができる。 

（受入れ） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があったときは、受入れの可否を速やかに判断し、当該可否 

を甲に伝達するものとする。この場合において、乙は、可能な限り受け入れるよう努めるものと 

する。 

２ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則として当該要配慮者の家族等が行う。 

（運営等） 

第５条 福祉避難所の運営は、原則として家族等が行うものとする。 

２ 甲は、福祉避難所が円滑に運営できるよう、看護師、介護員、ボランティア等の確保及び適正

な配置に努めるものとする。 

３ 乙は、福祉避難所の運営について可能な限り協力するものとする。 

４ 甲は、福祉避難所として指定している乙の施設が、早期に本来の活動を再開できるよう配慮す

るとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 



 

 

（物資の調達） 

第６条 甲は、日用品や食料など、福祉避難所の運営に際し、必要な物資の調達に努めるものとす 

る。 

（費用負担） 

第７条 甲は、甲の要請に基づき乙が負担した、福祉避難所の開設及び運営に関する費用を負担す 

るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈静化

した後、速やかに支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、この協定が災害時に有効に機能するように、この協定の担当部署を定め、平 

常時から情報交換を行うものとする。 

（守秘義務） 

第９条 乙は、この協定の履行に関して知り得た情報を、他に漏らしてはならない。この協定の終 

了後又は解除後においても同様とする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して 

定めるものとする。 

（有効期間及び更新） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から２０２０年３月３１日までとする。ただし、 

期間満了の日の１ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも協定解除の申出がない限り、更に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、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通

を保有するものとする。 

 

平成３１年３月１９日 

                           安中市安中一丁目２３番１３号  

                         甲 安中市  

                           市 長 

 

安中市鷺宮２０５－１  

乙 医療法人信愛会  

理事長





 

52 災害時における福祉避難所の指定等に関する協定 

 

安中市（以下「甲」という。）と社会福祉法人常磐会（以下「乙」という。）は、安中市内におい

て災害が発生又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）等における、福祉避難所とし

ての指定等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、甲が乙の施設をあらかじめ福祉避難所として指定し、災害時にその施設を福 

祉避難所として使用することについて、乙に協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものと 

する。 

（指定する施設） 

第２条 甲が福祉避難所として指定する乙の施設は、次の施設とする。 

（１）所在地：安中市鷺宮３８９ 

名 称：特別養護老人ホーム なゆた 

（協力要請） 

第３条 甲は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の者等で、災害対策基本法 

第４９条の７の規定に基づく指定避難所（以下「指定避難所」という。）での生活が困難な者（以 

下「要配慮者」という。）がいると認めるときは、乙に対して前条に掲げる施設を福祉避難所とし 

て開設し、甲が指定する要配慮者及びその家族又は介助者（以下「家族等」という。）の受入れを 

要請することができる。 

２ 前項の要請は、福祉避難所受入要請書（様式第１号）にて行う。ただし、緊急を要する場合は

電話、口頭等で要請し、その後速やかに福祉避難所受入要請書を提出する。 

３ 第１項の要請は、原則として指定避難所が開設されている場合に限り、行うことができる。 

（受入れ） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があったときは、受入れの可否を速やかに判断し、当該可否 

を甲に伝達するものとする。この場合において、乙は、可能な限り受け入れるよう努めるものと 

する。 

２ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則として当該要配慮者の家族等が行う。 

（運営等） 

第５条 福祉避難所の運営は、原則として家族等が行うものとする。 

２ 甲は、福祉避難所が円滑に運営できるよう、看護師、介護員、ボランティア等の確保及び適正

な配置に努めるものとする。 

３ 乙は、福祉避難所の運営について可能な限り協力するものとする。 

４ 甲は、福祉避難所として指定している乙の施設が、早期に本来の活動を再開できるよう配慮す

るとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

 

 





 

（物資の調達） 

第６条 甲は、日用品や食料など、福祉避難所の運営に際し、必要な物資の調達に努めるものとす 

る。 

（費用負担） 

第７条 甲は、甲の要請に基づき乙が負担した、福祉避難所の開設及び運営に関する費用を負担す 

るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈静化

した後、速やかに支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、この協定が災害時に有効に機能するように、この協定の担当部署を定め、平 

常時から情報交換を行うものとする。 

（守秘義務） 

第９条 乙は、この協定の履行に関して知り得た情報を、他に漏らしてはならない。この協定の終 

了後又は解除後においても同様とする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して 

定めるものとする。 

（有効期間及び更新） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から２０２０年３月３１日までとする。ただし、 

期間満了の日の１ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも協定解除の申出がない限り、更に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、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通

を保有するものとする。 

 

平成３１年３月１９日 

安中市安中一丁目２３番１３号  

甲 安中市  

市 長 

 

                        安中市鷺宮３８９  

乙 社会福祉法人常磐会  

理事長



 

 

53 災害時における福祉避難所の指定等に関する覚書 

  

安中市（以下「甲」という。）と社会福祉法人 安中市社会福祉協議会（以下「乙」という。）は、

安中市内において災害が発生又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）等における、

福祉避難所としての指定等について次のとおり覚書を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、甲と乙が管理運営業務に関する基本協定を締結している施設（以下「指定管 

理施設」という。）をあらかじめ福祉避難所として指定し、災害時に指定管理施設を福祉避難所と 

して使用することについて、乙に協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものとする。 

（指定する施設） 

第２条 甲が福祉避難所として指定する指定管理施設は、次の施設とする。 

（１） 所在地：安中市松井田町新堀４０１番地 

        安中市松井田町新堀３７２番地１（別館） 

     名 称：安中市障害者支援センター 

（協力要請） 

第３条 甲は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の者等で、災害対策基本法 

第４９条の７の規定に基づく指定避難所（以下「指定避難所」という。）での生活が困難な者（以 

下「要配慮者」という。）がいると認めるときは、乙に対して前条に掲げる施設を福祉避難所とし 

て開設し、甲が指定する要配慮者及びその家族又は介助者（以下「家族等」という。）の受入れを 

要請することができる。 

２ 前項の要請は、福祉避難所受入要請書（様式第１号）にて行う。ただし、緊急を要する場合は

電話、口頭等で要請し、その後速やかに福祉避難所受入要請書を提出する。 

３ 第１項の要請は、原則として指定避難所が開設されている場合に限り、行うことができる。 

（受入れ） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があったときは、受入れの可否を速やかに判断し、当該可否 

を甲に伝達するものとする。この場合において、乙は、可能な限り受け入れるよう努めるものと 

する。 

２ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則として当該要配慮者の家族等が行う。 

（運営等） 

第５条 福祉避難所の運営は、原則として家族等が行うものとする。 

２ 甲は、福祉避難所が円滑に運営できるよう、看護師、介護員、ボランティア等の確保及び適正

な配置に努めるものとする。 

３ 乙は、福祉避難所の運営について可能な限り協力するものとする。 

４ 甲は、福祉避難所として指定している指定管理施設が、早期に本来の活動を再開できるよう配

慮するとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

 



 

 

（物資の調達） 

第６条 甲は、日用品や食料など、福祉避難所の運営に際し、必要な物資の調達に努めるものとす 

る。 

（費用負担） 

第７条 甲は、甲の要請に基づき乙が負担した、福祉避難所の開設及び運営に関する費用を負担す 

るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈静化

した後、速やかに支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、この覚書が災害時に有効に機能するように、この覚書の担当部署を定め、平 

常時から情報交換を行うものとする。 

（守秘義務） 

第９条 乙は、この覚書の履行に関して知り得た情報を、他に漏らしてはならない。この覚書の終 

了後又は解除後においても同様とする。 

（協議） 

第１０条 この覚書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して 

定めるものとする。 

（有効期間及び解除） 

第１１条 この覚書の有効期間は、甲と乙が第２条に掲げる施設の管理運営に関する基本協定を締 

結している期間とする。ただし、甲又は乙において覚書を継続できない事情が発生した場合は、 

甲乙協議のうえ、覚書を解除することができるものとする。 

  

 この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通

を保有するものとする。 

 

平成３１年４月１２日 

                     安中市安中一丁目２３番１３号 

甲 安中市 

市 長 

 

                     安中市安中三丁目１９番２７号 

                   乙 社会福祉法人 安中市社会福祉協議会 

                     会 長



 

 

54 災害時における福祉避難所の指定等に関する協定 

 

安中市（以下「甲」という。）と社会福祉法人光の里（以下「乙」という。）は、安中市内におい

て災害が発生又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）等における、福祉避難所とし

ての指定等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、甲が乙の施設をあらかじめ福祉避難所として指定し、災害時にその施設を福 

祉避難所として使用することについて、乙に協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものと 

する。 

（指定する施設） 

第２条 甲が福祉避難所として指定する乙の施設は、別紙１の施設とする。 

（協力要請） 

第３条 甲は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の者等で、災害対策基本法 

第４９条の７の規定に基づく指定避難所（以下「指定避難所」という。）での生活が困難な者（以 

下「要配慮者」という。）がいると認めるときは、乙に対して前条に掲げる施設を福祉避難所とし 

て開設し、甲が指定する要配慮者及びその家族又は介助者（以下「家族等」という。）の受入れを 

要請することができる。 

２ 前項の要請は、福祉避難所受入要請書（様式第１号）にて行う。ただし、緊急を要する場合は

電話、口頭等で要請し、その後速やかに福祉避難所受入要請書を提出する。 

３ 第１項の要請は、原則として指定避難所が開設されている場合に限り、行うことができる。 

（受入れ） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があったときは、受入れの可否を速やかに判断し、当該可否 

を甲に伝達するものとする。この場合において、乙は、可能な限り受け入れるよう努めるものと 

する。 

２ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則として当該要配慮者の家族等が行う。 

（運営等） 

第５条 福祉避難所の運営は、原則として家族等が行うものとする。 

２ 甲は、福祉避難所が円滑に運営できるよう、看護師、介護員、ボランティア等の確保及び適正

な配置に努めるものとする。 

３ 乙は、福祉避難所の運営について可能な限り協力するものとする。 

４ 甲は、福祉避難所として指定している乙の施設が、早期に本来の活動を再開できるよう配慮す

るとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（物資の調達） 

第６条 甲は、日用品や食料など、福祉避難所の運営に際し、必要な物資の調達に努めるものとす

る。 

 



 

 

（費用負担） 

第７条 甲は、甲の要請に基づき乙が負担した、福祉避難所の開設及び運営に関する費用を負担す 

るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈静化

した後、速やかに支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、この協定が災害時に有効に機能するように、この協定の担当部署を定め、平 

常時から情報交換を行うものとする。 

（守秘義務） 

第９条 乙は、この協定の履行に関して知り得た情報を、他に漏らしてはならない。この協定の終 

了後又は解除後においても同様とする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して 

定めるものとする。 

（有効期間及び更新） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から２０２０年３月３１日までとする。ただし、 

期間満了の日の１ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも協定解除の申出がない限り、更に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、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通

を保有するものとする。 

 

令和元年５月１０日 

                       安中市安中一丁目２３番１３号 

甲 安中市  

                          市 長 

 

                       安中市原市１５４４番地１１ 

                     乙 社会福祉法人光の里  

                       理事長



 

 

55 災害時における福祉避難所の指定等に関する覚書 

 

安中市（以下「甲」という。）と社会福祉法人光の里（以下「乙」という。）は、安中市内におい

て災害が発生又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）等における、福祉避難所とし

ての指定等について次のとおり覚書を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、甲と乙が管理運営業務に関する基本協定を締結している施設（以下「指定管 

理施設」という。）をあらかじめ福祉避難所として指定し、災害時に指定管理施設を福祉避難所と 

して使用することについて、乙に協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものとする。 

（指定する施設） 

第２条 甲が福祉避難所として指定する指定管理施設は、次の施設とする。 

（１）所在地：安中市原市１５４４番地１１ 

   名 称：安中市障害児者生活サポートセンター 

（２）所在地：安中市大竹５９９番地 

   名 称：安中市在宅重度心身障害児者等デイサービス ふれあいの家 

（協力要請） 

第３条 甲は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の者等で、災害対策基本法 

第４９条の７の規定に基づく指定避難所（以下「指定避難所」という。）での生活が困難な者（以 

下「要配慮者」という。）がいると認めるときは、乙に対して前条に掲げる施設を福祉避難所とし 

て開設し、甲が指定する要配慮者及びその家族又は介助者（以下「家族等」という。）の受入れを 

要請することができる。 

２ 前項の要請は、福祉避難所受入要請書（様式第１号）にて行う。ただし、緊急を要する場合は

電話、口頭等で要請し、その後速やかに福祉避難所受入要請書を提出する。 

３ 第１項の要請は、原則として指定避難所が開設されている場合に限り、行うことができる。 

（受入れ） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があったときは、受入れの可否を速やかに判断し、当該可否 

を甲に伝達するものとする。この場合において、乙は、可能な限り受け入れるよう努めるものと 

する。 

２ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則として当該要配慮者の家族等が行う。 

（運営等） 

第５条 福祉避難所の運営は、原則として家族等が行うものとする。 

２ 甲は、福祉避難所が円滑に運営できるよう、看護師、介護員、ボランティア等の確保及び適正

な配置に努めるものとする。 

３ 乙は、福祉避難所の運営について可能な限り協力するものとする。 

４ 甲は、福祉避難所として指定している指定管理施設が、早期に本来の活動を再開できるよう配

慮するとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 



 

 

（物資の調達） 

第６条 甲は、日用品や食料など、福祉避難所の運営に際し、必要な物資の調達に努めるものとす 

る。 

（費用負担） 

第７条 甲は、甲の要請に基づき乙が負担した、福祉避難所の開設及び運営に関する費用を負担す 

るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈静化

した後、速やかに支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、この覚書が災害時に有効に機能するように、この覚書の担当部署を定め、平 

常時から情報交換を行うものとする。 

（守秘義務） 

第９条 乙は、この覚書の履行に関して知り得た情報を、他に漏らしてはならない。この覚書の終 

了後又は解除後においても同様とする。 

（協議） 

第１０条 この覚書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して 

定めるものとする。 

（有効期間及び解除） 

第１１条 この覚書の有効期間は、甲と乙が第２条に掲げる施設の管理運営に関する基本協定を締 

結している期間とする。ただし、甲又は乙において覚書を継続できない事情が発生した場合は、 

甲乙協議のうえ、覚書を解除することができるものとする。 

 

この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通

を保有するものとする。 

 

令和元年５月１０日 

                          安中市安中一丁目２３番１３号  

甲 安中市  

市 長 

 

                          安中市原市１５４４番地１１  

乙 社会福祉法人光の里  

理事長



 

 

56 災害時における福祉避難所の指定等に関する協定 

 

安中市（以下「甲」という。）と社会福祉法人松井田福祉会（以下「乙」という。）は、安中市内

において災害が発生又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）等における、福祉避難

所としての指定等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、甲が乙の施設をあらかじめ福祉避難所として指定し、災害時にその施設を福 

祉避難所として使用することについて、乙に協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものと 

する。 

（指定する施設） 

第２条 甲が福祉避難所として指定する乙の施設は、次の施設とする。 

（１）所在地：安中市松井田町二軒在家７７６番地１ 

   名 称：特別養護老人ホーム 楽聚 

（協力要請） 

第３条 甲は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の者等で、災害対策基本法 

第４９条の７の規定に基づく指定避難所（以下「指定避難所」という。）での生活が困難な者（以 

下「要配慮者」という。）がいると認めるときは、乙に対して前条に掲げる施設を福祉避難所とし 

て開設し、甲が指定する要配慮者及びその家族又は介助者（以下「家族等」という。）の受入れを 

要請することができる。 

２ 前項の要請は、福祉避難所受入要請書（様式第１号）にて行う。ただし、緊急を要する場合は

電話、口頭等で要請し、その後速やかに福祉避難所受入要請書を提出する。 

３ 第１項の要請は、原則として指定避難所が開設されている場合に限り、行うことができる。 

（受入れ） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があったときは、受入れの可否を速やかに判断し、当該可否 

を甲に伝達するものとする。この場合において、乙は、可能な限り受け入れるよう努めるものと 

する。 

２ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則として当該要配慮者の家族等が行う。 

（運営等） 

第５条 福祉避難所の運営は、原則として家族等が行うものとする。 

２ 甲は、福祉避難所が円滑に運営できるよう、看護師、介護員、ボランティア等の確保及び適正

な配置に努めるものとする。 

３ 乙は、福祉避難所の運営について可能な限り協力するものとする。 

４ 甲は、福祉避難所として指定している乙の施設が、早期に本来の活動を再開できるよう配慮す

るとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

 

 



 

 

（物資の調達） 

第６条 甲は、日用品や食料など、福祉避難所の運営に際し、必要な物資の調達に努めるものとす 

る。 

（費用負担） 

第７条 甲は、甲の要請に基づき乙が負担した、福祉避難所の開設及び運営に関する費用を負担す 

るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈静化

した後、速やかに支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、この協定が災害時に有効に機能するように、この協定の担当部署を定め、平 

常時から情報交換を行うものとする。 

（守秘義務） 

第９条 乙は、この協定の履行に関して知り得た情報を、他に漏らしてはならない。この協定の終 

了後又は解除後においても同様とする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して 

定めるものとする。 

（有効期間及び更新） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から２０２１年３月３１日までとする。ただし、 

期間満了の日の１ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも協定解除の申出がない限り、更に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、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通

を保有するものとする。 

 

令和元年５月２１日 

                          安中市安中一丁目２３番１３号  

甲 安中市  

市 長 

 

                          安中市松井田町二軒在家７７６番地１  

乙 社会福祉法人松井田福祉会  

理事長 



 

 

57 災害時における施設利用に関する覚書 
 

 安中市（以下「甲」という。）と一般財団法人碓氷峠交流記念財団（以下「乙」という。）

は、安中市内において災害が発生又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）等

における、避難所としての施設利用に関して、次のとおり覚書を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、甲が乙と管理運営業務に関する基本協定を締結している施設（以下「指

定管理施設」という。）をあらかじめ避難所として指定し、災害時にその施設を避難所とし

て利用することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（指定する施設） 

第２条 甲が避難所として指定する指定管理施設は、安中市松井田町横川４０７番地１６に所

在する碓氷峠鉄道文化むらの次に掲げる施設とする。 

（１）お座敷列車「くつろぎ号」 

（２）西展示館２階     

（避難所の開設） 

第３条 甲は、災害時等において避難所を開設する必要が生じた場合、前条に規定する施設を

避難所として開設することができる。ただし、乙の承認を得た場合は、他の施設を避難所と

して開設することができるものとする。 

２ 前項の規定に基づき避難所を開設する場合は、事前に乙に対して文章又は口頭で通知する

ものとする。 

（職員の派遣） 

第４条 甲は、前条の規定に基づき避難所を開設する場合は、甲の職員を派遣するものとす

る。 

（運営等） 

第５条 避難所の運営は、甲の責任において行うものとする。 

２ 乙は、避難所の運営について可能な限り協力するものとする。 

３ 甲は、避難所として指定している乙の施設が、早期に本来の活動を再開できるよう配慮

するとともに、避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（物資の調達） 

第６条 甲は、日用品や食料など、避難所の運営に際し、必要な物資の調達に努めるものとす

る。 

（費用負担） 

第７条 甲は、甲の要請に基づき乙が負担した、避難所の開設及び運営に関する費用を負担す

るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が

沈静化した後、速やかに支払うものとする。 



 

 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、この覚書が災害時に有効に機能するように、この覚書の担当部署を定

め、平常時から情報交換を行うものとする。 

（守秘義務） 

第９条 乙は、この覚書の履行に関して知り得た情報を、他に漏らしてはならない。この覚書

の終了後又は解除後においても同様とする。 

（協議） 

第１０条 この覚書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議

して定めるものとする。 

（有効期間及び解除） 

第１１条 この覚書の有効期間は、甲と乙が第２条に掲げる施設の管理運営に関する基本協定

を締結している期間とする。ただし、甲又は乙において覚書を継続できない事情が発生した

場合は、甲乙協議のうえ、覚書を解除することができるものとする。 

 

 この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その

１通を保有するものとする。 

 

令和元年６月１４日 

 

                    安中市安中一丁目２３番１３号 

                甲   安中市 

                    市 長     

 

 

                    安中市松井田町横川４０７番地１６ 

                乙   一般財団法人碓氷峠交流記念財団 

                    理事長     

  



 

 

58 災害時における被災者支援等の協力に関する協定 

 

安中市（以下「甲」という。）と、群馬県社会保険労務士会高崎支部（以下「乙」という。） 

は、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。）、被災者支援のため、次

のとおり協定を締結する。 

（目 的） 

第１条 この協定は、災害時の被災者支援のため、甲が乙に対して要請する相談業務に関し、必

要な事項を定める。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時において、円滑な被災者支援のために相談業務の必要があると認めたとき

は、乙に対して協力を要請することができる。 

２ 甲が前項の規定に基づき乙に協力を要請することのできる事項は、次のとおりとする。 

（１） 労働及び社会保険に関する事項 

（２） 社会保険労務士の業務に関する事項 

（３） その他乙が協力できる事項 

３ 甲は、前項の規定により乙に協力を要請する場合は、文書にて行うものとする。ただし、文

書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を提出するも

のとする。 

（協力実施） 

第３条 乙は、前条の規定に基づき甲から要請を受けたときは、要請された事項（以下「協力業

務」という。）を実施することが困難な事情があるときを除き、被災者支援等に積極的に努める

ものとする。 

（費用負担） 

第４条 乙は、第２条の規定に基づき実施した協力業務の費用を負担するものとし、甲及び相談

者（被災者）は負担を負わないものとする。 

（報 告） 

第５条 乙は、この協定により実施した協力業務の件数、対象者、相談概要について、随時、甲

に書面で報告するものとする。 

（守秘義務） 

第６条 乙及び乙の会員は、この協定により実施した協力業務において知り得た秘密及び個人情

報を、他にもらしてはならない。 

（災害補償） 

第７条 甲は、この協定に基づき実施した協力業務において、乙及び乙の会員が負傷し、若しく

は疾病にかかり、または死亡した場合における災害補償について、負担を負わないものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、相互に担当者を定め、この協



 

 

定が災害時に有効に機能するよう平常から連絡調整に努めるものとする。 

（協 議） 

第９条 この協定に定めがない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲 

乙協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

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

て協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各自その

１通を保有する。 

 

 

令和元年８月２日 

 

 

                     安中市安中一丁目２３番１３号 

甲  安中市 

安中市長     

 

 

高崎市城山町二丁目８番地５ 

乙  群馬県社会保険労務士会高崎支部 

支部長 

  



 

 

 59 災害時における福祉避難所の指定等に関する協定 

 

 安中市（以下「甲」という。）と株式会社ティエムコーポレイション（以下「乙」という。）は、安中市内に

おいて災害が発生又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）等における、福祉避難所としての指

定等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、甲が乙の施設をあらかじめ福祉避難所として指定し、災害時にその施設を福祉避難所と

して使用することについて、乙に協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものとする。 

（指定する施設） 

第２条 甲が福祉避難所として指定する乙の施設は、次の施設とする。 

（１）所在地：安中市中宿１－９－１７ 

   名 称：グループホームけやき 

（２）所在地：安中市中宿１－９－６ 

   名 称：小規模多機能ホームゆうゆう 

（３）所在地：安中市中宿２１５３－１ 

   名 称：グループホームなないろ 

（協力要請） 

第３条 甲は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の者等で、災害対策基本法第４９条の

７の規定に基づく指定避難所（以下「指定避難所」という。）での生活が困難な者（以下「要配慮者」とい

う。）がいると認めるときは、乙に対して前条に掲げる施設を福祉避難所として開設し、甲が指定する要配

慮者及びその家族又は介助者（以下「家族等」という。）の受入れを要請することができる。 

２ 前項の要請は、福祉避難所受入要請書（様式第１号）にて行う。ただし、緊急を要する場合は電話、口頭

等で要請し、その後速やかに福祉避難所受入要請書を提出する。 

３ 第１項の要請は、原則として指定避難所が開設されている場合に限り、行うことができる。 

（受入れ） 

第４条 乙は、前条の規定による要請があったときは、受入れの可否を速やかに判断し、当該可否を甲に伝達

するものとする。この場合において、乙は、可能な限り受け入れるよう努めるものとする。 

２ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則として当該要配慮者の家族等が行う。 

（運営等） 

第５条 福祉避難所の運営は、原則として家族等が行うものとする。 

２ 甲は、福祉避難所が円滑に運営できるよう、看護師、介護員、ボランティア等の確保及び適正な配置に努

めるものとする。 

３ 乙は、福祉避難所の運営について可能な限り協力するものとする。 

４ 甲は、福祉避難所として指定している乙の施設が、早期に本来の活動を再開できるよう配慮するとと 

もに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（物資の調達） 



 

 

第６条 甲は、日用品や食料など、福祉避難所の運営に際し、必要な物資の調達に努めるものとする。 

（費用負担） 

第７条 甲は、甲の要請に基づき乙が負担した、福祉避難所の開設及び運営に関する費用を負担するものとす

る。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈静化した後、速

やかに支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、この協定が災害時に有効に機能するように、この協定の担当部署を定め、平常時から情

報交換を行うものとする。 

（守秘義務） 

第９条 乙は、この協定の履行に関して知り得た情報を、他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解

除後においても同様とする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及び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もの

とする。 

（有効期間及び更新） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から２０２１年３月３１日までとする。ただし、期間満了の

日の１ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも協定解除の申出がない限り、更に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、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通を保有する

ものとする。 

 

令和元年９月３日 

 

                    安中市安中一丁目２３番１３号 

                甲   安中市 

                    市 長 

 

 

                    安中市中宿１－９－１７ 

                乙   株式会社ティエムコーポレイション 

                      代表取締役 

  



 

 

60  災害時における物資の供給及び保管等に関する協定 
 

安中市（以下「甲」という。）と碓氷安中農業協同組合（以下「乙」という。）は、安中市内

で災害が発生し、又は発生の恐れがある場合（以下「災害時」という。）における物資の供給及

び保管等に関する協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に甲及び乙が相互に協力して市民生活の安定を図るため、物資の供

給及び救援物資の保管等について、必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時に次の事項について乙に要請することができる。 

（１）乙が所有する食料、飲料水その他生活必需品及び資機材（以下「生活物資等」という。）

の提供に関すること 

（２）乙が管理する倉庫等における救援物資等の一時保管に関すること 

（３）乙が所有する遺体の安置施設等の提供に関すること 

（４）甲が指定する車両等へのガソリン及び軽油等の提供に関すること 

（５）前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち乙が協力できる事項 

２ 甲は、前項で規定している事項を乙に要請する場合には、要請書（様式１）にて行う。た

だし、緊急を要する場合は、電話、口頭等により要請し、その後速やかに要請書を提出す

る。 

（協力実施） 

第３条 乙は、前条の規定に基づき甲から要請を受けた際は、協力業務を実施することが困難

な事情があるときを除き、可能な範囲で協力するものとする。 

２ 乙は、前項の協力業務を遂行したときは実績報告書（様式２）を甲に提出する。 

（生活物資等の運搬） 

第４条 甲は、生活物資等の引渡場所を指定するものとし、その指定場所への運搬は、乙また

は乙が指定するものが行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬の協力を求め

ることができるものとする。 

（費用負担） 

第５条 この協定に基づく協力業務の実施に要した費用の額は、法令等で定めるものを除くほ

か、乙が提供した生活物資等の代金に関しては災害発生直前における乙の小売価格、乙の施

設の使用料に関しては時価相場相当額、荷役作業に関しては関わった人員の日当相当額、輸

送料に関しては実勢相場相当額又は国土交通省届出料金を基準として算定し、甲と乙で協議

の上、決定するものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき決定した額を甲に請求するものとし、甲は災害による混乱が沈

静化した後、速やかに支払うものとする。 

（平時の備え） 



 

 

第６条 甲と乙は、災害時等における対応を円滑に行うことができるよう、あらかじめこの協

定に関する担当部署を定め、平時から必要な情報を相互に交換しておくものとする。 

（有効期限） 

第７条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲と乙で協議の上、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、甲と乙で記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和元年１０月７日 

 

                       安中市安中一丁目２３番１３号 

                   甲   安中市 

                       市長    

 

 

                       安中市原市６３４番地 

                   乙   碓氷安中農業協同組合 

                         代表理事組合長  


