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資料１

新篠津村防災会議条例
（一般対策編：「用語例」）
（一般対策編：第４章 第１節 第２ １ (2)「運営」）

新篠津村防災会議条例
昭和４０年３月１６日
条例第４号
（目的）
第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条第６項の規定に
基づき、新篠津村防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを
目的とする。
（所掌事務）
第２条 防災会議は次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 新篠津村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
（会長及び委員）
第３条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
２ 会長は村長をもって充る。
３ 会長は、会務を総理する。
４ 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者 ３人以内
(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから村長が任命する者 １人
(3) 北海道知事の部内の職員のうちから村長が任命する者 ３人以内
(4) 北海道警察官のうちから村長が任命する者 １人
(5) 副村長
(6) 教育長
(7) 石狩北部地区消防事務組合新篠津消防団長及び新篠津消防署長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者 ５人以内
６ 前項第８号の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任
期間とする。
７ 前項の委員は、再任されることができる。
（専門委員）
第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
２ 専門委員は、関係行政機関の職員、北海道の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、
関係指定地方公共機関の役職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
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（議事等）
第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項
は、会長が防災会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則（昭和５４年３月１７日条例第８号）
この条例は、昭和５４年３月２０日から施行する。
附 則（平成１２年３月２１日条例第１５号）
この条例は、平成１２年４月１日から施行する。
附 則（平成２０年３月１０日条例第１号）
この条例は、公布の日から施行する。
附 則（平成２２年３月１２日条例第４号）
この条例は、公布の日から施行する。
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資料２

新篠津村災害対策本部条例
（一般対策編：第４章 第１節 第３ ６「災害対策本部の運営」）

新篠津村災害対策本部条例
昭和４０年３月１６日
条例第５号
（目的）
第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第２３条第７項の規定に基
づき、新篠津村災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
（組織）
第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その
職務を代理する。
３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
（班）
第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。
２ 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
３ 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに充る。
４ 班長は班の事務を掌理する。
（雑則）
第４条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は、災害対策本部長が
定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成２０年３月１０日条例第２号)
この条例は、公布の日から施行する。
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資料３

災害対策現地合同本部設置要綱
（一般対策編：第４章 第１節 第３ 11 (1) イ「運営等」）
（一般対策編：第７章 第１節 第４ ３ (3) 「災害対策現地合同本部の設置」）
（一般対策編：第７章 第２節 第４ ３ (3) 「災害対策現地合同本部の設置」）
（一般対策編：第７章 第３節 第５ ３ (3) 「災害対策現地合同本部の設置」）
（一般対策編：第７章 第４節 第４ ３ (3) 「災害対策現地合同本部の設置」）
（一般対策編：第７章 第５節 第４ ３ (3) 「災害対策現地合同本部の設置」）

災害対策現地合同本部設置要綱
（趣旨）
第１条

この要綱は、災害対策現地合同本部（以下｢現地合同本部｣という｡)の組織及び運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。
（設置）
第２条

現地合同本部は、大規模な災害が発生した際に、防災機関が相互に協議し、現地にお

いて災害対策を連携して行うことが必要なときに設置するものとする。
２

現地合同本部が設置された場合は、知事は、防災関係機関の長に対し、本部員の派遣を要
請するものとする。

３

派遣要請を受けた防災機関の長は、当該機関の役員及び職員のうちから本部員を指名し現
地合同本部に常駐させるものとする。

４

災害の状況等により必要な場合は、災害発生地域の防災関係機関による地方災害対策現地
合同本部（以下、地方現地合同本部という｡）を設置することができるものとする。

５

現地合同本部及び地方現地合同本部（以下、現地本部等という。)には、必要に応じて班を
置くことができるものとする。

（任務）
第３条

現地合同本部等は、次に掲げる事項を相互に協議し、処理するものとする。

(1) 災害に関する情報収集に関すること。
(2) 災害対策の連絡、調整及び実施に関すること。
(3) 被災者の救助・救出方法に係る検討、調整及び実施に関すること。
(4) 被災者の応急措置及び被災者家族等のケアの調整に関すること。
(5) 災害に関する広報及び関係者に対する状況説明の調整に関すること。
(6) その他必要な事項について調整を図ること。
（現地合同本部の組織）
第４条

現地合同本部は、本部長、副本部長、班長及び本部員をもって組織する。

２

現地合同本部の本部長は、北海道の職員のうちから、知事が指名する職員をもって充てる。

３

副本部長及び班長は、本部長が北海道防災会議構成機関と速やかに調整の上、本部員のう
ちから指名するものをもって充てる。

４

本部員は、知事が北海道の職員のうちから指名したもの及び防災関係機関の長が当該機関
の役員及び職員のうちから指名したものをもって充てる｡

（地方現地合同木部の組織）
第５条
２

地方現地合同本部は、本部長、副本部長、班長及び本部長をもって組織する。

地方現地合同本部の本部長は、災害発生地域を所管する支庁の職員のうちから、知事が指
名する職員をもって充てる。
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３

副本部長及び班長は、本部長が支庁地域災害対策連絡協議会構成機開と速やかに調整の上、
本部員のうちから指名するものをもって充てる。

４

本部員は、当該地域の支庁長（地方部局長）が指名した職員及び防災関係磯関の長が指名
した当該地域を所管する出先機関等の役員及び職員をもって充てる。

（情報伝達系統等）
築６条

現地合同本部等の設置に関する情報伝達系統及び現地合同本部等の業務分担は、別紙

のとおりとする。
（非常災害現地対策本部との連携)
第７条

国の非常災害現地対策本部が設置された際は、これと連携し、一体的に活動するもの

とする。
（雑則）
第８条

この要綱に定めるもののほか、現地合同本部の運営等に関し必要な事項は別に定める。
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資料４

新篠津村災害備蓄品

備蓄計画

（一般対策編：第５章 第３節 第２「食料等の確保」）
（一般対策編：第６章 第 15 節「食料供給計画」）

平成 30 年 10 月
１

対象とする地震と被害想定
平成 28 年３月に北海道より発表した平成 26 年度地震被害想定調査結果において、石狩振
興局管内で最も被害が出ると想定された、月寒背斜に関連する断層の地震で、新篠津村は震
度６強～６弱の地震が発生すると想定しており、被害想定を以下の通りとした（人口比率の
高い中央地区の震度想定が震度６弱のため、新篠津村全域を震度６弱として計算）。
（１）避難所避難者数 717 人・避難所外避難者数 386 人
算定するに当たり前提条件は以下の通りである。
①人口 3,130 人（平成 30 年８月末現在）
②建物全壊率
8.0％（震度６弱）
③建物半壊率 19.0％（震度６弱）
④地震発災想定時間 夜間（在宅率 95％：夜間人口）
3,130 人×95％＝2,973 人
⑤全壊人口＝全壊率×夜間人口＝ 8.0％×2,973 人＝238 人
⑥半壊人口＝半壊率×夜間人口＝19.0％×2,973 人＝565 人
⑦被害なし人口＝夜間人口－全壊人口－半壊人口
2,170 人＝2,973 人－238 人－565 人
⑧避難人口＝1.0×全壊人口＋0.503×半壊人口＋0.362×断水率×被害なし人口
1,103 人＝1.0×238 人＋0.503×565 人＋0.362×0.74×2,170 人
避難人口の内、避難所避難者数及び避難所外避難者数は以下の通りである。
⑨避難所避難者数＝0.65×避難人口＝0.65×1,103 人＝717 人
⑩避難所外避難者数＝0.35×避難人口＝0.35×1,103 人＝386 人
２

備蓄計画
食料等について、備蓄計画を算定するに当たり前提条件は以下の通りである。
人 口
避難所
避難所外
区 分
（Ｈ30 年 8 月
割 合
避難者数
避難者数
末現在）
Ａ
全人口
3,130
100.0％
717
386
Ｂ
０歳
24
0.8％
6
3
Ｃ
１歳
17
0.5％
4
2
Ｄ
２～３歳
42
1.3％
9
5
Ｅ
４～６４歳
1,889
60.4％
433
233
６５歳以上
1,158
37.0％
265
143
Ｆ
要配慮者
336
29.0％
77
41
Ｇ
要配慮者以外
822
71.0％
188
102
各備蓄品は、基本的に石狩郡新篠津村第４７線北９番地に所在する防災倉庫に備蓄する。

（１）食料備蓄計画
①各年齢区分に対する備蓄品目は以下のとおりとする。尚、基本的にアレルギー対応品を
備蓄していくものとする。
ア ０歳児：粉ミルク（スティックタイプ）
イ １歳児及び要配慮者：おかゆ
ウ その他の者：アルファ米
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②備蓄数量について、村民に対し「最低３日間。推奨１週間分」分の食糧等の備蓄を呼び
かけいることから、村民個々の備蓄を想定し、また、国や他自治体等からの救援物資が届
くことを想定し、必要量は以下のとおりとする。
ア 粉ミルク：１日 1,000ml
イ おかゆ・アルファ米：３食分
避難者数
（避難所避難者
区 分
備蓄品目
数量
備蓄目標
＋避難所外避難
者 1/2）
1 日分
1 日分
Ｂ
8
ミルク
（8,000ml）
（8,000ml）
Ｃ＋Ｆ
102
おかゆ
306 食分
400 食分
Ｄ＋Ｅ＋Ｇ
800
アルファ米
2,400 食分
2,400 食分
（２）水備蓄計画
一人当たり１ℓを必要量とする。
910 名（避難者数）×１ℓ＝910ℓ
備蓄に当たっては、料理・飲食・携帯等に便利な 500ml ペットボトルとする。
910×2 本＝1,820 本
1,900 本を備蓄目標とする。
（３）防寒用品備蓄計画
冬期間の発災に備え、防寒具を以下のとおり備蓄するものとする。
①区分Ｄ・Ｆは、毛布２枚
②区分Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｇは、毛布１枚
区 分
避難所避難者数
備蓄品目
数量
Ｄ・Ｆ
86
毛布
172 枚
Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｇ
631
毛布
631 枚
毛布 180＋640＝820 枚 を備蓄目標とする。
その他、アルミシートを予備品として 200 枚備蓄する。

備蓄目標
180 枚
640 枚

（４）暖房器具備蓄計画
冬期間の発災を想定し、暖房器具について、以下のとおり備蓄するものとする。
①新篠津村立中学校体育館・新篠津村立小学校体育館・新篠津村自治センター大ホール・
Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館アリーナ・障がい者支援施設ふれあいの苑アリーナ・第４多目
的集会施設体育館・第５地区ふれあいセンター体育館は、集中暖房等につき、停電時は暖
房使用不可とし、ポータブルストーブを備蓄する。
②各避難所のその他の部屋は、部屋毎にＦＦストーブが備え付けられていることから、発
電機を使用し、適宜暖房施設を活用するものとする。
③新篠津高等養護学校は、予備のため他の施設使用不能時に使用することを想定し、使用
不能施設使用予定ストーブを配置する。
該当部屋
実避難
数量
備蓄
避難所
収容可能数
予定者数
50 名当 1 台
目標
新篠津村立中学校
236 名
56 名
1.1 台
1台
新篠津村立小学校
200 名
91 名
1.8 台
2台
新篠津村自治センター
111 名
50 名
1台
1台
Ｂ＆Ｇ海洋センター
270 名
158 名
3.2 台
3台
体育館
障がい者支援施設
74 名
47 名
0.9 台
1台
ふれあいの苑
第４多目的集会施設
109 名
63 名
1.3 台
1台
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第５地区
ふれあいセンター

122 名

86 名

1.7 台

2台

合
計
1,122 名
551 名
11 台
11 台
※実避難予定者数は、避難予定行政区ごとに人口分布を割り出し、以下のとおりとする。
避難予定
人口
避難所
避難所
割合
行政区
分布
避難者数
新篠津村立中学校
東明・あけぼの
244 名
7.8％
56 名
萌出・南ヶ丘
新篠津村立小学校
398 名
12.7％
91 名
みのり
新篠津村
黎明
218 名
7.0％
50 名
自治センター
いなほ・西の里
Ｂ＆Ｇ海洋センター
かつら・ふらわ
687 名
22.0％
158 名
体育館
みずほ
障がい者支援施設
社会福祉施設
206 名
6.6％
47 名
ふれあいの苑
第４多目的集会施設
西原・川下・中原
275 名
8.8％
63 名
第５地区
新樺・武田・新高倉
377 名
12.0％
86 名
ふれあいセンター
西高倉・拓新
その他
上記以外の地区
725 名
23.1％
166 名
（５）トイレ等備蓄計画
発災後、水道施設等の被害により、トイレが使用できない状態が続くことを想定し、以
下のとおり備蓄するものとする。
①１日後に国や他の地方公共団体、協定締結先から届くことを想定する。
②１日分の必要数は以下のとおりとする。
ア ０歳児：乳児用おむつＳサイズ １日分８枚
イ １歳児：乳児用おむつＭサイズ １日分６枚
ウ ２歳児：乳児用おむつＬサイズ １日分５枚
エ 要配慮者：大人用おむつ
１日分５枚
オ その他の者：排便収納袋
１日５回分
カ 生理用品：12 歳～50 歳の女性を対象。4 週間のうち、1 週間を必要期間とし、1 日
平均 5 回交換
※12 歳～50 歳の女性 559 名 全人口のうちの割合 17.9％
717（避難所避難者数）×17.9％＝128 名
128 名÷（1 週間／4 週間）＝32 名（必要想定人数）
区 分
避難所避難者数
備蓄品目
数量
備蓄目標
Ｂ
6名
Ｓサイズ
48 枚
50 枚
Ｃ
4名
Ｍサイズ
24 枚
30 枚
Ｄ
9名
Ｌサイズ
45 枚
50 枚
Ｆ
77 名
大人用
385 枚
400 枚
その他
621 名 排便収納袋
3,105 枚
3,200 枚
女性
128 名
生理用品
160 枚
160 枚
③簡易トイレを、各避難所に 2 個（男女各 1 個）設置できるよう備蓄するものとする。
9（避難所数（高等養護学校除く））×2 個＝18 個
18 個を備蓄目標とする。
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（６）照明・発電機備蓄計画
発災後、１日間（24 時間）停電することを想定する。
①発電機は、各避難所に１個分備蓄するものとする。
10 個（各避難所数）
②照明は、体育館・大ホールが避難所となっている施設用に投光器。その他の部屋・トイ
レ等のため、ＬＥＤランタンを備蓄するものとする。
その他の部屋は、各１個。トイレは、男女各１個。調理室に１個
体育館等
備蓄目標
使用予定
避難所
の有無
部屋数
投光器
ランタン
コミュニティプラザ第１
×
4
0
6
新篠津村立中学校
〇
6
1
8
新篠津村立小学校
〇
10
1
12
新篠津村自治センター
〇
5
1
7
Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
〇
2
1
4
障がい者支援施設ふれあいの苑
×
4
0
6
新篠津高等養護学校
予備施設
第３地区集落センター
×
5
0
7
第４多目的集会施設
〇
4
1
6
第５地区ふれあいセンター
〇
5
1
7
合 計
6
63
投光器は６個、ランタンは 63 個を備蓄目標とする。
（７）燃料等備蓄計画
危険物のため屋内貯蔵に制限があることから、分散備蓄とする。
①発電機用のガソリン
発電機 10 個分を、各 10ℓ分を備蓄する。
10×10＝100ℓ
20ℓ携行缶で、5 個を防災倉庫・自治センター・Ｂ＆Ｇ体育館・役場・役場外書
庫に備蓄する。
②ポータブルストーブ用灯油
灯油は基本的に各避難所設置のホームタンクより給油することとし、ホームタンクは常
に半量以上を維持するものとする。
③ＬＰＧガス
ライフライン途絶に備え、調理用のため、カセットコンロを各地区１台、計６台備蓄す
る。
上記カセットコンロ用ガスを１台につき３本、計 18 本備蓄する。
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資料５

災害時における報道要請に関する協定
（一般対策編：第６章 第３節 「災害広報・情報提供計画」）

災害時における報道要請に関する協定
（趣旨）
第１条 この協定は、北海道知事（以下「甲」という。）が北海道地域防災計画に基づき災害対
策本部を設置した場合又はこれに準ずる事態が発生した場合（以下「災害時等」という。）に
おいて、北海道が行う災害応急対策についての報道に関し、甲又は北海道公安委員会（以下
「乙」という。））と報道機関（注参照）（以下「丙」という。）との間の必要な事項を定める
ことを目的とする。
（報道の要請）
第２条 甲又は乙は、災害時等における災害の防止と被害の拡大の防止等を図るため、次の事
項に関する広報を行うに当たり、必要な場合には、丙に対し、報道要請を行うものとする。
(1) 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること
(2) 消防、水防その他の応急措置に関すること
(3) 被災者の救難、救助その他の応急措置に関すること
(4) 被害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関すること
(5) 施設又は設備の応急の復旧に関すること
(6) 保健衛生に関すること
(7) 交通の規制又は緊急輸送の確保に関すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置その他の災
害応急対策に関すること
（要請の手続）
第３条 甲又は乙は、前条の要請をする場合には、丙に対し、次に掲げる事項を明らかにして、
要請するものとする。
(1) 報道要請の理由
(2) 必要な報道の内容
(3) その他の必要な事項
（報道の実施）
第４条 丙は、第２条各号に関する事項の広報について、甲又は乙から報道要請を受けたとき
は、適切に対応する。
２ 丙は、報道の実施に関し、他の緊急通行車両の通行を妨げることのないように配慮するも
のとする。
（連絡責任者）
第５条 この協定の実施に関する連絡を円滑、かつ、確実なものとするため、連絡責任者を置
くこととし、北海道総務部防災消防課長、北海道警察本部交通部交通規制課長及び報道機関
担当者をもってこれに充てる。
（適用）
第６条 この協定は、締結の日から適用する。
（協議）
第７条 この協定の解釈に疑義が生じた場合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、丙の三者間において協議するものとする。
締結の証として、本協定書３通を作成し、甲、乙、丙が記名押印の上、それぞれ１通を保有
する。
注）報道機関は、次のとおり。報道機関担当者については省略。
１ 北海道新聞社
２ 朝日新聞北海道支社

- 10 -

３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

毎日新聞北海道支社
読売新聞東京本社北海道支社
日本経済新聞社札幌支社
産業経済新聞社札幌支局
共同通信社札幌支社
時事通信社札幌支社
日刊工業新聞社札幌支局
宗谷新聞社
留萌新聞社
根室新聞社
釧路新聞社
十勝毎日新聞社
名寄新聞社
苫小牧民報社
室蘭民報杜
日高報知新聞社
北海民友新聞社
日本工業新聞社北海道支局
函館新聞社
網走タイムス社
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資料６

災害時における放送要請に関する協定
（一般対策編：第６章 第３節 「災害広報・情報提供計画」）

災害時における放送要請に関する協定
（協定の趣旨）
第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号以下「法」という。）第５７
条の規定に基づき、北海道知事（以下「甲」という。）が報道機関（注参照）(以下「乙」と
いう。)に放送を行うことを求めるときの手続きを定めるものとする。
（放送要請）
第２条 甲は法第５５条の規定に基づく通知又は要請が災害のために公衆電気通信設備、有線
電気通信設備若しくは無線設備により通信できない場合又は著しく困難な場合において、そ
の通信のために特別の必要があるときは、乙に対し放送を行うことを求めることができる。
（要請の手続き）
第３条 甲は、乙に対し次に掲げる事項を明らかにして放送を行うことを求めるものとする。
1 放送要請の理由
2 放送事項
3 希望する放送日時及びテレビ又はラジオの別
4 その他必要な事項
（放送）
第４条 乙は、前項の求めを受けた事項に関し、適切な放送の形式、内容、時刻及びテレビ又
はラジオの別をその都度決定して放送するものとする。
（連絡責任者）
第５条 第３条に掲げる事項の伝達及びこれに関する連絡は、次の連絡責任者又は補助者を通
じて行う。
（雑件）
第６条 この協定に関し、必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第７条 この協定は、平成９年３月３１日から適用する。
注）報道機関は、次のとおり。第５条連絡責任者については省略。
１ 日本放送協会北海道管内担当札幌放送局
２ 北海道放送株式会社
３ 札幌テレビ放送株式会社
４ 北海道テレビ放送株式会社
５ 北海道文化放送株式会社
６ 株式会社テレビ北海道
７ 株式会社エフエム北海道
８ 株式会社エフエム・ノースウエーブ
９ 株式会社ＳＴＶラジオ
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資料７

委託協定書（日本赤十字社北海道支部）
（一般対策編：第６章 第1 0節 第３ ３ (3)「日本赤十字社北海道支部」）

委託協定書 (昭和３６年９月１日一部変更)
北海道知事（以下「甲」という。）と日本赤十字社（以下「乙」という。）との間に、災害救
助法（昭和２２年法律第１１８号。以下「法」という。）に基づく救助又は応援の実施に関し、
次の事項により、協定を締結する。
第１条 甲は、法第３２条の規定により、次に掲げる業務の実施を乙に委託し、乙は、これを
受託する。
(1) 医療
イ 診療
ロ 薬剤又は治療材料の支給
ハ 処置、手術及びその他の治療
二 看護
(2) 助産
イ 分べん介助
ロ 分べん及び分べん後の処置
ハ 看護
(3) 死体の処置（埋葬及び死体の一時保存を除く。以下同じ）
イ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置
ロ 検案
第２条 乙は、甲の指示に基づき、救護班及び現地医療班を編成して前条の業務（以下「委託
事項」という。)を行うものとする。
第３条 乙は、前条の委託事項を次に掲げる区分により、当該各号に定める期間内に実施する
ものとする。
(1) 医療災害発生の日から１４日以内
(2) 助産分べんの日から７日以内
(3) 死体の処置災害発生の日から１０日以内
第４条 委託事項の実施に伴い乙が負担した費用については、その費用にあてる目的でなされ
た寄附金その他の収入を控除した額を道が補償するものとする。但し、乙自体の救助計画に
より甲の指揮を受けずに活動した場合は、この限りでない。
２ 寄附金その他の収入とは、乙が当該災害の際、特に救助又はその応援のために使用するこ
とを指定して受けた金品をいい、国又は地方公共団体の災害設備整備費補助金、日本赤十字
社募金及び一般義援金は含まないものとする。
第５条 前条の規定による補償は、次に掲げる費用の範囲内において行うものとする。
(1) 人件費（日本赤十字社規則による人件費）
イ 日本赤十字杜の職員である救護員に対する旅費、時間外手当及び深夜手当
ロ 日本赤十字社の社員でない救護員に対する旅費（召集旅費を除く。）実費弁償及び扶助
金
(2) 救護所設置費
救護所設置のために使用した消耗器材の必要最少限度の実費及び建物等の借上料又は損
料の実費
(3) 救護諸費
イ 医療及び助産のために使用した薬剤、治療材料、衛生材料、医療器具破損修理等の実費
ロ 死体の処理のために使用した死体の洗浄、縫合、消毒等の処置として一体当たり 300
円以内の実費
(4) 輸送及び人夫賃
医療、助産及び死体の処理並びに救護所設置のための資材の輸送賃及び人夫費について
の当該地域における通常の実費
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(5) その他の費用
前各号に該当しない費用であって、委託事項の実施のため使用した費用の実費
(6) 扶助費
委託事項の実施に従事した救護員（日本赤十字社の有給職員を除く。）が業務上の理由に
より負傷、疾病にかかり、又は死亡したときにおいて、その者又はその者の遺族に対し日
本赤十字社第 32 条の規定によって支給した扶助金の額
(7) 事務費
委託事項の実施のための事務処理に便用した文房具等の消耗品、電話料、電報料等（救
護召集のためのものを除く。）の必要最少限度の実費
第６条 乙は、委託事項の実施の終了後、法第３４条の規定により、乙が支弁した費用につき、
別紙様式の補償請求書に救護班等の派遣状況、活動状況を明らかにした書類を添え、道に補
償の請求をするものとする。
この場合において、第５条第６号に係る費用の請求については、その支弁した費用に係る
証拠書類の写を添付するものとする。
第７条 前各号に定めるもののほか、委託事項の実施のため使用した費用については、甲乙協
議して定めるものとする。
第８条 この協定の存続期間は、この協定を締結した日の属する会計年度の終了する日までと
する。
２ 前項の協定期間の満了する１月前までに、甲又は乙から何らの申出のない場合は、期間満
了の日の翌日から更に１年間この協定と同一の内容により協定を更新したものとみなす。以
後においてもまた同様とする。
第９条 昭和３１年２月２５日北海道知事と日本赤十字社北海道支部長との間に締結した災害
救助法による医療助産委託協定は、この協定の結成した日から消滅したものとする。
右協定を証するため本書を作成し、甲乙双方記名押印のうえ各 1 通を所持するものとする。
昭和３４年９月１日
甲
乙
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北海道知事
日本赤十字社北海道支部長

資料８

災害時の医療救護活動に関する協定書
（一般対策編：第６章 第 10 節 第３ ３ (5)「北海道医師会」）

災害時の医療救護活動に関する協定書
災害時における救護活動の万全を期するため、北海道（以下「甲」という。）と社団法人北海
道医師会（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に
関し、必要な事項を定めるものとする。
（救護班の派遣）
第２条 甲は、北海道地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙
に対し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等
の救護所等に派遣するものとする。
（災害医療救護計画の策定及び提出）
第３条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、
これを甲に提出するものとする。
（救護班の業務）
第４条 救護班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護所において医療救護活
動を行うことを原則とする。
２ 救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急措置及び医療
(2) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 被災者の死亡の確認及び死体の検案
（救護班に対する指揮命令等）
第５条 救護班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行う
ものとする。
（医薬品の補給等）
第６条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動が円
滑に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。
（収容医療機関の指定）
第７条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものと
する。
（医療費）
第８条 救護所における医療費は、無料とする。
２ 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
（費用弁償等）
第９条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担
するものとする。
(1) 救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの
（市町村及び郡市医師会との調整）
第１０条 甲は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき市町村の行う医療救
護活動が、本協定に準じ、郡市医師会の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な調整を行
うものとする。
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２

乙は、前項の規定による市町村の医療救護活動が円滑に実施されるよう、郡市医師会に対
し、必要な調整を行うものとする。
（細目）
第１１条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。
（協議）
第１２条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項につい
ては、甲乙協議して定めるものとする。
（有効期間）
第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。但し、この協定
の有効期間満了の日の 1 月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効
期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以降同様とする。
この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。
昭和６２年１２月２２日
甲
乙
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北海道 北海道知事
社団法人北海道医師会

会長

資料９

災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
（一般対策編：第６章 第1 0節 第３ ３ (6)「北海道歯科医師会」）

災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
災害時における歯科救護活動の万全を期するため、北海道(以下「甲」という。)と社団法人
北海道歯科医師会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協
力に関し、必要な事項を定めるものとする。
（救護班の派遣）
第２条 甲は、北海道地域防災計画に基づき歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、
乙に対し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等
の救護所等に派遣するものとする。
（災害医療救護計画の策定及び提出）
第３条 乙は、前条の規定により歯科医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定
し、これを甲に提出するものとする。
（救護班の業務）
第４条 救護班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護所において歯科医療救
護活動を実施するものとする。
２ 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置
(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療、衛生指導
(4) 検死、検案に際しての法歯学上の協力
（救護班に対する指揮命令等）
第５条 救護班に対する指揮命令及び歯科医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が
行うものとする。
（医療品の補給等）
第６条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、歯科医療救護活動
が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。
（収容医療機関の指定）
第７条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものと
する。
（医療費）
第８条 救護所における医療費は、無料とする。
２ 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
（費用弁償等）
第９条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担
するものとする。
(1) 救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの
（市町村及び郡市区歯科医師会との調整）
第１０条 甲は、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)に基づき市町村の行う歯科医療
救護活動が、本協定に準じ、郡市区歯科医師会の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な
調整を行うものとする。
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２

乙は、前項の規定による市町村の歯科医療救護活動が円滑に実施されるよう、郡市区歯科
医師会に対し、必要な調整を行うものとする。
（細目）
第１１条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。
（協議）
第１２条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項につい
ては、甲乙協議して定めるものとする。
（有効期限）
第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。但し、この協定
の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効
期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以降同様とする。
この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。
平成９年４月１４日
甲
乙
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北海道 北海道知事
社団法人北海道歯科医師会

会長

資料1 0

災害時の医療救護活動に関する協定書
（一般対策編：第６章 第1 0節 第３ ３ (7)「北海道薬剤師会」）

災害時の医療救護活動に関する協定書
災害時における救護活動の万全を期するため、北海道（以下「甲」という。）と社団法人北海
道薬剤師会（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に
関し、必要な事項を定めるものとする。
（救護班の派遣）
第２条 甲は、北海道地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙
に対し薬剤師で組織する救護班（以下「救護班」という。）の編成及び派遣を要請するものと
する。
２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等
の救護所等に派遣するものとする。
（災害医療救護計画の策定及び提出）
第３条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、
これを甲に提出するものとする。
（救護班の業務）
第４条 救護班は、甲又は市町村が設置する医薬品等の集積場所及び避難所、災害現場等に設
置する救護所において医療救護活動を行うことを原則とする。
２ 救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 救護所等における傷病者等に対する調剤・服薬指導
(2) 医薬品等の集積場所及び救護所等における医薬品等の管理
（救護班に対する指揮命令等）
第５条 救護班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行う
ものとする。
（医薬品の補給等）
第６条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動が円
滑に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。
（調剤費）
第７条 救護所における調剤費は、無料とする。
（費用弁償等）
第８条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担
するものとする。
(1) 救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの
（市町村及び郡市区薬剤師会等との調整）
第９条 甲は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき市町村の行う医療救護
活動が、本協定に準じ、郡市区薬剤師会等の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な調整
を行うものとする。
２ 乙は、前項の規定による市町村の医療救護活動が円滑に実施されるよう、郡市区薬剤師会
等に対し、必要な調整を行うものとする。
（細目）
第１０条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。
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（協議）
第１１条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項につい
ては、甲乙協議して定めるものとする。
（有効期間）
第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協
定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有
効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以降同様とする。
この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す
る。
平成１４年２月８日
甲
乙
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北海道 北海道知事
社団法人北海道薬剤師会

会長

資料1 1

北海道ＤＭＡＴの派遣に関する協定書
（一般対策編：第６章 第1 0節 第２ 「ＤＭＡＴ」）

北海道ＤＭＡＴの派遣に関する協定書
北海道（以下「甲」という。）と（北海道ＤＭＡＴ指定医療機関名）
（以下「乙」という。）と
は、大規模災害時等における北海道ＤＭＡＴの派遣に関し、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、災害の急性期等において、専門的な訓練を受けた医師及び看護師等を災
害現場へ派遣し、迅速な応急処置等を行うことにより、被災者の救命等を図ることを目的と
する。
（派遣要請）
第２条 甲は、北海道ＤＭＡＴ設置運営要綱に基づき、救命活動を行う必要が生じた場合は、
乙に対し、北海道ＤＭＡＴ（以下「ＤＭＡＴ」という。）の派遣を要請するものとする。
２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちにＤＭＡＴを派遣させるものと
する。
３ 乙は、災害が発生し、甲と連絡がとれない等の緊急かつやむを得ない事態が発生した場合
は、速やかにその被災状況について情報収集を行い、その情報により派遣させる必要がある
と認められたときは、乙の判断によりＤＭＡＴを派遣することができるものとする。
４ 乙は、前項の規定によりＤＭＡＴを派遣した場合には、速やかに甲に報告し、その承認を
得るものとする。この場合において、乙が派遣したＤＭＡＴの派遣は、甲の要請に基づくも
のとみなす。
（派遣先）
第３条 乙が派遣するＤＭＡＴは、道内において救命活動を行うことを原則とする。ただし、
甲から災害時における応援協定等を締結している都府県に対する派遣要請があった場合には、
乙は、ＤＭＡＴを派遣するものとする。
（ＤＭＡＴの業務）
第４条 乙が派遣するＤＭＡＴは、災害現場等において救命活動を行うものとする。
２ ＤＭＡＴの業務は、次のとおりとする。
(1) 災害現場におけるトリアージ、応急処置、医療等
(2) 災害現場におけるメディカルコントロール
(3) 災害現場での医療情報の収集と伝達
(4) 広域搬送基地医療施設等での医療支援
(5) その他災害現場での救命活動に必要な措置
（指揮命令）
第５条 乙が派遣するＤＭＡＴに対する指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定す
る者が行うものとする。
（身分）
第６条 乙が派遣するＤＭＡＴの隊員は、派遣元である乙の職員として救命活動に従事する。
（移動手段）
第７条 乙が派遣するＤＭＡＴの移動手段については、原則として乙が確保するものとする。
ただし、道路の損壊などにより移動が困難な場合、又は緊急を要する場合は、甲の所有する
ヘリコプター等により行う。
（搬送先医療機関の確保）
第８条 甲は、災害時における救命活動が円滑に行えるよう、災害拠点病院のほか必要な搬送
先医療機関に対して協力の要請を行うとともに、入院患者の収容可能数等を把握する。
（資機材）
第９条 乙が派遣するＤＭＡＴが使用する資機材については、原則として乙が確保の上、保管
するものとする。
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（費用弁償）
第１０条 甲の要請に基づき、乙が派遣したＤＭＡＴが救命活動に従事した場合における次の
経費は、災害救助法に基づき、甲が負担するものとする。
(1) ＤＭＡＴが使用した薬剤、治療材料、破損した医療器具の修繕費等の実費
(2) ＤＭＡＴが医療救護活動において負傷し、傷病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(3) ＤＭＡＴの派遣に係る隊員の日当、旅費等
(4) 前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めた
もの
（細目）
第１１条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。
（協議）
第１２条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項につい
ては、甲乙協議して定めるものとする。
（有効期間）
第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協
定の有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、
有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降同様とす
る。
この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す
る。
平成

年

月

日
甲
乙

※

北海道
北海道知事
（北海道ＤＭＡＴ指定医療機関・管理者名）

北海道ＤＭＡＴ指定医療機関は次のとおり。管理者については省略。
１ 札幌医科大学附属病院
２ 市立函館病院
３ 北海道立江差病院
４ 八雲総合病院
５ 市立札幌病院
６ 北海道大学病院
７ 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター
８ 手稲渓仁会病院
９ 市立小樽病院
10 ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院
11 岩見沢市立総合病院
12 砂川市立病院
13 深川市立病院
14 日鋼記念病院
15 市立室蘭総合病院
16 社会医療法人製鉄記念室蘭病院
17 総合病院伊達赤十字病院
18 王子総合病院
19 苫小牧市立病院
20 総合病院浦河赤十字病院
21 旭川赤十字病院
22 旭川医科大学病院
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

名寄市立総合病院
社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院
留萌市立病院
市立稚内病院
北見赤十字病院
ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院
広域紋別病院
ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院
市立釧路総合病院
市立根室病院
町立中標津病院
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資 料 12

北海道災害派遣ケアチームの派遣に関する協定 書
（一般対策編：第６章 第４節 「避難対策計画」）

北海道災害派遣ケアチームの派遣に関する協定書
北海道（以下「甲」という。）と社会福祉法人北海道社会福祉協議会（以下「乙」という。）
とは、「北海道災害派遣ケアチーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）の規定に基
づき、大規模災害時等における「北海道災害派遣ケアチーム」（以下「ケアチーム」という。）
の派遣調整及び「統括責任者」の派遣に関し、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、大規模災害時等において、ケアチームを福祉避難所等へ派遣し、要援護
者への心理的ケアを含む被災者相談や福祉的支援等を行うことを目的とする。
（派遣要請等）
第２条 甲は、設置運営要綱に基づき、福祉的相談活動等を行う必要が生じた場合は、乙に対
し派遣者の選定及びケアチームの統括責任者の派遣を要請するものとする。
２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、ケアチーム派遣元施設運営法人と調
整を行い、派遣を行う施設及び派遣する者を選定し、甲へ報告するとともに統括責任者を派
遣するものとする。
３ 甲は、前項の規定により乙から報告を受けた場合は、選定された施設等の所属するケアチ
ーム派遣元施設運営法人へ派遣を要請するものとする。
（派遣先）
第３条 ケアチームは、北海道内において福祉的相談活動等を行うことを原則とする。
ただし、甲から災害時における応援協定を締結している都府県に対する派遣要請があった
場合には、派遣要請元の都府県に派遣するものとする。
（派遣先での業務）
第４条 乙が派遣する統括責任者は、各チームの責任者や災害対策本部等と連携し、北海道災
害派遣ケアチームが行う福祉的相談活動等の全体を統括するものとする。
（身分）
第５条 乙が派遣する者は、乙の職員として、業務に従事するものとする。
（移動手段）
第６条 乙が派遣する者の移動手段については、原則として、乙が確保するものとする。
ただし、道路の損壊などにより、移動が困難な場合、又は、緊急を要する場合は、この限
りでない。
（費用弁償）
第７条 甲の要請に基づき、乙が派遣したケアチームの派遣費等については、災害救助法の規
定に基づく災害救助費として支出可能な費目において、甲が負担するものとする。
（協議）
第８条 この協定に定めのない事項については、又は、この協定に関し疑義が生じた事項につ
いては、甲乙協議して定めるものとする。
（有効期間）
第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定
の有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙何れからも何らの意思表示もないときは、有効
期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降、同様とする。
この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す
る。
平成２３年９月５日
甲

北海道
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乙

北海道知事 高 橋 はるみ
社会福祉法人
北海道社会福祉協議会
会 長
三 宅 浩 次
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資料1 3

災害時における医療用ガス等の供給に関する協
定書
（一般対策編：第６章 第1 0節 「医療救護計画」）

災害時における医療用ガス等の供給に関する協定書
北海道（以下「甲」という。）と一般社団法人日本産業・医療ガス協会北海道地域本部（以下
「乙」という。）とは、災害時における医療用ガス等の確保を図るため、次のとおり協定を締結
する。
（甲の要請）
第１条 甲は、災害時における医療用ガス等の安定供給を図るため、必要があると認めるとき
は、乙に対し、医療用ガス等の供給を要請するものとする。
２ 乙は、前項の要請に対応するため、あらかじめ第３条に規定する医療用ガス等の供給体制
を整備する。
（要請事項の措置）
第２条 乙は、甲から前項の要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するととも
に、その措置事項を甲に報告するものとする。
（医療用ガス等の範囲）
第３条 甲が供給を要請する医療用ガス等の範囲は次のとおりとする。
(1) 医療用酸素
(2) 医療用ガス供給機器
(3) その他甲が指定する医療用ガス
（供給要請の方法）
第４条 前条に掲げる甲の医療用ガス等の供給要請は文書によることとするが、緊急の場合は
電話等によることができるものとする。
（緊急措置）
第５条 やむを得ない理由により、前条による手続きがとれないときは、甲は乙の加入会員に
対し、直接、供給要請ができるものとする。この場合、甲は供給要請の内容を速やかに乙に
連絡するものとする。
２ 乙又は乙の加入会員は、甲の要請を受け、加入会員に対し、要請された数量の確保に最大
限努めるものとする。
（医療用ガス等の受取り）
第６条 医療用ガス等の受取り場所については、甲が乙と事前に協議するものとし、甲の職員
又は甲が指定する者が受け取るものとする。
（搬送体制）
第７条 医療用ガス等の搬送は、乙が行うこととする。ただし、乙の搬送経路の確保及び交通
規制区域内の通行等について、甲は必要な措置を講じるものとする。
（費用負担）
第８条 供給した医療用ガス等の代価については、医療用ガス等の供給を受けた者が、災害発
生直前の適正な価格で、供給業者に支払うものとする。
（有効期限）
第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定
の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効
期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以後同様とする。
（疑義等の決定）
第１０条 この協定の定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、必要に応じ
て甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。
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平成２４年９月７日
甲
乙

北海道
北海道知事 高 橋 はるみ
一般社団法人日本産業・医療ガス協会
北海道地域本部
本 部 長 曽我部
康
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資料14

災害時の医療救護活動に関する協定書
（一般対策編：第６章 第1 0節 第３ ３ (8)「北海道看護協会」）

災害時の看護職医療救護活動に関する協定書
災害時における看護職医療救護活動の万全を期するため、北海道（以下「甲」という。）と社
団法人北海道看護協会（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う看護職医療救護活動に対する乙の
協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
（看護職医療救護班の派遣）
第２条 甲は、北海道地域防災計画に基づき看護職医療救護活動を行う必要が生じた場合は、
乙に対し看護職で組織する救護班（以下「看護職班」という。）の編成及び派遣を要請するも
のとする。
２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに看護職班を編成し、災害現場
等の救護所に派遣するものとする。
（災害医療救護計画の策定及び提出）
第３条 乙は、前条の規定により医療救護活動を行うため、災害医療救護活動計画を策定し、
これを用い提出するものとする。
（看護職班の業務）
第４条 看護職班は、甲又は市町村が設置する避難所、災害現場等に設置する救護所において
看護職医療救護活動を行うことを原則とする。
２ 看護職班の業務は、次のとおりとする。
(1) 避難所等における被災者等に対する健康管理、健康相談、保健指導、衛生管理
(2) 避難所等における軽易な傷病者等に対する看護
（看護職班に対する指揮命令等）
第５条 看護職班に対する指揮命令及び看護職医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する
者が行うものとする。
（医薬品の補給等）
第６条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、看護職班の輸送、通信の確保等、看護職医療救護
活動が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。
（費用弁償等）
第７条 甲の要請に基づき、乙が看護職医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲
が負担するものとする。
(1) 看護職班の編成及び派遣に要する費用
(2) 看護職班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 看護職班員が看護職医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶
助金
(4) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの
（市町村及び看護協会支部等との調整）
第８条 甲は、災害対策基本法（昭和６３年法律第２２３号）に基づき市町村の行う看護職医
療救護活動が、本協定に準じ、看護協会支部等の協力を得て円滑に実施されるよう、必要な
調整を行うものとする。
２ 乙は、前項の規定による市町村の看護職医療救護活動が円滑に実施されるよう、看護協会
支部等に対し、必要な調整を行うものとする。
（細目）
第９条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施のために必要な事項は、別に定める。
（協議）
第１０条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項につい
ては、甲乙協議して定めるものとする。
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（有効期間）
第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協
定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有
効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以降同様とする。
この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す
る。
平成２４年１２月２８日
甲

乙
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北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

札幌市白石区本通１６丁目北６番１号
社団法人北海道看護協会
会長
平 山 妙 子

資料15

災害時における医薬品等の供給に関する協定書
（一般対策編：第６章 第1 7節 「医療、生活必需物資供給計画」）

災害時のにおける医薬品等の供給に関する協定書
北海道（以下「甲」という。）と北海道医薬品卸売業協会（以下「乙」という。）は、災害時
における医薬品及び衛生材料等（以下「医薬品等」という。）の確保を図るため、次のとおり協
定を締結する。
（甲の要請）
第１条 甲は、災害時における医薬品等の安定供給を図るため、必要があると認めるときは、
乙に対し、医薬品等の供給を要請するものとする。
（要請事項の措置）
第２条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するととも
に、その措置事項を甲に報告するものとする。
（供給要請の方法）
第３条 甲が乙に供給要請するにあたっては、文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。
（要請に基づく乙の措置）
第４条 やむを得ない理由により、前条による手続きがとれないときは、甲は乙の加入会員に
対し、直接、供給要請ができるものとする。この場合、甲は供給要請の内容を速やかに乙に
連絡するものとする。
２ 乙又は乙の会員は、甲から要請を受けた数量の医薬品等の確保に最大限努めるものとする。
（情報の提供）
第５条 甲は、第１条による供給要請を行った場合、乙に対して速やかに被災状況及び交通規
制等の情報を提供するものとする。
（医薬品等の引渡し）
第６条 医薬品等の受取り場所については、甲が乙と事前に協議するものとし、当該場所にお
いて、甲の職員又は甲が指定する者が、品目及び数量を確認した上、受け取るものとする。
第７条 医薬品等の搬送は乙が行うこととする。ただし、乙の搬送経路の確保及び交通規制区
域内の通行等について、甲は必要な措置を講ずることとする。
（医薬品等の価格）
第８条 医薬品等の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。
（代金の支払）
第９条 医薬品等の代金については、医薬品等の供給を受けた者が、供給業者に支払うものと
する。
（災害補償）
第１０条 甲は、第１条による供給要請に基づき、医薬品等の輸送に従事した者が、従事した
ことにより負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合において、次に掲げる場合を
除き、医薬品等の輸送に従事した者の損害賠償に関する条例（「北海道災害応急措置業務従事
者の損害補償に関する条例（昭和３８年１２月２５日条例第５６号）」）に定めるところによ
り、その損害を補償する。
(1) 輸送に従事する者の故意又は重大な過失による場合
(2) 当該損害につき、乙若しくは輸送に従事した者が契約する損害保険契約により、保険給
付を受けることができる場合
(3) 当該損害が第三者によるものであって、当該第三者から損害賠償請求を受けることがで
きる場合
(4) 他の法令により、療養その他の給付若しくは補償を受けることができる場合
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（協議事項）
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、その都度、甲
乙協議して定めるものとする。
（有効期間）
第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協
定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有
効期間満了の日の翌月から起算して１年間この協定は延長され、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有
する。
平成２５年３月２９日
甲

乙
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北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

北海道医薬品卸売業協会
会 長
眞 鍋 雅

昭

資料1 6

災害時における医療機器等の供給に関する協定書
（一般対策編：第６章 第1 7節 「医療、生活必需物資供給計画」）

災害時における医療機器等の供給に関する協定書
北海道（以下「甲」という。）と北海道医療機器販売業協会（以下「乙」という。）は、災害
時における医療機器及び医療材料（以下「医療機器等」という。）の確保を図るため、次のとお
り協定を締結する。
（甲の要請）
第１条 甲は、災害時における医薬機器等の安定供給を図るため、必要があると認めるときは、
乙に対し、医薬機器等の供給を要請するものとする。
（要請事項の措置）
第２条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するととも
に、その措置事項を甲に報告するものとする。
（供給要請の方法）
第３条 甲が乙に供給要請するにあたっては、文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。
（要請に基づく乙の措置）
第４条 やむを得ない理由により、前条による手続きがとれないときは、甲は乙の加入会員に
対し、直接、供給要請ができるものとする。この場合、甲は供給要請の内容を速やかに乙に
連絡するものとする。
２ 乙又は乙の会員は、甲から要請を受けた数量の医薬機器等の確保に最大限努めるものとす
る。
（情報の提供）
第５条 甲は、第１条による供給要請を行った場合、乙に対して速やかに被災状況及び交通規
制等の情報を提供するものとする。
（医薬機器等の引渡し）
第６条 医薬機器等の受取り場所については、甲が乙と事前に協議するものとし、当該場所に
おいて、甲の職員又は甲が指定する者が、品目及び数量を確認した上、受け取るものとする。
第７条 医薬機器等の搬送は乙が行うこととする。ただし、乙の搬送経路の確保及び交通規制
区域内の通行等について、甲は必要な措置を講ずることとする。
（医薬機器等の価格）
第８条 医薬機器等の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。
（代金の支払）
第９条 医薬機器等の代金については、医薬機器等の供給を受けた者が、供給業者に支払うも
のとする。
（災害補償）
第１０条 甲は、第１条による供給要請に基づき、医薬機器等の輸送に従事した者が、従事し
たことにより負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合において、次に掲げる場合
を除き、医薬機器等の輸送に従事した者の損害賠償に関する条例（「北海道災害応急措置業務
従事者の損害補償に関する条例（昭和３８年１２月２５日条例第５６号）」）に定めるところ
により、その損害を補償する。
(1) 輸送に従事する者の故意又は重大な過失による場合
(2) 当該損害につき、乙若しくは輸送に従事した者が契約する損害保険契約により、保険給
付を受けることができる場合
(3) 当該損害が第三者によるものであって、当該第三者から損害賠償請求を受けることがで
きる場合
(4) 他の法令により、療養その他の給付若しくは補償を受けることができる場合
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（協議事項）
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、その都度、甲
乙協議して定めるものとする。
（有効期間）
第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協
定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有
効期間満了の日の翌月から起算して１年間この協定は延長され、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有
する。
平成２５年３月２９日
甲

乙
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北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

北海道医薬機器販売業協会
会 長
鶴 田 邦 雄

資料1 7

災害時における柔道整復師の救護活動に関する
協定書資料
（一般対策編：第６章 第1 0節 第３ ３ (9)「北海道柔道整復師会」）

災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定書
北海道（以下「甲」という。）と公益社団法人北海道柔道整復師会（以下「乙」という。）と
は、災害時における柔道整復師の救護活動について、次のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、北海道地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に
関し、必要な事項を定めるものとする。
（柔道整復救護班の派遣）
第２条 甲は、北海道地域防災計画に基づき、柔道整復師による医療救護活動を実施する必要
が生じた場合には、乙に対し柔道整復師救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに柔道整復救護班を編成し、災
害現場等の救護所に派遣するものとする。
（災害医療救護計画の策定及び提出）
第３条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、
これを甲に提出するものとする。
（柔道整復救護班の業務）
第４条 柔道整復救護班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護所において医
療救護活動を行うことを原則とする。
２ 柔道整復救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 被災者に対する柔道整復（柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）に規定された業務
の範囲）の施術
(2) 被災者に対する柔道整復の施術に用いる衛生材料等の提供
（柔道整復救護班に対する指揮命令等）
第５条 柔道整復救護班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する
者が行うものとする。
（衛生材料等の補給等）
第６条 甲は、衛生材料等の補給、柔道整復救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動が円
滑に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。
（施術料）
第７条 第４条第１項に規定する救護所における被災者に対する施術料は無料とする。
（費用弁償等）
第８条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担
するものとする。
(1) 柔道整復救護班の編成及び派遣に要する費用
(2) 柔道整復救護班が携行した衛生材料等を使用した場合の実費
(3) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの
（損害補償等）
第９条 乙は、第３条に定める災害医療救護計画に基づき救護所等に派遣する柔道整復救護班
員について、傷害保険に加入するものとする。
２ 乙が派遣した柔道整復救護班員が、救護活動中に事故により、死亡し、負傷し、若しくは
身体障害を有することとなった場合は、前項の規定により乙が加入する傷害保険により補償
するものとする。
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（協議）
第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙
協議して定めるものとする。
（有効期間）
第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。但し、この協定
の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効
期間満了の日の翌月から起算して１年間この協定は延長され、以後同様とする。
この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。
平成２６年５月１６日
甲

乙
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北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

公益社団法人北海道柔道整復師会
会 長
萩 原 正 和

資 料 18

災害時における応急生活物資供給等に関する協定書
（一般対策編：第６章 第1 7節「医療、生活必需物資供給計画」）

災害時における応急生活物資供給等に関する基本協定書
北海道（以下「甲」という。）と北海道生活協同組合連合会（以下「乙」という。）は、北海
道内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下「災害時」と
いう。）において、甲と乙が相互に協力して円滑な救援、生活支援を行い、道民生活の早期安定
を図るため、この協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、災害時において応急生活物資の調達と輸送及び生活物資の安定供給、ボ
ランティア活動、生活情報の収集・提供等の救援活動を行い、もって被災者等の生活の早期
安定に寄与することを目的とする。
第２条 災害時に必要な応急生活物資の調達と輸送を行うため、甲は乙に対して情報の提供と
必要な要請を行い、乙はこれを受けて乙に加盟する各生活協同組合（以下「会員生協」とい
う。）に対し、必要な指導・要請を行うものとする。
（生活物資の安定供給）
第３条 乙は災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用し、事業の継続並びに早期再開
をもって生活物資の高騰等の防止を図り、道民生活の早期安定に寄与するよう、道民に対す
る生活物資の安定供給に努力し、甲はそれに協力するものとする。
２ 甲と乙は、災害時において物価の高騰等の防止を図るため、協力して道民に対し迅速かつ
的確な情報の提供に努めるものとする。
（ボランティア活動への支援）
第４条 乙は災害時において会員生協組合員のボランティア活動を支援するものとし、甲は乙
の支援活動が円滑に行われるよう協力するものとする。
（防災意識の向上）
第５条 乙は会員生協の活動を通じて、日常的に会員生協組合員の防災意識の向上に努め、甲
は乙に対して必要な協力を行うものとする。
（広域的な支援体制の整備）
第６条 乙は北海道以外を事業区域とする他の生活協同組合（連合会）や日本生活協同組合連
合会との間の連携を強化し、生活協同組合間相互支援協定の締結等、広域的な支援が受けら
れる体制の整備に努めるものとする。
（協定事項の発効）
第７条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙
に対して要請を行ったときをもって発効するものとする。
（被災した都府県への応援）
第８条 乙は、甲が被災した都府県に対して生活物資の供給応援を行う場合においても、乙は
この協定の精神にのっとりできる限り協力するものとし、その取扱は甲乙協議の上決定する。
（連絡員の派遣等）
第９条 甲及び乙は、必要に応じて乙の事務所所在地、甲が設置する災害対策本部等に連絡員
を派遣することができる。
（担当者の設置と連絡会議）
第１０条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し相互に交換
するとともに、事務担当者の連絡会議を設置する。
２ 連絡会議の開催及び運営については、甲と乙が協議の上、別途定める。
（確認書の作成）
第１１条 この協定の詳細については、別途確認書を定めるものとする。
（協議）
第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、
甲と乙が協議の上、決定する。
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この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するもの
とする。
平成１７年１１月２２日
甲

乙

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

北海道生活協同組合連合会
会長理事
高 柳
裕

「災害時における応急生活物資供給等に関する基本協定」についての確認書
（目的）
第１条 北海道（以下「甲」という。）と北海道生活協同組合連合会（以下「乙」という。）は、
「災害時における応急生活物資供給等に関する基本協定」（以下「協定」という。）第１１条
の規定に基づき、災害時における応急生活物資供給等に関する協力事項について、次のとお
り実施細目を定め確認するものとする。
（協力要請）
第２条 甲は、災害時において甲が応急生活物資を調達する必要があるときは、乙に対し第４
条に定める応急生活物資の供給について協力を要請することができる。
（業務の協力実施）
第３条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、乙に加盟する各生活協同組
合（以下「会員生協」という。）が保有する応急生活物資の優先供給に対する協力等に積極的
に努めるものとする。
（応急生活物資）
第４条 甲が乙に要請する応急生活物資の品目は、被害の状況に応じて決定するものとし、主
なものは別表のとおりとする。
２ 乙は、会員生協が保有する災害時に供給可能な応急生活物資の品目及びその数量について
適切な把握に努め、必要に応じて甲に報告するものとする。
（要請の手続き）
第５条 甲の乙に対する要請手続きは、「応急生活物資の供給等要請書（別に定める様式）」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等の方法により行い、後日速やか
に文書を送付するものとする。
２ 甲と乙は、災害時における連絡体制及び連絡方法等について事前に定めておくものとし、
支障をきたさないよう常に点検、改善に努めるものとする。
（情報の提供）
第６条 甲が協力要請を行った場合、乙に対して速やかに業務実施区域の被災状況及び交通規
制の情報等を提供する。
２ 乙は、会員生協をして業務実施区域の被災状況や生活物資の供給状況等を把握し、甲に対
してその情報を提供するものとする。
（応急生活物資の輸送）
第７条 甲は、乙が実施する応急生活物資の輸送が円滑なものとなるよう、必要な措置を講ず
るものとする。
（応急生活物資の受領）
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第８条 甲は、甲が指定した場所において乙及び会員生協が輸送した応急生活物資を、品目及
び個数を確認のうえ受け取るものとする。
（業務報告）
第９条 乙は、業務終了後速やかに業務内容を甲に報告するものとする。
（費用負担）
第１０条 第４条の規定により乙が供給した応急生活物資の対価の支払については、甲が負担
するものとする。
２ 応急生活物資の対価については、災害が発生する直前に会員生協の組合員に供給していた
価格を参考として、甲と乙が協議して定めるものとする。
（費用の請求及び支払い）
第１１条 乙は、応急生活物資の供給終了後、前条に定める費用を甲に通知し、甲の確認を受
けた後、費用を請求するものとする。
２ 甲は、前項の請求があったときは、その費用について速やかに支払うものとする。
（協議）
第１２条 甲が災害救助法に関する事務の一部を市町村長に委託したときは、この実施細目に
関し必要な事項を甲と乙が協議して定めるものとする。
２ この実施細目の解釈について疑義を生じたとき、又はこの実施細目の実施に関し必要な事
項は、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
この実施細目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１通を保有する
ものとする。
平成１７年１１月２２日
甲

乙
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北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

北海道生活協同組合連合会
会長理事
高 柳
裕

資 料 19

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定
（一般対策編：第５章 第３節 第２「食料等の確保」）
（一般対策編：第６章 第1 6節「給水計画」）

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定
北海道（以下、
「甲」という。）と北海道コカ・コーラボトリング株式会社（以下、
「乙」とい
う。）は、北海道内に地震、風水害その他の大規模災害又は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（平成１６年法律第１１２号）に定める武力攻撃災害（緊急対処事
態における災害を含む。）が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下、「災害時」という。）
において、甲と乙が相互に協力して飲料の輸送と供給、災害情報の提供及び施設・設備等の活
用による迅速かつ的確な応急対策の実施、併せて、地域住民及び乙の関係職員の平常時からの
防災意識の高揚により地域防災力の強化を図るためこの協定を締結する。
（協定の効力）
第１条 道内にある市町村は、乙と本協定と同様の協定を締結したものとみなすものとする。
ただし、次条第１項第１号、２号及び３号については、道を経由した協力を基本とする。
（協力の内容）
第２条 乙は災害時に甲の要請があった場合、次の事項について可能な範囲で協力するものと
する。
(1) 飲料の供給
(2) 現地対策本部等応急対策拠点用地として敷地を提供
(3) 一時避難場所として敷地及び倉庫を提供
(4) 災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供
(5) その他可能な協力
２ 乙は地域住民及び乙の関係職員の防災意識の高揚による地域防災力の強化を図るため平常
時から、次の事項の協力について努めるものとする。
(1) 自動販売機に避難所情報等を盛り込んだ市町村から提供された地域防災マップ等を貼付
(2) 市町村の希望に対し、可能な範囲で避難所等に災害対応型自動販売機を設置
(3) 配送ドライバー等による災害情報の提供
(4) 北海道防災情報システムの災害情報携帯メール配信登録
(5) その他可能な協力
（支援の内容）
第３条 甲は乙の協力が適切に行われるよう次の事項について支援するものとする。
(1) 災害情報の提供
(2) 飲料の輸送等で緊急通行が必要な場合の確認
(3) 庁舎等に災害対応型自動販売機を展示設置
(4) その他災害時に必要な支援
（協定事項の発効）
第４条 第２条第１項に定める災害時の協力は、原則として、甲が災害対策本部又は国民保護
対策本部（緊急対処事態対策本部を含む。）（以下、「本部等」という。）を設置し、乙に対し
て要請を行ったときをもって発効するものとする。
（連絡員の派遣）
第５条 乙は、甲が設置する本部等に連絡員を派遣することができるものとする。
（情報交換）
第６条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し相互に交換す
るとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。
（実施細目の作成）
第７条 この協定の実施に係る詳細については、別途定めるものとする。
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（効力）
第８条 この協定の有効期間は平成１９年３月３１日までとし、有効期間満了までに甲乙双方
又はいずれか一方から解約等の意思表示がないときは１年間更新されるものとし、以降同様
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定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲
と乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するも
のとする。
平成１８年１２月２２日
甲

北海道
北海道知事

高橋

はるみ

札幌市清田区清田一条一丁目２番１号
乙

北海道コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役専務

角野

中原

災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書
新篠津村（以下「甲」という｡）と北海道コカ・コーラボトリング株式会社（以下「乙」とい
う｡）は、北海道と乙との間で平成１８年１２月２２日付締結した「災害時における飲料の供給
等防災に関する協力協定」（以下「防災協力協定」という｡）に基づき、甲の地域において災害
対応型自動販売機により取り組む協働事業について、次のとおり協定を締結する。
（目的・協働事業）
第１条 本協働事業は、防災協力協定に基づき、地域及び住民の安全・安心の補完、平常時か
らの防災意識の高揚による地域防災力の強化並びに地域振興活動の充実を目的として、乙所
有のネットワーク接続された災害対応型自動販売機（電光掲示機能搭載型）を通して、次の
サービスを提供するものである。
(1) 災害対応型自動販売機の電光掲示板による甲の地域情報、行政情報、災害情報、気象情
報等（以下「情報」という。）の提供。
(2) 甲の災害基準により対策本部が設置された場合などの緊急時（以下「緊急時」という。）
における災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供（以下「商品提供」という｡）。
（情報提供に関する事項）
第２条 災害対応型自動販売機の電光掲示板に掲示する情報の管理は甲が行うこととし、これ
によって生じる責任について、乙は一切負わないものとする。
２ 電光掲示板の保全に要する費用及び電光掲示情報の送信等に係る費用は乙が負担するもの
とする。
（商品提供に開する事項）
第３条 乙は、緊急時の認定及び商品提供の実行権限を甲に委任するものとする。甲がその商
品提供の開始時期を決定した場合は、可能な限り事前に電話等にてその旨を乙に報告するも
のとし、後日速やかに報告書（様式１）を乙に提出するものとする。
（災害対応型自動販売機の設置施設）
第４条 災害対応型自動販売機の設置施設は、別紙のとおりとする。
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（連絡先）
第５条 甲及び乙の連絡先は、次のとおりとする。
（甲の連絡先の表示）
名称
新篠津村 総務課（代表）

電話番号
０１２６－５７－２１１１

（乙の連絡先の表示）
名称

電話番号

岩見沢営業所（代表）

０１２６－２２－６１３８

本社総務部（夜間・休日／衛星携帯） ０８０－１０１７－０１３８
（守秘義務）
第６条 甲、乙は、協働事業の遂行にあたり、知り得たすべての情報及び相手方の営業上の秘
密を、その目的・手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報は
この限りではない。
(1) 開示又は知得の際、既に公知・公用となっているもの
(2) 開示又は知得の際、自己が所有していたもの
(3) 正当な権限を有する第三者から入手したもの
２ 前項に定める義務は、この協定の有効期間満了後も有効に存続するものとする。
（効力）
第７条 この協定の有効期間は締結の日から１年間とし、有効期間満了までに甲乙双方又はい
ずれか一方から解約等の意思表示がないときは１年間更新されるものとし、以降同様とする。
（協議）
第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲
及び乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するもの
とする。
平成１９年１０月３日
甲

石狩郡新篠津村第４７線北１３番地
新篠津村長

東出

輝一

札幌市清田区清田一条一丁目２番１号
乙

北海道コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役常務

松本

肇

災害対応型自動販売機設置状況
* 設置箇所：役場庁舎１階住民ホール
* 概
要：災害時に自動販売機内の在庫飲料を無償で提供してもらう
（３社合計の満載本数 約１，５００本）
①北海道コカ・コーラボトリング(株)道央支店
②サッポロ飲料(株)北海道支店
③ダイドードリンコ(株)青森支店
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平成１９年１０月から設置
平成１９年１１月から設置
平成１９年１０月から設置

資 料 20

災害時における物資の供給等防災に関する協力
協定（株式会社セイコーマート）
（一般対策編：第６章 第1 7節「衣料、生活必需物資供給計画」）

災害時における物資の供給等防災に関する協力協定
北海道(以下、｢甲｣という｡)と株式会社セイコーマート(以下、｢乙｣という｡)は､北海道内に地
震､風水害その他の大規模災害又は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(平成１６年法律第１１２号)に定める武力攻撃災害（緊急対処事態における災害を含む）
が発生し､又は発生のおそれがある場合（以下、｢災害時｣という｡）において、甲と乙が相互に
協力して物資の輸送と供給、災害情報の提供及び施設の活用等による迅速かつ的確な応急対策
の実施、併せて、地域住民及び乙の関係職員の平常時からの防災意識の高揚を図るなど地域防
災力の強化により被害等の軽減を図るため､この協定を締結する。
（協定の効力）
第１条 道内にある市町村は､乙及び当該市町村に所在する乙とフランチャイズチェーン契約
により加盟している店舗（以下、「店舗」という。）と本協定と同様の協定を締結したものと
見なすものとする。ただし、次条第１項第１号でいう物資の供給については、道を経由した
協力を基本とする。
（協力の内容）
第２条 乙は災害時に甲の要請があった場合、次に掲げる事項の全部又は一部について可能な
範囲で協力するものとする。
(1) 物資の供給
(2) 災害時支援ステーション～徒歩帰宅者の一時立寄支援所（トイレ、水道水の提供、道路
案内等）、店舗付近の見聞きした災害情報等知り得た災害情報を来店者及び甲に対して提
供、近隣避難所情報等の提供・道路案内
(3) 甲から提供された災害情報を店舗に提供
(4) 営業の早期再開
(5) その他可能な協力
２ 乙は地域住民及び乙の関係職員の防災意識の高揚による地域防災力の強化を図るため平常
時から、次の事項の協力について努めるものとする。
(1) 店舗付近の見聞きした異常情報を来店者及び甲に対して提供
(2) 関係者の北海道防災情報システムの災害情報携帯メール配信登録
(3) 防災パンフレット等の店舗配置
(4) その他可能な協力
（支援の内容）
第３条 甲は乙の協力が適切に行われるよう次の事項について支援するものとする。
(1) 災害情報の提供
(2) 物資の輸送等で緊急通行が必要な場合の確認
(3) その他災害時に必要な支援
（協定事項の発効）
第４条 第２条第１項に定める災害時の協力は、原則として、甲が災害対策本部又は国民保護
対策本部（緊急対処事態対策本部を含む。）（以下、「本部等」という。）を設置し、乙に対し
て要請を行ったときをもって発効するものとする。
（情報交換）
第５条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し相互に交換す
るとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。
（実施細目の作成）
第６条 この協定の実施に係る詳細については、別途定めるものとする。
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（効力）
第７条 この協定の有効期間は平成１９年３月３１日までとし、有効期間満了までに甲乙双方
又はいずれか一方から解約等の意思表示がないときは１年間更新されるものとし、以降同様
とする。
（協議）
第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲
と乙が協議の上、決定するものとする。
２ 前項の協議にかかわらず、本協定につき紛争が生じた場合には、甲及び乙は、札幌地方裁
判所を第一審とする。
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するもの
とする。
平成１８年１２月２２日
甲

北海道
北海道知事

高橋

はるみ

札幌市中央区南９条西５丁目パーク９・５ビル
乙

株式会社セイコーマート
代表取締役社長
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田中

誠

資 料 21

災害時における物資の供給に開する協定書
（株式会社ローソン）
（一般対策編：第６章 第1 7節「衣料、生活必需物資供給計画」）

災害時における物資の供給に開する協定書
北海道（以下「甲」という｡）と株式会社ローソン（以下「乙」という｡〉とは、北海道内に
地震、風水害その他の大規模災害等、又は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（平成１６年法律第１１２号）に定める武力攻撃災害（緊急対処事態における災害
を含む｡）が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下、
「災害時」という｡）において、被災
住民等を救助するための物資（以下「物資」という｡）の供給に関し、次のとおり協定（以下「本
協定」という。」を締結する。
（要請）
第１条 甲は、次に掲げる場合において、物資を供給する必要があるときは、乙に対し、乙の
供給・製造が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1) 甲が災害対策本部を設置し、甲の地域に災害救助法が適用されるなど住民避難が大規模
かつ長期間に及ぶことが予想されるとき、又は国民保護対策本部（緊急対処事態対策本部
を含む｡）が設置されたとき。
(2) 北海道内の被災市町村等から物資の供給要請があるとき。
(3) その他、物資の供給について、乙の支援が必要なとき。
（要請の事前協議）
第２条 甲は、乙に物資の供給を求める必要がある場合、又は見込まれる場合にはあらかじめ
乙と要請受諾の可否について協議し、乙は受諾可能な場合、甲に「物資供給可能数量報告書
（別紙第１号様式）」を提出するものとする。
ただし、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供
給ができないことがあることを甲は了承する。
（供給物資の範囲）
第３条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、別紙第１号様式で報告のあ
った数量等の範囲内とする。
(1) 食料品
(2) 飲料水
(3) 日用品
(4) その他甲が指定する物資
（要請の方法）
第４条 第１条の要請は、「物資発注書」･（別紙第２号様式）をもって行うものとする。ただ
し、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交
付するものとする。
（物資の運搬、引渡し）
第５条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の
運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指
定する者が行うものとする。
２ 甲又は甲に物資の供給を要請した市町村は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引
き取るものとする。
３ 甲は、当該引渡し場所への物資運搬は乙が指定する業者により行うことがあることをあら
かじめ承諾する。
４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を速やかに書面により甲に報告するも
のとする。
(1) 引渡し日時及び場所
(2) 引渡し物資の品目及び数量
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（費用）
第６条 乙が供給した物資の対価は、甲又は甲に物資の供給を要請した市町村の負担とする。
また、引渡し場所までの運搬に関る費用は、運搬した者が負担する。
２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前の乙の店舗での販売推奨価格（災害発生前の取
引については取引時の販売価格）とする。
（費用の支払い）
第７条 甲又は甲に物資の供給を要請した市町村が引き取った物資等の費用は、乙からの請求
後１ケ月以内に、甲又は甲に物資の供給を要請した市町村から乙の指定する口座に振り込み
により支払うものとする。
（連絡責任者の報告）
第８条 甲及び乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」
（別紙第３号様式）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。
（車両の通行）
第９条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行でき
るように支援するものとする。
（平常時の活動）
第 10 条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を行う
ものとし、乙は甲が行う防災訓練への参加に努めるなど防災意識を高め緊急時に備えるもの
とする。
（その他）
第 11 条 乙は、自己の加盟店又は関係者（配送業者等）に最大限の努力をもって本協定を履行
するよう求めるが、フランチャイズ契約等の制限から、強制することが困難な事情がある場
合、甲は、乙が本協定を履行することができないことがあることを承諾する。
（協議）
第 12 条 本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。
（効力）
第 13 条 本協定の有効期間は､協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日までに、
双方いずれからも解約の意思表示がないときは、更新されたものとし、以後も同様とする。
（解約）
第 14 条 本協定を解約する場合は、甲・乙いずれか一方が解約日１ケ月前までに書面により相
手方に通知するものとする。
本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名の上、各自その１通を保有する
ものとする。
平成２０年２月２１日
甲

北海道
北海道知事

高橋

はるみ

東京都品川区大崎一丁目 11 番２号
乙

株式会社ローソン
代表取締役社長
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新浪

剛史

資 料 22

災害時における物資の供給に関する協定書
（株式会社セブンイレブン・ジャパン）
（一般対策編：第６章 第1 7節「衣料、生活必需物資供給計画」）

災害時における物資の供給に関する協定書
北海道（以下「甲」という｡）と株式会社セブンイレブン・ジャパン（以下「乙」という｡）
とは、北海道内に地震、風水害その他の大規模災害等、又は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（平成１６年法律第１１２号）に定める武力攻撃災害（緊急対処
事態における災害を含む｡）が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下、
「災害時」という｡）
において、被災住民等を救助するための物資（以下「物資」という｡）の供給に開し、次のとお
り協定（以下「本協定」という｡）を締結する。
（要請）
第１条 甲は、次に掲げる場合において、物資を供給する必要があるときは、乙に対し、乙の
供給・製造が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1) 甲が災害対策本部を設置し、甲の地域に災害救助法が適用されるなど住民避難が大規模
かつ長期間に及ぶことが予想されるとき､又は国民保護対策本部（緊急対処事態対策本部を
含む｡）が設置されたとき。
(2) 北海道内の被災市町村等から物資の供給要請があるとき。
(3) その他、物資の供給について、乙の支援が必要なとき。
（要請の事前協議）
第２条 甲は、乙に物資の供給を求める必要がある場合、又は見込まれる場合にはあらかじめ
乙と要請受諾の可否について協議し、乙は受諾可能な場合、甲に「物資供給可能数量報告書」
（別紙第１号様式）を提出するものとする。
ただし、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供
給ができないことがあることを甲は了承する｡
（供給物資の範囲）
第３条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、別紙第１号様式で報告のあ
った数並等の範囲内とする。
(1) 食料品
(2) 飲料水
(3) 日用品
(4) その他甲が指定する物資
（要請の方法）
第４条 第１条の要請は、「物資発庄書」（別紙第２号様式）をもって行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書
を交付するものとする。
（物資の運搬、引渡し）
第５条 物資の引渡し場所は､甲が状況に応じ､指定するものとし､引渡し場所までの物資の運
搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定
する者が行うものとする。
２ 甲又は甲に物資の供給を要請した市町村は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引
き取るものとする。
３ 甲は、当該引渡し場所への物資運搬は乙が指定する業者により行うことがあることをあら
かじめ承諾する。
４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を速やかに書面により甲に報告するも
のとする。
(1) 引渡し日時及び場所
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(2) 引渡し物資の品目及び数量
（費用）
第６条 乙が供給した物資の対価は、甲又は甲に物資の供給を要請した市町村の負担とする。
２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前の乙の店舗での販売推奨価格（災害発生前の取
引については取引時の販売価格）とする。
（費用の支払い）
第７条 甲又は甲に物資の供給を要請した市町村が引き取った物資等の費用は、乙からの請求
後１ケ月以内に、甲又は甲に物資の供給を要請した市町村から乙の指定する口座に振り込み
により支払うものとする。
（連絡責任者の報告）
第８条 甲及び乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに｢連絡責任者届｣
（別紙第３号様式）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。
（車両の通行）
第９条 甲は、乙が物資を運搬及び低給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行でき
るように支援するものとする。
（平常時の活動）
第 10 条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を行う
ものとし、乙は甲が行う防災訓練への参加に努めるなど防災意識を高め緊急時に備えるもの
とする。
（その他）
第 11 条 乙は，自己の加盟店又は関係者（配送業者等）に最大限の努力をもって本協定を履行
するよう求めるが、フランチャイズ契約等の制限から、強制することが困難な事情がある場
合､甲は、乙が本協定を履行することができないことがあることを承諾する。
（協議）
第 12 条 本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。
（効力）
第 13 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日までに、
双方いずれからも解約の意思表示がないときは、更新されたものとし、以後も同様とする。
（解約）
第 14 条 本協定を解約する場合は、甲・乙いずれか一方が解約日１ケ月前までに書面により相
手方に通知するものとする。
本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲･乙記名の上、各自その１通を保有す
るものとる。
平成２０年７月２４日

甲

北海道
北海道知事

高橋

はるみ

東京都千代田区二番町８番地８
乙

株式会社セブン・イレブン・ジャパン
代表取締役
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山口

俊郎

災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書
新篠津村（以下「甲」という。）と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（以下「乙」という。）
は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に規定する地震・風水害その他災害が発生し
た場合、被災住民等を救助するための物資（以下「物資」という。）の調達及び供給、並びにセ
ブン‐イレブン店舗の営業継続又は早期営業再開に係る協力に関して、次のとおり協定を締結す
る。
（要請）
第１条

甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、

その調達が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1) 新篠津村に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 新篠津村以外の災害について、関係自治体等から、物資の調達・あっせんを要請されたと
き、又は甲が救援の必要があると認めるとき。
（調達物資の範囲）
第２条

甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物

資とする。
但し、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、セブン‐イレブン店舗への商品
供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の
調達の可否を決定するものとする。
(1) 食料品
(2) 飲料
(3) 日用品
(4) その他甲が指定する物資
（調達物資の数量）
第３条

甲は、必要がある場合に、乙に対し、要請時点で供給できる物資及びその数量等につい

て照会することができるものとする。
（要請の方法）
第４条

第１条の要請は、
「物資発注書（別紙１）」により行うものとする。但し、緊急を要する

場合は、口頭若しくは電話その他の方法により要請し、その後速やかに文書を交付するものと
する。
（物資の運搬、引渡し）
第５条

物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬

は、原則として乙が行うものとする。
２

甲は、当該場所に職員又は甲の指定する者を派遣し物資を確認の上、引渡しを受けるものと
する。
（費用）

第６条

甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとす

る。
２

物資の代金は、災害発生時の直前における店頭販売価格を基準として、甲乙協議の上決定す
る。
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３

前条の規定により乙が運搬を行った場合、係る費用は甲の負担とする。
（情報提供）

第７条

甲は、平時又は災害時において、乙に対し、防災・災害情報等を提供することができ

るものとし、乙は提供を受けた情報等をセブン‐イレブン店舗を通じて来店者等に対し、情
報提供するよう努めるもものとする。
（営業の継続又は早期再開）
第８条

甲は、市民の生活安定を確保するため、乙に対してセブン‐イレブン店舗の営業の継続

又は早期営業再開を要請することができる。
（連絡責任者の報告）
第９条

甲と乙は、この協定書の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届

（別紙２）」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。
（車両の通行）
第１０条

甲は、乙が物資を運搬及び供給する際の車両、及び店舗の営業継続又は早期再開を支

援するための車両を緊急通行車両として通行できるように、可能な限りの支援をするものとす
る。
（有効期間）
第１１条

この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２９年３月３１日までとする。但し、

この協定の有効期間が満了する１ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わな
いときは、有効期間が満了する日から１年間この協定は更新され、その後も同様とする。
２

前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、１ヶ月前までに相手方に書面により申し入れること
により、この協定を終了することができる。
（協議）

第１２条

この協定書に定めのない事項は、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。
平成２８年１１月２５日
甲

北海道石狩郡新篠津村第４７線北１３番地
新篠津村
新篠津村長

乙

東

出

輝

一

東京都千代田区二番町８番地８
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
代表取締役
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古

屋

一

樹

資 料 23

災害時における物資の供給に関する協定書
（株式会社イトーヨーカ堂）
（一般対策編：第６章 第1 7節「衣料、生活必需物資供給計画」）

災害時における物資の供給に関する協定書
北海道（以下「甲」という｡）と株式会社イトーヨーカ堂（以下「乙」という｡）とは、北海
道内に地震、風水害その他の大規模災害等、又は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（平成１６年法律第１１２号）に定める武力攻撃災害（緊急対処事態におけ
る災害を含む｡）が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下、
「災害時」という｡）において、
被災住民等を救助するための物資（以下「物資」という。）の供給に関し、次のとおり協定（以
下「本協定」という｡）を締結する。
（要請）
第１条 甲は、次に掲げる場合において、物資を供給する必要があるときは、乙に対し、乙の
供給・製造が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1) 甲が災害対策本部を設置し、甲の地域に災害救助法が適用されるなど住民避難が大規模
かつ長期間に及ぶことが予想されるとき、又は国民保護対策本部（緊急対処事態対策本部
を含む｡）が設置されたとき。
(2) 北海道内の被災市町村等から物資の供給要請があるとき。
(3) その他、物資の供給について、乙の支援が必要なとき。
（要請の事前協議）
第２条 甲は、乙に物資の供給を求める必要がある場合、又は見込まれる場合にはあらかじめ
乙と要請受諾の可否について協議し、乙は受諾可能な場合、甲に「物資供給可能数量報告書」
（別紙第１号様式）を提出するものとする。
ただし、物流ラインの断絶等により物資の供給ができないことがあることを甲は了承する。
（供給物資の範囲）
第３条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、別紙第１号様式で報告のあ
った数量等の範囲内とする。
(1) 食料品
(2) 飲料水
(3) 日用品
(4) その他甲が指定する物資
（要請の方法）
第４条 第１条の要請は、「物資発注書」（別紙第２号様式）をもって行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書
を交付するものとする。
（物資の運搬、引渡し）
第５条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の
運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指
定する者が行うものとする。
２ 甲又は甲に物資の供給を要請した市町村は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引
き取るものとする。
３ 甲は、当該引渡し場所への物資運搬は乙が指定する業者により行うことがあることをあら
かじめ承諾する。
４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を速やかに書面により甲に報告するも
のとする。
(1) 引渡し日時及び場所
(2) 引渡し物資の品目及び数量
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（費用）
第６条 乙が供給した物資の対価は、甲又は甲に物資の供給を要請した市町村の負担とする。
２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前の乙の店舗での販売価格（災害発生前の取引に
ついては取引時の販売価格）とする。
（費用の支払い）
第７条 甲又は甲に物質の供給を要請した市町村が引き取った物資等の費用は、乙からの請求
後１ケ月以内に、甲又は甲に物資の供給を要請した市町村から乙の指定する口座に振り込み
により支払うものとする。
（連絡責任者の報告）
第８条 甲及び乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに｢連絡責任者届｣
（別紙第３号様式）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。
（車両の通行）
第９条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行でき
るように支援するものとする。
（平常時の活動）
第１０条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を行
うものとし、乙は甲が行う防災訓練への参加に努めるなど防災意識を高め緊急時に備えるも
のとする。
（協議）
第１１条 本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。
（効力）
第１２条 本協定の有効期間は､協定締結日から１年間とする｡ただし､有効期間満了日までに、
双方いずれからも解約の意思表示がないときは、更新されたものとし、以後も同様とする。
（解約）
第１３条 本協定を解約する場合は、甲・乙いずれか一方が解約日１ケ月前までに書面により
相手方に通知するものとする。
本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名の上、各自その１通を保有す
るものとする。
平成２０年７月２４日

甲

北海道
北海道知事

高橋

はるみ

東京都千代田区二番町８番地８
乙

株式会社イトーヨーカ堂
代表取締役
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亀井

淳

資 料 24

災害時における飲料の供給等防災に関する協力
協定（サントリーフーズ株式会社）
（一般対策編：第５章 第３節 第２「食料等の確保」）
（一般対策編：第６章 第1 6節「給水計画」）

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定
北海道（以下「甲」という｡）とサントリーフーズ株式会社（以下、
「乙」という｡）は、北海
道内に地震、風水害その他の大規模災害又は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（平成１６年法律第１１２号）に定める武力攻撃災害（緊急対処事態における災
害を含む。）の発生により水道・電気等の通常のライフラインが絶たれた場合（以下、
「災害時」
という。）において、甲と乙が相互に協力して飲料の輸送と供給、災害情報の提供及び施設・設
備等の活用による迅速かつ的確な応急対策の実施、併せて、地域住民及び乙の関係職員の平常
時からの防災意識の高揚により地域防災力の強化を図るためこの協定を締結する。
（協定の効力）
第１条 道内にある市町村は、乙と本協定と同様の協定を締結したものとみなすものとする。
ただし、次条第１項第１号、２号及び３号については、道を経由した協力を基本とする。
（協力の内容）
第２条 乙は災害時に甲の要請があった場合、次の事項について可能な範囲で協力するものと
する。
(1) 飲料の供給
(2) 現地対策本部等応急対策拠点用地として乙の子会社である北海道ペプシコーラ販売株式
会社の所有する敷地を提供させること
(3) 一時避難場所として北海道ペプシコーラ販売株式会社の所有する敷地及び倉庫を提供さ
せること
(4) 災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供
(5) その他可能な協力
２ 乙は地域住民及び乙の関係職員の防災意識の高揚による地域防災力の強化を図るため平常
時から、次の事項の協力について努めるものとする。
(1) 自動販売機に避難所情報等を盛り込んだ市町村から提供された地域防災マップ等を貼付
(2) 市町村の希望に対し、可能な範囲で避難所等に災害対応型自動販売機を設置
(3) 配送ドライバー等による災害情報の提供
(4) 北海道防災情報システムの災害情報携帯メール配信登録
(5) その他可能な協力
（支援の内容）
第３条 甲は乙の協力が適切に行われるよう次の事項について支援するものとする。
(1) 災害情報の提供
(2) 飲料の輸送等で緊急通行が必要な場合の確認
(3) その他災害時に必要な支援
（協定事項の発効）
第４条 第２条第１項に定める災害時の協力は、原則として、甲が災害対策本部又は国民保護
対策本部（緊急対処事態対策本部を含む。）（以下、「本部等」という。）を設置し、乙に対し
て要請を行ったときをもって発効するものとする。
（連絡員の派遣）
第５条 乙は、甲が設置する本部等に連絡員を派遣することができるものとする。
（情報交換）
第６条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し相互に交換す
るとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。
（実施細目の作成）
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第７条

この協定の実施に係る詳細については、別途定めるものとする。

（効力）
第８条 この協定の有効期間は平成２１年３月３１日までとし、有効期間満了までに甲乙双方
又はいずれか一方から解約等の意思表示がないときは１年間更新されるものとし、以降同様
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定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲
と乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するもの
とする。
平成２０年１２月１８日
甲

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

東京都港区台場２－３－３
乙

サントリーフーズ株式会社
代表取締役社長

白

井

省

三

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定実施細目
（目的）
第１条 北海道（以下、「甲」という。）とサントリーフーズ株式会社（以下、「乙」という。）
は、「災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定」（以下、「協定」という。）第２条
第１項の規定に基づき行う飲料の供給及び敷地等の提供に関する事項について、次のとおり
実施細目を定めるものとする。
（協力要請）
第２条 甲は、災害時におけて災害対策本部又は国民保護対策本部（緊急対処事態対策本部を
含む。）（以下、「本部等」という。）を設置し、かつ、災害救助法の適用等により避難の長期
化が予想される場合及び道内市町村から物資の供給要請があった場合等乙の協力が必要であ
ると認められるときは、乙に対し協定第２条第１項に定める協力を要請することができる。
（協力実施）
第３条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、積極的に協力するものとす
る。
（飲料の品目等及び数量）
第４条 甲が乙に供給要請する飲料の品目及び数量は、被害の状況に応じて決定するものとし、
主なものは別表のとおりとする。
２ 乙は、災害時に供給可能な飲料の品目及び数量、提供可能な施設等について適切な把握に
努め、必要に応じて甲に報告するものとする。
（要請の手続き）
第５条 甲の乙に対する要請手続きは、「飲料等の供給等要請書（別紙）」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等の方法により行い、後日速やかに文書を送付する
ものとする。
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２

甲と乙は、災害時における連絡体制及び連絡方法等について事前に定めておくものとし、
支障をきたさないよう常に点検、改善に努めるものとする。
（情報の提供）
第６条 甲が協力要請を行った場合、乙に対して速やかに協力実施区域の被災状況及び交通規
制等の情報を提供するものとする。
２ 乙は、協力実施区域における把握した被災状況等について、甲にその情報を提供するもの
とする。
（飲料の輸送）
第７条 飲料の輸送は原則として乙が行うものとし、甲は、乙が供給する飲料の輸送が円滑な
ものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。ただし、乙の輸送が困難な場合は、甲又
は甲の指定する者が輸送するものとする。
（飲料の受領）
第８条 甲又は甲の要請した市町村は、供給された飲料を指定した場所において、品目及び個
数を確認のうえ受け取るものとする。
（飲料の供給報告）
第９条 乙は、飲料の供給後速やかに供給内容を甲に報告するものとする。
（災害対応型自動販売機の取扱い）
第１０条 災害対応型自動販売機の一切の管理及び無償提供等の判断は当該設置機関（道又は
市町村）が行う。
（敷地等の提供）
第１１条 甲が乙から提供を受けた敷地等については、甲が原状に回復し返還するものとする。
（費用負担）
第１２条 協定第２条第１項第１号の規定により乙が供給した飲料及び災害対応型自動販売機
内在庫飲料の無償提供後に補充する飲料の対価については、甲又は甲の要請した市町村が負
担するものとし、その輸送に関する費用については、乙が負担するものとする。
ただし、被災地の状況により、乙による輸送が困難な場合は、甲又は甲に要請した市町村
が負担するものとする。
２ 供給した飲料の価格については、災害が発生する直前に通常供給していた卸売り価格とす
るものとする。
３ 無償提供を開始したときの災害対応型自動販売機の機内在庫飲料の費用は乙が負担するも
のとする。
４ その他協定第２条第１項に規定する災害時の協力に要する費用については、乙が負担する
ものとする。
（費用の請求及び支払い）
第１３条 乙は、飲料の供給終了後、前条に定める費用を甲に通知し、甲の確認を受けた後、
甲又は甲に要請した市町村に費用を請求するものとする。
２ 甲又は甲に要請した市町村は、前項の請求があったときは、その費用について速やかに支
払うものとする。
（連絡責任者）
第１４条 協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部危機対策局防災消防課長、
乙にあっては北海道支社企画課長とする。
（協議）
第１５条 この実施細目の解釈について疑義を生じたとき、又はこの実施細目の実施に関し必
要な事項は、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
この実施細目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１通を保有する
ものとする。
平成２０年１２月１８日
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甲

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

東京都港区台場２－３－３
乙

サントリーフーズ株式会社
代表取締役社長
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白

井

省

三

資 料 25

災害時における物資の供給等防災に関する協力
協定（イオン北海道株式会社）
（一般対策編：第６章 第1 7節「衣料、生活必需物資供給計画」）

災害時における物資の供給等防災に関する協力協定
北海道（以下「甲」という｡）とイオン北海道株式会社（以下、
「乙」という｡）は、北海道内
に地震、風水害その他の大規模災害が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下、「災害時」
という｡）において、甲と乙が相互に協力して物資の輸送と供給、災害情報の提供及び施設の活
用等による迅速かつ的確な応急対策の実施、併せて、地域住民及び乙の関係職員の平常時から
の防災意識の高揚を図るなど地域防災力の強化により被害等の軽減を図るため、この協定を締
結する。
（協定の効力）
第１条 道内にある市町村は、乙と本協定と同様の協定を締結したものと見なすものとする。
ただし、次条第１項第１号でいう物資の供給については、道を経由した協力を基本とする。
（協力の内容）
第２条 乙は災害時の甲の要請があった場合、次に掲げる事項の全部又は一部について、一般
消費者に対する商品供給や被災店舗の復旧などの業務に支障をきたさない可能な範囲で協力
するものとする。
(1) 乙及び乙のグループ企業で調達可能な物資の供給
(2) 営業の早期再開
(3) 災害時支援ステーション～甲、乙双方からの提供情報など把握した災害情報の来店者等
に対する提供（災害情報掲示板の設置等）、帰宅途上者の一時立寄支援所（トイレ、災害情
報の提供、道路案内等）、近隣避難所情報等の提供・道路案内
(4) 店舗付近又は輸送ネットワーク等により把握した災害情報の甲に対する提供
(5) 敷地等の一時避難所、現地対策本部等応急対策拠点用地としての提供
(6) その他可能な協力
２ 乙は地域住民及び乙の関係職員の防災意識の高揚による地域防災力の強化を図るため平常
時から、次の事項の協力について努めるものとする。
(1) 店舗付近又は輸送ネットワーク等により把握した異常情報の来店者及び甲に対する提供
(2) 関係者の北海道防災情報システムの災害情報携帯メール配信登録
(3) 行政機関が作成した防災パンフレット等の店舗配置
(4) 地域又は行政機関が行う防災訓練への積極的な参加及び自社防災訓練の充実強化
(5) その他可能な協力
（支援の内容）
第３条 甲は乙の協力が適切に行われるよう次の事項について支援するものとする。
(1) 災害情報の提供
(2) 物資の輸送等で緊急通行が必要な場合の確認
(3) その他災害時に必要な支援及び前条第２項の協力に必要な情報の提供
（協定事項の発効）
第４条 第２条第１項に定める災害時の協力は、原則として、甲が災害対策本部を設置等し、
乙に対して要請を行ったときをもって発効するものとする。
２ 災害の状況により、乙は甲の要請がない場合にあっても、第２条第１項に定める協力を実
施することができる。
（情報交換）
第５条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し相互に交換す
るとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。
（実施細目の作成）
第６条 この協定の実施に係る詳細については、別途定めるものとする。
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（効力）
第７条 この協定の有効期間は協定締結日から１年間とする。但し、有効期間満了までに甲乙
双方又はいずれか一方から解約等の意思表示がないときは１年間自動更新されるものとし、
以降同様とする。
２ 本協定を解約するときは、甲乙双方又は一方が解約日１ヶ月前までに書面により相手方に
通知するものとする。
（協議）
第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲
と乙が協議の上、決定するものとする。
２ 前項の協議にかかわらず、本協定につき紛争が生じた場合には、甲及び乙は、札幌地方裁
判所を第一審とする。
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するもの
とする。
平成２２年１月２０日
甲

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

札幌市白石区本通２１丁目南１番１０号
乙

イオン北海道株式会社
代表取締役

植

村

忠

規

災害時における物資の供給等防災に関する協力協定実施細目
（目的）
第１条 北海道（以下、「甲」という。）とイオン北海道株式会社（以下、「乙」という。）は、
「災害時における物資の供給等防災に関する協力協定」
（以下、
「協定」という。）第２条第１
項の規定に基づく災害時の協力について、次のとおり実施細目を定めるものとする。
（協力要請）
第２条 甲は、災害時におけて災害対策本部を設置し、かつ、災害救助法の適用等により避難
の長期化が予想される場合及び道内市町村から物資の供給要請があった場合等乙の協力が必
要であると認められるときは、乙に対し協定第２条第１項に定める協力を要請することがで
きる。
２ 甲は協力要請が見込まれる場合にはあらかじめ乙に要請受諾の可否について協議し、乙は
乙のグループ企業を含め検討のうえ受諾可能な場合、甲に「物資供給可能数量報告書（別紙
１）」を提出するものとする。
（物資の品目及び数量）
第３条 甲が乙に供給要請する物資の品目及び数量は、乙及び乙のグループ企業の供給可能数
量並びに被害の状況に応じて決定するものとする。
（要請の手続き）
第４条 甲の乙に対する要請手続きは、「災害時における物資の供給要請書（別紙２）」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等の方法により行い、後日速やかに文
書を送付するものとする。
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２

甲と乙は、災害時における連絡体制及び連絡方法等について事前に定めておくものとし、
支障をきたさないよう常に点検、改善に努めるものとする。
（情報の提供）
第５条 甲が協力要請を行った場合、乙に対して速やかに協力実施区域の被災状況及び交通規
制等の情報を提供するものとする。
２ 乙は、協力実施区域における把握した被災状況等について、甲にその情報を提供するもの
とする。
（物資の輸送）
第６条 物資の輸送は原則として乙が行うものとし、甲は、乙及び乙のグループ企業が供給す
る物資の輸送が円滑なものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。ただし、乙の輸送
が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が輸送するものとする。
（物資の受領）
第７条 甲又は甲の要請した市町村は、供給された物資を指定した場所において品目及び個数
を確認のうえ受け取るものとする。
（業務報告）
第８条 乙は、物資供給業務終了後速やかに業務内容を甲に報告するものとする。
（敷地等の提供）
第９条 甲が乙から提供を受けた敷地等については、甲が原状に回復し返還するものとする。
（費用負担）
第１０条 協定第２条第１項第１号の規定により乙及び乙のグループ企業が供給した物資の対
価については、甲又は甲の要請した市町村が負担するものとし、その輸送に関する費用につ
いては、乙が輸送した場合、原則、甲又は甲に要請した市町村が負担するものとする。
２ 前項により供給した物資の価格については、乙及び乙のグループ企業の店舗が災害が発生
する直前に通常販売していた価格とするものとする。
３ その他協定第２条第１項に規定する災害時の協力に要する費用については、乙が負担する
ものとする。
（費用の請求及び支払い）
第１１条 乙は、物資供給業務終了後、前条第１項及び第２項に定める費用を甲に通知し、甲
の確認を受けた後、甲又は甲に要請した市町村に費用を請求するものとする。
２ 甲又は甲に要請した市町村は、前２項の請求があったときは、その費用について速やかに
支払うものとする。
（連絡責任者）
第１２条 協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部危機対策局防災消防課長、
乙にあっては管理本部総務部長とする。
（協議）
第１３条 この実施細目の解釈について疑義を生じたとき、又はこの実施細目の実施に関し必
要な事項は、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するもの
とする。
平成２２年１月２０日
甲

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

札幌市白石区本通２１丁目南１番１０号
乙

イオン北海道株式会社
代表取締役
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植

村

忠

規

覚

書

北海道とイオン北海道株式会社は、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（平成１６年法律第１１２号）に定める武力攻撃事態等又は緊急対処事態（以下「緊急
対処事態等」という。）の際における物資の供給等について、下記のとおり覚書を締結する。

（準用）
第１条 緊急対処事態等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、平成２２
年１月２０日付で北海道（以下「甲」という。）とイオン北海道株式会社（以下「乙」という。）
が締結した「災害時における物資の供給等防災に関する協力協定」の規定を準用するものと
する。
（協力の実施）
第２条 前条の準用に係る乙の協力については、乙の物資供給等が安全に実施できる範囲で行
うものとする。
この覚書の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するもの
とする。
平成２２年１月２０日
甲

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

札幌市白石区本通２１丁目南１番１０号
乙

イオン北海道株式会社
代表取締役
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植

村

忠

規

資 料 26

災害時における物資の供給等防災に関する協力
協定（ホーマック株式会社）
（一般対策編：第６章 第1 7節「衣料、生活必需物資供給計画」）

災害時における物資の供給等防災に関する協力協定
北海道（以下「甲」という｡）とホーマック株式会社（以下「乙」という｡）は、北海道内に
地震、風水害その他の大規模災害又は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（平成１６年法律第１１２号）に定める武力攻撃災害（緊急対処事態における災害を含
む。）が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下、
「災害時」という｡）において、甲と乙が
相互に協力して物資の輸送と供給、災害情報の提供等による迅速かつ的確な応急対策の実施、
併せて、地域住民及び乙の関係社員の平常時からの防災意識の高揚を図るなど地域防災力の強
化により被害等の軽減を図るため、この協定を締結する。
（協定の効力）
第１条 道内にある市町村は、乙と本協定と同様の協定を締結したものと見なすものとする。
ただし、次条第１項第１号でいう物資の供給については、道を経由した協力を基本とする。
（協力の内容）
第２条 乙は災害時に甲の要請があった場合、次に掲げる事項の全部又は一部について可能な
範囲で協力するものとする。
(1) 乙で調達可能な物資の供給
(2) 営業の早期再開
(3) 災害時支援ステーション～乙からの提供情報など把握した災害情報の来店者等に対して
提供（災害情報掲示板の設置等）、帰宅途上者の一時立寄支援所（トイレ、災害情報の提供、
道路案内等）、近隣避難所情報等の提供・道路案内
(4) 店舗付近又は輸送ネットワーク等により把握した災害情報を甲に対して提供
(5) その他可能な協力
２ 乙は地域住民及び乙の関係社員の防災意識の高揚による地域防災力の強化を図るため平常
時から、次の事項の協力について努めるものとする。
(1) 店舗付近又は輸送ネットワーク等により把握した異常情報の来店者及び甲に対して提供
(2) 関係者の北海道防災情報システムの災害情報携帯メール配信登録
(3) 行政機関が作成した防災パンフレット等の店舗配置
(4) 地域又は行政機関が行う防災訓練に積極的に参加及び自社防災訓練の充実強化
(5) その他可能な協力
（支援の内容）
第３条 甲は乙の協力が適切に行われるよう次の事項について支援するものとする。
(1) 災害情報の提供
(2) 物資の輸送等で緊急通行が必要な場合の確認
(3) その他災害時に必要な支援
（協定事項の発効）
第４条 第２条第１項に定める災害時の協力は、原則として、甲が災害対策本部又は国民保護
対策本部（緊急対処事態対策本部を含む。）
（以下「本部等」という。）を設置等し、乙に対し
て要請を行ったときをもって発効するものとする。
２ 災害の状況により、乙は甲の要請がない場合にあっても、第２条第１項に定める協力を実
施することができる。
（情報交換）
第５条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し相互に交換す
るとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。
（実施細目の作成）
第６条 この協定の実施に係る詳細については、別途定めるものとする。
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（効力）
第７条 この協定の有効期間は平成 24 年 2 月末日までとし、有効期間満了までに甲乙双方又は
いずれか一方から解約等の意思表示がないときは１年間更新されるものとし、以降同様とす
る。
（協議）
第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲
と乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するもの
とする。
平成２３年３月２３日
甲

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１番１号
乙

ホーマック株式会社
代表取締役社長

石

黒

靖

規

災害時における物資の供給等防災に関する協力協定実施細目
（目的）
第１条 北海道（以下、「甲」という。）とホーマック株式会社（以下「乙」という。）は、「災
害時における物資の供給等防災に関する協力協定」（以下「協定」という。）第２条第１項の
規定に基づく災害時の協力について、次のとおり実施細目を定めるものとする。
（協力要請）
第２条 甲は、災害時におけて災害対策本部又は国民保護対策本部（緊急対処事態対策本部を
含む。）
（以下「本部等」という。）を設置し、かつ、災害救助法の適用等により避難の長期化
が予想される場合及び道内市町村から物資の供給要請があった場合等乙の協力が必要である
と認められるときは、乙に対し協定第２条第１項に定める協力を要請することができる。
（物資の品目）
第３条 甲が乙に供給要請する品目は、「災害時資器材等物資一覧（別紙１）」のとおりとし、
乙において調達できるものとする。
（要請の手続き）
第４条 甲の乙に対する要請手続きは、「災害時における物資の供給要請書（別紙２）」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等の方法により行い、後日速やかに文
書を送付するものとする。
２ 甲と乙は、災害時における連絡体制及び連絡方法等について事前に定めておくものとし、
支障を来さないよう常に点検、改善に努めるものとする。
（情報の提供）
第５条 甲が協力要請を行った場合、乙に対して速やかに協力実施区域の被災状況及び交通規
制等の情報を提供するものとする。
２ 乙は、協力実施区域における把握した被災状況等について、甲にその情報を提供するもの
とする。
（物資の引き渡し）
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第６条 物資の引き渡しは、原則として乙が所有する店舗等、乙が指定する場所において行う
ものとする。ただし、乙が輸送可能な場合においては、乙の同意のもと甲の指定する場所に
輸送するものとする。
（物資の受領）
第７条 甲又は甲に要請した市町村は、供給された物資を指定した場所において品目及び個数
を確認の上、受け取るものとする。
（業務報告）
第８条 乙は、物資供給業務終了後速やかに業務内容を甲に報告するものとする。
（費用負担）
第９条 協定第２条第１項第１号の規定により乙が供給した物資の対価については、甲又は甲
の要請した市町村が負担するものとし、その輸送に関する費用については、乙が輸送した場
合、原則、甲又は甲に要請した市町村が負担するものとする。
２ 前項により供給した物資の価格については、乙の店舗が災害が発生する直前に通常販売し
ていた価格とするものとする。
３ その他協定第２条第１項に規定する災害時の協力に要する費用については、乙が負担する
ものとする。
（費用の請求及び支払い）
第１０条 乙は、物資供給業務終了後、前条第１項及び第２項に定める費用を甲に通知し、甲
の確認を受けた後、甲又は甲に要請した市町村に費用を請求するものとする。
２ 甲又は甲に要請した市町村は、前項の請求があったときは、その費用について速やかに支
払うものとする。
（連絡責任者）
第１１条 協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部危機対策局危機対策課長、
乙にあっては総務部総務課長とする。
（協議）
第１２条 この実施細目の解釈について疑義を生じたとき、又はこの実施細目の実施に関し必
要な事項は、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するもの
とする。
平成２３年３月２３日
甲

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１番１号
乙

ホーマック株式会社
代表取締役社長

- 62 -

石

黒

靖

規

資 料 27

災害時並びに日常の防災活動に関する支援及び
協力協定（日糧製パン株式会社）
（一般対策編：第６章 第1 5節「食料供給計画」）

災害時並びに日常の防災活動に関する支援及び協力協定
北海道（以下「甲」という｡）と日糧製パン株式会社（以下「乙」という｡）は、北海道内に
おいて発生した地震、風水害その他の災害、又は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（平成１６年法律第１１２号）に定める武力攻撃災害（緊急対処事態におけ
る災害を含む。）の発生によって水道・電気等の通常のライフラインが絶たれた場合（以下「災
害時」という。）において、甲と乙が相互に協力し、食料品等の供給と輸送、災害情報の提供及
び施設・設備等の活用をもって迅速かつ的確な応急対策を実施するとともに、平常時から甲と
乙は協力関係を構築しながら、地域住民及び乙の関係職員の防災意識の高揚と地域防災力の強
化を図ることを目的として協定（以下、「本協定」という。）を締結する。
（協定の効力）
第１条 道内にある市町村は、原則として乙と本協定と同様の協定を締結したものとみなすも
のとする。ただし、次条第１項第１号、第２号及び第３号については、甲を経由した協力を
基本とする。
２ 前項の定めにかかわらず、本協定の趣旨にのっとった上で、道内にある市町村と乙は個別
の協定を締結することができるものとする。
（協力の内容）
第２条 乙は災害時の甲の要請があった場合、二次災害の危険性や、乙の職員の人命を優先的
に勘案の上、次の事項について、乙以外の本協定の趣旨に賛同する企業及び第三者（以下「連
携企業等」という。）との連携又は合同による作業を含め、可能な範囲で協力するものとする。
(1) 食料品、その他被災地及び被災住民等が必要とする物資の供給並びに調達支援
(2) 災害対策本部、救援物資の保管場所、復旧資材の仮置場等、現地における応急対応拠点
として、乙が所有する敷地及び建物の一部提供
(3) 被災住民の一時避難場所として、乙が所有する敷地及び建物の一部提供
(4) 乙の日常の配送網を活用した被災地及び避難場所への物資輸送
(5) 乙の有人拠点において徒歩帰宅者に対する、水道水、トイレ等の提供
(6) 周辺住民、徒歩帰宅者、道路通行者に対する、各種メディアを通じた情報、及び市町村
等から提供を受けた地図等による道路、交通機関の運行等に関する情報提供
(7) その他可能な協力
２ 乙は、その関係職員の防災意識の高揚と地域防災力の強化を図るため、平常時から、次の
事項の協力について努めるものとする。
(1) 乙の本社担当部署における、甲及び関係市町村から提供された避難所、危険箇所等地域
防災情報に内容把握と社内周知
(2) 乙の日常の営業活動時において覚知した防災観点上の異常又は不具合な情報の甲及び関
係市町村への提供
(3) 乙の配送ドライバー及び職員による、甲及び関係市町村への速やかな災害情報の連絡提
供、並びに被災地との情報交換、連絡仲介に関する体制の整備
(4) 北海道防災情報システムの災害携帯メール配信記録
(5) その他可能な協力
（支援の内容）
第３条 甲は、次の事項について乙に対し適切な支援を行うものとする。
(1) 災害時における被災状況等、乙の協力に必要な情報の提供
(2) 災害時における乙の本協定に基づく活動を円滑に行うために必要な事項の提示及び指導
(3) 平常時における乙の防災意識高揚のために必要な、各種情報の提供及び乙の活動に関す
る助言等
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(4) その他災害時に乙が的確かつ速やかな活動を行うために必要な支援
（協定事項の発効）
第４条 第２条第１項に定める災害時の協力は、原則として、甲が災害対策本部または国民保
護対策本部（緊急対処事態対策本部を含む。）
（以下「本部等」という。）を設置し、乙に対し
て要請を行ったときをもって発効するものとする。
（連絡員の派遣）
第５条 甲は、乙の協力に必要な連絡等のため、災害対策本部に乙の職員の派遣を要請するこ
とができるものとする。
（情報交換）
第６条 甲及び乙は、本協定を円滑に推進するため、事務担当者名簿を作成して相互に交換す
るとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。
（実施細目の作成）
第７条 本協定実施に関する詳細については、別途定めるものとする。
（損害の負担）
第８条 第２条の規定による協力により、乙に損害が生じた場合、その負担については、甲乙
協議して定めるものとする。
（効力）
第９条 本協定の有効期間は平成２４年３月２７日より平成２５年３月２６日までの１年間と
し、有効期間満了までに甲乙双方又はいずれか一方から解約等の意思表示がないときは、更
に１年間更新されるものとし、以降同様とする。
（協議）
第１０条 本協定に定めのない事項、及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、
甲乙が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、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保
有するものとする。
平成２４年３月２７日
甲

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

札幌市豊平区月寒１条１８丁目５番１号
乙

日糧製パン株式会社
代表取締役社長

吉

田

勝

彦

災害時並びに日常の防災活動に関する支援及び協力協定実施細目
（目的）
第１条 北海道（以下「甲」という。）と日糧製パン株式会社（以下「乙」という。）は、平成
２４年３月２７日に締結した「災害時並びに日常の防災活動に関する支援及び協力協定」
（以
下「協定」という。）第７条に基づき、協定第２条第１項に関わる内容について、次のとおり
定めるものとする。
（協力要請）
第２条 甲は、原則として、災害時において設置される災害対策本部又は国民保護対策本部（緊
急対処事態対策本部を含む。）
（以下「本部等」という。）に対し、道内市町村から物資の供給

- 64 -

要請があった場合等、乙の協力が必要であると認められるときは、乙に対し、協定第２条第
１項に定める協力を要請することができる。
２ 前項の定めにかかわらず、乙は甲からの要請に先立ち、予め道内市町村に対して協力要請
の有無を照会し、乙が可能な協力内容を検討することができるものとし、係る情報を甲へ提
供の上協力活動を申し出ることができるものとする。
（食料品の品目等及び数量）
第３条 甲が乙に供給要請する食料品等の品目及び数量は、被害の状況に応じて決定するもの
とし、その主なものは別表「災害時における主な食料品等一覧」のとおりとする。
２ 乙は、災害時に供給可能な食料品等の品目及び数量、提供可能な施設等について適切な把
握に努め、必要に応じて甲に報告するものとする。
（要請の手続き）
第４条 甲の乙に対する要請手続きは、別紙第１号様式の１から４の「災害時における協力要
請書」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等の方法により行い、後
日速やかに文書を送付するものとする。
２ 甲と乙は、災害時における連絡体制及び連絡方法等について事前に定めておくとともに、
それらについて常に点検、整備及び改善に努めるものとする。
（情報の提供）
第５条 甲は乙に協力要請を行った場合は、乙に対し、速やかに協力実施区域に関する被災状
況及び交通規制等の情報を提供するものとする。
２ 乙は、甲に対し、協力活動を実施した区域において把握した現地の被災状況等に関する情
報を提供するものとする。
３ 前２項における情報は、常に最新の内容に更新して提供するものとする。
（食料の輸送）
第６条 食料品等の輸送は原則として乙が行うものとし、甲は、乙が調達、供給する食料品等
の輸送が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるとともに、乙に対して適切な指導及び支援
を行うものとする。ただし、乙の輸送が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が輸送するも
のとする。
（食料品等の受領）
第７条 甲又は甲に要請した市町村は、供給された食料品等を指定した場所において、品目及
び個数を確認の上受け取るものとする。
（食料品等の供給報告）
第８条 乙は、食料品等の供給終了後速やかに供給内容を甲に報告するものとする。
（敷地等の提供）
第９条 甲が協定第２条第１項に定める事項において乙から提供を受けた敷地、建物等に造作、
改変を施す場合は、甲の負担及び責任においてこれを実施するものとし、提供が終了した場
合においては、速やかに甲の負担及び責任において原状に回復し乙に返還するものとする。
（費用負担）
第１０条 協定第２条第１項第１号及び第４号の規定において、その輸送に要した費用につい
ては、乙が負担するものとする。ただし、被災地の状況により、乙が自ら所有する配送車両、
又は乙の庸車をもって輸送が困難と判断する場合で、甲又は甲の指定する者が輸送する場合
は、甲又は甲に要請した市町村が負担するものとする。
２ 乙が甲へ供給した食料品等の価格について、供給物資が乙の自社生産製品及び乙が日常の
営業活動で取り扱う仕入商品の場合は、災害が発生する直前に乙が道内における一般小売店
舗へ通常供給していた際の卸売価格とし、乙が通常取り扱わないその他の食料品及び物資等
を甲の要請を受けて調達、供給した場合は、調達価格及び市場価格を参考のうえ、甲乙協議
して定めるものとする。
３ 協定第２条第１項第２号、第３号及び第５号から第７号に規定する災害時の協力に要する
費用については、原則として乙が負担するものとする。
（費用の請求及び支払い）
第１１条 乙は、食料品等の供給終了後、前条第２項に定める費用を甲に通知し、甲の確認を
受けた後、甲又は甲に要請した市町村に請求するものとする。
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２

甲又は甲に要請した市町村は、前項の請求があったときは、その費用について速やかに乙
に支払うものとする。
（連絡責任者）
第１２条 協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部危機対策局危機対策課長、
乙にあっては本社管理本部総務部長とし、別紙第２号様式「連絡責任者届」を取り交わし、
双方の連絡先を確認する。
なお、連絡責任者及び連絡先に変更が生じた場合は、同様式により速やかに相手方に通知
することとする。
（協議）
第１３条 この実施細目の解釈について疑義を生じたとき、又はこの実施細目の実施に関し必
要な事項は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この実施細目の成立を証するため、本書２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通
を保有するものとする。
平成２４年３月２７日
甲

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

札幌市豊平区月寒１条１８丁目５番１号
乙

日糧製パン株式会社
代表取締役社長
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吉

田

勝

彦

資 料 28

災 害 時 に お け る 物 資 の 供 給 に 関 す る 協 定 書（ 株 式
会社北海道ファミリーマート）
（一般対策編：第６章 第1 5節「食料供給計画」）

災害時における物資の供給に関する協定書
北海道（以下「甲」という｡）と株式会社北海道ファミリーマート（以下「乙」という｡）及
び株式会社ファミリーマート（以下「丙」という。）は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２
２３号）に定める地震、風水害その他の災害、又は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（平成１６年法律第１１２号）に定める武力攻撃災害（緊急対処事態にお
ける災害を含む。）が発生、又は発生のおそれがある場合（以下「災害時等」という。）、被災住
民等を救助するための物資（以下「物資」という。）の調達及び供給について次のとおり協定を
締結する。
（目的）
第１条 この協定は、災害時等において応急生活物資の調達、安定供給を円滑に行うことを目
的とする。
（要請）
第２条 甲は、次に掲げる場合において物資を供給する必要があるときは、乙及び丙に対し、
乙及び丙が調達、製造が可能な範囲で物資の供給を要請することができる。
(1) 甲が災害対策本部を設置し、甲の地域に災害救助法が適用されるなど住民避難が大規模
かつ長期間に及ぶことが予想されるとき、又は国民保護対策本部（緊急対処事態対策本部
を含む。）が設置されたとき。
(2) 北海道内の被災市町村等から物資の供給要請があるとき。
(3) 北海道外において災害等が発生し、都府県から物資の供給要請があるとき。
(4) その他、物資の供給について、乙及び丙の支援が必要なとき。
（調達物資の範囲）
第３条 甲が、乙及び丙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、
「物資供給可能数量
報告書」
（別紙様式第１）で報告のあった数量等の範囲内とする。ただし、甲から乙及び丙が
要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙及び丙の加盟店への商品供給を優先する必要性
等により物資の供給ができない場合があることを甲は了承する。
(1) 食料品
(2) 飲料水
(3) 日用品
(4) その他、甲が指定する物資
（要請手続き等）
第４条 甲は、第２条に定める要請を行う場合、乙及び丙に対して「災害時における物資供給
要請書」
（別紙様式第２）をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又は
その他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
２ 要請を受けた乙及び丙は、それぞれ物資の供給について「物資供給状況報告書」
（別紙様式
第３）をもって甲に報告するものとする。
（物資の運搬、引渡し）
第５条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、物資の引渡し場所までの運
搬は、原則として乙又は丙、又は乙又は丙が指定するものが行うものとする。
２ 乙及び丙は、甲に対して必要に応じて運搬の協力を求めることができる。
３ 甲、又は甲に物資の供給を要請した都府県又は市町村は、当該場所に職員を派遣し物資を
確認の上、引き取るものとする。
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（物資供給可能数量の報告）
第６条 乙及び丙は、物資の供給可能数量を協定締結後速やかに「物資供給可能数量報告書」
（別紙様式第１）により甲に報告するものとし、変更があった場合には直ちに甲に報告する
ものとする。
（連絡責任者の報告）
第７条 甲、乙及び丙は、本協定に係る連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」
（別
紙様式第４）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。
（車両の通行）
第８条 甲は、乙又は丙が物資を運搬又は供給する際には、車両を緊急通行車両として通行で
きるように支援するものとする。
（費用等）
第９条 乙又は丙が供給した物資の対価は、甲又は甲に物資の供給を要請した都府県又は市町
村の負担とする。また、乙又は丙が行った運搬に係る費用は、通常の商品配達業務の範疇を
著しく超える場合を除き、原則として乙又は丙の負担とする。
２ 甲又は甲に物資の供給を要請した都府県又は市町村が負担する費用は、災害時の直前にお
ける仕入価格を基準として、甲と乙又は丙が協議の上、決定するものとする。
３ 甲、又は甲に物資の供給を要請した都府県又は市町村は、物資を引き取った後、乙又は丙
の請求に基づき速やかにその代金を支払うものとする。
（平常時の活動）
第１０条 甲、乙及び丙は、本協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を
行うものとし、乙及び丙は甲が行う防災訓練への参加に努めるなど防災意識を高め緊急時に
備えるものとする。
（その他）
第１１条 乙及び丙は、自己の加盟店又は関係者（配送業者等）に最大限の努力をもって本協
定を履行するよう求めるが、フランチャイズ契約等の制限から、強制することが困難な事情
がある場合は、甲は乙又は丙が本協定を履行することができないことがあることを承諾する。
（協議）
第１２条 本協定について疑義が生じた事項又は本協定に定めのない事項については、必要に
応じて甲、乙又は丙とで協議して定めるものとする。
（協定期間）
第１３条 本協定の有効期間は協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満
了日までに、甲、乙、丙のいずれも解約の意思表示がないときは更新されたものとし、以後
も同様とする。
（解約）
第１４条 本協定を解約する場合は、甲、乙又は丙のいずれかが解約日１ヶ月前までに書面に
より相手方に通知するものとする。
本協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲、乙、丙記名押印の上、各自１通を保有
する。
平成２５年１１月２２日
甲

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

札幌市中央区北１条西１３丁目４番地
乙

株式会社北海道ファミリーマート
代表取締役社長
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辻

道

雅

彦

東京都豊島区東池袋３丁目１番１号
丙

株式会社ファミリーマート
代表取締役社長
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中

山

勇

資 料 29

災害時における物資の供給に関する協定書
（ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター）
（一般対策編：第６章 第1 5節「食料供給計画」）

災害時における物資の供給に関する協定書
北海道（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、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に定める地震、風水害その他の災害、又は
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（平成１６年法律第１１２号）
に定める武力攻撃災害（緊急対処事態における災害を含む。）が発生、又は発生のおそれがある
場合（以下「災害時等」という。）、被災住民等を救助するための物資の供給に関し、次のとお
り協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、災害時等において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ
供給するために必要な事項を定めるものとする。
（協力事項の発効）
第２条 この協定に定める災害時等の協力事項は、原則として甲が、次に掲げる場合において、
乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(1) 甲が災害対策本部を設置し、甲の地域に災害救助法が適用されるなど住民避難が大規模
かつ長期間に及ぶことが予想されるとき、又は国民保護対策本部（緊急対処事態対策本部
を含む。）が設置されたとき。
(2) 北海道内の被災市町村等から物資の供給要請があるとき。
(3) 北海道外において災害等が発生し、都府県から物資の供給要請があるとき。
(4) その他、物資の供給について、乙の支援が必要なとき。
（供給等の協力要請）
第３条 甲が、災害時等において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能
な物資の供給を要請することができる。
（調達物資の範囲）
第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物
資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
（要請の方法）
第５条 第３条の要請は、要請する物資名、数量、規格、引渡し場所等を記載した「災害時に
おける物資供給要請書」
（別紙様式第１）を持って行うものとする。ただし、文書をもって要
請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
（物資の供給の協力）
第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものと
する。
２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を「物資供
給状況報告書」（別紙様式第２）により甲に報告するものとする。
（物資の運搬、引渡し）
第７条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として
乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手
段により運搬するものとする。
２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を緊急通行車両として通行できるように
配慮するものとする。
３ 甲、又は甲に物資の供給を要請した都府県又は市町村は、当該場所に職員を派遣し物資を
確認の上、引き取るものとする。
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（費用の負担）
第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲又
は甲に物資の供給を要請した都府県又は市町村が負担するものとする。
２ 前項の規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上
速やかに決定する。
（費用の支払い）
第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲又は甲に物資の供給を要請した都府
県又は市町村が支払うものとする。
２ 甲又は甲に物資の供給を要請した都府県又は市町村は、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。
（情報交換等）
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う
とともに、乙は甲が行う防災訓練に参加するなど防災意識の啓発に努め、災害時に備えるも
のとする。
（連絡責任者の報告）
第１１条 甲、乙は、本協定に係る連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」
（別紙様
式第３）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１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定
するものとする。
（有効期間）
第１３条 この協定は、協定の締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって
協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙押印の上、各自１通を保有する。
平成２６年１１月２１日
甲

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１
乙

ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター
理

別表
作業関係

事

長

捧

雄一郎

災害時における緊急対応可能な物資
作業シート、標識ロープ、ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、長靴、
軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨具、土のう袋、ガラ袋、スコップ、ホースリール

日用品等

毛布、タオル、割箸、使い捨て食器、ポリ袋、ホイル、ラップ、ウエットティ
ッシュ、マスク、衛星用ポリ手袋（使い捨て）、バケツ、水モップ、デッキブラ
シ、雑巾、簡易ライター、使い捨てカイロ

水関係
冷暖房機器等

飲料水（ペットボトル）、生活用水用ポリタンク
大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ

電気用品等 投光器、懐中電灯、乾電池、カセットコンロ、カセットボンベ
トイレ関係等 救急ミニトイレ
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資 料 30

災害時における物資の供給に関する協定

Agreement for the Supply of Goods in the Event of a Disaster

（コストコホールセールジャパン株式会社）
（一般対策編：第６章 第1 7節 「衣料、生活必需物資供給計画」）

災害時における物資の供給に関する協定
北海道（以下「甲」という。）とコストコホールセールジャパン株式会社（以下「乙」とい
う。）とは、札幌倉庫店における災害救助に必要な食糧、生活必需品等（以下「物資」という。）
の供給協力について、次のとおり協定を締結する。
Hokkaido Government (hereinafter referred to as "Hokkaido") and Costco WholesaleJapan,
Ltd. (hereinafter referred to as "Costco") have concluded an agreement forcooperation
in the supply of goods including food and daily necessities for disaster
relief(hereinafter referred to as "goods") at Sapporo Warehouse as follows:
（趣旨）
第１条 この協定は、北海道に大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお
いて、甲が乙の協力を得て行う物資の供給を円滑に実施するため、必要な事項を定めるも
のとする。
(Objective)
Article 1: This agreement shall provide the requirements for smooth implementation
ofHokkaido’s supply of goods in cooperation with Costco in the case that a
large-scaledisaster has occurred or is likely to occur in Hokkaido.
（協力要請）
第２条 甲は、次に掲げる場合において、物資を必要とするときは、乙に対して乙の保有す
る物資の供給について協力を要請することができる。
（１）甲が災害対策本部を設置し、甲の地域に災害救助法が適用されるなど住民避難が大規
模かつ長期間に及ぶことが予想されるとき。
（２）北海道内の被災市町村等から物資の供給要請があるとき。
（３）その他、物資の供給について、乙の支援が必要なとき。
(Request for Cooperation)
Article 2: Hokkaido may request Costco for cooperation in the supply of goods
whichCostco owns, when it is necessary for Hokkaido to receive the goods under the
followingcircumstances:
1. When the evacuation of residents is predicted to be long-term and large-scale
withactions such as the establishment of a disaster countermeasures office and
theinvocation of the Disaster Relief Act,
2. When a disaster-stricken area makes a request for the supply of goods, and
3. When Hokkaido needs Costco’s support in the supply of goods.
（供給物資の範囲）
第３条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有する物資とする。
（１）別表に掲げる物資
（２）その他甲が指定する物資
(Types of Supplied Goods)
Article 3: Goods that Hokkaido may request Costco to supply are those that Costco
ownswithin the following:
1. Goods as shown on the attached Appendix (for Article 3), and
2. Other goods designated by Hokkaido.
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（協力の実施）
第４条 乙は、第２条の規定により甲の要請を受けたときは、要請理由の内容及びその重大
性並びに乙の状況に鑑みて、可能な限り協力するとともに、その措置の状況を甲に連絡す
るものとする。ただし、次の事項に該当する場合は、この限りではない。
（１）災害により供給能力が低減した場合
（２）災害により他の優先義務が発生した場合
（３）乙が被災した場合
（４）乙が既存会員を優先すべきと判断した場合
(Implementation of Cooperation)
Article 4: Costco, upon receiving a request from Hokkaido pursuant to the provisions
inArticle 2, shall endeavor to cooperate actively in preferential supplying and
transportingof sales items provided, however, that this shall not apply in the cases
where:
1. The ability to supply has reduced due to the disaster,
2. There are other priorities resulting from the disaster,
3. Costco has been affected by the disaster, or
4. Costco decides that their existing members should be given priority.
（要請手続）
第５条 甲は、「物資供給要請書」（様式第１号）により、乙に対して要請手続を行うものと
する。ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法により要請し、事後速やかに
出荷要請書を提出するものとする。
(Request Procedure)
Article 5: Hokkaido shall request Costco to supply the goods by submitting the
“Requestfor the Supply of Goods” (Form 1). However, in the case of an emergency, Hokkaido
shallrequest Costco by phone or other methods and subsequently submit the form.
（物資の運搬、引渡し）
第６条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資
の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲
の指定する者が行うものとする。
２ 甲又は甲に物資の供給を要請した市町村は、当該場所に職員を派遣し、物資を確認の上、
引き取るものとする。
３ 甲は、当該引渡し場所への物資運搬は乙が指定する業者により行うことがあることをあら
かじめ承諾する。
４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに「物資供給状況報告書」（様式第２号）によ
り甲に報告するものとする。
(Transportation of the Goods)
Article 6: Delivery location of the goods shall be designated by Hokkaido depending
onthe situation, and the delivery of the goods to the location shall be carried out
by Costcoin principle. Notwithstanding, in the case where Costco experiences difficulty
deliveringthe goods, Hokkaido, or a party designated by Hokkaido, shall deliver the
goods.
2 Hokkaido or municipalities that request Hokkaido for the supply of goods
shalldispatch staff to the designated location. Staff shall confirm the goods upon
receiving.
3 Hokkaido shall acknowledge that the delivery of the goods to the designatedlocation
may be carried out by a transport company designated by Costco.
4 Costco shall promptly report to Hokkaido by “Status Report for the Supply ofGoods”
(Form 2) upon the delivery of the goods.
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（支払）
第７条 甲又は甲に物資の供給を要請した市町村は、乙が提供した物資の代金及び運搬に要
した経費（以下「代金等」という。）については、乙からの請求書に基づき、遅滞なくそ
の支払を行うものとする。
２ 甲又は甲に物資の供給を要請した市町村が支払うべき代金等は、「物資供給状況報告書」
（様式第２号）等に基づき、甲、乙協議の上、運搬に要した経費は乙が負担した額を基準
とし、また乙が提供した物資の代金は、災害時直前における適正価格をもって決定するも
のとする。
(Payment)
Article 7: Hokkaido or municipalities that request Hokkaido for the supply of goods
mustpay for the cost of the goods provided by Costco and the fees incurred in
transportationof the goods (hereinafter referred to as “the fees”) without delay upon
the receipt of aninvoice provided by Costco.
2 Upon consultation between Hokkaido and Costco, Hokkaido or municipalitiesthat
request Hokkaido for the supply of goods shall pay the fees to pay for delivery of
thegoods based on the expense paid by Costco, and pay the fees for supplies provided
byCostco at an appropriate price prior to the disaster, pursuant to the “Status Report
forthe Supply of Goods” (Form 2).
（連絡体制）
第８条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し相互に交換
するとともに、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。
(System of Communication)
Article 8: Hokkaido and Costco shall create a contact list of staff members and
exchangethe list with each other for a smooth facilitation of this Agreement hereof,
and anychanges shall be promptly reported to each other.
（車両の通行）
第９条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行で
きるよう支援するものとする。
(Vehicle Traffic)
Article 9: During Costco’s delivery and supply of goods, Hokkaido shall support
Costco’svehicle to pass as a priority or an emergency vehicle.
（平常時の活動）
第１０条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報交換を
行うものとし、乙は甲が行う防災訓練への参加に努めるなど防災意識を高め緊急時に備え
るものとする。
(Regular Activities)
Article 10: Hokkaido and Costco shall exchange information during regular times
inorder to smoothly facilitate this Agreement. Costco shall raise disaster awareness
andprepare for any emergency by participating in emergency drills conducted by
Hokkaido.
（協議）
第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義を生じた場合については、
その都度、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(Consultation)
Article 11: Any question arising out of, or in connection with, this Agreement or
anymatter not stipulated herein shall be settled each time upon consultation between
bothparties.
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（有効期間）
第１２条 この協定の有効期間は、締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期
間満了の日前１箇月までの間に、甲、乙いずれかから変更や終了等の何らかの意思表示が
ないときは、更に期間満了の日の翌日から１年間この協定を更新するものとし、以後同様
とする。
(The Term of Validity)
Article 12: This Agreement shall be effective for one (1) year from the day
ofestablishment. This Agreement shall, however, be automatically renewed every
yearunless one of the parties expresses any intention of alteration or termination one
(1)month before the end of the term in effect.
この協定の締結の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有
する。
In witness whereof, the parties hereto have executed this Agreement in duplicate
byplacing their signatures and seals hereon, and each party shall keep one of the
originals.
平成２８年 ６月２０日

甲

北海道札幌市中央区北３条西６丁目
北海道
北海道知事 高橋 はるみ

乙

神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目１番４号
コストコホールセールジャパン株式会社
代表取締役 ケン・テリオ
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資 料 31

災害時における段ボール製品の調達に関する
協定（東日本段ボール工業組合）
（一般対策編：第６章 第４節「避難対策計画」）

災害時における段ボール製品の調達に関する協定
北海道（以下「甲」という。）と、東日本段ボール工業組合（以下「乙」という。）は、災害
時における段ボール製品の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、北海道内で災害（災害対策基本法第２条第 1 号に規定する災害をいう。
以下同じ。）が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難所の設営に必要な物
資（以下「物資」という。）の調達について定めるものとする。
（協力要請）
第２条 甲は、次に掲げる場合において、物資を必要とするときは、文書により、乙に対し、
物資の供給、運搬等（以下「供給等」という。）について協力を要請することができる。
ただし、甲が緊急を要すると認めるときは、口頭、電話、電子メール等により行うことが
できるものとし、その場合は事後に速やかに書面を提出するものとする。
(1)甲が災害対策本部を設置し、甲の地域に災害救助法が適用されるなど住民避難が長期間
に及ぶことが予想されるとき
(2)北海道内の被災市町村等から物資の供給等について乙の支援が必要なとき
（協力の実施及び受諾等）
第３条 乙は、前条の規定による要請があったときは、乙の組合員（以下「組合員」という。）
のうち、以下の条件を満たすものを選定する。
(1)運搬希望場所に最寄りの場所等に事業所を有するもの
(2)生産設備が被災しておらず、甲の要請を満たす生産能力を有しているもの
(3)甲の要請に優先的に対応することが可能なもの
２ 乙は、前項の条件を満たす組合員を選定し、当該組合員の承諾を得たときは、甲に対し
て次の事項を連絡するものとする。
(1)組合員の名称、所在地
(2)連絡窓口、連絡方法
(3)物資の種類、数量、提供可能時期
(4)その他必要な事項
３ 甲は、乙から前項の連絡を受けた後、同項の承諾をした乙の組合員（以下「組合員」と
いう。）と物資の調達に必要な基本的条件について協議するものとする。
４ 乙及び組合員は、可能な範囲において物資の供給等に協力するよう努めるものとし、甲
は、乙及び組合員が物資の供給等を迅速かつ安全に行うことができるよう必要な協力を行
うものとする。
（物資の種類）
第４条 物資の種類は、次に掲げるものとする。
(1)段ボール製簡易ベッド
(2)段ボール製シート
(3)段ボール製間仕切り
(4)その他組合員の取扱商品
（物資の引渡し）
第５条 組合員は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際に、甲が
指定する者をもってこれを確認させ、受け取るものとする。
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２

組合員は、運搬終了後、速やかに書面により物資の種類、数量等を甲に報告するものと
する。
３ 乙は、組合員もしくは関係者（配送業者等）に最大限の努力をもって協定を履行するよ
う求めるが、履行することが困難な事情がある場合、甲はこれを承諾する。
（費用）
第６条 組合員が供給する物資の対価及び運搬等の費用については、災害対策基本法第 91
条又は第 92 条の規定に基づき、相当額を甲又は甲に物資の供給等を要請した市町村が負
担するものとする。
２ 前項の物資の対価及び運搬等の費用については、災害発生時の直近の価格を基準とし、
甲及び組合員が協議の上決定するものとする。
（連絡体制等）
第７条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を定め、相手方に通知しなければならない。ま
た、連絡窓口を変更したときも同様とする。
２ 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、組合員に対する連絡体制の確立を図る
ものとする。
（車両の通行等）
第８条 甲は，第２条の要請に基づき事業所が物資を運搬等する際に，
「緊急通行車両」とし
て、緊急又は優先車両としての通行に可能な限り配慮するものとする。
（協議等）
第９条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、情報を共有するととも
に、随時協議を行うものとする。
２ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、組合員の生産能力及び災害時の連絡体制
について報告を求めることができる。
３ 乙は、日頃より、本協定の趣旨及び手続等について組合員の理解を深めるよう努力する
ものとする。
（実施細目等）
第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
（他の協定との関係）
第 11 条 この協定は、甲又は乙で既に締結されている協定及び個別に締結する災害時の応
援協定を妨げるものではない。
（有効期間）
第 12 条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれか
が、解約の予定日の１か月前までに文書により解約又は変更の申し出をしない限り、その
効力を継続するものとする。
（その他）
第 13 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
乙が協議の上決定するものとする。

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通
を保管するものとする。
平成２９年 ３月 １０日

甲

北海道
北海道知事 高橋 はるみ

乙

東京都中央区八丁堀四丁目１番４号 後関ビル８階
東日本段ボール工業組合
理 事 長 齋藤 英男
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資 料 32

災害時における物資供給に関する協定書
（王子コンテナー株式会社札幌工場）
（一般対策編：第６章 第17節「衣料、生活必需物資供給計画」）

災害時における物資供給に関する協定書
新篠津村（以下「甲」という。）と王子コンテナー株式会社札幌工場（以下「乙」という。）
は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、災害時における物資供給等について、甲が乙の協力を得て、迅速かつ的
確に実施できるよう、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
（供給等の協力要請）
第２条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対して物資の
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、緊急時やむを得ない場
合は、電話等で要請し、後日速やかに文書を交付するものとする。
（物資の品目）
第３条 甲が乙に提供を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有又は調達できるも
のとする。なお、品目については、甲、乙が協議の上、必要に応じて適時見直すものとする。
⑴ 段ボール製簡易ベッド、段ボール製間仕切り、その他段ボール製品
⑵ その他乙が取扱う製品
（提供の実施等）
第４条 乙は、第２条の規定による要請を受けたときは、特別な理由がない限り、その要請に
基づく物資の提供を速やかに実施するとともに、その状況を甲に連絡するものとする。
２ 乙は、自身の被災等で第２条による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５条 物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、
別に甲の指定する者が行う。
（物資の引渡し）
第６条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は、当該引渡し場所に職員を派遣し、
物資を確認の上、乙から引き渡しを受けるものとする。
（費用の負担）
第７条 物資の提供に関わる費用及び要請に基づいて乙が行った運搬等の費用は、甲が負担す
るものとする。
２ 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として甲と乙が協議の上、決定す
るものとする。
３ 乙が要した費用の支払い方法等は、甲乙協議によるものとし、甲はその支払に責任を負う
ものとする。
（情報交換）
第８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情報交換を行い、災
害時に備えるものとする。
（協議事項）
第９条 この協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
（有効期間）
第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただ
し、この協定の有効期間満了の日１ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がない
時は、有効期間満了の日の翌日から起算してさらに１年間有効とし、その後においてもまた
同様とする。
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この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保
有するものとする。
平成２７年１０月１日
甲

石狩郡新篠津村第４７線北１３番地
新篠津村
新篠津村長
東 出 輝 一

乙

岩見沢市東町２４８番地
王子コンテナー株式会社札幌工場
工

場
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資 料 33

災害時における機器の調達に関する協定書
（株式会社共成レンテム岩見沢営業所）
（一般対策編：第６章 第17節「衣料、生活必需物資供給計画」）

災害時における機器の調達に関する協定書
新篠津村（以下「甲」という。）と株式会社共成レンテム岩見沢営業所（以下「乙」という。）
とは、新篠津村内において地震、風水害その他の大規模災害等、又は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（平成１６年法律１１２号）に定める武力攻撃災害（緊
急対処事態における災害を含む。）が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下「災害時」と
いう。）において、相互が協力して災害時の住民生活の早期安定を図るため、機械及び器具（以
下「機器」という。）の調達及び輸送に関し、次のとおり協定を締結する。
（協力の要請）
第１条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に機器の調達が必要になった場合は、
「機
器の調達に関する要請書」
（別紙様式）をもって乙に機器の調達及び輸送業務を要請するもの
とする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、事後に文書
を提出するものとする。
（協力の実施）
第２条 乙は、前条に掲げる甲の要請を受けたときは、保有及び調達可能な機器について、業
務に支障のない範囲において、優先的かつ速やかに機器の調達及び輸送業務に対する協力に
努めるものとする。
（機器の範囲）
第３条 甲が乙に調達を要請する機器は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有及び調達輸
送可能な機器とする。
(1) 建設機械・器具
(2) 仮設トイレ
(3) 移動式暖房機器
(4) 発電機
(5) その他甲が指定する機器
（機器の納入）
第４条 機器の納入は、甲の指定する場所とし、甲の職員が確認の上、納品するものとする。
この場合において、甲は、乙が機器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。
（経費の負担）
第５条 乙が第２条の規定による協力のため要する経費は、甲が負担する。
２ 前項の経費は、災害時直前における通常の価格を基準として、甲乙協議の上、決定するも
のとする。
（損害の負担）
第６条 第２条の規定に基づく輸送業務により生じた損害の負担は、甲乙協議の上、決定する
ものとする。
（経費の請求及び支払）
第７条 乙は、前条の規定により決定した経費について、納品書を添えて甲に請求するものと
する。
２ 甲は、前項の規定により乙から支払請求があったときは、その内容を確認の上、請求のあ
った日から起算して３０日以内に代金を支払うものとする。ただし、代金の支払いに予算上
の措置を必要とする場合には、この限りでない。
（従事者の損害補償）
第８条 甲は、この協定に係る業務に従事した者が、その者の責に帰することができない理由
により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は負傷若しくは疾病により死亡、若しく
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は障害の状態になった場合は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８４条第１
項に規定する北海道市町村総合事務組合市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和３２年北
海道市町村総合事務組合条例第１号）に定めるところに準じて、これを補償するものとする。
ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付若しくは補償を受けたとき、又は事
故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、これらの価
格の限度について損害賠償の責を免れる。
（連絡責任者）
第９条 甲及び乙は、協力要請等を行うため、それぞれ連絡責任者を定め、相手方に通知する
ものとし、変更ある場合においても同様とする。
（協定の期間）
第１０条 この協定の期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までとする。た
だし、この協定の有効期間満了の日１ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がな
い時は、有効期間満了の日の翌日から起算してさらに１年間有効とし、その後においてもま
た同様とする。
（協議）
第１１条 この協定に定めのない事項及び協定について疑義が生じた場合は、その都度、甲乙
協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有
するものとする。
平成２９年 ３ 月２８日
甲

石狩郡新篠津村第４７線北１３番地
新篠津村
新篠津村長

乙

東出

輝一

岩見沢市上幌向５４２番地１９
株式会社共成レンテム岩見沢営業所
所
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長

久保田

勝仁

資 料 34

災害時における災害救助犬の出動に関する協定書
（一般対策編：第６章 第９節「救助救出計画」）
（一般対策編：第６章 第2 7節「行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」）

災害時における災害救助犬の出動に関する協定書
北海道（以下「甲」という｡）とＮＰＯ法人日本レスキュー協会（以下「乙」という｡）は、
北海道内において地震、風水害その他の大規模災害等、又は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（平成１６年法律第１１２号）に定める武力攻撃災害（緊急対処
事態における災害を含む｡）
（以下「災害等」という｡）が発生した場合に、被災者の捜索活動（以
下「捜索活動」という｡）を円滑に実施するため、災害救助犬の出動に関し、次のとおり協定を
締結する。
（出動要請）
第１条

甲は、災害等が発生した市町村から求めがある場合など、捜索活動のため必要がある

と認めるときは、乙に対して、様式１の要請書により、次の各号に掲げる事項を明らかにし
て、災害救助犬の出動を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、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害等の状況及び出動を要請する理由
(2) 出動を要請する期間
(3) 出動を希望する区域
(4) 現場指揮者の所属、職・氏名
(5) その他捜索活動に必要な事項
（出動）
第２条

乙は、前条の出動要請を受けたときは、特別の理由がない限り、速やかに災害救助犬

を出動させるものとする。ただし、武力攻撃災害による出動要請に関しては、事前に甲乙協
議の上、出動の可否を決定するものとする。
２

乙は、出動態勢が整ったときは、速やかに出動部隊の構成及び現場到着予定時刻等、必要
な事項を様式２により甲に連絡するものとする。この場合において、災害救助犬の出動頭数
は、災害等の種類及び規模等を考慮し、乙の判断により決定するものとする。

（捜索活動の実施等）
第３条

乙に属する災害救助犬チーム構成員（以下「構成員」という｡）は、出動した災害等の

現場においては、第１条に定める出動の要請時に甲が連絡する現場指揮者（以下「現場指揮
者」という｡）の指示に従い捜索活動を実施するものとする。
２

この協定に基づく業務の終了は、現場指揮者が捜索活動の終了を告げたとき、又は乙の都
合により捜索活動の続行が不可能となったときとする。

３

乙は、前項の捜索活動を終了したときは、甲に対して、様式３の報告書により、次の各号
に掲げる事項を報告するものとする。ただし、文書を持って報告するいとまがないときは、
口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 捜索活動に従事した人員、災害救助犬の頭数及び出勤車両等
(2) 活動内容及び活動時間
(3) その他必要な事項
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（費用の負担）
第４条

第２条第１項の規定に基づく出動に係る費用負担については、別途甲乙協議の上決定

するものとする。
（損害賠償）
第５条

この協定に基づく出動または捜索活動に伴って構成員並びに災害救助犬に生じた損害

の補償（第三者に対する損害を含む｡）は、乙の責任において行うものとする。
（訓練の参加）
第６条

乙は、この協定による捜索活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練への参加に努め

るものとする。
（協議）
第７条

この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議

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、協定締結日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間

満了日の１月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知しないときは、有
効期間満了日の翌日から起算して１年間この協定は延長されたものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有
する。
平成２０年４月１６日
甲

北海道
北海道知事

高橋

はるみ

兵庫県伊丹市下河原２－２－13
乙

ＮＰＯ法人
代表者
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日本レスキュー協会

理事長

伊藤

裕成

資 料 35

災害時における隊友会の協力に関する協定書
（一般対策編：第６章 第９節「救助救出計画」）

災害時における隊友会の協力に関する協定書
北海道（以下「甲」という｡）と社団法人隊友会北海道隊友会連合会（以下「乙」という｡）
は、乙が、大規模な災害等から道民の生命、身体及び財産を守るため行う協力に関して、次の
とおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、北海道内において地震、風水害その他の大規桓災害等、又は武力攻撃事
態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号｡以下「国民
保護法」という。）に定める武力攻撃災害（緊急対処事態における災害を含む。）が発生し、
又は発生のおそれがある場合（以下「災害時」という｡）において、甲が乙に対して協力を要
請する際に必要な事項を定めるものとする。
（協力の内容）
第２条 甲は、災害時において災害対策本部又は匡民保護対策本部（緊急対処事態対策本部を
含む｡）（以下、「本部等」という｡）を設置した場合、又は市町村から援助の要請があった場
合等、乙の協力が必要であると認められるときは、乙に対し次の事項について協力を要請す
ることができる。
(1) 本部等の運営に必要となる情報の収集・整理業務の補助
(2) 災害・安否・生活情報の収集、伝達の補助
(3) 給水、炊き出しその他の救援活動の補助
(4) 避難所の開設及び運営の補助
(5) 瓦礫の撤去、清掃及び防疫の補助
(6) 物資、資材の運送及び配分の補助
(7) その他、甲が必要と認める業務
（協力の要請等）
第３条 甲が、乙に対して前条各号に定める協力を要請するときは文書により行うものとする。
ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭等で要請し、その後、速やかに
文書を送付するものとする。
２ 甲は、乙に対して要請した協力の必要がなくなったときは、速やかに文書により乙に通知
するものとする。
３ 乙は、甲の要請に可能な範囲で協力するものとする。
（安全の確保）
第４条 甲は、要請を受けて協力する乙の会員に対し、その協力の内容に応じ安全の確保に十
分に配慮するものとする。
２ 甲が協力要請を行う場合、乙に対して協力実施地域の被災状況及び交通規制等の情報を提
供するものとする。
（会員の移動手段）
第５条 甲の要請により乙の会員が協力実施地域に移動する手段は、原則として乙が手配するも
のとし、甲は、乙の会員の移動が円滑なものとなるよう必要な措置を講ずるものとする。ただ
し、乙による移動手段の手配が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行なうものとする。
（会員の受入）
第６条 甲は、乙の会員が指定した場所に到着後、直ちに受け入れるとともに、必要な指示を
行うものとする。
２ 甲は、乙の会員を受け入れたときは、乙に対して速やかに受入の完了を報告するものとする。
（協力のための準備）
第７条 甲及び乙は、災害時における連絡体制等について事前に定めるとともに、相手方に報
告しておくものとする。
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２

乙は、甲からの協力の要請に的確かつ迅速に応ずるため、毎年、会員数の把握に努めるも
のとする。
（経費の負担）
第８条 乙が協力を行うために要した経費については、乙の負担とする。
（損害補償等）
第９条 甲は、要請により協力をした乙の会員が、協力したことにより死亡し、負傷し、若し
くは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合であって、災害対策基本法、国民保護法そ
の他関係する法律又は甲の定める条例で定める損害補償等の要件に該当するときは、その規
定に基づき、損害を補償するものとする。
（平常時の活動）
第１０条 甲及び乙は、協力が円滑に行なわれるように、平素から情報交換を行うものとする。
２ 乙は、甲が実施する訓練等への参加に努めるなど防災意識を高めて、災害時に備えるもの
とし、また、甲は、乙の協力に必要な支援を行うものとする。
（協議）
第１１条 この協定に定めのない事項又は協定内容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１２条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から１年間とする。ただし、この協定の
有効期間満了日の１ヵ月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知しない
ときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されたものとし、以降
も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名（押印）の上、各自その１通を
保有する。
平成２１年６月２６日

甲

北海道
北海道知事

乙

はるみ

社団法人隊友会北海道隊友会連合会
会
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高橋

長

酒巻

尚生

資 料 36

災害時における新篠津村所管施設等の災害応急
対策業務に関する協定
（一般対策編：第６章 第2 2節「応急土木対策計画」）

災害時における新篠津村所管施設等の災害応急対策業務に関する協定
新篠津村（以下「甲」という｡）と新篠津村建設協会（以下「乙」という｡）とは、災害・事
故が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合（以下「災害時」という｡）における、村民
の生命、身体及び財産を守るための連携協力の実施事項に関し、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条

この協定は、災害時において、新篠津村地域防災計画に基づき、甲が所管する公共施

設の被害調査及び災害応急対策等を円滑に進め、災害の拡大防止と被災施設の早期復旧を図
ることを目的とする。
（内容）
第２条

協力内容は、次に揚げるとおりとする。

(1) 情報連絡網の構築
(2) 協力実施体制の構築
(3) 資機材保有状況の報告
(4) 施設の被害状況の把握に係わる業務対応
(5) 災害応急対策に係わる業務対応
(6) その他必要と認める業務対応
（報告等）
第３条

乙は、前条第１項第１号及び第２号に基づき、それぞれ災害時における情報連結締及

び協力実施体制を整備し、甲に報告するものとする。
なお、協力実施体制の整備にあたっては、乙の会員以外の協力も含むものとする。
２

乙は、前条第１項第３号に規定する会員の資機材の保有状況について把握し、甲に報告す
るものとする。

３

前記各項の報告等は、この協定締結直後においては直ちに行うこととし、変更が生じた場
合には、第１項についてはその都度速やかに甲に報告するものとし、第２項については毎年
４月末のものを甲に報告するものとする。

（協力の要請）
第４条

甲は、災害時に第２条第１項第１号ないし第３号について、最新の情報を必要とする

場合は、乙に対し、口頭又は書面にて要請するものとする。
２

甲は、災害時に第２条第１項第４号ないし第６号に係わる業務対応について、協力が必要
と判断した場合は、乙に対し、口頭又は書面をもって要請するものとする。

（乙の会員に対する通知）
第５条

乙は、甲から第４条に係わる協力要請があった場合は、直ちに、乙の会員に対し、そ

の旨を通知するものとする。
（契約の締結）
第６条

甲は、第４条第２項に係わる業務を乙の会員に実施させることとした場合には、乙の

会員と必要な契約を締結するものとする。
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（訓練の実施）
第７条

甲及び乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、適時必要な訓練を実

施するものとする。
（細目協定）
第８条

この協定に定めるもののほか、この協定の施行に関し必要な事項について、甲乙間で

別に細目協定を締結することができるものとする。
（その他）
第９条

この協定に定めのない事項や疑義が生じた場合については、その都度、甲、乙が協議

してこれを定めるものとする。
この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有するもの
とする。
平成２０年２月２８日
甲

新篠津村長
東出

乙

新篠津村建設協会会長
開口
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輝一

弘

資 料 37

災害時の遺体搬送等に関する協定
（一般対策編：第６章 第2 7節「行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」）

災害時の遺体搬送等に関する協定
北海道（以下､「甲」という。）と社団法人全国霊柩自動車協会（以下、「乙」という。）は、
北海道内に災害救助法の適用があった場合において、同法に基づき埋葬の委任を受けた市町村
（以下、「丙」という。）の業務を支援するため、次のとおり協定を締結する。
（総則）
第１条

この協定は、丙からの要請に基づき甲が行う遺体の搬送に対する乙の協力に関し、必

要な事項を定めるものとする。
（要請及び要請事項の措置等）
第２条

甲は、遺体の搬送について、丙から要請があったときは、乙に対し、協力を要請する

ことができるものとする。
２

乙は、前項の規定に基づき、甲から要請を受けたときは、丙の指示により、丙が設置する
遺体安置所等から斎場等へ遺体搬送等について速やかに措置するものとする。

（緊急要請）
第３条

第２条の規定による協力要請において、やむを得ない事情により、甲が乙と連絡をと

れない場合は、甲は乙の会員に対し、直接協力を要請することができるものとする。
（搬送体制の確保）
第４条

甲は、乙の搬送経路の確保等について、必要な措置を行うものとする。

（報告）
第５条

乙は、甲の要請により協力したときは、速やかに実施内容を甲に報告するものとする。

（実施細目）
第６条

この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。

（協議）
第７条

この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義の生じた場合については、甲乙

協議の上、決定するものとする。
（適用）
第８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書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するもの
とする。
平成１８年６月２３日
甲

北海道
北海道知事

高橋

はるみ

東京都新宿区四谷３丁目２番地
乙

社団法人全国霊柩自動車協会
会
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長

一柳

鎨

災害時の遺体搬送等に関する協定実施細目
（趣旨等）
第１条

この実施細目は、平成１８年６月２３日に締結した災害時の遺体搬送等に関する協定

（以下、「協定」という。）第６条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるも
のとする。
２

この実施細目における用語の意味は、協定の例による。

（要請手続）
第２条

協定第２条に規定する甲の協力要請は、災害時の遺体搬送等要請書（様式１。以下「要

請書｣という｡）により行なうものとする。ただし、当該要請書により要請することが困難な
場合は、口頭またはファクシミリ等で行い、その後速やかに当該要請書を乙に送付するもの
とする。
（会員名簿）
第３条

乙は、協定第３条に規定する業務に協力するために、事前に乙の会員名簿を甲に提出

するものとする。
（報告書）
第４条

協定第５条に規定する乙の報告は、災害時の遺体搬送等実施報告書（様式２。以下「報

告書」という｡）により行うものとする。ただし、当該報告書を提出することが困難な場合は、
口頭またはファクシミリ等で行い、後日当該報告書を甲に提出するものとする。
（経費の額）
第５条

乙が行う遺体搬送に要する経費は、原則、災害救助法に規定する埋葬費用を限度とする。

（連絡責任者）
第６条

協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては総務部危機対策局防災消防課長、乙

にあっては社団法人全国霊柩自動車協会北海道支部連合会会長とする。
（適用）
第７条

この実施細目は締結の日から適用する。

この実施細目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１通を保有する
ものとする。
平成１８年６月２３日
甲

北海道
北海道知事

高橋

はるみ

東京都新宿区四谷３丁目２番地
乙

社団法人全国霊柩自動車協会
会
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長

一柳

鎨

資 料 38

災害発生時における新篠津村と新篠津郵便局の
協力に関する協定
（一般対策編：第４章 第２節 第３ ７「災害情報連絡官公署及び災害通信施設」）
（地震防災計画編：第１章 第４節 「指定公共機関」）

災害発生時における新篠津村と新篠津郵便局の協力に関する協定
北海道新篠津村（以下「甲」という｡）と新篠津郵便局（以下「乙」という｡）は、新篠津村
内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑
に遂行するために、次のとおり協定する。
（定義）
第１条 この協定において、
「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２
条第１号に定める被害をいう。
（協力要請）
第２条 甲及び乙は、新篠津村内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相
互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供
（車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。）
(2) 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リ
スト等の情報の相互提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策
ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(6) 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・交付等並
びにこれらを確実に行うための必要な事項（注）
(7) 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
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
（注）避難者情報確認シート（避難先届）又は転居届の配布・回収を含む。
（協力の実施）
第３条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障
のない範囲内において協力するものとする。
（経費の負担）
第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その
他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負
担する。
２ 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の
上、決定するものとする。
（災害情報連絡体制の整備）
第５条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するもの
とする。

- 90 -

（情報の交換）
第６条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を
行う。
（連絡責任者）
第７条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。
甲 新篠津村 総務課長
乙 日本郵便株式会社 新篠津郵便局長
（協議）
第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決
定する。
（有効期間）
第９条 この協定の有効期間は、２０１７年４月１日から２０１８年３月３１日までとする。
ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算して
さらに翌年度も効力を有するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方が押印の上、各自１通を保有す
る。
２０１７年

３月２８日
甲

住所
石狩郡新篠津村第４７線北１３番地
新篠津村長

乙

東

出

輝

一

住所
石狩郡新篠津村第４６線北１２番地
新篠津郵便局
代表 日本郵便株式会社
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北海道支社長

中江

紳悟

資 料 39

災 害 時 に お け る 物 資 等 の 輸 送 に 関 す る 協 定 書（ 札
幌地区トラック協会札幌北支部）
（一般対策編：第６章 第1 8節「石油類燃料供給計画」）

災害時における物資等の輸送に関する協定書
新篠津村（以下「甲」という。）と札幌地区トラック協会札幌北支部（以下「乙」という。）
は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下「災害時」という。）に必要な一般貨物
自動車（以下「事業用自動車」という。）による物資の緊急・救援輸送等に関して、次のとおり
協定を締結する。
（輸送の要請）
第１条 甲は、乙に対し、次に掲げる事項を明示して、緊急輸送業務要請書（別紙１）により
要請を行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話又は口頭
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要請する事由
(2) 応援を必要とする期間及び輸送区間
(3) 輸送品目及び数量
(4) 必要とする事業用自動車の車種ごとの台数及び人員
(5) 物資の積込み場所及び輸送先
(6) その他必要な事項
（協力）
第２条 乙は、甲から前条の規定により応援要請があったときは、特別の理由がない限り、他
に優先して乙に所属する運送事業者（以下「指定運送事業者」という。）を指定し、甲の輸送
業務に協力させるものとする。
（報告）
第３条 乙は、甲から前条の規定に基づき応援を行った場合は、緊急輸送業務実施報告書（別
紙２）により、速やかに甲に対して、次に掲げる事項を報告するものとする。ただし、文書
をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出するも
のとする。
(1) 緊急・救援輸送を行った事業者
(2) 輸送に従事した事業用自動車の車種ごとの数及び登録番号並びに人員
(3) 走行距離
(4) 輸送機関及び輸送区間
(5) 輸送品目及び数量
(6) 物資の積込み場所及び輸送先
(7) その他
（経費の負担）
第４条 第２条の規定に基づく輸送業務に要した費用は、甲の負担とし、その輸送業務に要し
た経費は、貨物自動車運送事業法（平成元年１２月１９日法律第８３号）第１１条の規定に
より国土交通大臣に届出した額によるものとする。
（損害の負担）
第５条 第２条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲乙協議して定めるものとする。
（災害補償）
第６条 この協定に基づいて輸送業務に従事した者が、本業務において負傷し、若しくは疫病
にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、指定輸送事業者が補償するものとする。
（連絡責任者）
第７条 この協定に関する責任者は、あらかじめ連絡担当者を定め、災害が発生したときは、
速やかに相互に連絡をとるものとする。
（協議）
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第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、その
都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
（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１ヶ月前までに、甲乙いずれよりも異議の申し出がない限り、本協定は更に１年
間期間を延長するものとし、以後もこの例に従う。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名の上、各自その１通を保有する
ものとする。
平成２６年８月８日
甲

石狩郡新篠津村第４７線北１３番地
新篠津村
新篠津村長 東 出 輝 一

乙

札幌市北区篠路町上篠路５４
札幌地区トラック協会札幌北支部
支部長
堀 川 和 雄
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資 料 40

災害等の発生時における応急・復旧活動の支援 に
関する協定 (北海道エルピーガス災害対策協議会 )
（一般対策編：第６章 第1 8節「石油類燃料供給計画」）

災害等の発生時における新篠津村と北海道エルピーガス
災害対策協議会の応急・復旧活動の支援に関する協定
新篠津村（以下「甲」という。）と北海道エルピーガス災害対策協議会（以下「乙」という。）
は、新篠津村の区域内に災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害等の発
生時」という。）における応急・復旧活動の支援に関して必要な事項を定め、次のとおり協定を
締結する。
（用語の定義）
第１条 この協定における「災害等」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第
２条第１項に定める災害、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（平
成１６年法律第１１２号）第２条第４項に定める武力攻撃災害及び緊急対処事態（武力攻撃
事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平成１５
年法律第７９号）第２５条第１項に規定する緊急対処事態をいう。）により直接又は間接に生
じる人的又は物的災害をいう。
（協力体制の確保）
第２条 災害等の発生時に必要な応急・復旧活動を行うため、甲は、乙に対し情報提供及び第
４条の規定による要請を行うこととし、乙は、それを受け乙の会員事業者に対して必要な指
示を行うものとする。
（応急・復旧活動支援の範囲）
第３条 この協定の対象となる応急・復旧活動支援とは、次に掲げるものとする。
(1) 被災場所におけるＬＰガスの被害状況及び復旧状況の情報提供
(2) 被災場所における応急措置及び復旧工事
(3) 避難場所等へのＬＰガスの供給及び供給に必要な関連機器の設置工事
(4) ＬＰガス供給停止が長期となった場合の簡易コンロ等の手配
(5) 大規模火災現場におけるＬＰガス設備の撤去等の安全対策
(6) その他甲が必要とする要請事項
（応急・復旧活動の支援要請）
第４条 甲は、災害等の発生時に必要があると認めるときは、乙に対し応急・復旧活動の支援
を要請できるものとする。この場合における要請は、原則として文書によるものとする。た
だし、緊急を要する場合は、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。
（災害対策本部会議等への参加）
第５条 乙は、甲の要請があった場合、甲が設置する新篠津村災害対策本部会議、新篠津村国
民保護対策本部会議又は新篠津村緊急事態連絡室会議等にその職員を出席させ、又は派遣す
るものとする。
（応急・復旧活動支援の実施）
第６条 乙は、甲の要請により応急・復旧活動の支援を行う場合、積極的な協力に努めるもの
とする。
（費用の負担）
第７条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援に要した費用（人件費は除く。）は、原則と
して甲が負担するものとする。
２ 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議のうえ決定
するものとする。
３ 乙が要した費用の支払い方法等は、甲乙協議によるものとし、甲はその支払いに責任を負
うものとする。
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（災害補償）
第８条 甲の要請により応急・復旧活動の支援業務に従事した者が、その業務により負傷し、
若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の会員事業者が使用者
責任において行うものとする。
（損害の負担）
第９条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援を行ったことにより生じた物的損害の負担
について、その割合は、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
（防災意識の向上等）
第１０条 乙は、その協議会活動を通じて、ＬＰガスの備蓄及び緊急時対応設備の整備を日常
的に行うほか、甲が行う防災訓練に参加するなど、会員の防災意識の向上に努めることとし、
甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
（協議事項）
第１１条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じ
たときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
（有効期間）
第１２条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもっ
て協定終了の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の締結を証するため、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２２年１０月１日
甲

石狩郡新篠津村第４７線北１３番地
新篠津村
新篠津村長 東 出 輝 一

乙

札幌市白石区中央３条３丁目１番４０号
北海道エルピーガス災害対策協議会
現地本部長 阿 波 嘉 克
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資 料 41

災害時等における燃料の供給等に関する協定書
（札幌地方石油業協同組合）
（一般対策編：第６章 第1 8節「石油類燃料供給計画」）

災害時等における燃料の供給等に関する協定書
新篠津村（以下「甲」という。）と札幌地方石油業協同組合（以下「乙」という。）は、新篠
津村内において、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害時
又は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（平成１６年法律１１２号）
第２条第４項に定める武力攻撃災害（緊急対処事態における災害を含む。）が発生し、又は発生
のおそれがある場合並びに他の市町村等自治体相互の応援措置を行う場合（以下「災害時等 」
という。）に必要な事項に関して、次のとおり協定を締結する。
（協力要請）
第１条 災害時において、甲は、乙及び乙の組合員（以下「乙等」という。）に対して、次の各
号について協力を要請することができる。
(1) 甲が指定する緊急車両等への燃料の優先給油
(2) 甲が指定する災害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設等への燃料の
優先提供
(3) 前２号で規定する燃料を除く乙等が取り扱う物資の供給等
２ 前項の要請は、「燃料の供給等要請書」（別記第１号様式）によるものとする。ただし、緊
急を要する場合は口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。
（支援の実施）
第２条 乙は、前条の規定による甲からの要請を受けたときは、可能な範囲内において支援を
実施するよう努めなければならない。ただし、乙は、通信の途絶等により甲が乙に要請でき
ないと判断したときは、甲の要請を待たないで支援を実施するよう組合員に指導するものと
する。
２ 前項の規定により支援を実施した場合は、甲からの第１条第１項の規定に基づく協力要請
があったものとみなす。
（報告手続）
第３条 乙は、乙等が第１条第１項各号の協力を行った場合には口頭で甲に報告し、その後、
速やかに「救援実施報告書」（別記第２号様式）を提出するものとする。
（経費の負担）
第４条 本協定に基づき、乙等が甲に供給した燃料等の対価及び乙等が行った運搬の費用（以
下「費用」という。）については、原則として、甲が負担するものとし、災害発生時直前にお
ける通常の価格を基準として、甲と乙等が協議の上、決定するものとする。
（費用の支払）
第５条 甲は、乙等からの正当な請求書を受理したときは、甲の会計規則等、関係法令に則り、
その費用を速やかに支払わなければならない。
（事故等）
第６条 乙等は、本協定に基づく燃料の供給等に際し、やむを得ない事由が発生し供給等を中
断したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
（損害の負担）
第７条 乙等が本協定に基づき行った業務により生じた損害の負担は、甲と乙等が協議の上、
定めるものとする。
（協力体制の構築）
第８条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために、「連絡体制表」（別記第３号様式）に
より双方通知するものとし、変更があった場合についても同様とする。
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２

甲は、災害時に、乙が燃料等の供給能力を十分発揮できるよう、道の「中小企業者等に対
する受注機会の確保に関する推進方針」に沿って、分離・分割発注の推進等について配慮す
るものとする。
（協定の有効期間）
第９条 本協定の有効期間は、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１ヶ月前までに、甲乙いずれよりも異議の申し出がない限り、本協定は更に１年
間期間を延長するものとし、以後もこの例に従う。
（協議）
第１０条 本協定に定めのない事項及び本協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、その
都度甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙がそれぞれ押印の上、各１通を保有す
る。
平成２６年７月１０日
甲

石狩郡新篠津村第４７線北１３番地
新篠津村
新篠津村長 東 出 輝 一

乙

札幌市豊平区平岸１条６丁目３番４７号
札幌地方石油業協同組合
理事長
河 辺 善 一
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資 料 42

災害に係る情報発信等に関する協定
（ヤフー株式会社）
（一般対策編：第６章 第３節「災害広報・情報提供計画」）

災害に係る情報発信等に関する協定
北海道（以下「甲」という。）とヤフー株式会社（以下「乙」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。
（本協定の目的）
第１条 本協定は、北海道内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲
が道民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲
と乙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。
（本協定における取組み）
第２条 本協定における取組みは、次のとおりとする。
(1) 乙が、甲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、甲の
運営するホームページのキャッシュサイトを乙の運営するウェブサイト（以下「ヤフーサ
ービス」という。）上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 甲が、北海道内の避難勧告、避難指示等災害に係る情報を乙に提供し、乙が、これら
の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。
２ 前項各号の取組みの具体的な内容及び方法については、災害の状況等を考慮に入れ、甲及
び乙の両者協議により決定するものとする。
３ 甲及び乙は、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及びその
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。
４ 第１項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、甲及び乙は、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。
（費用）
第３条 前条に基づく甲及び乙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。
（情報の周知）
第４条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲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、乙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、乙は、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。
（本協定の公表）
第５条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、甲及び乙は、その時期、方法及
び内容について、両者で別途協議の上、決定するものとする。
（本協定の期間）
第６条 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、本協定は更に１年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
（協議）
第７条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙
は、誠実に協議して解決を図る。

以上、本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自そ
の１通を保有するものとする。
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平成２７年 ３月１３日

甲

北海道
北海道知事 高 橋 はるみ

乙

東京都港区赤坂９丁目７番１号
ヤフー株式会社
代表取締役社長 宮 坂 学

災害に係る情報発信等に関する協定
新篠津村およびヤフー株式会社（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、新篠津村内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、新
篠津村が新篠津村民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ新篠津村の行政機能の低下
を軽減させるため、新篠津村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、新篠津村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、新篠津村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、新篠津村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) 新篠津村が、新篠津村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) 新篠津村が、新篠津村内の避難勧告、避難指示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) 新篠津村が、災害発生時の新篠津村内の被害状況、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) 新篠津村が、新篠津村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) 新篠津村が、新篠津村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．新篠津村およびヤフーは、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
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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、新篠津村およびヤフ
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）
前条に基づく新篠津村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、新篠津村から提供を受ける情報について、新篠津村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、新篠津村およびヤフーは、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、本協定締結日から平成31年3月31日までとし、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、新篠津村
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 2 通を作成し、新篠津村とヤフー両者記名押印のうえ各 1
通を保有する。
平成 30 年 12 月 17 日
新篠津村：北海道石狩郡新篠津村第 47 線北 13 番地
新篠津村
新篠津村長

石

塚

隆

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
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邊
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資 料 43

災害時における被災者支援のための行政書士業
務に関する協定書（北海道行政書士会）
（一般対策編：第６章 第７節 第２ １「村」）

災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書
北海道（以下「甲」という。）と北海道行政書士会（以下「乙」という。）は、北海道内にお
いて、災害対策基本法（昭和３６年律第２２３号）に定める地震、風水害その他の災害が発生
した場合（以下、
「災害時」という。）における、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。）に関し、次のとおり協定を締結する。
（目的)
第１条 この協定は、災害時において、甲の要請に基づき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。
（協力要請）
第２条 甲が災害時に災害対策本部を設置した場合、又は市町村から甲に対して支援の要請が
あった場合において、行政書士業務の必要が生じたときは、乙に対して協力を要請するもの
とる。
（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（昭和２６年法律第
４号）第１条の２及び第１条の３に定める業務、並びに同業務を実施するために必要となる
次に掲げる業務とする。
(1) 乙による被災者支援相談センターの開設
(2) 道又は市町村への乙会員の派遣
(3) その他甲が必要と認める業務
（要請手続等）
第４条 第２条の要請は、
「協力要請書」
（別紙様式第１）により行うものとする。ただし、文書
をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後、速やかに文書を提出する
ものとする。
２ 乙は、第１項の要請を受けたときは、速やかに「協力要請確認書」
（別紙様式第２）を提出
するとともに、その要請を実施するために必要な措置を講じるものとする。
３ 乙は、要請を受けた行政書士業務が終了したときは、速やかに「協力結果報告書」
（別紙様
式第３）により、甲に報告するものとする。
（費用負担）
第５条 甲の要請による行政書士業務で必要となった経費は、原則として乙が負担するものと
する。ただし、これにより難い場合は、甲、乙の協議によるもとする。
（相談者の費用負担）
第６条 甲の要請による行政書士業務において、相談者は負担をわない。ただし、行政書士業
務上生じる印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金等は相談者の負担とする。
（損害の補償）
第７条 甲の要請による行政書士業務より、乙、乙の会員、又は第三者に生じた損害の補償は、
乙の責任において行うものとする。
（連絡体制及び情報交換）
第８条 甲及び乙は、この協定を円滑に遂行するために連絡体制を確立し、協定締結後速やか
に「連絡責任者届」
（別紙様式第４）を相互に交換するとともに、平常時から防災に関する情
報交換を行うものとする。
（協定の有効期間）
第９条 この協定の有効期間は協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満
了の日の前に、甲、乙いずれも解約又は変更の意思表示がないときは、１年間延長されるも
のとし、以後も同様とする。
（協定の解約、変更）

- 101 -

第１０条 この協定は、甲、乙のいずれか一方の申し出があったときは、甲乙協議して、協定
の解約若しくは変更をすることができるものとする。
（協議）
第１１条 この協定に定めが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。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙署名の上、各自１通を保有するも
のとする。
平成２６年１月２９日
甲

乙

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

北海道札幌市中央区北１条西１０丁目１番６
北海道行政書士会
会
長
吉 村
学
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資 料 44

災害時等における北海道及び市町村相互の応援
等に関する協定
（一般対策編：第６章 第７節 第２ １「村」）

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定
北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村
会長は、災害時等における北海道（以下「道」という。）及び市町村相互の応援、広域一時滞在
等に関し、次のとおり協定する。
（趣旨）
第１条 この協定は、道内において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）（以下「法」
という。）第２条第１号に規定する災害が発生し、被災市町村のみでは災害応急対策を十分に
実施できない場合において、法第６７条第１項及び第６８条の規定に基づく道及び市町村相
互の応援、法第８６条の８第１項の規定に基づく広域一時滞在その他法令に基づく被災市町
村の災害応急対策（以下「応援等」という。）を円滑に遂行するために必要な事項を定めるも
のとする。
２ 前項の規定は、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（平成１６
年法律第１１２号）が適用される事態に準用する。
（応援等の種類）
第２条 応援等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害応急対策に従事する職員の派遣
(2) 災害応急対策に必要な車両、船艇、機械器具、資機材、物資（食料、飲料水、生活必需
物資等）等の提供及びあっせん
(3) 被災市町村に対する災害応急対策に従事する防災関係機関の活動のための施設及び場所
の提供並びにあっせん
(4) 広域一時滞在等による被災住民の受入れ
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
（地域区分）
第３条 応援等の円滑な実施を図るため、市町村を別表の総合振興局及び振興局地域に区分す
るものとする。
（道の役割）
第４条 道は、市町村の処理する防災に関する事務又は業務の実施を支援するとともに、市町
村との連絡調整、情報交換等につき総合調整を果たすものとする。
（連絡担当部局）
第５条 道及び市町村は、必要な情報等を相互に交換することなどにより応援等の円滑な実施
を図るため、予め連絡担当部局を定めるものとする。
（応援等の要請の区分）
第６条 応援等の要請は、被災市町村の長から知事又は他の市町村の長に対し、災害の規模等
に応じて次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 第１要請 被災市町村の長が当該総合振興局又は振興局地域内の市町村の長に対して行
う応援等の要請
(2) 第２要請 被災市町村の長が他の総合振興局又は振興局地域の市町村の長に対して行う
応援等の要請
(3) 第３要請 被災市町村の長が知事に対して行う応援等の要請

- 103 -

（応援等の要請の手続）
第７条 被災市町村の長は、次に掲げる事項を明らかにして、前条に規定する区分に応じ、知
事又は他の市町村の長に対し応援等の要請を行うものとする。
(1) 被害の種類及び状況
(2) 職員の職種別人員
(3) 車両、船艇、機械器具等の種類、規格及び台数
(4) 資機材及び物資等の品名、数量等
(5) 受入れを求める被災住民の人数等
(6) 応援等に関する区域又は場所及びそれに至る経路
(7) 応援等の期間
(8) 前各号に定めるもののほか、応援等の実施に関し必要な事項
２ 応援等の要請を受けた知事及び市町村の長は、応援等の要請に応じる場合にあってはその
応援等の内容を、応援等の要請に応じることができない場合にあってはその旨を当該被災市
町村の長に通報するものとする。
３ 前２項に規定する応援等の要請及び応援等の可否に関する通報は、第１要請及び第２要請
にあっては、原則として道を経由して行うものとする。
（応援等の経費の負担）
第８条 応援等に要した経費は、応援等を受けた被災市町村において負担するものとする。
２ 応援等を受けた被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがな
い場合には、応援等を受けた被災市町村の求めにより、応援等を行った道及び市町村は、当
該経費を一時繰替（国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。）支弁するもの
とする。
３ 前２項の規定により難い場合については、その都度、応援等を受けた被災市町村と応援等
を行った道及び市町村が協議して定めるものとする。
（自主応援）
第９条 知事及び市町村の長は、被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合で
あって必要があると認めたときは、自主的に、被災市町村の被災状況等に関する情報収集を
行うとともに、当該情報に基づく応援等を行うものとする。
２ 自主応援については、第７条第１項の規定による被災市町村の長からの要請があったもの
とみなす。
３ 自主応援に要する経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町村の情
報収集に要する経費は、応援等を行った道及び市町村において負担するものとする。
（他の協定との関係）
第１０条 この協定は、道及び市町村相互において締結している北海道広域消防相互応援協定、
北海道消防防災ヘリコプター応援協定その他の災害時の相互応援に係る協定を妨げるもので
はない。
（その他）
第１１条 この協定に基づく応援等は、被災市町村が定める法第４２条に基づく市町村地域防
災計画又は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第３５条に基づく
市町村の国民の保護に関する計画に準拠して、実施するものとする。
２ この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
３ 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、道及び市町村が
協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成２７年３月３１日から施行する。
平成２０年６月１０日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押
印の上、各自１通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対し、そ
の写しを交付するものとする。
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平成２７年３月３１日

表
地 域 区 分
空知総合振興局
石 狩 振 興 局
後志総合振興局
胆振総合振興局
日 高 振 興 局
渡島総合振興局
檜 山 振 興 局
上川総合振興局
留 萌 振 興 局
宗谷総合振興局
オホーツク総合振興局
十勝総合振興局
釧路総合振興局
根 室 振 興 局

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

北海道市長会
北海道市長会長

田

岡

克

北海道町村会
北海道町村会長

寺

島

光一郎

介

別

構 成 市 町 村
空知総合振興局管内の市町
石狩振興局管内の市町村
後志総合振興局管内の市町村
胆振総合振興局管内の市町
日高振興局管内の町
渡島総合振興局管内の市町
檜山振興局管内の町
上川総合振興局管内の市町村
留萌振興局管内の市町村
宗谷総合振興局管内の市町村
オホーツク総合振興局管内の市町村
十勝総合振興局管内の市町村
釧路総合振興局管内の市町村
根室振興局管内の市町

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定実施細目
（趣旨）
第１条 この実施細目は、災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定（以
下「協定」という。）第１１条第２項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定める
ものとする。
（連絡担当部局）
第２条 協定第５条に規定する連絡担当部局は、別表第１のとおりとする。
（応援等の要請の方法）
第３条 協定第７条第１項に規定する応援等の要請は、電話、ファクシミリ、電子メール等に
より行うものとし、後日速やかに応援等を行った道及び市町村に要請文書を提出するものと
する。
（応援等の要請等の連絡系統）
第４条 協定第７条に規定する応援等の要請及び応援等の可否に関する通報の連絡系統は、別
に定めるもののほか、別表第２と基本とする。
（経費負担の内容等）
第５条 協定第８条第１項に規定する応援等を受けた被災市町村（以下「要請市町村」という。）
が負担する経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 職員の災害応急対策への従事 応援等を行った道及び市町村が別に定める規定に基づき
算定した当該応援等職員に係る旅費及び諸手当の合計額の範囲内の額
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(2) 備蓄物資及び資機材 当該物資及び資機材の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資及び資機材 当該物資及び資機材の購入費及び輸送費
(4) 車両、船艇、機械器具等借上料 燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修繕費
(5) 施設の提供 借上料
(6) その他協定に基づき実施した応援等に係る経費 その実施に要した額
２ 協定第８条第２項の規定により応援等に要した経費を一時繰替支弁した場合には、応援等
を行った道及び市町村は、当該経費の額を、知事及び市町村の長名による請求書により関係
書類を添付の上、要請市町村に請求するものとする。
３ 応援等に関する業務に従事した職員が当該業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡し
た場合には、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の規定に基づき、必要な
補償を行うものとする。
４ 応援等に関する業務に従事した職員が業務上第三者に損害を与えた場合には、その損害が
要請市町村の指揮の下における業務により生じたものにあっては要請市町村が、要請市町村
への往復の途中において生じたものにあっては応援等を行った道及び市町村が、当該損害を
賠償するものとする。
５ 前各項の規定により難い場合については、要請市町村と応援等を行った道及び市町村とが
協議して定めるものとする。
（その他）
第６条 この実施細目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、道及び
市町村が協議して定めるものとする。
附 則
この実施細目は、平成２７年３月３１日から施行する。
平成２０年６月１０日に締結された実施細則は、これを廃止する。
この実施細目の締結を証するため、実施細目に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が
記名押印の上、各自１通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対
し、その写しを交付するものとする。
平成２７年３月３１日
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北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

北海道市長会
北海道市長会長

田

岡

克

北海道町村会
北海道町村会長

寺

島

光一郎

介

資 料 45

大規模災害時等の連携に関する協定書
（一般対策編：第６章 第６節 「自衛隊派遣要請及び派遣活動計画」）

大規模災害時等の連携に関する協定書
新篠津村（以下「甲」という。）と陸上自衛隊第１１旅団第１１高射特科中隊（以下「乙」と
いう。）は、災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害を
いう。）に際して相互に連携し、迅速かつ円滑な災害応急対策活動を行い、村民の安全を確保す
るため、次のとおり協定を締結する。
第１章 平素における連携
（情報連絡体制の充実）
第１条 甲及び乙は、災害に係る情報伝達及び情報共有を円滑にするため、複数の情報伝達手
段の確保等、情報連絡体制の充実を図るものとする。
（情報資料の収集・整理・共有）
第２条 甲及び乙は、乙の応急対策活動が円滑に行われるよう、収集・整理した各種災害に係
る各種資料（地誌資料、災害発生予測に関する資料、住民避難予定地、ヘリコプター離発着
場適地、活動拠点適地等）を共有するものとするとともに、関係資料の作成又は修正を行う
場合には、意見を交換する等連携を図るものとする。
（防災訓練、会議等への参加）
第３条 甲及び乙は、甲又は乙が主催する防災訓練、防災会議等に積極的に参加するものとす
る。
２ 甲及び乙は、防災訓練の実施を効果的に行うとともに、訓練内容の検証により必要に応じ
て災害に関する計画の見直しを行い、災害応急対策体制の整備等を図るものとする。
（防災関係資機材等の通知）
第４条 甲は、乙の応急対策活動を円滑にするため、甲の所有する防災関係資機材等の品目、
数量、集積場所を乙に通知するものとする。
第２章 初動における連携
（初動対応）
第５条 甲及び乙は、大規模災害発生時の初動において、次の事項により連携し、対応するも
のとする。
(1) 大規模災害の発生が予想される場合の対応
ア 甲は、大規模災害の発生が予想され、自衛隊に災害派遣を要請する可能性があると判
断する場合、乙の迅速な災害派遣に資するため、速やかに災害等の状況、事後の見通し
等を乙に連絡するものとする。
イ 乙は、前項の連絡に基づき、災害派遣準備を推進するとともに、甲及び乙の認識の共
有を図るため、必要に応じ、新篠津村役場に連絡幹部を派遣するものとする。
(2) 大規模災害の発生が突発的な場合の対応
ア 甲は、災害の発生が突発的で、文書により要請が出来ない場合においては、口頭又は
電話等を用いる等、時宜に適した手段をもって要請するものとする。
イ 乙は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、通信の途絶等により、甲の
要請を待ついとまがない場合、部隊を派遣し、直ちに、人命救助を第一義とした応急対
策活動を開始できるが如く準備する。また、連絡幹部を新篠津村役場に派遣する等、速
やかに甲との連絡を確保し、甲及び乙の密接な連携の下に災害応急対策活動を実施する
よう努める。
(3) 活動拠点の提供
甲は、乙が災害応急対策活動のために活動拠点を設置する必要がある場合は、必要な地
積等の調整を行い、甲が指定する場所を乙に提供するものとする。

- 107 -

第３章 災害応急対策活動における連携
（乙が実施する災害応急対策活動）
第６条 災害派遣時の乙の実施する災害応急対策活動は、被災者の生命、身体の安全を守るた
めの活動を最優先で実施するものとする。
（災害応急対策活動実施間の調整）
第７条 甲及び乙は、災害応急対策活動実施間、継続的に派遣の規模・内容等について継続的
に調整するものとする。
（費用弁償等）
第８条 災害派遣要請により、乙が甲の地域において実施する災害応急対策活動に要する費用
は、次項に規定するものを除き甲が負担するものとし、甲が負担する費用の項目等必要な事
項については、別に定めるものとする。
２ 災害応急対策活動を実施した場合の費用のうち、次に掲げるものは、乙の負担とする。
(1) 災害派遣部隊の食糧費、被服維持費、医療費並びに装備品等の燃料費及び修理費用並び
に記録に関する費用等
(2) 災害応急対策活動中に発生した賠償に係る費用
３ 乙が甲に物品の無償貸与又は無償譲渡を行う場合は、
「 防衛省所管に属する物品の無償貸与
及び譲渡等に関する省令（昭和３３年１月１０日総理府令第１号）」によるほか、その都度、
甲と乙が協議して定めるものとする。
第４章 雑則
（協議）
第９条 この協定に定めのない事項については、甲乙が協議して定めるものとする。
（有効期間）
第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２７年３月３１日までとする。ただ
し、この協定の有効期間満了の日１ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がない
時は、有効期間満了の日の翌日から起算してさらに１年間有効とし、その後においてもまた
同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有
するものとする。
平成２６年１２月３日
甲

石狩郡新篠津村第４７線北１３番地
新篠津村
新篠津村長
東 出 輝 一

乙

札幌市南区真駒内１７
陸上自衛隊第１１旅団第１１高射特科中隊
中 隊 長
園 田 大 志
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資 料 46

災害時の応援に関する協定（北海道財務局）
（一般対策編：第６章 第７節 第２ １「村」）

災害時の応援に関する協定
財務省北海道財務局（以下「甲」という。）、北海道（以下「乙」という。）及び北海道内の市
町村（以下「丙」という。）の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海
道町村会長（以下「丁」という。）は、北海道内で相当規模の災害が発生した場合において、災
害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号、以下「法」という。）第７４条の３の規定に基づく
甲の乙又は丙に対する応援（以下「応援」という。）を円滑に行うため、次のとおり協定を締結
する。
（目的）
第１条 この協定は、北海道内で相当規模の災害が発生した場合において、甲、乙及び丙の連
携により初動時の情報収集、伝達を迅速に実施するほか、甲の乙及び丙への応援による各種
業務の実施により、乙又は丙における円滑かつ迅速な災害復旧事務の遂行とともに民生の安
定が図られることを目的とする。
（定義）
第２条 この協定で、「相当規模の災害」とは、次の各号に掲げる災害をいう。
(1) 法第２４条第１項に規定する非常災害対策本部又は法第２８条の２に規定する緊急災害
対策本部が設置された災害
(2) 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）による救助の行われる災害
(3) 乙に法第２３条に規定する災害対策本部が設置された災害のうち、特に乙が必要と認め
るもの
（被害情報の収集・伝達）
第３条 相当規模の災害が発生した場合は、甲、乙及び丙相互に連絡し、情報の収集と伝達を
行うものとする。
２ 甲、乙及び丙は、予め連絡体制を整備しておくものとする。
（支援の内容）
第４条 甲の応援により、甲が支援する業務の内容は、次の各号に掲げる事務及び作業とする。
(1) 避難施設運営補助（支援物資運搬、避難施設巡回等）
(2) 災害ボランティア及び支援物資等の受付事務
(3) 有価物（現金、保険証、貴金属等の遺失物）の分別等作業
(4) り災証明書申請受付及び発行に関する事務
(5) り災建物判定にかかる現地調査補助
(6) その他乙又は丙の職員の指示に基づく災害応急対策に関する事務及び作業
（応援の要請）
第５条 相当規模の災害が発生した場合において、乙又は丙が必要に応じ第４条に定める応援
の要請を行う場合は、甲に対し電話連絡等、口頭により要請を行い、事後速やかに要請内容
を記載した文書を提出するものとする。
２ 丙からの要請については、乙を経由するものとする。
（応援の実施）
第６条 甲は、乙又は丙から第５条に基づく要請を受けたときは、甲における業務継続可能な
体制を考慮した上、可能な応援を行うものとする。
（自主応援）
第７条 甲は、乙若しくは被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって
必要があると認めるときは、自主的に又は乙との連携により、被災市町村の被災状況等に関
する情報収集を行うとともに、当該情報に基づく応援を行うものとする。
２ 自主応援については、第５条第１項の規定により要請があったものとみなす。
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（費用負担）
第８条 甲の派遣に要する費用は、原則として甲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に関しては、その都度、甲、乙及び丙が協議するものとす
る。
附 則
１ この協定は、平成 26 年３月２８日から施行する。
２ この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲、乙及び丁記名押印の上、各自１通
を保有し、丁は丙に対し、その写しを交付するものとする。
平成２６年３月２８日
甲

乙

財務省北海道財務局
北海道財務局長 鈴

木

正

北海道
北海道知事

高

橋

はるみ

北海道市長会
北海道市長会長

田

岡

克

北海道町村会
北海道町村会長

寺

島

光一郎

俊

介

丁
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資 料 47

北海道広域消防相互応援協定
（一般対策編：第６章 第７節 第３ 「消防機関」）

北海道広域消防相互応援協定
消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２１条に基づき、北海道広域消防相互応援協定
を次のとおり締結する。
（目的）
第１条 この協定は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号。以下「法」という。）第２１条
の規定に基づき、北海道内の市、町及び消防の一部事務組合（以下「市町等」という。）相互
の応援体制を確立し、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれのある場合に有効に対
処することを目的とする。
（対象とする災害）
第２条 この協定の対象とする災害は、法第１条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町
等の応援を必要とするものとする。
（地域区分）
第３条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、市町等を別表に掲げる地域に区分す
る。
（代表消防機関の設置及び任務）
第４条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、別表に規定する地域ごとに地域代表
消防機関を置き、地域代表消防機関を総括する総括代表消防機関を置く。
２ 地域代表消防機関及び総括代表消防機関の選定は、市町等の消防長の協議により行う。
３ 地域代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総括代表消防機関及び当該地域内消防本部との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 当該地域内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。
(3) 応援の要請時における当該地域内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。
４ 総括代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 北海道との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 地域代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。
(3) 北海道内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。
(4) 応援の要請時における北海道内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。
（応援の種別）
第５条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 陸上応援消防隊、救助隊、救急隊又は支援隊（情報収集、伝達、広報等の活動を行う隊
をいう。以下同じ。）による応援
(2) 航空応援回転翼航空機を装備した消防吏員の一隊（以下「航空隊」という。）による応援
（応援隊等の登録）
第６条 市町等は、応援が可能な消防隊、救助隊、救急隊、支援隊及び航空隊（以下「応援隊」
という。） 並びに資機材をあらかじめ登録するものとする。
（応援要請の方法）
第７条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町等（以下「要請側」と
いう。）の長から他の市町等の長に対し、災害の規模等に応じて次の各号の区分により行う。
(1) 陸上応援要請
ア 第１要請
当該市町等が隣接の市町等に対して行う応援要請
イ 第２要請
当該市町等が構成する別表の地域内の他の市町等に対して行う応援要請（第１要請を
除く。）
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ウ

第３要請
当該市町等が構成する別表の地域外の市町等に対して行う応援要請（第１要請を除
く。）
(2) 航空応援要請
航空隊の応援を必要とする応援要請
２ 陸上応援要請は、第１要請、第２要請、第３要請の順に行うものとする。ただし、要請側
の長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
３ 前項の陸上応援要請のうち、第２要請にあっては要請側の地域代表消防機関を、第３要請
にあっては要請側の地域代表消防機関、総括代表消防機関及び応援要請をされた市町等の地
域代表消防機関を経由して行うものとする。
（応援要請の代行）
第７条の２ 地域代表消防機関を置く市町等の長は、災害の状況により応援の必要があると認
めるときは、北海道知事及び総括代表消防機関を置く市町等の長と協議し、要請側の長に代
わり他の市町等の長に応援の要請をすることができるものとする。
２ 前項の応援の要請は、前条の規定により要請側の長が行った応援の要請とみなすものとす
る。
（応援隊の派遣）
第８条 前２条の規定により応援の要請を受けた市町等（以下「応援側」という。）の長は、特
別の事情がない限り、応援隊を派遣するものとする。
２ 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対し、その旨を通知しなければな
らない。この場合において、第７条第３項の規定により経由することとされている代表消防
機関を経由した応援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。
（応援隊の指揮）
第９条 応援隊の指揮は、要請側の長が行うものとする。
（応援経費の負担）
第１０条 陸上応援に要する経費は、要請側の負担とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、
応援側の負担とする。
(1) 応援隊員の出勤に係る旅費及び諸手当
(2) 車両及び機械器具の燃料費（現地で調達したものを除く。）
(3) 車両及び機械器具の修理費
(4) 消耗品の補充費（現地で調達したものを除く。）
２ 航空応援に要する応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに回転翼航空機の燃料費は、
原則として要請側の負担とする。
３ 応援側の長は、前２項の規定により要請側の負担とされる経費を要請側の長に直接請求するもの
とする。
（損害賠償）
第１１条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる経費は、要請側
の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する経費は、応援
側の負担とする。
(1) 土地、建物、工作物等に対する損害賠償
(2) 一般人の死傷に伴う損害賠償
２ 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した金額と
する。
（協議）
第１２条 この規定の定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市町等の長
が協議して決定するものとする。
（委任）
第１３条

この協定の実施に関し必要な事項は、市町等の消防長が協議して定める。

- 112 -

附

則

この協定は、平成３年４月１日から施行する。
本協定の成立を証するため協定書 72 通を作成し、記名押印のうえ市町村において各１通を保
有する。
平成３年２月１３日
附

則（平成６年７月２５日締結）

この協定は平成６年８月１日から施行する。
地域
道央
地域

構 成 市 町 等（注 道央以外の地域については、略）
札幌市、小樽市、夕張市、美唄市、江別市、三笠市、千歳市、歌志内市、恵庭市、
北広島市、石狩北部地区消防事務組合、羊蹄山ろく消防組合、岩内寿都地方消防組
合、北後志消防組合、滝川地区広域消防事務組合、岩見沢地区消防事務組合、深川
地区消防組合、砂川地区広域消防組合、南空知消防組合
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資 料 48

応急金融の大要
（一般対策編：第７章 第２節「被災者援護計画」）

応急金融の大要
（平成 29 年度）
融資
の
名称

内容・資格・条件等

資金の種類

内容

貸付限度（円）

据置期間

生活再建までのに必
要な生活費用

(単身世帯)
月額 150,000 円以内
(複数世帯)
月額 200,000 円以内

最終貸付日
から 6 ヵ月以
内

住宅入居費

敷金、礼金等住宅の
賃貸契約を結ぶため
に必要な費用

400,000 円以内

一時生活
再建費

生活を再建するため
に一時的に必要かつ
日常生活費で賄うこ
とが困難な費用

600,000 円以内

福祉費

日常生活を送る上
で、または自立生活
に資するために一時
的に必要な費用（具
体的使途は別表参
照）

生活支援費
総
合
支
援
資
金

生
活
福
祉
資
金

福
祉
資
金

緊急小口
資金
就学支度費

教
育
支
援
資
金

不
動
産
担
保
型
生
活
資
金

教育支援費

不動産担保型
生活資金

要保護世帯向
け不動産担保
型生活資金

緊急かつ一時的に生
計の維持が困難とな
った場合に貸付する
費用
高等学校等の入学に
際し必要な経費

高等学校等に就学す
るのに必要な経費

低所得の高齢者に対
し一定の居住用不動
産を担保に生活費貸
付
要保護の高齢者に対
し一定の不動産を担
保に生活費を貸付

償還期間

利子

10 年以内

無 利 子
(連帯保
証 人 が
設定でき
な い 場
合
：1.5％

６ヵ月以内

20 年以内
（ただし、
使途目的
に応じて
別表を参
照）

無 利 子
（連 帯 保
証 人 が
設定でき
な い 場
合
：1.5％

２ヵ月以内

12 ヵ月以
内

無利子

卒業後
６ヵ月以内

20 年以内
（貸付額
に期間の
上限有り）

無利子

据置期間
終了時

年 ３％又
は期ﾌﾟﾗ
ｲﾑﾚｰﾄ
の い ず
れ か 低
い利率

6 ヵ月以内
（生活支援
費 併せ貸 し
の場合は、
生活支援
費の最 終
貸 付 日 から
６ヵ月以内）

5,800,000 円以内
（ただし、使 途 目 的に
応じて別表を参照）

100,000 円以内

500,000 円以内
（高等学校）
月額 35,000 円以内
（高等専門学校）
月額 60,000 円以内
（短期大学）
月額 60,000 円以内
（大学）
月額 65,000 円以内
（土地評価額の７割）
月額 300,000 円以内

（土地評価額の７割）
月額生活扶助額の
1.5 倍以内

契約の終
了後
３ヵ月以内

※総合支援資金又は福祉資金を貸し付ける場合には、当該災害の状況に応じ、上表の規定にかからわず、
据え置き期間を貸付けの日から２年以内とすることができる。
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融資
の
名称

内容・資格・条件等

〈福祉資金福祉費別表〉
使途目的
生業を営むために必要な経費

技能習得に必要な経費及びその期間中
の生計を維持するために必要な経費

住宅の増改築、補修等及び公営住宅の
譲り受けに必要な経費

生
活
福
祉
資
金

呼 称

貸付限度額目安

償還期間

生業経費

4,600,000 円

２０年以内

技能習得関係経費

技能習得期間
・６ヵ月以内
1,300,000
・１年以内
2,200,000
・２年以内
4,000,000
・３年以内
5,800,000

円
円

８年以内

円
円

住宅経費

2,500,000 円

７年以内

福祉用具経費

1,700,000 円

８年以内

障害者用自動車の購入に必要な経費

障害者自動車経費

2,500,000 円

８年以内

中国残留邦人等に係る国民年金保険料
の追納に必要な経費

中国年金追納経費

5,136,000 円

１０年以内

福祉用具等の購入に必要な経費

1,700,000 円
特に必要と認められる
場合
2,300,000 円
1,700,000 円
特に必要と認められる
場合
2,300,000 円

負傷又は疾病の療養に必要な経費及び
その療養期間中の生計を維持するため
に必要な経費

療養関係経費

介護サービス、障害者サービス等を受け
るのに必要な経費及びその期間中の生
計を維持するために必要な経費

介護関係経費

災害を受けたことにより臨時に必要となる
経費

災害経費

1,500,000 円

７年以内

冠婚葬祭に必要な経費

冠婚葬祭経費

500,000 円

３年以内

住居の移転等、給排水設備等の設置に
必要な経費

移転設備経費

500,000 円

３年以内

就職、技能習得等の支度に必要な経費

支度関係経費

500,000 円

３年以内

その他日常生活上一時的に必要な経費

その他の経費

500,000 円

３年以内
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利子

５年以内

５年以内

無利子
（連帯
保証人
が設定
できな
い場合
:1.5％）

（平成 29 年度）
融資の

内容・資格・条件等

名称
資金の
種類

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

貸付対象等

貸付限度額（円）

事業
開始
資金

母子家庭の母
父子家庭の父
母子・父子福
祉団体
寡婦

事業（例えば洋裁、軽飲
食、文具販売、菓子小売
業等、母子・父子福祉団
体においては政令で定め
る事業）を開始するのに
必要な設備費、什器、機
械等の購入資金

事業
継続
資金

母子家庭の母
父子家庭の父
母子・父子福
祉団体
寡婦

現在営んでいる事業（母
子福祉団体については政
令で定める事業）を継続
するために必要な商品、
材料等を購入する運転資
金

高等専門学校
父子家庭の父
が扶養する児
短大、専修大学
童
（専門課程）
父母のいない
大学
児童
専修学校
寡婦が扶養す
（一般課程）
る子

据置
期間

2,830,000
１年
団体 4,260,000

1,420,000
6 ヵ月
団体 1,420,000
高等課程
公立(自宅) 27,000
(自宅外) 34,500
私立(自宅) 45,000
(自宅外) 52,500
高等専門学校
（１，２，３年）
公立(自宅) 31,500
(自宅外) 33,750
私立(自宅) 48,000
(自宅外) 52,500
高等専門学校
（４，５年）
公立(自宅) 67,500
就学期間中
(自宅外) 76,500
私立(自宅) 79,500
(自宅外) 90,000
短大、専修大学
公立(自宅) 67,500
(自宅外) 76,500
私立(自宅) 79,500
(自宅外) 90,000
大学
公立(自宅) 67,500
(自宅外) 76,500
私立(自宅) 81,000
(自宅外) 96,000

母子家庭の母
高校、専修学校
が扶養する児
（高等課程）
童

修学
資金

貸付を受
ける期間

償還
期間

利率

７年
以内

保証人
有：無
利子
保証人
無：
年 1.0%

７年
以内

保証人
有：無
利子
保証人
無：
年 1.0%

無利子
※親に
貸付け
る場合
20 年以 児童を
内専修 連帯借
当該
学校
受人と
学校
(一般
する。
卒業後
課程は
６ヵ月
５年以 児童に
内)
貸付け
る場合
親等を
連帯保
証人と
する。

専修学校（一般課程）

48,000
技能
習得
資金

自ら事業を開始し又は会
母子家庭の母 社等に就職するために必
父子家庭の父 要な知識、技能を習得す
寡婦
るために必要な資金（例
洋裁、タイプ、栄養士等）

月額 68,000 知識､技能を
知識
習得する期
技能
(特 1 回 816,000) 間中５年をこ
習得後
えない範囲
1年
運転免許 460,000 内
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20 年
以内

保証人
有：無
利子
保証人
無：
年 1.0%

融資の

内容・資格・条件等

名称
資金
の
種類

貸付対象等

貸付限度

貸付を
受ける期間

据置
期間

月額 68,000
(特 1 回 460,000)
母子家庭の母が
(注)修業施設で知
扶養する児童
識、技能習得中の 知識､技能を
父子家庭の父が 事業を開始し又は就職す
知識
児童が 18 歳に達し 習得する期
るために必要な知識、技
技能
修業 扶養する児童
間中５年をこ
資金 父母のいない児 能を習得するために必要 たことにより児童扶
習得後
養手当等の給付を
えない範囲
童
な資金
１年
受けることができなく
内
寡婦が扶養する
なった場合上記額
子
に児童扶養手当額
を加算

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

母子家庭の母又
は児童
就職するために直接必
就職 父子家庭の父又 要な衣服、履物及び通
支度 は児童
勤用自動車等を購入す
金
父母のいない児 る資金
童
寡婦

母子家庭の母
又は児童（介護
の場合は児童を
医療 除く）
介護 父子家庭の父
資金 又は児童（介護
の場合は児童を
除く）
寡婦

100,000
１年
(特別 330,000)

償還
期間

利率

６年
以内

修学資
金と同
様

６年
以内

親に係
る貸付
の場合
保証人
有：
無利子
保証人
無：
年 1.0%
児童に
係る貸
付の場
合
修学資
金と同
じ

医療又は介護（当該医療
を受ける期間が１年以内
の場合に限る）を受ける
ために必要な資金

340,000
(特 1 回 480,000)
介護 500,000
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６ヵ月

５年
以内

保証人
有：
無利子
保証人
無：
年 1.0%

融資の

内容・資格・条件等

名称
資金
の
種類

貸付対象等

貸付限度

知識技能を習得している
間の生活補給資金

母子家庭の母
生活
父子家庭の父
資金
寡婦

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

貸付を
受ける期間

据置
期間

償還
期間

知識技能を
習得する期
間中５年以
内

知識
技能
習得
後
６ヵ月

20 年
以内

医療若
医療又は介
しくは
護を受けて
介護終
月額
いる期間中１
了後６
（一般） 103,000 年以内
ヵ月
（技能） 140,000

医療若しくは介護を受け
ている間の生活補給資
金

母子家庭又は父子家庭
になって間もない（７年未
満）者の生活を安定・継
続する間に必要な生活
補給資金

240 万円を限
度

失業中の生活を安定・
継続するのに必要な生
活補給資金

離職した日
の翌日から１
年以内

母子家庭の母
住宅
父子家庭の父
資金
寡婦

住宅を補修し、保全し、
改築し、増築し、建築し、
又は購入するのに必要な
資金

母子家庭の母
転宅
父子家庭の父
資金
寡婦

住宅を転移するため住宅
の賃借に際し必要な資金

貸付
期間
満了後
６ヵ月

６ヵ月
(特別 2,000,000)
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８年
以内

保証人
有：
無利子
保証人
無：
年 1.0%

５年
以内

1,500,000

260,000

５年
以内

利率

６ヵ月

６年
以内
特別は
７年以
内

３年
以内

保証人
有：
無利子
保証人
無：
年 1.0%
保証人
有：
無利子
保証人
無：
年 1.0%

融資の

内容・資格・条件等

名称
資金
の
種類

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

貸付対象等

貸付限度

小学校
40,600
中学校
47,400
高校等
公立(自宅) 150,000
母子家庭の母
(自宅外) 160,000
が扶養する児童
私立(自宅) 410,000
父子家庭の父
(自宅外) 420,000
就学
就学、修業するために必
が扶養する児童
大学・短大等
支度
要な被服等の購入に必
父母のいない児
公立(自宅) 370,000
資金
要な資金
童
(自宅外) 380,000
寡婦が扶養する
私立(自宅) 580,000
子
(自宅外) 590,000
修業施設
(自宅) 90,000
(自宅外) 100,000

母子家庭の母
結婚
父子家庭の父
資金
寡婦

母子家庭の母又は父子家
庭の父が扶養する児童、
寡婦が扶養する 20 歳以
上の子の婚姻に際し必要
な資金
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300,000

貸付を
受ける期間

据置
期間

償還
期間

20 年
以内
６ヵ月

６ヵ月

修業
５年
以内

５年
以内

利率

修学資
金と同
様

保証人
有：
無利子
保証人
無：
年 1.0%

融資の

内容・資格・条件等

名称

実施主体 市町村（特別区を含む。）が条例に定めるところにより実施する。
対象災害 自然災害であって、都道府県内において災害救助法が適用された市町村が 1 以上ある場合の災害とす
る。
貸付対象 対象災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた者
貸付限度

利率

据置期間

償還期間

償還方法

年３％

３年

10 年

半年賦

措置期間
は無利子

特別の事情
がある場合
は５年

措置期間
を含む

年賦

① 世帯主の１ヶ月以上の負傷
1,500,000 円
② 家財等の損害
ア 家財の３分の１以上の損害
1,500,000 円
イ 住宅の半壊
1,700,000 円
ウ 住宅の全壊（１の場合を除く）
2,500,000 円
エ 住宅全体の滅失又は流失
3,500,000 円
③ ①と②とが重複した場合
ア ①と②のアが重複した場合
2,500,000 円
イ ①と②のイが重複した場合
2,700,000 円
ウ ①と②のウが重複した場合
3,500,000 円
④ 次のいずれかの事由の１に該当する
場合であって、被災した住居を建て直す
に際し、残存部分を取り壊さざるを得な
い場合等
ア ②のイの場合 2,500,000 円
イ ②のウの場合 3,500,000 円
ウ ③のイの場合 3,500,000 円

災
害
援
護
資
金
貸
付
金

取扱機関等

関係法令等

備

考

北海道社会福祉協議会
市町村社会福祉協議会

生活福祉資金貸付制度要
綱

国 1/2 補助

北海道
市町村

母子及び父子並びに寡婦
福祉法
（昭和 39 年法律第 129 号）

国 2/3 貸付 道 1/3 貸付
償還については６月ないし１年間の措置期間が
ある。修業資金については厚生労働大臣の定める
ものは無利子である。

北海道
市町村

災害弔慰金の支給等に関
する法律
（昭和 48 年法律第 82 号）

貸付金の額は、１世帯当たり限度額は 350 万円を
越えない範囲内とする。
貸付金原資の負担 国 2/3 都道府県、指定都市
1/3
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道 1/2 補助

融資の

内容・資格・条件等

名称

１

融資対象者
・次の(1)から(4)の全てに当てはまる方
(1) 自然現象による災害により被害を生じた住宅の所有者又は住居者で、地方公共団体から「り災証
明書」を交付されている方
(2) ご自分が住居するために住宅を建設、購入又は補修する方
(3) 年収に占めるすべての借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が次の基準を満た す方
年

収

400 万円未満

400 万円以上

30％以下

35％以下

総返済負担率基準

(4) 日本国籍の方又は永住許可等を受けている外国人の方
２

融資条件
区分

建設

新築住宅購入

ﾘ・ﾕｰｽ(中古)住宅購入

補修

居住室、台所及びトイレが備えられていること
住宅の規格
(独)住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していること
等
地方公共団体による現場審査を受けること

災
害
復
興
住
宅
融
資

融
資
対
象

住宅部分
床面積

13 ㎡以上 175 ㎡以下

築年数

50 ㎡以上（共同建
ての場合は 30 ㎡以
上）175 ㎡以下
申込日において竣
工から２年以内の
住宅で申込日前に
人が住んだことの
ない住宅

その他
融
資
限
度
額

返
済
期
間

建設資金 1,650 万円
基本融資額 土地取得資金 970 万円
整地資金
440 万円

購入資金 2,620 万円

うち土地取得資金
970 万円

50 ㎡以上（共同建ての
場合は 30 ㎡以上）175
㎡以下
申込日において竣工か
ら２年を超えている住
宅又は既に人が住んだ
ことがある住宅
機構の定める耐震性や
劣化状況の基準等に適
合する住宅
購入資金 2,320 万円
うち土地取得資金
970 万円(ﾘｭｰｽﾌﾟﾗｽ)
(購入資金2,620万円)
(うち 土地 取 得資 金 970 万円)

特例加算額 建設資金
耐火
準耐火
35 年以内
木造
(耐久性)

510 万円

木造(一般) 25 年以内
据置期間

受付期間

購入資金

510 万円

35 年以内

ﾘｭｰｽﾌﾟﾗｽ住 宅 ・ ﾏﾝｼｮﾝ
35 年以内

20 年以内

ﾘｭｰｽﾌﾟﾗｽ住 宅 ・ ﾏﾝｼｮﾝ
25 年以内

25 年以内

1 年以内（返済期
間に含む）

3 年以内

年 0.63％
年 1.53％
補修の場合
年 0.63％
（平成 27 年 4 月 20 日現在、最新の金利は住宅金融支援機構にご確認ください）
り災から２年間
建設・購入の場合

融資金利

購入資金 510 万円

補修資金 730 万円
整地資金 440 万円
引方移転資金
440 万円

基本融資額
特例加算額

取扱機関等
独立行政法人住宅金融支援機構 お客様ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
（被災者専用ﾀﾞｲﾔﾙ 0120-086-353 又は 048-615-0420
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関係法令等
独立行政法人住宅金融支援機構法

備

考

融資の名称

内容・資格・条件等
災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金
資金使途

（災害は、原則として風水害、震災等の天災に限るが、火災、海洋汚染等による
通常の注意をもってしても避けられない物的損害も含む）
○認定農業者
○認定新規就農者又はそれ以外の新たに農林漁業経営を開始したものであって、
農林漁業経営開始後３年以内のもの
○林業経営改善計画の認定を受けた者
○「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法」に定める改善計画の認定
を受けた漁業者
○農林漁業に係る所得が総所得（法人にあっては総売上高）の過半又は粗収益が
200 万円（法人 1,000 万円）以上の農林漁業者

貸付対象者
農林漁業セーフ

○上記に該当する家族農業経営における経営主以外の農業を営む者
ただし家族協定において、①経営の一部門について主宰権があること②主宰権
のある経営部門について当該者に危険負担及び収益処分権があること、が明確

ティネット資金

になっていること
○次の要件のすべてを満たす法人格を有しない任意団体で農業を営む者
①目的、構成員資格等を定めた定款又は規約を有すること
②一元的に経理を行っていること
③原則５年以内に農業生産法人に組織変更する旨の目標を有していること
④農用地利用集積の目標を定めていること
⑤主たる従事者が目標所得を定めていること
600 万円
貸付限度額

（ただし、簿記記帳を行っている者に限り、経営規模等から貸付限度額 の引き上
げが必要であると認められる場合には、年間経営費の 12 分の３に相当する額又
は粗収益の 12 分の３に相当する額のいずれか低い額とすることができる）

償還期間

10 年以内（うち据置き３年以内）

貸付利率

年 0.16％（H29.4.19 現在）

取扱機関等
株式会社日本政策金融公庫及び
農林中央金庫等公庫の事務受託金融機関

関係法令等
農林漁業セーフティネット資金実施要綱
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備

考

融資の名称

内容・資格・条件等
資金使途

貸付の対象

天災融資法に
よる融資

貸付限度額

天災による被害が著しく、かつ、その国民経済に及ぼす影響が大であると
認められる場合、天災によって損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組
織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置
を講じる。
(ア)被害農業者
被害減収量が平年収量の 30/100 以上で、かつ、損失額が平年農業総収
入額の 10/100 以上で、市町村長の認定を受けた主業農家。
ただし、樹体被害の場合、損失額が被害時価格の 30/100 以上で市町村
長の認定を受けた主業農家。
(イ)被害林業者
(ウ)被害漁業者
(エ)被害組合
(一般災害)被害農林漁業者
(個人) 3,500,000 円
(法人) 20,000,000 円
政令で定める資金
(個人) 5,000,000 円
(法人) 25,000,000 円
(激甚災害)被害農林漁業者
(個人) 4,000,000 円
(法人) 20,000,000 円
政令で定める資金
(個人) 6,000,000 円
(法人) 25,000,000 円
漁具購入
50,000,000 円
被害組合
25,000,000 円
(連合会 50,000,000 円)

償還期限
貸付利率

６年以内（激甚災害法適用の場合７年以内）
法発動の都度設定

資金使途

農業者が台風や地震等の不慮の災害により被災した場合に、農業施設等の
復旧に必要な資金を株式会社日本政策金融公庫が融資する
①

農林漁業施設資金
（主務大臣指定施
設（災害復旧））

貸付の対象

貸付限度額
償還期限
貸付利率

農林漁業施設資金
（主務大臣指定施
設）
水産業施設資金
（災害復旧）

貸付の対象

被災した農舎、畜舎、農産物乾燥施設、堆肥舎、農作物育成管理用施設、
サイロ、家畜用水施設、牧柵、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施
設、農産物保管貯蔵施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵
育すう施設、家畜管理所、畜産環境保全林、畜産物搬出入道路、地域資源
整備活用施設、農業生産環境施設、未利用資源活用施設、農機具及び運搬
用器具の復旧
② 果樹の改植又は補植費用
ア 貸付を受ける者の負担する額の 80％に相当する額
イ １施設当たり 3,000,000 円（特認 6,000,000 円）
①15 年（うち据置 ３年）以内
②25 年（うち据置 10 年）以内
年 0.10％（H28.4.20 現在）
被災した漁船の復旧
被災した漁具、内水面養殖施設、海面養殖施設、漁船漁業用施設の改良・
造成・取得

貸付限度

１ 貸付対象事業費×0.8
２ 漁船 1,000 万円 その他施設
１及び２のいずれか低い額

貸付期間
貸付利率

15 年以内（うち据置３年以内）
0.16％（H29.4.19 現在）

取扱機関等
金融機関
株式会社日本政策金融
公庫及び農林中央金庫
等の事務受託金融機関

関係法令等

300 万円

備

天災融資法
株式会社日本政
策金融公庫法
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考

融資の名称

造林資金

内容・資格・条件等
貸付の対象

復旧造林事業を行う林業を営む者及び森林組合、同連合会、農業協同組合

貸付限度額

貸付を受ける者の負担する額の 80％相当額

償還期間

30 年以内（20 年以内の据置期間含む）

貸付利率
貸付の対象

0.16～0.45％（H29.4.19 現在）※貸付区分により異なる
樹苗養成施設の被害復旧を行う樹苗養成の事業を営む者及び森林組合、同連
合会、農業協同組合、中小企業等協同組合

樹苗養成施設資金

貸付限度額

貸付を受ける者の負担する額の 80％相当額

償還期間

15 年以内（５年以内の据置期間含む）

貸付利率

0.16～0.25％（H29.4.19 現在）

貸付の対象

自動車道、軽車道及びこれらの付帯施設（林産物の搬出のための集材機、ト
ラクター等及び土場を含む）又は林業集落排水施設及び用水施設の災害復旧
を行う林業を営む者及び森林組合、同連合会、農業協同組合、中小企業等協

林道資金

同組合、これらの者が構成員又は資本金の過半を占める法人・団体等
貸付限度額

貸付を受ける者の負担する額の 80％相当額（林業集落排水施設は借入者の負
担額）

償還期間

20 年以内（３年の据置期間含む）

貸付利率

0.16～0.30％（H29.4.19 現在）
林産物処理加工施設、素材生産施設、特用林産物生産施設、森林レクリエー

農林漁業施設資金

貸付の対象

事業及び特用林産物生産業を営む者等

（主務大臣指定施
設）
林産業施設資金
（災害復旧）

ション施設等の災害復旧を行う育林業、素材生産業、薪炭生産業、樹苗養成

貸付限度額

貸付を受ける者の負担する額の 80％相当額又は１施設当たり 300 万円（特認
600 万円）のいずれか低い額

償還期間

15 年以内（３年以内の据置期間含む）

貸付利率

0.16％（H29.4.19 現在）
農林水産物の生産、流通、加工、販売に必要な共同利用施設及びその他共同

貸付の対象
共同利用施設資金

利用施設の災害復旧を行う、農業協同組合、同連合会、森林組合、同連合会、
中小企業等協同組合、水産業協同組合等

貸付限度額

貸付を受ける者の負担する額の 80％相当

償還期間

20 年以内（３年以内の据置期間含む）

貸付利率

0.16～0.30％（H29.4.19 現在）

取扱機関等

関係法令等

株式会社日本政策金融公
庫及び農林中央金庫等公
庫の事務受託金融機関

考

株式会社日本政策金融公庫法

融資の名称

備荒資金直接融資
資金

備

内容・資格・条件等
貸付の対象
貸付限度額
償還期間

備荒資金組合市町村が災害復旧応急事業を行う場合
各組合市町村の蓄積金現在額の 1.5 倍以内、ただし、２千万円未満は２千万
円まで災害救助法適用市町村は４千万円まで
６ヵ月

貸付利率

年利率３％

取扱機関等
北洋銀行
北海道銀行
三菱東京 UFJ 銀行
全国信用金庫組合札幌支店

関係法令等
事業資金等の銀行融
資斡旋条例

備

考

組合市町村の災害復旧事業等に充てるため市町村に対す
る融資斡旋額は、当該市町村の納付現在額の２倍（その額が
２千万円に満たないときは２千万円）以内とする。ただし、
特別の事情があるときは、組合長が適当と認める額まで増額
し斡旋することができるものとする。
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融資の名称
中小企業総合振
興資金
「経営環境変化
対応貸付【災害
復旧】」

内容・資格・条件等
・目的
災害により経営に支障を生じている中小企業者等に対し、市中金融機関を通じ、事業の早
期復旧と経営の維持・安定に必要な事業資金の円滑化を図る。
・融資条件
1 災害の影響により中小企業信用保険法第２条第５項の規定に基づく
「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等
融 資 対 象 2 地震、大火、風水害等により主要な事業用資産に被害を受けたもの又
は冷害等により売上げの減少等の間接被害を受けている中小企業者等
であって、道が認めた地域内に事業所を有するもの
資 金 使 途
設備資金
運転資金
融 資 金 額
8,000 万円
5,000 万円
融 資 期 間
10 年以内（据置２年以内）
〔固定金利〕
〔変動金利〕
融 資 利 率
5 年以内 年 1.1％
年 1.1％
10 年以内 年 1.3％
（融資期間が 3 年超の場合選択可）
担保・償還
取扱金融機関の定めるところによる
方
法
信 用 保 証 すべて北海道信用保証協会の保証付き

取扱機関等

関係法令等

北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、商工組合
中央金庫、道内信用金庫、道内信用組合、農林中央金庫

中小企業総合振興資金融資要領

融資の名称

備

考

内容・資格・条件等

勤労者福祉資金
区分

融資対象者

融 資 金 額

中小企業で

非正規労働

季節労働者

働く方

者の方

の方

中小企業に

非正規労働

2 年間で通算

企業倒産など事業主の都合

勤務する方

者の方（育

12 か月以上勤

により離職した方で、次の

（育児・介

児・介護休

務している季

いずれかの要件を備えた方

護休業中の

業中の方も

節労働者の方

①雇用保険受給資格者

方も含む）

含む）

前年の総所得

②賃確法の立替払の証明書

前年の総所

前年の総所

が 600 万円以

若しくは確認書の交付を受

得が 600 万

得が 600 万

下の方

けた方で、求職者登録して

円以下の方

円以下の方

いる方

中小企業で働く方・非正規労働者の方・季節労働者の方
離職者の方

120 万円以内

100 万円以内

８年以内
融 資 期 間

離職者の方

５年以内

８年以内

（育児・介護休業者について

（６か月以内元金据置可、

は、休業期間終了時まで元金

据置期間分延長可）

据置可、据置期間分延長可）
融 資 利 率

年 1.60％

償 還 方 法
信 用 保 証

年 0.60％
元利均等月賦償還及び半年賦併用可

取扱金融機関の定めによ
る

取扱機関等

北海道勤労者信用基金協会の保証が必要

関係法令等

北海道銀行、北洋銀行、北海道労働金庫、道内信
用金庫、道内信用組合

勤労者福祉資金融資要綱
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備

考

■

「被災者生活再建支援制度」に基づく支援
内容・資格・条件等

目

的

法適用の要件

支援金の
支給額

申請窓口

市町村

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の
観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生
活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目
的とする。
(1) 対象となる自然災害
① 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は２号に該当する被害が発生した市町村
における自然災害
② 10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村における自然災害
③ 100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県における自然災害
④ ①又は②の市町村を含む都道府県で５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町
村（人口 10 万人未満に限る）における自然災害
⑤ ①～③の区域に隣接し、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10.万
人未満に限る）における自然災害
⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が２以上ある場合に、
５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10 万人未満に限る）
２世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口５万人未満に限る）
における自然災害
※ ④～⑥の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措
置あり
（合併した年と続く５年間の特例措置）
(2) 支給対象世帯
上記の自然災害により
① 住宅が全壊した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住居に居住不能な状態が長期間継続している世
帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難 な世帯
（大規模半壊世帯）
支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる
（※ 世帯人数が１人の場合は、各当該欄の金額の 3/4 の額）
① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
住宅の
全壊
解体
長期避難
大規模半壊
被害程度
（支給対象世 （支給対象世 （支給対象世 （支給対象世
帯①に該当）
帯②に該当）
帯③に該当）
帯④に該当）
支給額
100 万円
100 万円
100 万円
50 万円
② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
住宅の再建方法
建設・購入
補修
賃借
（公営住宅以外）
支給額
200 万円
100 万円
50 万円
※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、
合計で 200（又は 100）万円

関係法令等

被災者生活再建支援法

備
考
(１)申請時の添付書面
①基礎支援金：罹災証明書、住民票等
②加算支援金：契約書（住宅の購入、賃借等）等
(２)申請期間
①基礎支援金：災害発生日から 13 月以内
②加算支援金：災害発生日から 37 月以内
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資 料 49

事業別国庫負担等一覧
（一般対策編：第８章 第１節 第４「災害復旧予算措置」）

事業別国庫負担等一覧
適用法令

事業名
河川
海岸
砂防設備
林地荒廃
防止施設
地すべり
防止施設
急傾斜地
崩壊防止
施設

公共土木
施設災害
復旧事業
国庫負担
法

道路

港湾

漁港
下水道

公園等

空港法

農林水産
業施設災
害復旧事
業費国庫
補助の暫
定措置に
関する法
律

空港

農地

農業用施
設

事業主体

対象及び内容

単位当事業費
国庫補助率
国施行1カ所 500万円以上
標準税収入と
国、道、市町
堤防、護岸、水制、床止等 道施行1カ所 120万円以上
対比して算定
村
市町村施行1カ所 60万円以上 する。
〃
堤防、護岸、突堤等
〃
〃
国施行1カ所 500万円以上
国、道
治水上施行する砂防施設
〃
道施行1カ所 120万円以上
山林砂防、海岸砂防施設
道
道施行1カ所 120万円以上
〃
（防潮堤を含む）
地すべり防止区域内にある 国施行1カ所 500万円以上
国、道
〃
排水施設、擁壁、ダム等
道施行1カ所 120万円以上
〃

急傾斜地崩壊危険区域内に
ある擁壁、排水施設等

〃

〃

トンネル、橋、渡船施設、
国施行1カ所 500万円以上
国、道、市町 道路用エレベーター等道路
道施行1カ所 120万円以上
〃
村
と一体となってその効果を
市町村施行1カ所 60万円以上
全うする施設又は工作物等
水域施設(航路、泊地、船だ
まり)
国施行1カ所 500万円以上
国、管理組合 外 郭 施 設 (防 波 堤 ､水 門 ､堤 管理 組合 施行 1カ 所 120万 円
〃
、市町村
防)
以上
係留施設(岸壁､浮標）、臨港 市町村施行1カ所 60万円以上
交通施設等
水域施設
国施行1カ所 500万円以上
国、道、市町
外かく施設
道施行1カ所 120万円以上
〃
村
けい留施設、輸送施設
市町村施行1カ所 60万円以上
公共下水道、流域下水道、 道施行1カ所 120万円以上
道、市町村
〃
都市下水路
市町村施行1カ所 60万円以上
都市公園及び特定地区公園
（カントリーパーク）の園
〃
〃
〃
路・広場、修景施設、保養
施設、運動施設等
基本施設(滑走路、着陸帯、
誘導路、エプロン)、排水施
8/10
設、照明施設、護岸、道路、
国直轄事業の
自動車駐車場、橋、法令で
国、道、市町
うち基本施
定める空港用地、無線施設、１施設 120万円以上
村
設に要する費
気象施設、管制施設(道、市
用の2/10は
については、上記から無線
地方負担
施設、気象施設、管制施設
を除く）
道、市町村、
5/10(通常)
土 地 改 良 区 農地
１カ所
40万円以上
8/10、9/10
等
(高率該当分)
道、市町村、 用排水路、ため池、頭首工
土 地 改 良 区 、揚水施設、農業用道路、 １カ所
等
農地保全施設
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40万円以上

6.5/10(通常)
9/10、10/10
(高率該当分)

適用法令

事業名

事業主体

対象及び内容

林業用施
設

道、市町村、
林地荒廃防止施設・林道
組合

共同利用
施設

組

合

倉庫、加工施設、共同作業
場、その他

単位当事業費

１カ所

40万円以上

〃

土地改良
法

農業用施
設

開発局

１地区の復旧事業費（当該地
土地改良法第85条、第85 区 に お け る １ ヵ 所 の 復 旧 事
条の2、第85条の3、第87 業 費 75 万 円 以 上 の も の の 合
条の2の規定に基づいて 算額）が500万円以上で、当
事
業 国が実施している土地 該地区における当該年度残
事業費の100分の１を超える
実 改良事業地区
施
もの
地 北海道が土地改良法第
区
89条 の 規 定 に 基 づ き 農
林 水 産 大 臣 か ら 工 事 の １ヵ所75万円以上
委任を受けて実施して
いる土地改良事業地区
基本事業が完了したも
ので、当該土地改良財産
を 土 地 改 良 法 第 94 条 の
１ヵ所75万円以上
規定に基づき土地改良
事
業 区等に委託を了してい
完 ない施設
了
・１ヵ所 概ね2,000万円以上
地 基本事業が完了したも
・工事が高度な技術を要する
区 ので、当該土地改良財産
とき
を 土 地 改 良 法 第 94 条 の
・激甚な災害を被り直轄災害
規定に基づき土地改良
復旧事業として施行する
区に委託を了した施設
必要なとき

公営住宅
法

公営住宅

道、市町村

公営住宅

生活保護
法

保護施設

市町村（指定
都市及び中
核 市 を 除 く ）救護施設、更生施設、授産 施 設 整 備 ～ 災 害 復 旧 費 協 議
、社会福祉法 施設、宿所提供施設
額１件につき80万円以上
人、日赤北海
道支部

老人福祉
法

老人福祉
施設

市町村（指定
養護老人ホーム、特別養護
都市及び中核
老人ホーム、軽費老人ホー
市を除く）、社
ム、老人福祉センター等
会福祉法人

毎年国から示される

市 町 村 （指 定 療養介護事業、生活介護事
障害福祉
都 市 及 び中 核 業、自立訓練事業、就労移
サービス
市 を 除 く）、障 行支援事業、就労継続支援
事業所
害 者 総 合支 援 事業を行うもの
居 宅 介 護 法 第 79条第 2
障 害 者 総 事業所、短 項 に 基 づき 事 居宅介護事業所（居宅介護
合支援法 期 入 所 事 業 を 実 施す る 事業所、重度訪問介護事業
業所、共同 法 人 等 （社 会 所、同行援護事業所、行動
生 活 援 助 福 祉 法 人、 医 援 護 事 業 所 ）、 短 期 入 所 事
事業所、相 療 法 人 、NPO 業所、共同生活援助事業所
談 支 援 事 法 人 、 営利 法 、相談支援事業所
人等）
業所
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国庫補助率
5/10 ～ 6.5/10
(通常)
7.5/10～
10/10
(高率後)
2/10

土地改良法施
行 令 第 52条 第
１項第３号、
第２項、第３
項、第４項及
び第６項の規
定に基づき算
定する

2/5 ～ 3/4

1/2

〃

1/2または1/3

〃

1/2

〃

〃

適用法令

売春防止
法

事業名
障害者支
援施設

婦人保護
施設

児童福祉
施設

児童福祉
法

母子及び
父子並び
に寡婦福
祉法
感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律
上水
設災
旧費
簡易
施設
復旧
助金
要綱

道
害
及
水
災
費
交

事業主体

対象及び内容

市町村（指定
都市及び中核
障害者支援施設
市を除く）、社
会福祉法人等

道

婦人相談所、婦人保護施設

道、市町村、
社会福祉法
人、日赤北海
道支部、公益
社団法人、公
益財団法人等

助産施設、乳児院、母子生
活支援施設、保育所、児童
厚生施設、児童養護施設、
障害児入所施設、情緒障害
児短期治療施設等

単位当事業費

国庫補助率

〃

〃

施設整備～災害復旧費協議
額１件につき80万円以上

1/2

〃

〃

市町村（指定
都市及び中核
市を除く）、社
会 福 祉 法 人 、 児童発達支援センター
医療法人、NPO
法人、営利法
人等

〃

〃

市町村（指定
都 市 及 び 中 核 児童発達支援事業所、放課
市を除く）、社 後等デイサービス事業所
会福祉法人

〃

〃

設備整備～災害復旧費協議
額１件につき80万円以上（保
育所については、40万円以上
）

〃

設備整備～災害復旧費協議
額１件につき80万円以上

1/3

助産施設
等

道、市町村（
指定都市及び
中核市を除く
）、社会福祉法
人、日本赤十
字社

児童厚生
施設

市町村（指定
都市及び中核
児童厚生施設
市を除く）、社
会福祉法人等

助産施設、乳児院、母子生
活支援施設、保育所、児童
養護施設、情緒障害児短期
治療施設、児童自立支援施
設等

市町村（指定
母子・父子
母子・父子福祉センター、 施 設 整 備 ～ 災 害 復 旧 費 協 議
都市及び中
福祉施設
母子・父子休養ホーム
額１件につき80万円以上
核市を除く）

〃

感染症法
予防事業

1/2

施
復
び
水道施設
道
災害復旧
害
事業
補
付

市町村

感染症予防、ねずみ族、昆
各種事業による
虫の駆除等

○被災した施設を原形に復
旧する事業（原形に復旧す
ることが著しく困難な場合
においては、当該施設の従
市町村、一部
前の効用を復旧するための
事務組合
施設を設置する事業を含む
○応急的に施設を設置する
事業（応急的に共同給水装
置を設置する事業を含む）
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○上水道事業又は水道用水
供給事業
本 復 旧 費 1,900千 円 （ 町村
は1,000千円）を超え、かつ、
現 在 給 水 人 口 ×130円を 超え
るもの
1/2～8/10
○簡易水道事業
本 復 旧 費 1,000千 円 （ 町 村
は500千 円） を 超え 、 かつ 、
現 在 給 水 人 口 ×110円を 超え
るもの

適用法令
事業名
公立学校 公立学校
施設災害 施設災害
復旧費国 復旧事業
庫負担法

公立諸学
校建物そ
の他災害
復旧費補
助金交付
要綱

廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律

事業主体
道、市町村

対象及び内容
単位当事業費
公立の幼稚園、小学校、中 施設整備
学校、高等学校、中等教育 道 80万円以上
学校、特別支援学校、大学 市町村 40万円以上
及び、高等専門学校の施設 設備整備
（建物、建物以外の工作物、 道 60万円以上
土地、設備）
市町村 30万円以上

公立学校
施設災害
復旧事業

道、市町村

教員住宅、特定学校借上施 施設整備
設及び校舎の新築復旧に
道 80万円以上
伴う応急仮設校舎等
市町村 40万円以上

災害等廃
棄物処理

災害その他の事由のため
に実施した生活環境の保
全上、特に必要とされる廃
市町村（一部
棄物の収集、運搬及び処分 指定市：80万円以上
事務組合、広
に 係 る 事 業 並 び に 災 害 に 市町村：40万円以上
域連合含む）
伴って便槽に流入した汚
水の収集、運搬及び処分に
係る事業等
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国庫補助率

2/3
(離島 4/5）

2/3
(離島 4/5）

1/2

