
 

【民間企業等との協定】 

協定の名称 締結年月日 締結機関 応援内容 

災害時の医療救護活動に関する 

協定 
平成 5年 3月31日 社団法人上十三医師会 医療救護活動 

水道施設の地震災害に伴う 

応急処置の協力に関する協定書 
平成20年 5月14日 三沢市管工事協同組合 水道施設の復旧 

災害時における支援協力に 

関する協定 
平成21年 8月10日 

マックスバリュ東北 

株式会社 

株式会社サンデー 

株式会社ユニバース 

物資等供給 

災害時における資器材等物資の 

供給協力に関する協定 
平成21年11月 1日 ホーマック株式会社 物資等供給 

災害時における電力復旧応援隊 

受け入れの協力に関する協定 
平成22年 4月 1日 

東 北 電 力 株 式 会 社 

三沢営業所 

電力復旧応援隊 

受入れの協力 

鉄道災害発生時における消防 

活動に関する協定 
平成22年 9月28日 

東日本旅客鉄道株式会社 

盛岡支社及び秋田支社 

鉄道災害及び鉄道

沿線の火災対応 

災害復旧時の協力に関する 

協定書 
平成23年 5月 2日 

東日本電信電話株式会社 

青森支店 
通信設備の復旧 

災害時等における物資の供給に 

関する協定書 
平成23年 7月 8日 三沢燃料組合 燃料の供給 

鉄道災害発生時における消防 

活動に関する協定 
平成23年12月22日 青い森鉄道株式会社 

鉄道災害及び鉄道

沿線の火災対応 

災害時の通信設備復旧等の 

協力に関する協定書 
平成24年 3月23日 

株式会社ＮＴＴドコモ 

東北支社八戸支店 
通信設備の復旧 

三沢市福祉避難所の確保に 

関する協定 
平成25年 3月27日 市内福祉施設の管理者 福祉避難所の確保 

災害時における応急対策業務の 

協力に関する協定 
平成25年12月 4日 協同組合三沢建設業協会 障害物の撤去 

災害時におけるレンタル機材の 

提供に関する協定 
平成26年 2月20日 

一般社団法人日本建設機

械レンタル協会青森支部 

避難所等へのレン 

タル機材の提供 

災害時における電気設備等の 

応急復旧に関する協定 
平成26年 2月20日 三沢電気工事業協同組合 電気設備等の復旧 

災害時における液化石油ガス 

及び応急対策用資機材の調達に 

関する協定 

平成26年 3月26日 
一般社団法人青森県 

エルピーガス協会 
燃料等の供給 

三沢市と三沢市内郵便局との 

災害時における相互協力及び 

平 常 時 に お け る 高 齢 者 等 の 

見 守 り 活 動 に 関 す る 協 定 書 

平成28年 1月28日 
日本郵便株式会社 

（三沢市内郵便局） 

各種情報提供及び 

避難所での郵便物 

集配とポスト設置 

見守り活動の実施 

災 害 時 に お け る 物 資 の 

供給に関する協定 
平成28年12月21日 

王子コンテナー 

株式会社青森工場 

段ボールシート等 

の供給 

特 設 公 衆 電 話 の 設 置 ・ 利 用 

に 関 す る 覚 書 
平成29年5月2日 

東日本電信電話 

株式会社青森支店 

避難所への緊急用 

公 衆 電 話 の 設 置 

災 害 時 に お け る 建 築 物 等 の 

解 体 撤 去 に 関 す る 協 定 
平成29年11月22日 

青森県解体工事業協会 

県南支部 

障害物の解体及び

撤去 

 



 

災害時の医療救護活動に関する協定 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と社団法人上十三医師会（以下「乙」という。）は、災害が発生した場合

の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。ただし、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）

第２条の規定により救助の対象となる災害については、本協定は適用しない。 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、三沢市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が乙の協力を得て行

う医療救護活動を円滑に実施するため、その実施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、防災計画に基づく医療救護活動を行う必要が生じたときは、乙に対し、医師及び看護婦等で

構成する救護班（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の要請を受けたときは、直ちに救護班を編成し、甲の指定する場所に派遣す

るものとする。 

 （医療救護計画） 

第３条 乙は、医療救護活動の円滑な実施を図るため、救護班の編成、派遣その他医療救護の実施に関する

医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。 

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

 （救護班の業務） 

第４条 救護班の業務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 傷病者に対する応急措置及び医療 

 ⑵ 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 

 ⑶ 被災者の死亡の確認及び死体の検案 

 （救護班の輸送） 

第５条 救護班の輸送は、原則として甲が行うものとする。 

 （救護班に対する指揮命令等） 

第６条 救護班に対する指揮命令及び医療活動に係る連絡調整は、甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、前項の規定により指揮命令者を指定したときは、直ちに乙に通知するものとする。 

 （医薬品等の供給） 

第７条 乙が派遣する救護班が使用する医薬品、医療機材等は、当該救護班が携行するもののほか、甲が供

給するものとする。 

 （医療費） 

第８条 救護所における医療費は、無料とし、患者に対し請求しないものとする。 

２ 収容医療施設における医療費は、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。 

 ⑴ 救護班の派遣に要する費用 

 ⑵ 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

 ⑶ 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 

 （医事紛争の措置） 

第１０条 救護班が医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ、双方が誠

意をもって紛争解決に努めるものとする。 

 （細則） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じた事項については、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、甲乙いずれからもなんらの意思表示がないときは、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、甲乙署名押印し、各自その１通を保有する。 

  平成５年３月３１日 

   甲 三沢市長 

   乙 社団法人上十三医師会 会長 



 

災害時における三沢市内郵便局と 

三沢市の相互協力に関する覚書 
 

三沢市内の郵便局（以下「甲」という。）及び三沢市（以下「乙」という。）は、災害時における相

互の協力について、次のとおり覚書を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、三沢市内に発生した、地震その他の災害時において、甲及び乙が相互に協力し災

害対応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。 

（用語の定義） 

第２条 この覚書において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

⑴ 災害 災害対策基本法（昭和３６年法律第２３３号）第２条第１号に定める被害をいう。 

⑵ 三沢市内の郵便局 三沢市内に所在する普通郵便局及び無集配特定郵便局等をいう。 

（協力の内容） 

第３条 甲及び乙は、三沢市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合にはそれぞれの円

滑な実施を図り、災害対策の効果的な推進に向けた協力に努めるものとする。 

⑴ 甲が実施する事項 

ア 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政

事業に係わる災害特別事務取扱及び援護対策 

イ 必要に応じ、避難所に臨時に郵便差出箱の設置 

⑵ 甲及び乙が実施する事項 

必要に応じ、甲又は乙が収集した被災市民の避難先及び被災状況に関する情報の相互提供 

２ 甲及び乙は、三沢市内に災害が発生し、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。 

⑴ 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供 

⑵ 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の提供 

⑶ 前２号以外の事項で、協力できる事項 

（協力の実施） 

第４条 甲及び乙は、前条第２項の規定による要請を受けたときは、極力これに応じ協力に努めるもの

とする。 

（職員の派遣） 

第５条 甲は、三沢市災害対策本部に職員を派遣することができる。 

（災害情報等連絡体制の整備） 

第６条 甲及び乙は、災害情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。 

（防災訓練への参加） 

第７条 甲は、三沢市若しくは各地域の行う防災訓練等に参加し、防災に関する相互の連絡調整に努め

るものとする。 

（情報の交換） 

第８条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うも

のとする。 

（連絡責任者） 

第９条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては三沢郵便局総務課長、乙においては三沢市総務

部総務課長とする。 

（協議） 

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

 

この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成１１年３月２３日 

甲 三沢市内郵便局代表 三沢郵便局長 

乙 三沢市長 



 

水道施設の地震災害に伴う応急処置の協力に関する協定書 
 

三沢市（以下「甲」という）と三沢市管工事協同組合（以下「乙」という）は、水道施設の地震災害

に伴う応急処置の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲が管理する水道施設が地震災害により被害を受けた場合において、飲料水の確保を図る

ため、乙の応援について定めるものとする。 

（応援要請及び復旧班の派遣） 

第２条 甲は、三沢市地域防災計画に基づく水道施設の応急復旧（以下「応急復旧」という。）に係る

応援要請を行う必要が生じたときは、乙に対し必要な要員、資機材等で構成する復旧班の構成及び派

遣を要請するものとする。 

２ 甲は、前項の要請を行う場合、電話又はその他の手段により行うものとする。 

３ 乙は、前２項により要請を受けたときは、直ちに復旧班を編成し、甲の指定する場所に派遣するも

のとする。 

（復旧活動） 

第３条 乙は、前条に基づく応援要請があったときは、乙の組合員から施工事業者を選定し、甲に報告

するものとする。 

２ 施工事業者は、甲が現場に派遣した職員の指示に従い、応急復旧工事等を実施するものとする。た

だし、職員の派遣がない場合は、甲の指示により応急復旧工事等を実施することができる。 

（情報の交換及び報告） 

第４条 甲及び乙は、この協定に基づく応急復旧が円滑に行われるよう、随時次の情報を交換及び報告

するものとする。 

⑴ 甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を定める。 

⑵ 乙は、必要な要員及び資機材の把握に努め、甲からの要請により報告するものとする。 

⑶ 施工事業者は、応急復旧工事等に着手したときは、その状況を速やかに甲に報告するものとする。 

⑷ 施工事業者は、応急復旧工事等を完了したときは、速やかに甲に報告し、完了報告書を提出しな

ければならない。 

（費用） 

第５条 施工事業者が施工した応急復旧工事等の費用については、甲が定める単価により積算し、乙と

協議のうえ支払うものとする。 

（準用） 

第６条 風水害等の災害により、甲が管理する水道施設に被害を受けた場合、必要に応じこの協定を準

用することができるものとする。 

（疑義等） 

第７条 この協定に定める事項に疑義を生じたとき、又は、この協定に定めのない事項については、そ

の都度甲乙協議する。 

（協定の期間） 

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

効期間満了の日の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年間この協定は更新されるものとし、以後もまた同様とする。 

（適用） 

第９条 この協定は、平成２０年５月１４日から適用する。  

この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙とも記名押印して、それぞれ１通を保有する

ものとする。 

 

平成２０年５月４日 

（甲） 三沢市長 

（乙） 三沢市管工事協同組合 
 



 

災害時における支援協力に関する協定書 
 

三沢市（以下「甲」という。）とマックスバリュ東北株式会社／株式会社サンデー／株式会社ユニバース

（以下「乙」という。）は、災害時における支援協力について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、三沢市内に地震・風水害その他による災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に

おいて、甲が乙に対して行う支援協力の要請の手続き等について定め、もって、災害応急対策及び災害復

旧対策の円滑な実施に寄与することを目的とする。 

（協力の要請） 

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

対し、その保有する物資等の供給を要請できるものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、その保有し、又は調達可能な物資について速やかに対応

するものとする。 

（物資の範囲） 

第４条 甲が乙に供給を要請する物資等は、乙が保有し、又は調達可能なものとする。 

（要請の方法） 

第５条 甲が物資の供給を受けようとするときは、出荷要請書（別記第１号様式）をもって乙に要請するも

のとする。但し、緊急を要するときは、口頭でもって申し出を行い、事後に出荷要請書を提出するものと

する。 

（物資の引渡し） 

第６条 物資は、甲の指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲は、職員を派遣し、調達物資を確認の上、

これを引き取るものとする。 

２ 甲は、物資を確認後、速やかに納品確認書（別記第２号様式）を乙に提出するものとする。 

（費用の負担） 

第７条 乙が供給した物資の対価及び物資の運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。 

（物資の価格） 

第８条 前条に規定する物資の対価及び物資の運搬に要した費用は、災害が発生する直前における適正な価格に

より算定するものとする。 

（費用の支払い） 

第９条 甲は、乙から第７条の規定により甲が負担する費用に係る請求があったときは、速やかに支払うも

のとする。但し、災害の規模等により、速やかに支払うことが困難な場合は、甲乙協議の上、支払い方法

について定めるものとする。 

（連絡先等確認） 

第１０条 物資の要請及び供給に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・

担当者を定めるものとする。この場合において、内容の変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告する

ものとする。 

 （履行義務の免除） 

第１１条 乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部又は全部を免除すること

ができる。 

（協定の期間）                 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２２年３月３１日までとする。但し、この協定の有効期

間満了の日の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年間この協定は更新され、以降もまた同様とする。 

 （協議） 

第１３条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協

議して定めるものとする。 

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

 

平成２１年８ 月１０日 

甲  三沢市長 

乙  マックスバリュ東北株式会社／株式会社サンデー／株式会社ユニバースの代表者 



 

災害時における資器材等物資の供給協力に関する協定書 
 

 三沢市（以下「甲」という。）とホーマック株式会社（以下「乙」という。）とは、次のとおり物資の供給協力に関す

る協定（以下、本協定という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害対策基本法第２条第１項に規定する災害が発生し、または発生する恐れがある場合（以下、

「災害時」という。）において、甲から乙に対し行う物資の供給協力の要請に関し、その手続き等について定め、もっ

て、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は災害時における応急措置のため、緊急に物資を調達する必要があると認めるときは、出荷要請書（別記様

式）をもって乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するときは口頭でもって申し出を行い、事後に出荷要請書を

提出するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、一般消費者に対する商品供給や被災した乙の店舗の復旧などの業務に

支障を来さない範囲で、積極的に供給に努めるものとする。 

（物資の範囲） 

第４条 物資の種類は次のとおりとし、乙が取り扱っているもののうち、甲が緊急に必要なものとし、かつ、乙において

調達できる物資とする。 

 （１）甲が指定する（別紙）資器材 

 （２）その他甲が指定する物資 

（物資の引き渡し） 

第５条 物資の引き渡しは、原則として乙が所有する店舗等など、乙が指定する場所において行うものとする。ただし、

乙が運搬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運搬するものとする。甲は当該場所へ職員を派遣

し、物資を確認の上、これを引き取るものとする。 

２ 甲の職員は、調達物資の引き渡しを受ける場合、予め甲の職員であることを証明するものを提示するものとする。 

３ 甲は、乙の売掛伝票（納品書）により物資を確認後、速やかに受領印を押印し、物資を引き取るものとする。 

（経費の負担） 

第６条 乙が供給した商品の代金については、甲が負担するものとする。また、乙が物資の運搬を行ったときに要する経

費は、甲が負担するものとする。 

２ 乙は物資の供給及び運搬を終了した後、費用を甲に一括請求するものとする。 

３ 甲は乙から前項に基づく請求があったときは、乙の規定により速やかに乙に代金を支払うものとする。 

４ 前項の甲の支払は、乙の指定する下記口座に振り込むものとする。尚、振込み手数料は甲の負担とする。 

     銀 行 名     口座番号      口 座 名   

（物資の価格） 

第７条 物資の価格は、災害が発生する直前における乙の店頭価格を基準とした適正な価格とする。 

（連絡窓口） 

第８条 この協定に関する連絡窓口（災害時における資器材等物資の要請窓口を含む。）は、以下のとおりとする。 

  甲 三沢市役所 総務部 総務課（災害時要請窓口 総務部 管財課） 

  乙  

（期間又は自動延長） 

第９条 この協定書の期間（以下、協定期間という。）は、初年度については、平成２１年１０月１日から平成２２年２

月末日までとする。 

２ 期間の延長に関しては、その期間が満了する３ヶ月前までに、書面によって甲乙何れかからも相手方に対してこの協

定を改定する意思表示がないとき、協定期間は期間満了の日から更に１年間延長するものとし、その後においても同様

とする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は随時協議を実施するものとする。 

（その他） 

第１１条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及び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。 

（実施細目） 

第１２条 この協定に定める事項のほか、協定の実施に関し必要な手続等については、甲乙協議して後掲の「実施細目」

に定めるものとする。 

 

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

 

  平成２１年１０月１日 

  甲  三沢市長 

乙  ホーマック株式会社の代表者 



 

災害時における電力復旧応援隊受け入れの協力に関する協定 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と東北電力株式会社三沢営業所（以下「乙」という。）は、災害時における電力

復旧応援隊受け入れの協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び三沢市地域防災計画に基づき、三沢市内

において大震災や台風、大雪などの災害が発生し、電力の復旧対策が必要となった場合に、甲の所有する施設を

緊急的に乙が使用できること及び実際に乙が使用する際の手続きが円滑に行われることを目的とし、これらを遂

行するために必要な事項を定めるものとする。 

 （対象施設） 

第２条 甲が所有し本協定で取扱を定める施設は、別表に掲げる施設（以下「対象施設」という。）とする。 

 （適用条件） 

第３条 この協定は、災害により乙の設備に大規模な被害が発生し、乙の復旧応援隊による大規模な復旧活動が行

われる際に、乙から甲に対して対象施設の使用許可申請があり、甲が使用を許可した場合に適用するものとする。 

 （使用許可申請と使用許可） 

第４条 乙は対象施設を使用する場合は、電話等により申請し、事後に書面を提出するものとする。 

２ 甲は、乙から使用許可申請を受けた場合は、特別の事情が無い限りこれを許可するものとし、事後に使用許可

書を交付するものとする。 

 （用途指定） 

第５条 乙は、対象施設を災害発生時における復旧応援隊の集合・待機場所、復旧資材の受払基地及び宿泊場所な

ど災害復旧全般の用に供するものとし、使用目的以外に使用してはならない。 

 （料金その他の費用負担） 

第６条 乙は、対象施設の使用に関連して生ずる水道、ガス、電気などの諸設備の使用料を負担し、甲に対して支

払うものとし、その金額については甲の申告に基づき甲乙双方誠意をもって協議するものとする。 

２ 乙が対象施設を使用した後、敷地などの整備が必要となった場合は、乙の責任において、原状復帰することを

原則とする。 

 （損害賠償） 

第７条 乙が対象施設を使用中に甲の施設を破損した場合は、乙は速やかに甲へ報告するとともにその損害を賠償

するものとする。ただし、天災などの乙の責によらない場合は、乙の損害賠償義務は免責される。 

 （使用の終了） 

第８条 乙は第５条に定める用途での使用が終了したときは、電話等により甲に速やかに連絡するものとする。 

 （実施細目） 

第９条 この協定の実施に関して必要な細目は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。 

 （協議） 

第１０条 この協定について疑義を生じたとき、又は定めのない事項については、その都度甲乙誠意をもって協議

の上、解決する。 

 （効力） 

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

日の３０日前までに甲又は乙からも相手方に対して書面により更新終了の意思が表示されないときは、この協定

期間は、更に１年延長するものとし、その後において期間満了したときも同様とする。 

２ 甲、乙いずれかの事情により本協定内容の見直し又は解消が必要となった場合は、相手に申入れを行い適宜協

議する。 

  

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２２年４月１日 

   甲 三沢市長 

 乙 東北電力株式会社三沢営業所長 

 

別表（第２条関係） 

施設の表示 

施設名 所在地 希望順位 備  考 

南山多目的運動ひろば 三沢市南山地区 第１位 駐車スペース 26,150㎡ 

市民の森公園 三沢市大字三沢字淋代平地区 第２位 駐車スペース    7,200㎡ 



 

鉄道災害発生時における消防活動に関する協定書 
 

青森県内の消防機関（以下「関係消防本部」という。）と東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社及び東日

本旅客鉄道株式会社秋田支社（以下「関係鉄道事業者」という。）は、青森県内を運行する鉄道の駅構

内及び軌道敷地内における災害並びに鉄道沿線における火災（以下「鉄道災害」という。）への対応に

ついて、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、青森県内において発生した鉄道災害に際し、関係消防本部と関係鉄道事業者が、

緊密な協力のもとに一貫した活動を実施し、安全かつ迅速な鉄道災害対応及び公共交通機関の早期運

転再開を図ることを目的とする。 

（鉄道災害発生の通報） 

第２条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、鉄道災害が発生し、または鉄道災害が発生するおそれが

あると認める情報を覚知したときは、速やかに相互の緊急連絡先に通報するものとする。 

２ 関係消防本部及び関係鉄道事業者の緊急連絡先は、別に定める。 

３ 関係鉄道事業者は、前項の通報に際して、関係消防本部が消防活動を行うために必要な次の事項に

ついて、可能な限り関係消防本部に伝達するものとする。 

  関係消防本部が鉄道災害発生場所に到着するまでの間に新たに判明した情報についても同様とする。 

⑴ 鉄道災害の種別及び発生状況 

⑵ 発生場所及び進入経路 

⑶ 乗客数、死傷者数及び避難状況 

⑷ 列車の運行状況 

⑸ 活動危険及び活動障害に関する情報 

⑹ 積載物の名称、性状及び数量 

⑺ 現地責任者の氏名及び連絡先 

⑻ 関係鉄道事業者が実施済みの事項 

４ 関係消防本部は、鉄道災害の発生を覚知した場合に、当該災害の発生場所が管轄区域外におけるも

のであるときは、速やかに発生場所を管轄する消防機関に連絡するものとする。 

（情報の共有） 

第３条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、現地責任者を明確にし、共通の認識のもとで鉄道災害対

応を行うものとする。 

２ 関係消防本部及び関係鉄道事業者の現地責任者は、鉄道災害発生現場に到着した際、相互に把握し

ている情報を伝達するものとする。 

３ 関係消防本部の現地責任者は、消防活動を実施するにあたり、活動方針を関係鉄道事業者の現地責

任者に説明し、必要に応じて消防活動に対する協力を要請するものとする。 

４ 関係鉄道事業者の現地責任者は、必要に応じてアナウンス等により乗客に鉄道災害の状況を説明し、

動揺を抑えるとともに、関係消防本部と協力して円滑な避難誘導に努めるものとする。 

５ 関係消防本部の現地責任者は、消防活動が終了した場合、速やかに関係鉄道事業者の現地責任者に

連絡するものとする。 

（現場誘導） 

第４条 関係消防本部が消防活動を実施するために駅構内及び軌道敷地内に立ち入る際、関係鉄道事業

者は安全確保のため必要な社員を同行させて関係消防本部を誘導するとともに、必要に応じて監視員

を配置して列車の監視にあたるものとする。 

２ 高架、鉄橋、トンネル等、徒歩で侵入することが危険かつ困難を伴う場所で鉄道災害が発生した場

合、関係消防本部はこれらの場所への進入方法について関係鉄道事業者と協議し、関係鉄道事業者は

安全が確保される範囲内において、可能な限り活動隊及び必要な資機材を鉄道災害の発生場所または

発生場所付近まで搬送するための措置を講じるものとする。 

（二次災害の防止） 

第５条 関係鉄道事業者は、鉄道災害の発生を覚知した場合、鉄道災害発生場所に社員を派遣し、必要

に応じて、鉄道災害発生区間の列車の運行停止、電源遮断、監視員の配置、退避場所の確保等の安全

措置を講じ、駅構内及び軌道敷地内における活動隊員の安全確保について協力するものとする。 

２ 関係消防本部は、鉄道災害現場において消防活動を開始する前に、関係鉄道事業者の現地責任者に

列車の運行状況及び関係鉄道事業者が実施した安全装置の状況を確認し、活動隊員の安全を確保して



 

から軌道敷地内に進入するものとする。 

３ 関係鉄道事業者は、関係消防本部の消防活動が終了した後、関係消防本部と協議し、活動隊員全員

が軌道敷地外に退避し、安全確認を行った後、列車の運行を再開するものとする。 

（消防活動に対する支援） 

第６条 関係鉄道事業者は、消防活動を安全かつ効率的に実施するため、関係鉄道事業者の保有する資

機材及び技術者に関する情報を関係消防本部に提供するものとし、関係消防本部から資機材の提供及

び技術者の派遣について要請があった場合は、可能な限りこれに協力するものとする。 

２ 消防活動に際して、鉄道車両の破壊や挙上を行う場合、関係鉄道事業者は関係消防本部に対して鉄

道車両に関する技術的助言を行い、関係消防本部は関係鉄道事業者の助言のもとに活動するものとす

る。 

（応援要請） 

第７条 鉄道災害の発生場所を管轄する消防本部は、自らの活動隊のみでは対応が困難と判断した場合

には、速やかに関係消防本部に応援要請を行うものとする。 

２ 前項の応援要請を行った場合、要請側消防本部は関係鉄道事業者に対して情報提供するとともに、

応援部隊の受け入れについて協力を要請するものとする。 

（訓練の実施） 

第８条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、相互に定期的な合同訓練の実施に努めるものとする。 

（情報の交換） 

第９条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、路線の状況、鉄道車両の構造、救助方法、資機材の整備

状況等、鉄道災害発生時の対応に必要と認める事項について、平素から相互に情報交換を行うよう努

めるものとする。 

（その他） 

第10条 この協定に定めのない事項またはこの協定について疑義が生じたときは、その都度、関係消防

本部及び関係鉄道事業者が協議のうえ定める。  

  

 この協定の締結を証するため、協定書１６通を作成し、関係消防本部及び関係鉄道事業者それぞれ記

名押印のうえ各自１通を保有するものとする。 

 

 平成２２年９月２８日 

 

   （関係消防本部） 

    青森地域広域消防事務組合 管理者  

    弘前地区消防事務組合 管理者 

    八戸地域広域市町村圏事務組合 管理者 

    黒石地区消防事務組合 管理者 

    五所川原地区消防事務組合 管理者 

    十和田地域広域事務組合 管理者 

    三沢市長             

    下北地域広域行政事務組合 管理者 

    つがる市長 

    北部上北広域事務組合 管理者 

    中部上北広域事業組合 管理者 

    鰺ヶ沢地区消防事務組合 管理者 

    板柳町長 

    平川市長  

 

   （関係鉄道事業者） 

    東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 執行役員 盛岡支社長 

    東日本旅客鉄道株式会社秋田支社 執行役員 秋田支社長 



 

災害復旧時の協力に関する協定書 
 

三沢市（以下「甲」という。）と東日本電信電話株式会社青森支店（以下「乙」という。）は、青森県地域防災計画並

びに三沢市地域防災計画に基づく災害復旧時の協力に関し、次のとおりに協定を締結する。 

（目的） 

第１条  本協定は、大規模地震及び台風・雪害等の災害発生（以下「災害等発生」という）に伴い大規模な通信の途絶

等が発生した場合において、双方が緊密な連携を保ち、住民の生活と安全を確保するため通信設備の迅速かつ円滑な復

旧を図ることを目的とする。 

（災害情報の提供） 

第２条 甲及び乙は、それぞれ迅速に災害情報を提供するものとする。 

２ 乙は大規模な通信の途絶等が発生した場合、その影響を受けた地域、加入者数、故障等の原因、発生時間及び復旧時

間等の情報を甲に提供するものとする。 

（災害対策本部等への社員の派遣） 

第３条 災害等発生による大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがあり、甲が災害対策本部などを設置した場合は、

乙は甲との連携のうえ必要に応じ、甲が設置した災害対策本部に社員（以下「連絡員」という。）を派遣できるものと

する。 

２ 連絡員は災害情報の収集・伝達等に関する窓口となり、必要に応じ各種調整を図るものとする。 

（通信設備の復旧） 

第４条 災害等発生により大規模な通信の途絶等が発生した場合、乙は乙のサービスエリア区域内の被害状況を総合的に

判断した上で、乙のグループ災害対策組織の連携により優先順位を見極めながら行政機関、公共機関等重要機関に対す

る重要通信の確保並びに避難所等へ特設公衆電話の設置等可能な限り優先して実施するものとする。 

２ 前項の通信設備の確保にあたり、移動電源車、ポータブル衛星車等災害対策機器等の使用については、乙の判断によ

るものとする。 

 （復旧作業に対する協力） 

第５条 なだれ、土砂災害、倒木等により甲が管理する道路が通行不能となり、乙の通信設備復旧作業に支障をきたした

場合、甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。 

（資材置場・車両駐車場等の確保に対する協力） 

第６条 災害時において、乙の通信設備復旧作業に必要な資材置場、駐車場、幕営地及びヘリポート（以下「資材置場

等」という。）の確保にあたっては、甲は乙の要請に応じ、確保に協力するものとする。 

（利用の終了連絡及び原状回復義務） 

第７条 乙は資材置場等の利用が終了したときは、電話等により甲に速やかに連絡するとともに、乙の責任において資材

置場等を原状に回復するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、乙は資材置場施設を原状に回復すること

を要しないものとする。 

（損害賠償） 

第８条 乙は甲が所有する資材置場等の利用中に乙の故意又は過失によって甲の施設を破損した場合、乙は速やかに甲へ

報告するとともにその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他乙の責に因らない場合は、乙の損害賠償義

務は免責される。 

（災害訓練時の協力） 

第９条 乙が災害時に通信設備の復旧活動を迅速かつ的確に実施するため、災害訓練等を行う場合は、甲は乙の協力依頼

により、第６条に定める資材置場等の確保に協力するものとする。 

２ 前項の資材置場等の利用にあたっては、前２条の規定を準用する。 

（連絡責任者） 

第10条 本協定書に関する連絡責任者、連絡先等は別紙による。 

２ 連絡先等に変更が生じた場合は、甲乙それぞれ速やかに連絡責任者に連絡するものとする。 

（協議） 

第11条 本協定の履行にあたり疑義を生じた事項又は本協定に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、円

満にその解決にあたるものとする。 

（協定の有効期間） 

第12条 本協定の有効期間は、協定締結の翌日から1年継続とする。ただし、期間満了の30日前までに、甲乙又は乙から

内容の変更又は協定を締結しない旨の申し出がないときは、本協定は同一の条件で更に1年間後続するものとし、以降

も同様とする。 

 

本協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成２３年５月２日 

甲 三沢市長 

乙 東日本電信電話株式会社青森支店長 



 

災害時等における物資の供給に関する協定書 
 

三沢市(以下「甲」という。)と、三沢燃料組合(以下「乙」という。)とは、三沢市内における地震、

風水害その他の災害発生時又は発生のおそれがある場合（以下「災害時等」という。）において、第４

条（燃料の種類）に掲げる応急対策の燃料（以下「燃料」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。 

 

（目的）  

第１条 本協定は、三沢市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力し

て、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する燃料の甲への供給に関し、必要な事項を定めるも

のとする。  

（協力の内容）  

第２条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、

甲から燃料の供給について要請（以下「協力要請」という。）があったときには協力するものとする。  

（要請の手続き）  

第３条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、協力要請書（別 記様式１号）をもっ

て行うものとする。 ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後協力要請書を提出するも

のとする。  

（燃料の種類）  

第４条 本協定に基づく甲の要請により、乙が甲に供給する燃料の種類は次のとおりとする。  

⑴ ガソリン 

⑵ 軽油 

⑶ 灯油 

⑷ その他甲が指定する物であって、乙が供給可能なもの 

（燃料の引渡）  

第５条 燃料の受渡しは甲が指定するものとし、甲は当該場所へ職員等を派遣し、納品確認書（別記様

式２号）をもって納品を確認のうえ受け取るものとする。  

（燃料の価格及び運搬費用）  

第６条 物資の取引価格は、災害発生直前における適正な価格を基準として甲乙協議して決定するもの

とし、運搬及び搬出入にかかる費用については甲の負担とする。  

（代金の請求）  

第７条 乙は、第３条の規定に基づき甲に物資を納入した時は、前条の規定により定めた価格で甲にそ

の代金を請求するものとする。  

（代金の支払）  

第８条 甲は、乙からの前条の規定により請求があったときは速やかにその代金を支払うものとする。  

（協定の有効期間）  

第９条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成２４年３月３１日までとす る。ただし、協定期間

満了３０日前までに甲乙いずれかから相手方に対して本協定の解除又は変更の申し出をしないときに

は、同一内容にて更に１年間 延長されるものとし、以後この例によるものとする。  

（協議事項）  

第１０条 本協定に定めのない事項及び本協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議

のうえ決定するものとする。  

 

本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各１通を保有するものとする。  

 

平成２３年７月８日  

甲 三沢市長 

乙 三沢燃料組合長 



 

鉄道災害発生時における消防活動に関する協定書 
 

青森県内の消防機関（以下「関係消防本部」という。）と青い森鉄道株式会社（以下「関係鉄道

事業者」という。）は、青森県内を運行する鉄道の駅構内及び軌道敷地内における災害並びに鉄道

沿線における火災（以下「鉄道災害」という。）への対応について、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、青森県内において発生した鉄道災害に際し、関係消防本部と関係鉄道事業者

が、緊密な協力のもとに一貫した活動を実施し、安全かつ迅速な鉄道災害対応及び公共交通機関

の早期運転再開を図ることを目的とする。 

（鉄道災害発生の通報） 

第２条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、鉄道災害が発生し、または鉄道災害が発生するおそ

れがあると認める情報を覚知したときは、速やかに相互の緊急連絡先に通報するものとする。 

２ 関係消防本部及び関係鉄道事業者の緊急連絡先は、別に定める。 

３ 関係鉄道事業者は、前項の通報に際して、関係消防本部が消防活動を行うために必要な次の事

項について、可能な限り関係消防本部に伝達するものとする。 

  関係消防本部が鉄道災害発生場所に到着するまでの間に新たに判明した情報についても同様と

する。 

⑴ 鉄道災害の種別及び発生状況 

⑵ 発生場所及び進入経路 

⑶ 乗客数、死傷者数及び避難状況 

⑷ 列車の運行状況 

⑸ 活動危険及び活動障害に関する情報 

⑹ 積載物の名称、性状及び数量 

⑺ 現地責任者の氏名及び連絡先 

⑻ 関係鉄道事業者が実施済みの事項 

４ 関係消防本部は、鉄道災害の発生を覚知した場合に、当該災害の発生場所が管轄区域外におけ

るものであるときは、速やかに発生場所を管轄する消防機関に連絡するものとする。なお、当該

災害の発生場所が管轄区域の境界付近におけるものであるときは、通報を受けた消防機関は速や

かに出動するとともに、隣接する消防機関にも速やかに連絡するものとする。 

（情報の共有） 

第３条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、現地責任者を明確にし、共通の認識のもとで鉄道災

害対応を行うものとする。 

２ 関係消防本部及び関係鉄道事業者の現地責任者は、鉄道災害発生現場に到着した際、相互に把

握している情報を伝達するものとする。 

３ 関係消防本部の現地責任者は、消防活動を実施するにあたり、活動方針を関係鉄道事業者の現

地責任者に説明し、必要に応じて消防活動に対する協力を要請するものとする。 

４ 関係鉄道事業者の現地責任者は、必要に応じてアナウンス等により乗客に鉄道災害の状況を説

明し、動揺を抑えるとともに、関係消防本部と協力して円滑な避難誘導に努めるものとする。 

５ 関係消防本部の現地責任者は、消防活動が終了した場合、速やかに関係鉄道事業者の現地責任

者に連絡するものとする。 

（現場誘導） 

第４条 関係消防本部が消防活動を実施するために駅構内及び軌道敷地内に立ち入る際、関係鉄道

事業者は安全確保のため必要な社員を同行させて関係消防本部を誘導するとともに、必要に応じ

て監視員を配置して列車の監視にあたるものとする。 

２ 高架、鉄橋、トンネル等、徒歩で侵入することが危険かつ困難を伴う場所で鉄道災害が発生し

た場合、関係消防本部はこれらの場所への進入方法について関係鉄道事業者と協議し、関係鉄道

事業者は安全が確保される範囲内において、可能な限り活動隊及び必要な資機材を鉄道災害の発

生場所または発生場所付近まで搬送するための措置を講じるものとする。 

（二次災害の防止） 



 

第５条 関係鉄道事業者は、鉄道災害の発生を覚知した場合、鉄道災害発生場所に社員を派遣し、

必要に応じて、鉄道災害発生区間の列車の運行停止、電源遮断、監視員の配置、退避場所の確保

等の安全措置を講じ、駅構内及び軌道敷地内における活動隊員の安全確保について協力するもの

とする。 

２ 関係消防本部は、鉄道災害現場において消防活動を開始する前に、関係鉄道事業者の現地責任

者に列車の運行状況及び関係鉄道事業者が実施した安全装置の状況を確認し、活動隊員の安全を

確保してから軌道敷地内に進入するものとする。 

３ 関係鉄道事業者は、関係消防本部の消防活動が終了した後、関係消防本部と協議し、活動隊員

全員が軌道敷地外に退避し、安全確認を行った後、列車の運行を再開するものとする。 

（消防活動に対する支援） 

第６条 関係鉄道事業者は、消防活動を安全かつ効率的に実施するため、関係鉄道事業者の保有す

る資機材及び技術者に関する情報を関係消防本部に提供するものとし、関係消防本部から資機材

の提供及び技術者の派遣について要請があった場合は、可能な限りこれに協力するものとする。 

２ 消防活動に際して、鉄道車両の破壊や挙上を行う場合、関係鉄道事業者は関係消防本部に対し

て鉄道車両に関する技術的助言を行い、関係消防本部は関係鉄道事業者の助言のもとに活動する

ものとする。 

（応援要請） 

第７条 鉄道災害の発生場所を管轄する消防本部は、自らの活動隊のみでは対応が困難と判断した

場合には、速やかに関係消防本部に応援要請を行うものとする。 

２ 前項の応援要請を行った場合、要請側消防本部は関係鉄道事業者に対して情報提供するととも

に、応援部隊の受け入れについて協力を要請するものとする。 

（訓練の実施） 

第８条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、相互に定期的な合同訓練の実施に努めるものとする。 

（情報の交換） 

第９条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、路線の状況、鉄道車両の構造、救助方法、資機材の

整備状況等、鉄道災害発生時の対応に必要と認める事項について、平素から相互に情報交換を行

うよう努めるものとする。 

（その他） 

第10条 この協定に定めのない事項またはこの協定について疑義が生じたときは、その都度、関係

消防本部及び関係鉄道事業者が協議のうえ定める。  

 

 この協定の締結を証するため、協定書７通を作成し、関係消防本部及び関係鉄道事業者それぞれ

記名押印のうえ各自１通を保有するものとする。 

 

 平成２３年１２月２２日 

 

   （関係消防本部） 

    青森地域広域消防事務組合 管理者 

    八戸地域広域市町村圏事務組合 管理者 

    十和田地域広域事務組合 管理者 

    三沢市長 

    北部上北広域事務組合 管理者 

    中部上北広域事業組合 管理者 

 

   （関係鉄道事業者） 

    青い森鉄道株式会社 代表取締役社長 



 

災害時の通信設備復旧等の協力に関する協定書 
 

三沢市(以下「甲」という。)と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北支社八戸支店(以下「乙」という。)は、青森県

地域防災計画並びに三沢市地域防災計画に基づく災害復旧時における、甲と乙の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 本協定は、大規模地震及び台風・雪害等の災害発生（以下「災害等発生」という。)に伴い、大規模な通信の途

絶等が発生した場合において、双方が緊密な連携を保ち、住民の生活と安全を確保するため通信設備の迅速かつ円滑な

復旧を図ることを目的とする。 

（災害情報の提供） 

第２条 甲及び乙は、それぞれ迅速に災害情報を提供するよう努めるものとする。 

２ 乙は大規模な通信の途絶等が発生した場合、その影響を受けた地域、故 障等の原困、発生時間及び復旧時間等の情

報を印に提供するよう努めるものとする。また、甲は必要に応じその情報を市町村防災行政無線等により、影響を受け

た地域の住民へ伝達するものとする。 

（災害対策本部等への社員の派遣） 

第３条 災害等発生による大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがあり、甲が災害対策本部等を設置した場合は、乙

は甲との連携のうえ必要に応じ、甲が設置した災害対策本部等に社員（以下「連絡員」という。)を派遣できるものと

する。 

２ 連絡員は、災害情報の収集・伝達等に関する窓口となり、必要に応じ各種調整を図るものとする。 

（通信設備の復旧） 

第４条 災害等発生により大規模な通信の途絶等が発生した場合、乙は、乙のサービスエリア区域内の被害状況を総合的

に判断した上で、乙を含むエヌ・ティ・ティ・ドコモグループ(以下ド、コモグループ)の災害対策組織の連携の下で優

先順位を見極めながら行政機関、公共機関等重要機関に対する重要通信の確保並びに避難所等への通信確保を実施する

よう努めるものとする。 

２ 前項の通信設備の確保にあたり、移動無線車等災害対策機器等の使用については、乙を含むドコモグループの災害対

策組織の連携の下での判断によるものとする。 

（復旧作業に対する協力） 

第５条 なだれ、土砂災害、倒木等により甲が管理する道路が通行不能となり、乙を含むドコモグループの通信設備復旧

作業に支障をきたした場合、甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。 

（資材置場・車両駐車場等の確保に対する協力） 

第６条 災害時において、乙を含むドコモグループの通信設備復旧作業に必要な資材置場、駐車場、幕営地及びヘリポー

ト等(以下「資材置場等」という。)の確保にあたっては、甲は乙の要請に応じ、確保に協力するものとする。 

（利用の終了連絡及び原状回復義務） 

第７条 乙は、資材置場等の利用が終了したときは、電話等により甲に速やかに連絡するとともに、乙の責任において資

材置場等を原状に回復するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、乙は資材置場施設を原状に回復すること

を要しないものとする。 

（損害賠償） 

第８条 乙を含むドコモグループが、甲が所有する資材置場等の利用中に乙の故意又は過失によって甲の施設を破損した

場合、乙は速やかに甲へ報告するとともにその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他乙の責に因らない

場合は、乙の損害賠償義務は免責される。 

（災害訓練時の協力） 

第９条 乙を含むドコモグループが災害時に通信設備の復旧活動を迅速かつ的確に実施するため、災害訓練等を行う場合

は、印は乙の協力依頼により、第６条に定める資材置場等の確保に協力するものとする。 

２ 前項の資材置場等の利用にあたっては、前２条の規定を準用する。 

（連絡責任者） 

第１０条 本協定書に関する連絡責任者、連絡先等は別紙による。 

２ 連絡先等に変更が生じた場合は、甲乙それぞれ速やかに連絡責任者に連絡するものとする。 

（協議） 

第１１条 本協定の履行にあたり疑義を生じた事項又は本協定に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、

円満にその解決にあたるものとする。 

（協定の有効期間） 

第１２条 本協定の有効期間は、協定締結の翌日から1年間継続とする。ただし、期間満了の３０日前までに、甲又は乙

から内容の変更又は協定を継続しない旨の申し出がないときは、本協定は同ーの条件で更に1年間継続するものとし、

以降も同様とする。 

 

本協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 

平成２４年３月２３日 

甲 三沢市長 

乙 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北支社八戸支店長 



 

三沢市福祉避難所の確保に関する協定書 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と【市内福祉施設の管理者】（以下「乙」という。）は、災害発生に伴い開設した甲の

指定避難所において、避難生活に支障があると認められる者（以下「要援護者」という。）を受け入れるための避難所

（以下「福祉避難所」という。）の確保等について、次のとおり協定を締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害発生時において、要援護者を受け入れる福祉避難所の開設及び運営について必要な事項を定め

るものとする。 

（福祉避難所） 

第２条 甲が、福祉避難所に指定できる乙の施設は、別表のとおりとする。 

 （要援護者の受け入れ等） 

第３条 甲は、福祉避難所を開設し、要援護者の受け入れが必要と認めたときは、乙に対し、当該要援護者の受け入れを

要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請があったときは、当該要援護者の受け入れの可否を速やかに判断し、受け入れが可能な場合は、そ

の旨を甲に連絡するものとする。 

３ 乙は、前項の判断をするにあたり、当該要援護者を介助する者（以下「介助者」という。）を一緒に避難させること

の必要性について甲と協議するものとする。 

４ 乙は、要援護者の受け入れにあたり、当該要援護者の移送について、可能な範囲で甲に協力するものとする。 

５ 乙は、第１項の要請がない場合において、避難してきた者（以下この項において「避難者」という。）を乙の判断に

より別表に掲げる施設に受け入れた時は、遅滞なく甲に報告しなければならない。この場合において、甲は、当該避難

者が指定避難所で生活することに支障があると認めるときは、当該避難者は、第１項の要請により受け入れられたもの

とみなす。 

 （受入期間） 

第４条 前条第１項の要請に基づく要援護者の受入期間は、受入の日から起算して７日以内とする。ただし、甲が必要と

認める場合は、７日以内で延長することができるものとし、更に受入期間の延長が必要と認められる場合は、甲乙協議

して、定めるものとする。 

（物資の提供等） 

第５条 乙は、受け入れた要援護者及びその介助者に対し、必要な食品、被服、寝具その他の生活必需品を提供するとと

もに、要援護者に対し、日常生活上の支援並びに当該要援護者が必要とする福祉サービス及び保健医療サービスを受け

るための支援に努めるものとする。 

 （費用の負担） 

第６条 甲は、乙に対し、災害救助法等関連法令等の定める所要の実費等、福祉避難所の管理運営に要した経費を負担す

るものとする。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第７条 乙は、この協定によって、生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらか

じめ、甲の承認を受けた場合は、この限りではない。 

（秘密の保持） 

第８条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受け入れに伴い知りえた秘密を他にもらしてはならない。この

協定終了後又は解除後においても同様とする。 

（個人情報の保護） 

第９条 乙は、この協定による事務を処理するため、個人情報を取扱うに当たっては、別記「個人情報取り扱い特記事

項」を守らなければならない。この協定終了後又は解除後においても同様とする。 

（甲の解除権） 

第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。 

（１） 受け入れた要援護者に対する乙の対応がはなはだしく不誠実と認められ、又は乙が、この協定を誠実に履行する

意思がないと認められるとき。 

（２） 乙が福祉避難所を維持することができないと認められるとき。 

 （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26年３月31日までとする。ただし、有効期間満了の１ケ月前まで

に甲又は乙が更新しない旨の意思表示を行わない場合は、有効期間は更に１年更新されるものとし、その後もまた同様

とする。 

２ 乙は、前項の意思表示を行うときは、文書により甲に通知するものとする。 

 （その他） 

第12条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本協定書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２５年３月２７日 

   甲  三沢市長 

乙 【市内福祉施設の管理者】 



 

福祉避難所一覧 
№ 施設名 住    所 電話番号 受入人数 対象区分 

1 グループホーム 赤とんぼ 三沢市大字三沢字南山 85-10 0176-54-2332 3 介護高齢 

2 グループホーム 赤とんぼ花園 三沢市花園町 1-5-16 0176-50-1007 3 介護高齢 

3 松園ひばり苑 三沢市松園町 2-21-7 0176-51-7075 30 介護高齢 

4 堀口ひばり苑 三沢市大字三沢字堀口 164-291 0176-58-7231 33 介護高齢 

5 グループホーム にこにこプラザ 三沢市松園町 3-2-1 0176-51-7474 4 介護高齢 

6 やすらぎ苑 三沢市大字三沢字淋代平 116-3097 0176-59-3784 3 介護高齢 

7 三沢老人ホーム 三沢市大字三沢字園沢 158-8 0176-54-2534 10 介護高齢 

8 松原ぬくもりの家 三沢市松原町 1-31-3704 0176-53-3708 10 介護高齢 

9 松原コラボケアセンター 三沢市松原町 1-31-3704 0176-53-3783 5 介護高齢 

10 シニアライフ大津 三沢市大津 2-12-374 0176-58-5057 5 介護高齢 

11 栄町コラボケアセンター 三沢市栄町 3-125-1 0176-53-1284 5 介護高齢 

12 栄町ぬくもりの家 三沢市栄町 3-125-1 0176-53-1283 5 介護高齢 

13 松園デイサービス・スカイ 三沢市松園町 2-7-7 0176-53-3550 5 介護高齢 

14 松園ケアラウンジ・スカイ 三沢市松園町 2-7-7 0176-53-3550 2 介護高齢 

15 松園グループホーム・スカイ 三沢市松園町 2-7-7 0176-53-3550 1 介護高齢 

16 岡三沢ぬくもりの家 三沢市岡三沢 1-1-97 0176-52-6146 5 介護高齢 

17 岡三沢コラボケアセンター 三沢市岡三沢 1-1-97 0176-52-6100 5 介護高齢 

18 三沢デイサービスセンター 三沢市大字三沢字園沢 156-8 0176-54-4423 10 介護高齢 

19 
障害者就労トライアルセンター 

ボイス 
三沢市大字三沢字堀口 164-1 0176-53-2241 5 障がい 

20 
大町児童デイサービスセンター 

ひかり 
三沢市大町 2-2-1 0176-58-7507 6 障がい 

21 シルバーピュア三沢 三沢市大字三沢字堀口 164-13 017-739-6541 26 介護高齢 

22 シニアパンション三沢・平畑 三沢市平畑 1-1-29 017-739-6541 12 介護高齢 

23 シニアパンション三沢・下久保 三沢市大字三沢字下久保 41-39 017-739-6541 12 介護高齢 

24 ハナハナ 三沢市南町 4-31-3736 0176-52-5870 30 障がい 

25 グループホーム 木崎野の家 三沢市栄町 3-140-621 0176-27-6246 4 障がい 

26 グループホーム あぐりの家 三沢市栄町 3-140-622 0176-27-6245 4 障がい 

27 
児童発達支援・放課後等 

デイサービス わがんせ 
三沢市大字三沢字堀口 17-718 0176-58-6620 3 

障がい 

（児童） 

28 
就労継続支援Ｂ型事業所 

ワークランドつばさ 
三沢市大字三沢字戸崎 101-1552 0176-59-2600 30 障がい 



 

災害時における応急対策業務の協力に関する協定 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と協同組合三沢建設業協会（以下「乙」という。）は、風水害等の発

生が予想される場合の被害の未然防止対策及び地震、津波及び風水害等（以下「災害等」という。）に

よる被害が発生した場合における災害応急対策（以下「災害応急対策等」という。）の協力に関し、次

のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、三沢市地域防災計画に基づき、災害時等における甲の管理する道路、河川等の公

共施設の機能確保及び回復並びに市民生活の安全を確保するため、災害応急対策等の協力について必

要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害応急対策等を実施する必要があると認めたときは、乙に対し協力を要請するものと

する。 

２ 乙は、前項の協力要請を受けたときは、特別の理由がない限り、災害応急対策等に必要な人員、資

機材等を出動させ、甲が実施する災害応急対策等に協力するものとする。 

（協力内容） 

第３条 この協定により、甲が乙に要請する業務は、次のとおりとする。 

(１) 災害時における建築物その他工作物等の崩壊、倒壊、損壊等に伴う道路交通確保のための障害

物の除去 

(２) 災害時における建築物その他工作物等の崩壊、倒壊、損壊等に伴う緊急人命救助のための障害

物の除去 

(３) 前２号に掲げるもののほか甲が必要と認める緊急応急作業 

（費用負担） 

第４条 甲の要請により、乙が災害応急対策等の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用の額、支払方法等については、甲乙協議して別に定めるものとする。 

 （損害賠償） 

第５条 災害応急対策等の実施に伴い第三者に損害が生じたときは、その賠償の責めについて、甲乙協

議して定めるものとする。 

（災害補償） 

第６条 甲は、災害応急対策等に従事した者について、当該災害応急対策等に当たり、その者の責めに

帰すことができない理由により、その者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、青

森県市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年青森県市町村総合事務組合条例第２号）の定め

るところにより、その損害を補償するものとする。 

（実施細目） 

第７条 この協定に関する実施細目は、甲乙協議して別に定めるものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義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、協定締結の日から平成２６年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の１月前までに、甲乙いずれからも協定改定の意思表示がないときは、さらに１年

間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

 この協定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、各自その１通を保有する。 

 

平成２５年１２月４日 

   甲 三沢市長 

   乙 協同組合三沢建設業協会理事長 



 

災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本建設機械レンタル協会青森支部（以下「乙」とい

う。）は、災害時における乙の保有するレンタル機材（以下「レンタル機材」という。）の甲への提供

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、三沢市内において災害等が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下「災害

時」という。）におけるレンタル機材の提供に関し、乙の甲に対する協力について必要な事項を定め

るものとする 

（協力の内容） 

第２条 乙は、災害時において甲からレンタル機材の提供要請があったときは、レンタル機材の優先的

な提供及び運搬による協力を行うものとする。 

２ 甲が乙に提供を要請するレンタル機材は、概ね別表に掲げるもので、要請時点で乙が提供可能なも

のとする。 

３ 乙は、第１項の協力に的確に対応するため、レンタル機材の提供可能な体制を保持するものとする。 

４ 乙は、協力を行う際、道路不通等によりレンタル機材の提供及び運搬に支障が生じたときは、その

対策について甲と協議するものとする。 

（要請手続） 

第３条 甲は、前条の要請を行うときは、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは電

話又はその他の方法で要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（機材の引渡し） 

第４条 レンタル機材の引渡場所は、甲乙協議して決定するものとし、甲は、当該場所に甲の職員を派

遣し、当該レンタル機材を確認し、引渡しを受けるものとする。 

２ 甲は、前項の甲の職員に替え、甲が別に指定する三沢電気工事業協同組合の組合員をレンタル機材

の引渡場所に派遣し、甲の職員の代行をさせることができる。 

（費用の負担） 

第５条 甲は、レンタル機材の提供及び運搬に係る費用を負担するものとする。 

２ 前項の費用の算出方法については、災害等発生直前時における適正な価格を基準として、甲乙協議

して決定するものとする。 

（緊急連絡先の報告等） 

第６条 甲及び乙は、担当者の氏名及び緊急連絡先について、互いに報告するものとする。変更があっ

た場合も同様とする。 

（実施細目） 

第７条 この協定に関する実施細目は、甲乙協議して別に定めるものとする。 

（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、協定締結の日から平成２６年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の１月前までに、甲乙いずれからも協定改定の意思表示がないときは、さらに１年

間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

この協定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、各自その１通を保有する。 

 

平成２６年２月２０日 

 

   甲 三沢市桜町一丁目１番３８号 

三沢市長 

   乙 十和田市大字伝法寺字大窪６２番地１ 

一般社団法人日本建設機械レンタル協会 

青森支部長 

 



 

災害時における電気設備等の応急復旧等に関する協定 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と三沢電気工事業協同組合（以下「乙」という。）との間において、災害

時における電気設備等の応急復旧活動等について、次のとおり協定を締結する。 

 なお、この協定の締結に伴い、甲と乙との間において、平成２３年１１月１日締結した災害時における電

気設備等の復旧に関する協定及び平成２４年２月１４日締結した災害時における避難所用機器及びレンタル

機材の供給に関する協定については、その効力を終了するものとする。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の市域内において災害等が発生した場合に、甲が実施する応急復旧活動等に際し、

乙の支援内容等を定め、災害応急対策を円滑に実施することを目的とする。 

（支援内容） 

第２条 甲は乙に対し、次の事項について支援を要請することができる。 

(１) 甲が指定する防災拠点施設及び公共施設等（以下「防災拠点施設等」という。）の電気設備等の応急

復旧活動に関すること。 

(２) 甲が指定する防災拠点施設等における電源の確保に関すること。 

(３) 前２号に定めるもののほか災害発生時において、甲が必要と認める電気設備等の応急復旧活動に関す

ること。 

（支援要請の手続き） 

第３条 甲は乙に対し、前条の支援を要請する場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する

場合は、電話等により支援を要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により支援の要請を受けたときは、直ちに甲が指定する防災拠点施設等において、

可能な限り支援を実施するものとする。 

２ 甲は、乙が支援を実施する際に必要となる発電機及び投光器等の資機材については、別途リース会社等

と協定等を締結し、その確保に努めるものとする。 

３ 乙は、発電機及び投光器等の資機材を甲が別途指定するリース会社等に出向いて受領し、防災拠点施設

等に搬送し、設置運用するものとする。 

４ 乙は、発電機及び投光器等の資機材の受領に関しては、甲の代理人となるものとする。 

５ 乙は、電気設備等の応急復旧又は電源の確保等が完了したときは、文書により甲に報告するとともに、

相互に作業内容を確認し、甲に引き渡すものとする。 

（経費負担） 

第５条 甲の支援要請により、乙が応急復旧活動の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、災害の発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議して決定するものとする。 

（連絡体制） 

第６条 甲と乙は、この協定に基づく活動を円滑に行うため、あらかじめ連絡体制を定め、緊密な情報交換

を行うものとする。 

（実施細目） 

第７条 この協定に関する実施細目は、甲乙協議して別に定めるものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して別に定めるものとする。 

（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２６年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の１月前までに、甲乙いずれからも協定改定の意思表示がないときは、さらに１年間延

長するものとし、その後においても同様とする。 

 

 この協定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、各自その１通を保有する。 

 

平成２６年２月２０日 

甲 三沢市桜町一丁目１番３８号 

三沢市長 

乙 三沢市岡三沢六丁目１１３番地７ 

三沢電気工事業協同組合理事長 



 

災害時における液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に関する協定 
 

三沢市（以下「甲」という。）と一般社団法人青森県エルピーガス協会（以下「乙」という。）は、災害時における液

化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、三沢市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が実施する災害応急

対策業務に必要な液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達について、乙に協力を要請するために必要な事項を定める

ものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達の必要があると認めたときは、乙に対して、その調達について

の協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請があったときは、可能な限りこれに協力するものとする。 

３  石油備蓄法第33条第3項の規定により、経済産業大臣の勧告が出された場合は、予め指定された中核充填所を中心に

対応するものとする。 

（手続） 

第３条 甲は、乙に対して前条の要請をする場合は、次の事項を明らかにした文書により行うものとする。ただし、文書

により行ういとまがないときは、電話等により乙に対して要請することとし、後日、文書を乙に対して提出するものと

する。 

（１）要請の理由 

（２）液化石油ガス及び応急対策用資機材品名およびその数量 

（３）調達を必要とする日時及び場所 

（４）その他必要な事項 

２ 乙又は乙に加盟する会員は、甲の要請を受け、液化石油ガス及び応急対策用資機材を調達した場合、液化石油ガスの

保安に関し最大限留意する。 

３ 乙又は乙に加盟する会員は、事前に液化石油ガス及び応急対策用資機材の輸送に係る緊急通行車両の事前届出書を県

公安委員会に提出し、緊急通行車両確認証明書を取得しておくものとする。 

（費用負担） 

第４条 乙又は乙に加盟する会員が第2条の規定により液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に要した費用（甲の指

示又は同意に基づいて使用した有料道路通行料及び駐車場使用料等を含む。）は、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における甲と液化石油ガス販売事業者が交わした単価契約の価格を基準として、

甲乙協議の上決定するものとする。ただし、単価契約を締結していない液化石油ガス及び応急対策用資機材については、

災害発生直前における県内の市場価格を基準とし、甲乙協議の上決定する。 

（報告） 

第５条 乙又は乙に加盟する会員は、第2条の規定により液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達を実施した場合は、

乙が取りまとめの上速やかに甲に対して次の事項を報告するものとする。 

（１）調達を実施した液化石油ガス及び応急対策用資機材の品名および数量 

（２）調達を実施した日時及び場所 

（３）その他必要な事項 

（事故報告） 

第６条 乙又は乙に加盟する会員は、第２条の規定により液化石油ガス及び応急対策用資機材の輸送中に事故が発生した

ときは、速やかに甲に対してその状況を報告しなければならない。 

（情報収集 報告及び周知） 

第７条 甲は、災害に関する被害状況等を収集し、第２条に規定する液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に必要な

情報を可能な限り乙へ提供する。 

２ 乙は、甲が必要と認める情報収集及び周知に可能な限り協力する。 

３ 甲は、この協定に基づく調達の要請が円滑に行われるために必要があると認めた時は、乙に対して、乙又は乙に加盟

する会員等が保有する液化石油ガス及び応急対策用資機材の数量等の状況について報告を求めることができる。 

（連絡窓口） 

第８条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては、三沢市総務課、乙においては、一般社団法人青森県エルピーガス

協会事務局とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項またはこの協定に関して疑義が生じた場合においては、その都度甲乙協議の上定める

ものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。 

平成２６年３月２６日 

   甲 三沢市桜町一丁目１番３８号 三沢市長 

乙 青森市本町二丁目４番１０号 一般社団法人青森県エルピーガス協会 会長 



 

三沢市と三沢市内郵便局との災害時における相互協力及び 

平常時における高齢者等の見守り活動に関する協定書 
 

三沢市（以下「甲」という。）と別表に掲げる三沢市内郵便局（以下「乙」という。）は、三沢市内にお

いて地震その他の災害が発生した時（以下「災害時」という。）における相互協力と平常時における高齢者

等の見守り活動の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲と乙の災害時における相互協力及び平常時における高齢者等の見守り活動の実施に

関し、必要な事項を定めることにより、的確な災害対応の実施と安心して暮らせる地域の実現に資するこ

とを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この協定において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 「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。  

(2) 「見守り活動」とは、乙が郵便物の配達等自己の業務を行う際、併せて地域に暮らす高齢者等の様子

に気を配ることにより、それらの者に起こった異変等の早期発見につなげるための活動をいう。 

（対象地域） 

第３条 この協定に基づく相互協力及び見守り活動の対象地域は、三沢市内において乙が日常的に業務を行

う地域とする。 

（相互協力） 

第４条 災害時における相互協力の内容は、次のとおりとする。 

(1) 甲又は乙が収集した災害情報、避難所の開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難者名簿等を相

互提供すること。 

(2) 甲が住民への情報伝達のために乙のネットワークを利用すること。 

(3) 乙が次に掲げる目的に使用するために、甲の所有する施設、場所又は資材等の貸与を受けること。 

ア 救援物資を内容とする郵便物の区分、保管又は集積 

イ 通信手段の確保 

(4) 乙が甲の開設した避難所に臨時の郵便差出箱を設置すること。 

(5) 甲の設置した避難所において、乙が郵便物の収集、交付並びにこれらを確実に行うために必要な事項

（避難者情報確認シート（避難先届）及び転居届の配付又は回収を含む。）を実施すること。 

(6) 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された場合において、乙が次に掲げる郵便業務に係

る災害特別事務取扱及び援護対策を実施すること。 

  ア 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 被災地あて救助用郵便物等の料金免除 

  エ 被災地への寄付を目的とする郵便物の料金免除 

(7)  次に掲げる事項について、乙がそれに応じた取扱いを実施すること。 

ア 株式会社ゆうちょ銀行の非常払 

イ 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、対応できる範囲内において必要な協力を行うこと。 

（見守り活動） 

第５条 平常時における見守り活動の実施については、次に定めるところによる。 

(1) 乙は、高齢者等の様子に何らかの異変等を察知したときは、すみやかに甲へとその情報を提供する。

ただし、急を要する場合は、消防、警察その他必要と認められる者への通報を優先する。 

(2) 甲は、乙から前号の情報提供があったときは、所管部署及び関係機関と連携し、高齢者等に対して必

要な対応を行う。 

（経費の負担） 

第６条 第４条の相互協力に要した経費については、法令等に特別の定めがある場合を除き、適正な方法に

よって算出した金額を協力の要請をした者が負担する。 

２ 前条の見守り活動に関する経費のうち、同条第１号に関する経費については乙が、同条第２号に関する



 

経費については甲が、それぞれ負担する。 

（負傷等の補償） 

第７条 第４条の相互協力又は第５条の見守り活動の実施中に生じた事故により、甲又は乙の所属職員が負

傷した場合等においては、当該職員の所属する組織の任命権者が事故の補償を行うものとする。 

（個人情報の保護） 

第８条 甲及び乙は、この協定の履行に伴い知り得た個人情報を他に漏らすことのないよう、個人情報の取

扱いに関して、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 乙は、第５条第１号の見守り活動の実施に伴い知り得た個人情報を他の目的に利用してはならない。 

（連絡体制の整備） 

第９条 乙は、平常時から道路の損傷又は交通安全施設の破損等について甲に情報提供するなど連絡を密に

し、災害時においても確実に連絡が取り合えるよう甲乙双方が連絡体制の整備に努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第１０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 災害時：三沢市総務部防災管理課長（第４条関係） 

  平常時：三沢市健康福祉部介護福祉課長（第５条関係） 

      三沢市建設部土木課長（第９条関係） 

乙 三沢郵便局総務部長 

（防災訓練等への参加） 

第１１条 乙は、甲の実施する防災訓練等に本来の業務に支障のない範囲で積極的に参加するものとする。 

（免責事項） 

第１２条 乙は、第５条第１号に定める情報提供又は通報を行うことができなかった場合であっても、高齢

者等に生じた不利益に関し、その責任を負わない。 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、有効期間

満了の日の１か月前までに甲乙いずれからも特段の申出がない場合は、有効期間を１年間更新するものと

し、その後も同様とする。 

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲乙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、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有するものとし、平成

１１年３月２３日に締結した次の２つの覚書は、この協定の締結日をもって廃止する。 

「災害時における三沢市内郵便局と三沢市の相互協力に関する覚書」 

「わがまち情報提供サービス及び道路損傷等の情報提供に関する覚書」 

 

平成２８年１月２８日 

 

甲  青森県三沢市桜町一丁目１番３８号  三沢市長 

乙  青森県三沢市幸町三丁目２番１５号  日本郵便株式会社 三沢市内郵便局代表 三沢郵便局長 



 

災害時における物資の供給に関する協定書 

 
 三沢市（以下「甲」という。）と王子コンテナ―株式会社青森工場（以下「乙」という。）とは、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、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１項に規定する災害が発生し、又は発

生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）において、甲から乙に対し行う物資の供給協力の要請に関し、必要な

事項について定めることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は災害時において、緊急に物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対して、その調達について協

力を要請することができる。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、特別な理由がない限り、優先して物資の供給、運搬に対する協力

等に積極的に努めるものとする。 

（調達物資の範囲） 

第４条 物資の種類は次のとおりとし、乙が取り扱っているもののうち、甲が緊急に必要なものとする。 

  ⑴ 段ボールシート、防災時用パーテーション 

  ⑵ その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第５条 甲が物資の供給を受けようとするときは、出荷要請書（別記様式）をもって乙に要請するものとする。ただ

し、緊急を要するときは、口頭でもって申し出を行い、事後に出荷要請書を提出するものとする。 

（物資の運搬） 

第６条 物資の引き渡し場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、原則乙又は乙の指定する者が行

うものとする。 

２ 乙が供給する物資は、当該場所において、甲の職員又は甲の指定する引取人が種類、数量等を確認の上、引き取

るものとする。 

（経費の負担） 

第７条 乙が供給した物資の代金については、甲が負担するものとする。また、乙が物資の運搬を行ったときに要す

る経費は、甲が負担するものとする。 

２ 乙は物資の供給及び運搬を終了した後、納品書および請求書により費用を甲に一括請求するものとする。 

３ 甲は乙から前項に基づく請求があったときは、乙の規定により速やかに乙に代金を支払うものとする。 

（物資の価格） 

第８条 物資の価格は、災害が発生する直前における適正な価格等を基準とし、甲乙協議した上、決定する。 

（情報交換） 

第９条 甲及び乙は、平常時から相互の連絡体制、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。 

（連絡窓口） 

第１０条 この協定に関する連絡窓口（災害時における物資の要請窓口を含む。）は、以下のとおりとする。 

  甲  三沢市役所 総務部 防災管理課（災害時要請窓口 経済部 産業政策課） 

  乙  王子コンテナ―株式会社 青森工場 営業部  

２ 甲及び乙は、別表に掲げる要請窓口等に変更が生じた場合は、速やかにそれぞれの連絡窓口にその旨を連絡する

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。 

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の日の１か月前までに甲又は乙からこの協定の更新をしない旨の文書による

通知がない場合は、有効期間は更に１年延長するものとし、その後もまた同様とする。 

（協議） 

第１２条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及び協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定め

るものとする。 

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

   平成２８年１２月２１日 

   甲  三沢市桜町一丁目１番３８号      三沢市長 

乙  三沢市南町四丁目３１番地２７７７号  王子コンテナ―株式会社青森工場 工場長 

 



 

特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 
 

三沢市（以下「甲」という。）と東日本電信電話株式会社青森支店（以下「乙」という。）は、災害

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

関し、次のとおり覚書を締結する。 

 

（目的） 

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

（用語の定義） 

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

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

が発生していることをいう。 

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

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

可能とするものをいう。 

（特設公衆電話の設置場所及び設置箇所） 

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

回線数については甲・乙協議のうえ、乙が決定することとする。 

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

所をいう。以下同じ。）については、甲・乙協議のうえ甲が決定するものとする。 

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

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

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

相互に通知することとする。 

（通信機器等の管理） 

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

で設置するものとする。 

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

を適切な場所に保管の上、管理することとする。 

（電話回線等の配備） 

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

下同じ。）を乙の費用負担でもって設置することとする。 

（移転、廃止等） 

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

合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。 

2 前項の設置に係る費用については、第 4 条及び第 5 条に基づき行うものとする。ただし、設

置箇所の移動に係る費用については甲の費用負担でもって行うものとする。 

（利用の開始） 

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

置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。 

ただし、設置場所の存在する地域において、特設公衆電話の設置場所が避難所となる場合に

おいては、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、甲は乙に対し特設公衆電

話の利用を開始した設置場所等情報を通知するものとする。 

（利用者の誘導） 

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

の誘導に努めるものとする。 

（利用の終了） 

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

電話を速やかに撤去するものとする。 

     ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲はすみやかに

特設公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。 

（設置場所の公開） 

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



 

乙のホームページ上で公開するものとする。 

（定期試験の実施） 

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

別紙２に定める接続試験を実施するものとする。 

（故障発見時の扱い） 

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

速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。 

（目的外利用の禁止） 

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

利用を禁止するものとする。 

２ 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。 

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

措置を講じ、その旨を乙に報告するものとする。 

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

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

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

とする。 

（機密保持） 

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

ず、第三者に漏洩してはならない。この義務は、本覚書終了後も同様とする。 

（協議事項） 

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

のうえ定めるものとする。 

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

平成２９年５月２日 

甲 青森県三沢市桜町１－１－３８ 三沢市長 

 乙 青森県青森市橋本二丁目１番６号 東日本電信電話株式会社青森支店 支店長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

災害時における建築物等の解体撤去に関する協定 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と青森県解体工事業協会県南支部（以下「乙」という。）は、災害時にお

ける建築物等の解体撤去に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び三沢市地域防災計画に基づき、三沢

市内において災害が発生し、またはそのおそれがある場合に、甲及び乙が相互に協力して行う建築物等の

解体及び災害廃棄物の撤去（以下「解体撤去」という。）を迅速かつ的確に実施するため、甲の乙に対す

る協力の要請及び当該要請に基づき乙が行う解体撤去に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該号に定めるところによる。 

 （１）「災害」とは、災害対策基本法第２条第１号に定める災害をいう。 

 （２）「建築物等」とは、住宅、業務の用に供する建築物及び工作物、公共施設、橋梁、鉄道・道路施設

その他の全ての建築物及び工作物をいう。 

 （３）「解体撤去」とは、建築物等構造物の全部又は一部を解体し、その場所から取り除くことをいう。 

 （４）「災害廃棄物」とは、災害により倒壊、焼失等した建築物等の解体撤去に伴って発生する木くず、

金属くず、コンクリート塊等及びこれらの混合物をいう。 

（解体撤去の内容） 

第３条 解体撤去の内容は、次に掲げる事項とする。 

 （１）応急活動又は復旧活動に支障となる建築物等の解体 

 （２）被害者の救出を目的とした建築物等の解体 

 （３）前２号に掲げる建築物等の解体に伴い発生する災害廃棄物の撤去 

 （４）前３号に掲げる事項の実施に伴う必要な措置 

（協力要請） 

第４条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、書面により、乙に対し、解体撤去の協力を要請

するものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話等により要請し、事後に書面を提出するものとす

る。 

（解体撤去の実施） 

第５条 乙は、甲から解体撤去の要請を受けたときは、特別な事情がない限り、当該要請に応じるものとす

る。 

２ 乙は、解体撤去を実施する際は、甲の指定する現地責任者の指導を受けるものとする。ただし、災害の

状況により現地責任者の指導を受けられないときは、この限りでない。 

３ 甲は、災害廃棄物を他の場所に移動させる場合は、乙に対し、その場所を指定するものとする。ただし、

災害の状況により甲が指定することができない場合は、乙は、甲の承諾を得て、災害廃棄物を他の場所に

移動させることができる。 

４ 甲は、乙が解体撤去を円滑に実施できるよう、情報の提供その他必要な協力を行うものとする。 

（報告） 

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

るものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、電話等により報告し、事後に書面を提出するものとす

る。 

（経費の負担） 

第７条 解体撤去に要する経費は、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する経費の額は、災害発生直前の標準的な積算基準を基礎にして、甲乙協議して決定するも

のとする。 

（損害賠償） 

第８条 乙は、甲の責めに帰さない事由により、解体撤去の実施に伴って第三者に損害を与えたときは、そ

の賠償の責を負うものとする。 

（災害補償） 

第９条 第４条の規定による協力要請により解体撤去に従事した者が、当該解体撤去の実施に当たり、その

者の責めに帰することができない理由により、その者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場

合の補償については、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）その他の法令の定めによる。 

（防災訓練等） 

第１０条 甲及び乙は、解体撤去が円滑に行われるよう、必要な訓練を適宜実施するものとする。 

（実施細目） 

第１１条 この協定の実施に関し必要な細目は、甲乙協議の上、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疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらす、有効期間満了の１か月前までに甲又は乙からこの協定について文書による意

思表示がない場合には、協定の期間満了日の翌日から１年間、この協定を自動的に更新するものとし、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２９年１１月２２日 

甲 三沢市桜町一丁目１番３８号 三沢市長 

乙 八戸市大字十日町字下谷地２２－１ 一般社団法人青森県解体工事業協会県南支部 支部長 

 


