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６ 災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定 
 

目黒区（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、災害時における
霊柩自動車等による輸送の協力に関し、次のとおり協
定を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区に災害対策基本法（昭和

３６年法律第２３３号）第２条第１号に定める災害
（以下「災害」という。）が発生し、その災害により
多数の死者が集中的に発生した場合における霊柩自
動車等による遺体の搬送のための応急救助（以下「輸
送」という。）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、災害が発生した場合において遺体の搬

送のための車両を必要とするときは、乙に対して輸
送の協力を要請することができる。 

（要請の方法） 
第３条 甲は、乙に輸送の協力を要請する場合には、

次に掲げる事項を口頭で通知するものとし、事後、
甲は実施細目で定める様式による書面を乙に提出す
るものとする。 

（１）要請を行った者の職・氏名及び連絡担当者の氏
名 

（２）要請の理由 
（３）要請する車両台数 
（４）履行の期日及び場所 
（５）その他必要な事項 
（参集） 
第４条 乙の協会員は、甲の要請があったときは、実

施細目で定める参集場所へ参集するものとする。 
（従事する業務） 
第５条 乙の協会員は、職員の指示に従い、斎場等へ

の遺体の搬送業務に従事するものとする。 
（報告） 
第６条 乙は、甲の要請に基づき協力したときは、次

に掲げる事項を口頭で通知するものとし、事後、実
施細目で定める様式による書面を甲に提出するもの
とする。 

（１）従事した車両及び従事者 
（２）従事日数及び走行距離 
（３）その他必要な事項 
（経費の負担） 
第７条 輸送の協力に要した経費は、甲が負担する。 
２ 前項の経費は、災害発生の直前における関東運輸

局長への届出運賃を基準として、甲乙協議の上算定
するものとする。 

（経費の請求） 
第８条 乙は、甲の要請事項に係る協会員の輸送の実

績を集計し、甲に一括して請求するものとする。 
（経費の支払） 

第９条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払
の請求があったときには、乙に対して速やかにこれ
を支払うものとする。 

（遺族等への請求） 
第 10条 乙は、遺族等の要請により、甲の要請事項の

範囲を超えて業務を行った場合は、当該業務に係る
経費は、乙が当該業務の要請を行った遺族等に請求
するものとする。 

（支援体制の整備） 
第 11条 乙は、災害時における円滑な輸送の協力がで

きるように、関東各支部のほか、広域応援体制及び
情報伝達体制等の整備に努めるものとする。 

（連絡責任者） 
第 12条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあって

は総務部防災課長とし、乙にあっては東京都支部長
とする。 

（災害時の情報提供） 
第 13条 乙は、輸送活動中に現認した災害情報を、積

極的に災害対策本部長等に提供するものとする。 
（職員の同乗等） 
第 14条 甲は、必要に応じ、乙の輸送車両に職員を同

乗させることができる。 
２ 乙は、輸送業務を実施しようとするときは、必要

に応じ、甲に職員の同乗を要請することができる。 
（従事者の損害補償） 
第 15条 甲の要請に基づき、乙が行なう第５条に規定

する業務の従事中において、当該業務に従事する者
が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場
合は、水防または応急措置の業務に従事した者の損
害補償に関する条例（昭和４１年６月目黒区条例第
１３号）の規定に基づき、又は準じて、損害を補償
するものとする。 

（協定実施の円滑化） 
第 16条 甲及び乙は、この協定に基づく協力が円滑に

行われるよう、参集場所等の重要な事項に変更があ
ったときは、その都度乙に通知するとともに、実施
方法等について定期的に協議するものとする。 

（実施細目） 
第 17条 この協定に定めるもののほか、この協定の実

施に関し必要な事項は、甲乙協議の上実施細目で定
める。 

（有効期間） 
第 18条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日

から平成１９年３月３１日までとする。ただし、有
効期間満了の日の２か月前までに、甲又は乙から書
面による解約の申出がないときは、更に 1 年間継続
するものとし、以後も同様とする。 

 
この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、

甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 

平成１８年２月１３日   
東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

甲 目黒区 
目黒区長  青 木 英 二  

 
東京都新宿区四谷三丁目２番地 

乙 社団法人全国霊柩自動車協会 
会長    一 柳  鎨 
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第７ 医療救護・衛生活動関係 
 

１ 災害時の医療救護活動に関する特別区防災課長会その他関係機関の確認事項 
 

東京都特別区防災課長会、同衛生主管課長会、東京

都総務局災害対策部企画課、同衛生局医務部救急災害

医療対策室及び東京消防庁救急部救急管理課は、災害

時の医療救護活動の適切な実施を図るため、以下の事

項について協議確認した。 

１ 各特別区と当該地区医師会との間に締結されてい

る「災害時の医療救護活動についての協定書」を適

用する場合の「災害」は、災害対策基本法第２条に

定める「災害」をいい、この中には航空機墜落、列

車転覆、地下街爆発などの事故発生原因者がいる大

規模事故も含むものであること。 

２ 各特別区は、東京消防庁等からの災害通報に備え、

連絡体制を確立するとともに、区長は医療救護班の

出動の可否を直ちに決定するものとすること。 

なお、特別区長が口頭又は電話で医師会に対し、

医療救護班の出動を要請した場合には、事後文書を

もって送達するものとする。 

３ 東京消防庁等は、特別区に対して通報後、速やか

に災害現場の諸状況を地区医師会長に連絡するもの

とすること。 

４ 災害救助法の適用を受けない災害発生時において、

特別区が実施した医療救護活動に要した経費の財源

については、そのつど当該特別区と東京都とが協議

するものとすること。 

 

昭和 58年７月１日 
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２ 災害時の医療救護活動についての協定書 
 

目黒区を「甲」とし、社団法人目黒区医師会を「乙」
とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。 
（総則） 
第１条 この協定は、目黒区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。 

（医療救護班の派遣） 
第２条 甲は、目黒区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、医
療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合
は、直ちに乙の災害医療救護活動組織に基づき医療
救護班を編成し、現地の医療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、前条の定めによる医療救護活動を実施

するため、毎年度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。 

２ 前条に定める医療救護班の構成人員は、次のとお
りとする。 
(1) 医師 
(2) 看護師  
(3) その他補助事務 

（医療救護班の活動場所） 
第４条 乙所属の医療救護班は、甲が設置する医療救

護所及び地域避難所等において医療救護活動を実施
するものとする。 

（医療救護班の業務） 
第５条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対する応急処置 
(2) 医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 
(3) 転送困難な患者及び避難所等における軽症患
者に対する医療 
(4) 死亡の確認 

（指揮命令） 
第６条 医療救護班に係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。 
（医療救護班の輸送） 
第７条 乙所属の医療救護班の輸送は、原則として甲

が行う。 
（医薬品等の備蓄・輸送） 
第８条 乙所属の医療救護班は、原則として甲が別に

定める場所に備蓄する医薬品等を使用するものとす
る。ただし、状況に応じて乙は備蓄する医薬品も使
用の対象とする。 

２ 医療救護所において必要とする給食及び給水は、

甲が行う。 
３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 
（医療機関における医療救護） 
第９条 医療救護所または避難所等において医療機関

での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲は
東京都が指定する災害拠点病院及び災害拠点連携病
院に対しその受入を要請することができる。 

（医療費） 
第 10条 医療救護所における医療費は、災害救助法（昭

和 22年 10月 18日法律第 118号）等国の指示による
ものとする。また、乙が備蓄する医薬品の使用につ
いては、甲はその実費を支弁する。 

（合同訓練） 
第 11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施

する合同訓練に参加するとともに当該訓練の一般参
加中傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当す
るものとする。 

（費用弁償等） 
第 12条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動等を実施

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) 医療救護班の編成・派遣に伴うもの 
ア 医療教護班の編成・派遣に要する経費 
イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場
合の実費弁償 
ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において
負傷し、疾病にかかりまたは死亡した場合の扶助
費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前(1)に係
る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲
乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（目黒区連絡調整会議の設置） 
第 13条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲

及び乙が必要と認める関係機関をもって構成する目
黒区連絡調整会議を設置するものとする。 

（細目） 
第 14条 この協定を実施するための必要な事項につい

ては、別に定める。 
（協議） 
第 15条 前各条に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ決定するものとする。 
 
甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印

のうえ各一通を保有する。

 
平成２５年３月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目 19番 5号 
甲  目黒区 

目黒区長   青 木  英 二 
 

東京都目黒区鷹番二丁目 6番 7号 
乙  社団法人目黒区医師会 

会  長   伊 藤  圭 史 
 

人員については、甲乙
協議の上決定する。 
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２ 災害時の医療救護活動についての協定書 
 

目黒区を「甲」とし、社団法人目黒区医師会を「乙」
とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。 
（総則） 
第１条 この協定は、目黒区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。 

（医療救護班の派遣） 
第２条 甲は、目黒区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、医
療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合
は、直ちに乙の災害医療救護活動組織に基づき医療
救護班を編成し、現地の医療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、前条の定めによる医療救護活動を実施

するため、毎年度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。 

２ 前条に定める医療救護班の構成人員は、次のとお
りとする。 
(1) 医師 
(2) 看護師  
(3) その他補助事務 

（医療救護班の活動場所） 
第４条 乙所属の医療救護班は、甲が設置する医療救

護所及び地域避難所等において医療救護活動を実施
するものとする。 

（医療救護班の業務） 
第５条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

(1) 傷病者に対する応急処置 
(2) 医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 
(3) 転送困難な患者及び避難所等における軽症患
者に対する医療 
(4) 死亡の確認 

（指揮命令） 
第６条 医療救護班に係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。 
（医療救護班の輸送） 
第７条 乙所属の医療救護班の輸送は、原則として甲

が行う。 
（医薬品等の備蓄・輸送） 
第８条 乙所属の医療救護班は、原則として甲が別に

定める場所に備蓄する医薬品等を使用するものとす
る。ただし、状況に応じて乙は備蓄する医薬品も使
用の対象とする。 

２ 医療救護所において必要とする給食及び給水は、

甲が行う。 
３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 
（医療機関における医療救護） 
第９条 医療救護所または避難所等において医療機関

での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲は
東京都が指定する災害拠点病院及び災害拠点連携病
院に対しその受入を要請することができる。 

（医療費） 
第 10条 医療救護所における医療費は、災害救助法（昭

和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）等国の指示による
ものとする。また、乙が備蓄する医薬品の使用につ
いては、甲はその実費を支弁する。 

（合同訓練） 
第 11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施

する合同訓練に参加するとともに当該訓練の一般参
加中傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当す
るものとする。 

（費用弁償等） 
第 12条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動等を実施

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) 医療救護班の編成・派遣に伴うもの 

ア 医療教護班の編成・派遣に要する経費 
イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場
合の実費弁償 
ウ 医療救護班の医師等が医療救護活動において
負傷し、疾病にかかりまたは死亡した場合の扶助
費 

(2) 合同訓練時における医療救護活動の前(1)に係
る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲
乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（目黒区連絡調整会議の設置） 
第 13条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲

及び乙が必要と認める関係機関をもって構成する目
黒区連絡調整会議を設置するものとする。 

（細目） 
第 14条 この協定を実施するための必要な事項につい

ては、別に定める。 
（協議） 
第 15条 前各条に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ決定するものとする。 
 
甲と乙とは、本協定書二通を作成し、双方記名押印

のうえ各一通を保有する。

 
平成２５年３月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目 19 番 5 号 
甲  目黒区 

目黒区長   青 木  英 二 
 

東京都目黒区鷹番二丁目 6番 7 号 
乙  社団法人目黒区医師会 

会  長   伊 藤  圭 史 
 

人員については、甲乙
協議の上決定する。 
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災害時の医療救護活動実施細目 

 
平成 25 年 3月 1日付をもって締結した「災害時の医

療救護活動についての協定書」（以下「協定書」という。）
第 14条に基づく細目は次のとおりとする。 
（医療救護班の緊急活動） 
第１条 乙は、災害状況により緊急を要すると判断し

た場合は、協定書第２条第１項の定めによる甲から
の要請をまたずに医療救護活動を実施し、初動後直
ちに甲に報告するものとする。 

２ 前項の定めによる報告があったものについては、
医療救護の初動期において甲の要請があったものと
みなす。 

３ 医療救護班は、原則として甲が別に定める医療救
護所に備える医薬品・医療資器材等を使用するもの
とする。 

（医療救護所設置の特例） 
第２条 甲は、災害状況により必要を認めたときは、

医療救護活動が可能な被災地周辺の医療施設に医療
救護所を設置する。 

（費用弁償等） 
第３条 前条により医療救護所を設置した医療施設に

おいて、医療救護活動により生じた施設・設備の損
傷については、甲が負担する。 

（費用弁償等の請求・報告） 
第４条 協定書第12条及び前条の定めによる費用弁償

等の請求・報告については、医療救護活動終了後す
みやかに乙が一括して次により甲に請求・報告する
ものとする。 
(1) 医療救護派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請

求書（様式１）に各医療救護班ごとの医療救護班
活動報告・医療救護班員名簿（様式１－１）及び
医療救護班診療記録（様式１－２）を添えて請求
するものとする。 

(2) 医療救護班が遂行した医薬品・衛生材料等を使
用した場合の実費弁償は、前(1)による様式１に薬
品・衛生材料使用報告書（様式２）を添えて請求
するものとする。 

(3) 医療救護班の医師等が医療救護活動において
負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、
事故報告書（様式３）に事故傷病者概要（様式３
－１）を添えて報告するものとする。 

(4) 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班
に係る費用弁償等については、東京都・特別区・
東京都医師会連絡協議会（三者協）の定めによる。 

(5) 医療救護所を設置した医療施設において医療
救護活動により生じた施設・設備の損傷に係る実
費弁償は前(1)による様式１に物件損傷等報告書
（様式４）を添えて請求するものとする。 

(6) その他医療救護活動のために必要となる様式
等については、災害救助法施行細則（昭和 38年東
京都規則第 136 号）で定める様式を準用するもの
とする。 

（費用弁償等の支払） 
第５条 甲は、前条により請求・報告された実費弁償

請求書等の内容を調査し適当と認めたときは、協定
書第 12条第２項による基準により算定した額をすみ
やかに乙に支払うものとする。 
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別記 

様式１ 

 

費用弁償等請求書 

 

    年  月  日から同  年  月  日までにおける（災害・訓練）

時医療救護活動に係る費用弁償等を、下記のとおり請求します。 

 

記 

金            円也 

 

 職  種 延人員数 単 価 金 額 備 考 

医療救護班 

実費弁償 

    延 

    班 

詳細は別紙の

とおり 

 

 

 

 

 

詳細は別紙の

とおり 

    

    

    

    

    

    

 小計     

薬品・衛生材料 

実費弁償 

    

施設・設備 

実費弁償 

    

計     

 

    年  月  日 
 

             印 
 

目黒区長 あて 
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別記 

様式１ 

 

費用弁償等請求書 

 

    年  月  日から同  年  月  日までにおける（災害・訓練）

時医療救護活動に係る費用弁償等を、下記のとおり請求します。 

 

記 

金            円也 

 

 職  種 延人員数 単 価 金 額 備 考 

医療救護班 

実費弁償 

    延 

    班 

詳細は別紙の

とおり 

 

 

 

 

 

詳細は別紙の

とおり 

    

    

    

    

    

    

 小計     

薬品・衛生材料 

実費弁償 

    

施設・設備 

実費弁償 

    

計     

 

    年  月  日 
 

             印 
 

目黒区長 あて 
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様式１－１ 

 

医療救護班活動報告・医療救護班員名簿 

 

地区 
ﾌﾞﾛｯｸ 
名 

所属医療
機関責任
者名 

氏名 職種 
救護 
活動 
場所 

救護 
活動 
期間 

救護実績 
死 
亡 

重 
症 

中 
等 
症 

軽 
症 

計 

     月  日 

時  分 

から 

月  日 

時  分 

まで 

     

  

  

  

  

  

           

  

  

  

  

  

           

  

  

  

  

  

計           
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様式１－２ 

 

医療救護班診療記録 
 

地区 
ﾌﾞﾛｯｸ 
名 

所属医
療機関
責任者
名 

番 
号 

氏名 
性 
別 

年 
齢 

住所 傷病名 
程 
度 

処置 
概要 

備考 

    男 
 
女 

   重 
中 
軽 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

（注）備考欄には、死亡又は転送先等を記入のこと。 
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様式１－２ 

 

医療救護班診療記録 
 

地区 
ﾌﾞﾛｯｸ 
名 

所属医
療機関
責任者
名 

番 
号 

氏名 
性 
別 

年 
齢 

住所 傷病名 
程 
度 

処置 
概要 

備考 

    男 
 
女 

   重 
中 
軽 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

（注）備考欄には、死亡又は転送先等を記入のこと。 
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様式２ 

 

薬品・衛生材料使用報告書 
 

地区 
ﾌﾞﾛｯｸ 
名 

所属医
療機関
責任者
名 

品名 
使用量 

薬価標準の購入
価格 

備考 
単位 数量 単価 金額 
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様式３ 

 

事故報告書 

 

    年  月  日から同  年  月  日までにおける（災害・訓練）

時医療救護活動において、別紙のとおり事故傷病者が発生したので報告します。 

 

    年  月  日 

 

 

印 

 

目黒区長 あて 
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様式３ 

 

事故報告書 

 

    年  月  日から同  年  月  日までにおける（災害・訓練）

時医療救護活動において、別紙のとおり事故傷病者が発生したので報告します。 

 

    年  月  日 

 

 

印 

 

目黒区長 あて 
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様式３－１ 

 

事故傷病者概要 

 

氏

名 

 性 

別 
男・女 

年 

齢 

  

歳 
住所 

 

職

種 

 所属医療機関・団体名 

傷病名  程度 重症・中等症・軽症 転帰  

外来・入院( 月 日) 診療(入院)医療機関名  

受傷(発病)日時  

受傷(発病)場所  

受
傷
（
発
病
）
時
の
状
況 
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様式４ 

 

物件損傷報告書 

 
医療施設名
及び所在地 

物件名 
損傷の
種 類 

損傷の 
程 度 

数量 単価 金額 備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

計 
       

(注)１ 医療施設ごとに記入のこと。 

２ 物件名欄は、建造物、医療機械、器具及び自動車等を記入のこと。 

３ 損傷の種類欄は、破壊、破損、汚染及び紛失等の種類を記入のこと。 

４ 損傷の程度欄は、全壊、半壊、使用不能と具体的に記入のこと。 
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様式４ 

 

物件損傷報告書 

 
医療施設名
及び所在地 

物件名 
損傷の
種 類 

損傷の 
程 度 

数量 単価 金額 備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

計 
       

(注)１ 医療施設ごとに記入のこと。 

２ 物件名欄は、建造物、医療機械、器具及び自動車等を記入のこと。 

３ 損傷の種類欄は、破壊、破損、汚染及び紛失等の種類を記入のこと。 

４ 損傷の程度欄は、全壊、半壊、使用不能と具体的に記入のこと。 
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３ 災害時の歯科医療救護活動についての協定書 
 
目黒区を「甲」とし、社団法人東京都目黒区歯科医

師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を
締結する。 
（総則） 
第１条 この協定は、目黒区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。 

（歯科医療救護班の派遣） 
第２条 甲は、目黒区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、
歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場
合には、直ちに乙の災害医療救護活動組織に基づき
歯科医療救護班を編成し、現地の医療救護所等に派
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、前条の定めによる歯科医療救護活動を

実施するため、毎年度災害医療救護計画を策定し、
甲に提出するものとする。 

２ 前条に定める歯科医療救護班の構成人員は、次の
とおりとする。 
(1) 歯科医師 
(2) 歯科衛生士        
(3) その他の補助事務 

（歯科医療救護班の活動場所） 
第４条 乙所属の歯科医療救護班は、甲が設置する医

療救護所及び地域避難所等において、歯科医療救護
活動を実施するものとする。 

（歯科医療救護班の業務） 
第５条 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措置 
(2) 医療機関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症患

者に対する歯科治療・衛生指導 
(4) 検視・検案に際しての法歯学上の協力 

（指揮命令） 
第６条 歯科医療救護班に係る指揮命令及び医療救護

活動の連絡調整は、甲が指定するものが行うものと
する。 

（医療救護班の輸送） 
第７条 乙所属の歯科医療救護班の輸送は、原則とし

て甲が行う。 

（医療品等の備蓄・輸送） 
第８条 乙所属の歯科医療救護班は、原則として、甲

が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用するも
のとする。 

２ 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が
行う。 

３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 
（医療費） 
第９条 医療救護所等における医療費は、災害救助法

（昭和 22年 10月 18日法律第 118号）等国の指示に
よるものとする。 

（合同訓練） 
第 10 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施

する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の一般
参加者中、傷病者が発生した場合の歯科医療救護を
併せ担当するものとする。 

（費用弁償等） 
第 11 条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動等

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) 歯科医療救護班の編成、派遣に伴うもの 

ア 歯科医療救護班の編成、派遣に要する経費 
イ 歯科医療救護班の医師等が歯科医療救護班活
動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した
場合。 

(2) 合同訓練時における歯科医療救護活動の際に
要する第１号に掲げる経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲
乙協議の上、別に定めるものとする。 

（目黒区連絡調整会議への参画） 
第 12 条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲

が必要と認める関係機関をもって構成する目黒区連
絡調整会議へ参画するものとする。 

（細目） 
第 13条 この協定を実施するための必要な事項につい

ては、別に定める。 
（協議） 
第 14 条 前各条に定めない事項については、甲乙協議

の上、決定するものとする。 
 
甲と乙とは、本協定書を２通作成し、双方記名押印

の上、その１通を保有する。 
 

平成２５年３月１日 
東京都目黒区上目黒二丁目 19番 15号 

甲 目黒区 
代表者 目黒区長  青 木 英 二 

 
東京都目黒区中央町二丁目 13番 11号 

乙 社団法人東京都目黒区歯科医師会 
代表者 会長    勝 俣 正 之 

 

 

 

 

 

甲が要請する人員
とする。 
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４ 災害時の救護活動についての協定書（目黒区薬剤師会） 
 

災害時の救護活動に関し、目黒区を「甲」とし、目
黒区薬剤師会を「乙」とし、甲乙間において次のとお
り協定を締結する。 
（総則） 
第１条 この協定は、目黒区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。 

（薬剤師班の派遣） 
第２条 甲は、目黒区地域防災計画に基づき調剤、服

薬指導および医薬品管理等の医療救護活動を実施す
る必要が生じた場合は、乙に対し、薬剤師班の派遣
を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場
合には、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づ
き薬剤師班を編成し、目黒区医薬品ストックセンタ
ー及び医療救護所並びに医薬品の集積場所等に派遣
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、前条の定めによる医療救護活動を実施

するため、毎年度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。 

（薬剤師班の活動場所） 
第４条 薬剤師班は、目黒区医薬品ストックセンター

及び医療救護所並びに医薬品の集積場所等において、
医療救護活動を実施するものとする。 

（薬剤師班の業務） 
第５条 薬剤師班の業務は次のとおりとする。 
（１）医療救護所等における傷病者等に対する調剤、

服薬指導 
（２）目黒区医薬品ストックセンター及び医療救護所

並びに医薬品の集積場所等における医薬品の仕分
け、管理 

（指揮命令） 
第６条 薬剤師班に係る指揮命令及び医療救護活動の

連絡調整は、甲が指定するものが行うものとする。 
（薬剤師班の輸送） 
第７条 薬剤師班の輸送は原則として甲が行う。 
（医薬品等の備蓄・輸送） 

第８条 薬剤師班は、原則として、甲が別に定める場
所に備蓄する医薬品等を使用するものとする。 

２ 医療救護所等において薬剤師班が必要とする給食
及び給水は、甲が行う。 

３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 
（調剤費） 
第９条 医療救護所における調剤費は、災害救助法等
国の指示によるものとする。 
（合同訓練） 
第 10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施

する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の一般
参加者中、傷病者が発生した場合の調剤、服薬指導
を併せて担当するものとする。 

（費用弁償等） 
第 11条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実

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）薬剤師班の編成、派遣に伴うもの 
ア 薬剤師班の編成、派遣に要する経費 
イ 薬剤師班の薬剤師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費 

（２）合同訓練時における医療救護活動の前（１）に
係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲
乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（目黒区連絡調整会議への参画） 
第 12条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲

が必要と認める関係機関をもって構成する目黒区連
絡調整会議に参画するものとする。 

（細則） 
第 13条 この協定を実施するための必要な事項につい

ては、別に定める。 
（協議） 
第 14条 前各条に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ決定するものとする。 
 
甲と乙とは、本協定書を２通作成し、それぞれ記名

押印のうえ、その１通を保管する。 
 

平成２５年２月２８日 
東京都目黒区上目黒二丁目 19 番 15号 

甲 目黒区 
代表者 目黒区長  青  木  英  二 

 
東京都目黒区鷹番一丁目 7番 11 号クレール鷹番 102 

乙 目黒区薬剤師会 
代表者  会長   中  村   忍 
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４ 災害時の救護活動についての協定書（目黒区薬剤師会） 
 

災害時の救護活動に関し、目黒区を「甲」とし、目
黒区薬剤師会を「乙」とし、甲乙間において次のとお
り協定を締結する。 
（総則） 
第１条 この協定は、目黒区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。 

（薬剤師班の派遣） 
第２条 甲は、目黒区地域防災計画に基づき調剤、服

薬指導および医薬品管理等の医療救護活動を実施す
る必要が生じた場合は、乙に対し、薬剤師班の派遣
を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場
合には、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づ
き薬剤師班を編成し、目黒区医薬品ストックセンタ
ー及び医療救護所並びに医薬品の集積場所等に派遣
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、前条の定めによる医療救護活動を実施

するため、毎年度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。 

（薬剤師班の活動場所） 
第４条 薬剤師班は、目黒区医薬品ストックセンター

及び医療救護所並びに医薬品の集積場所等において、
医療救護活動を実施するものとする。 

（薬剤師班の業務） 
第５条 薬剤師班の業務は次のとおりとする。 
（１）医療救護所等における傷病者等に対する調剤、

服薬指導 
（２）目黒区医薬品ストックセンター及び医療救護所

並びに医薬品の集積場所等における医薬品の仕分
け、管理 

（指揮命令） 
第６条 薬剤師班に係る指揮命令及び医療救護活動の

連絡調整は、甲が指定するものが行うものとする。 
（薬剤師班の輸送） 
第７条 薬剤師班の輸送は原則として甲が行う。 
（医薬品等の備蓄・輸送） 

第８条 薬剤師班は、原則として、甲が別に定める場
所に備蓄する医薬品等を使用するものとする。 

２ 医療救護所等において薬剤師班が必要とする給食
及び給水は、甲が行う。 

３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 
（調剤費） 
第９条 医療救護所における調剤費は、災害救助法等
国の指示によるものとする。 
（合同訓練） 
第 10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施

する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の一般
参加者中、傷病者が発生した場合の調剤、服薬指導
を併せて担当するものとする。 

（費用弁償等） 
第 11条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実

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）薬剤師班の編成、派遣に伴うもの 
ア 薬剤師班の編成、派遣に要する経費 
イ 薬剤師班の薬剤師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費 

（２）合同訓練時における医療救護活動の前（１）に
係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲
乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（目黒区連絡調整会議への参画） 
第 12条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲

が必要と認める関係機関をもって構成する目黒区連
絡調整会議に参画するものとする。 

（細則） 
第 13条 この協定を実施するための必要な事項につい

ては、別に定める。 
（協議） 
第 14条 前各条に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ決定するものとする。 
 
甲と乙とは、本協定書を２通作成し、それぞれ記名

押印のうえ、その１通を保管する。 
 

平成２５年２月２８日 
東京都目黒区上目黒二丁目 19 番 15 号 

甲 目黒区 
代表者 目黒区長  青  木  英  二 

 
東京都目黒区鷹番一丁目 7番 11 号クレール鷹番 102 

乙 目黒区薬剤師会 
代表者  会長   中  村   忍 
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５ 災害時の救護活動についての協定書（東京都柔道接骨師会目黒支部） 
 
目黒区（以下（甲」という。）と、公益社団法人東京

都柔道接骨師会目黒支部（以下「乙」という。）との間
において災害時における協力について次のとおり協定
を締結する。 
（総則） 
第１条 この協定は、目黒区地域防災計画に基づき、

甲が行う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。 

（協力の内容） 
第２条 災害時において、乙は、甲からの要請に基づ

き、次に掲げる範囲の協力を行うものとする。 
(1) 傷病者に対する応急救護〔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〕の実
施 

(2) 傷病者に対する応急救護に関する衛生材料等
の提供 

２ 乙が医療救護所において行う応急救護は、原則と
して医療救護所の医師の指示により実施するものと
する。 

（協力要請の手続） 
第３条 甲は、目黒区地域防災計画に基づき救護活動

を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、救護班
の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき甲から要請を受けた場
合は、直ちに救護班を編成し、医療救護所等に派遣
するものとする。 

（費用弁償） 
第４条 甲は、乙の協力によって提供された衛生材料

等については、その実費を負担するものとする。 
（損害補償） 
第５条 甲の要請に基づき、乙が行った救護活動に係

る従事者の損害補償については、水防または応急措
置の業務に従事した者の損害補償に関する条例（平
成 18年 12月目黒区条例 51号）の例による。 

（防災訓練への参加） 
第６条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に

基づき必要な協力を行うものとする。 
（救護計画の策定） 
第７条 乙は、本協定で定める救護活動を実施するた

め、災害救護計画を策定し、これを甲に提出するも
のとする。 

２ 乙は、前項の災害救護計画を策定するに当たって
は、社団法人目黒区医師会との密接な連携のもとに
行うものとする。 

（協議） 
第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解

釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定
するものとする。 

 
甲と乙とは、本協定書を２通作成し、それぞれ記名

押印の上、各１通を保有する。 

 
平成２５年３月５日 

東京都目黒区上目黒二丁目 19番 15号 
甲 目黒区 

代表者 目黒区長 
青  木  英  二 

 
東京都目黒区碑文谷一丁目 12番 19号 

乙 公益社団法人東京都柔道接骨師会目黒支部 
代表者 目黒支部長 

喜  島  成  道 
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６ 災害時における防疫活動に関する協定（ﾍﾟｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ協会） 

 
災害時における防疫活動に関し、目黒区（以下「甲」

という。）と公益社団法人東京都ペストコントロール協
会（以下「乙」という。）との間において、下記のとお
り協定を締結する。 

記 
（目的） 
第１条 この協定は、区内に災害が発生した場合に、

甲が行う防疫活動に対し、乙の協力を得ることによ
り災害時の衛生状態の悪化を防止し、感染症の予防
及びまん延防止を図ることを目的とする。 

（協力の内容） 
第２条 乙は、防疫活動について甲から協力の要請が

あったときは、積極的に協力するものとする。 
２ 乙の協力の内容は、つぎのとおりとする。 

(1) 消毒活動 
(2) ねずみ・衛生害虫等の駆除活動 
(3) 上記防疫活動に係る調査･分析･計画等 

（要請手続） 
第３条 甲は、乙に要請する場合は、日時、場所、業

務内容、その他必要事項を指示するものとする。 
２ 乙に対する甲の要請は、保健衛生業務を担当する
部長（以下「部長」という。）が担当する。 
（活動業務） 
第４条 乙の業務は、甲の指定する被災地域において、

前条により指示のあった作業を行なうこととする。 
（費用弁償） 
第５条 甲の要請に基づき、乙が防疫活動に要する経

費は、甲が負担するものとする。 
２ 前項の費用は、災害等の発生の直前における適正

な価格を基準として、甲乙協議のうえ、決定するも
のとする。 

（請求および支払） 
第６条 乙は、業務終了後、前条に定める経費を甲に

請求するものとする。 
２ 甲は、乙から前項の請求があったときは、その内

容を確認のうえ、適当と認めたときはすみやかに支
払うものとする。 

（従事者の災害補償） 
第７条 甲の要請に基づき、乙の協会員がこの協定に

よる活動に従事したことにより、負傷し、もしくは
病気にかかり、または死亡した場合の損害補償につ
いては、「水防または応急措置の業務に従事した者の
損害補償に関する条例」（平成１8年 12月目黒区条例
第 51号）の例による。 

（細目） 
第８条 この規定の実施に関する必要事項については、

別に定める。 
（協議） 
第９条 この協定に定めのない事項、または、この協

定の解釈について疑義が生じたときは、甲・乙協議
のうえ決定する。 

（付則） 
第 10条 この協定の期間は、締結の日から当該年度末

の３月 31日までとし、以降は、４月１日より翌年３
月 31日までとする。ただし、期間満了の１カ月前に
当事者の一方から協定解除または変更の申し出がな
いときは、さらに１年間延長するものとし以降はこ
の例によるものとする。 

 
上記協定の証として、本協定書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２５年３月２５日 

甲 目黒区 
（代表者）目黒区長 

青  木  英 二 
 

乙 公益社団法人 東京都ペストコントロール協会 
（代表者）会長 

玉  田  昭  男 
 
 

災害時における防疫活動に関する協定細目 
 

「災害時における防疫活動に関する協定」（以下「協
定」という。）第８条に基づく細目はつぎのとおりとす
る。 
（要請手続） 
第 1 条 協定第３条に定める甲の要請は、防疫活動要

請書（別記第１号様式）により、乙に対して行うも
のとする。ただし、文書をもって要請するいとまが
ないときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理
するものとする。 

２ 乙に対して要請するいとまがないときは、直接乙
の協会員に口頭で要請することができる。 

３ 前項の規定に基づき直接乙の協会員に要請した場
合は、後日文書をもって乙に報告するものとる。 

（防疫活動の実施） 
第２条 乙は、協定第４条に定める活動業務を実施し

たときは、すみやかに、活動内容を保健衛生業務を
担当する部長（以下「部長」という。）に出動報告書
（別記第２号様式）により報告しなければならない。 

（防疫活動終了報告） 
第３条 乙は、前条の活動業務を終了したときは、防

疫活動終了報告書（別記第３号様式）により、すみ
やかに、部長に報告しなければならない。 

（費用弁償） 
第４条 協定第５条に基づく費用の弁償は、次のとお

りとする。 
(1) 防疫活動に要する経費 
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６ 災害時における防疫活動に関する協定（ﾍﾟｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ協会） 

 
災害時における防疫活動に関し、目黒区（以下「甲」

という。）と公益社団法人東京都ペストコントロール協
会（以下「乙」という。）との間において、下記のとお
り協定を締結する。 

記 
（目的） 
第１条 この協定は、区内に災害が発生した場合に、

甲が行う防疫活動に対し、乙の協力を得ることによ
り災害時の衛生状態の悪化を防止し、感染症の予防
及びまん延防止を図ることを目的とする。 

（協力の内容） 
第２条 乙は、防疫活動について甲から協力の要請が

あったときは、積極的に協力するものとする。 
２ 乙の協力の内容は、つぎのとおりとする。 

(1) 消毒活動 
(2) ねずみ・衛生害虫等の駆除活動 
(3) 上記防疫活動に係る調査･分析･計画等 

（要請手続） 
第３条 甲は、乙に要請する場合は、日時、場所、業

務内容、その他必要事項を指示するものとする。 
２ 乙に対する甲の要請は、保健衛生業務を担当する
部長（以下「部長」という。）が担当する。 
（活動業務） 
第４条 乙の業務は、甲の指定する被災地域において、

前条により指示のあった作業を行なうこととする。 
（費用弁償） 
第５条 甲の要請に基づき、乙が防疫活動に要する経

費は、甲が負担するものとする。 
２ 前項の費用は、災害等の発生の直前における適正

な価格を基準として、甲乙協議のうえ、決定するも
のとする。 

（請求および支払） 
第６条 乙は、業務終了後、前条に定める経費を甲に

請求するものとする。 
２ 甲は、乙から前項の請求があったときは、その内

容を確認のうえ、適当と認めたときはすみやかに支
払うものとする。 

（従事者の災害補償） 
第７条 甲の要請に基づき、乙の協会員がこの協定に

よる活動に従事したことにより、負傷し、もしくは
病気にかかり、または死亡した場合の損害補償につ
いては、「水防または応急措置の業務に従事した者の
損害補償に関する条例」（平成１8 年 12 月目黒区条例
第 51 号）の例による。 

（細目） 
第８条 この規定の実施に関する必要事項については、

別に定める。 
（協議） 
第９条 この協定に定めのない事項、または、この協

定の解釈について疑義が生じたときは、甲・乙協議
のうえ決定する。 

（付則） 
第 10条 この協定の期間は、締結の日から当該年度末

の３月 31 日までとし、以降は、４月１日より翌年３
月 31 日までとする。ただし、期間満了の１カ月前に
当事者の一方から協定解除または変更の申し出がな
いときは、さらに１年間延長するものとし以降はこ
の例によるものとする。 

 
上記協定の証として、本協定書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２５年３月２５日 

甲 目黒区 
（代表者）目黒区長 

青  木  英 二 
 

乙 公益社団法人 東京都ペストコントロール協会 
（代表者）会長 

玉  田  昭  男 
 
 

災害時における防疫活動に関する協定細目 
 

「災害時における防疫活動に関する協定」（以下「協
定」という。）第８条に基づく細目はつぎのとおりとす
る。 
（要請手続） 
第 1 条 協定第３条に定める甲の要請は、防疫活動要

請書（別記第１号様式）により、乙に対して行うも
のとする。ただし、文書をもって要請するいとまが
ないときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理
するものとする。 

２ 乙に対して要請するいとまがないときは、直接乙
の協会員に口頭で要請することができる。 

３ 前項の規定に基づき直接乙の協会員に要請した場
合は、後日文書をもって乙に報告するものとる。 

（防疫活動の実施） 
第２条 乙は、協定第４条に定める活動業務を実施し

たときは、すみやかに、活動内容を保健衛生業務を
担当する部長（以下「部長」という。）に出動報告書
（別記第２号様式）により報告しなければならない。 

（防疫活動終了報告） 
第３条 乙は、前条の活動業務を終了したときは、防

疫活動終了報告書（別記第３号様式）により、すみ
やかに、部長に報告しなければならない。 

（費用弁償） 
第４条 協定第５条に基づく費用の弁償は、次のとお

りとする。 
(1) 防疫活動に要する経費 
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乙が定める発災直前の通常価格とする。 
(2) 価格表の提出 

前号の価格について、乙は甲に対して価格表を
提出するものとする。 

(3) 価格の変更 
乙は、価格を変更したときは、すみやかに甲に

変更した価格表を提出するものとする。 
（請求手続） 
第５条 協定第６条に定める請求は、防疫活動に係る

請求書（別記第４号様式）により請求するものとす
る。 
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別記 

第１様式 

 

防疫活動要請書 

 

年  月  日 

 

公益社団法人 

東京都ペストコントロール協会 

会長           様 

 

目黒区長         印 

 

「災害時における防疫活動に関する協定」第３条に基づき、防疫活動を、下記

のとおり要請します。 

 

記 

 

１ 日時      年   月   日   時から 

年   月   日   時 

 

２ 場所 

 

３ 業務内容 

 

 

４ その他 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



資

料

編

第

六

章

資料編 

第６章 例規・協定 ／ 第２節 協定 
292 

別記 

第１様式 

 

防疫活動要請書 

 

年  月  日 

 

公益社団法人 

東京都ペストコントロール協会 

会長           様 

 

目黒区長         印 

 

「災害時における防疫活動に関する協定」第３条に基づき、防疫活動を、下記

のとおり要請します。 

 

記 

 

１ 日時      年   月   日   時から 

年   月   日   時 

 

２ 場所 

 

３ 業務内容 

 

 

４ その他 
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第２様式 

 

出動報告書 

 

年  月  日 

 

目黒区長 

あて 

 

公益社団法人 

東京都ペストコントロール協会 

会長           印 

 

「災害時における防疫活動に関する協定」第４条に定める防疫活動実施のため、

出動したので報告します。 

 

記 

 

１ 出動日時      年   月   日   時   分 

 

２ 出動場所 

 

３ 出動人数 

 

４ 出動内容 

 

５ その他 
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第３様式 

 

防疫活動終了報告書 

 

年  月  日 

 

目黒区長 

あて 

 

公益社団法人 

東京都ペストコントロール協会 

会長           印 

 

「災害時における防疫活動に関する協定」に基づく防疫活動が終了したので、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 防疫活動終了日時    年   月   日   時   分 

 

２ 場所 

 

３ 現場責任者 

 

４ 終了状況 

 

５ 防疫活動内容 

別紙内訳書のとおり 

 

６ その他 
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第３様式 

 

防疫活動終了報告書 

 

年  月  日 

 

目黒区長 

あて 

 

公益社団法人 

東京都ペストコントロール協会 

会長           印 

 

「災害時における防疫活動に関する協定」に基づく防疫活動が終了したので、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 防疫活動終了日時    年   月   日   時   分 

 

２ 場所 

 

３ 現場責任者 

 

４ 終了状況 

 

５ 防疫活動内容 

別紙内訳書のとおり 

 

６ その他 
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第４様式 

 

防疫活動に係る請求書 

 

年  月  日 

 

目黒区長 

あて 

 

公益社団法人 

東京都ペストコントロール協会 

会長           印 

 

「災害時における防疫活動に関する協定」第６条に基づき、防疫活動に要した

経費について下記のとおり請求します。 

 

記 

 

金           円也 

 

内 訳 

別紙のとおり 
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７ 災害時における衛生活動に関する協定 
 

目黒区（以下「甲」という。）と東京都理容生活衛生
同業組合目黒支部（以下「乙」という。）は、災害時に
おける衛生活動に関し、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、災害時における衛生活動に関す

る協力体制を確立し、区民の安定した生活確保を図
ることを目的とする。 

（協力の内容） 
第２条 甲の要請に基づき乙が行う協力業務の内容は、

次のとおりとする。 
（１）災害時における理容の実施 
（２）理容活動に必要な資器材及び消耗品の提供 
（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要となっ

た場合は、活動協力要請書（第１号様式）により、
その旨を乙に通知するものとする。 
ただし、緊急の場合で文書により通知できないと

きは、口頭で通知し、事後速やかに文書により通知
するものとする。 

（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による協力要請を受けたと

きは、特別な事由がない限り、協定の内容に従い、
業務を実施するものとする。 

（連絡窓口） 
第５条 乙は、甲と円滑に連絡を行えるよう担当窓口

を設置するものとする。 
（費用負担） 

第６条 この協定に基づき実施した理容に係る費用は、
無料とする。ただし、乙が提供し、又は使用した資
器材及び消耗品に係る費用については、甲が負担す
る。この場合における費用の額は、当該災害が発生
した直前の価格に基づき算定するものとする。 

（損害補償） 
第７条 甲の要請により、乙が行った業務実施中にお

いて死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、また
は障害の状態となった場合は、「水防または応急措置
の業務に従事した者の損害補償に関する条例」（平成
18 年 12 月目黒区条例 51 号）の規定に基づき、又は
準じて、損害を補償するものとする。 

（有効期間） 
第８条 この協定の有効期間（以下「協定期間」とい

う。）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、協定期間が満了する１月前までに、
甲乙いずれからも相手方に対しこの協定を改定する
意思表示がないときは、協定期間は期間満了の日の
翌日からさらに１年間延長するものとし、その後に
おいても同様とする。 

（疑義等の決定） 
第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解

釈について疑義が生じた場合は、誠意をもって甲乙
協議の上、決定する。 

 
以上、この協定を証するため、協定書 2通を作成し、

甲、乙それぞれ１通を保管する。 
 

平成２５年３月１９日 
東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

甲 目黒区 
目黒区長  青 木 英 二 

 
東京都目黒区柿の木坂一丁目３４番１５号 

乙 東京都理容生活衛生同業組合 
目黒支部長  島 田 健 吾 
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７ 災害時における衛生活動に関する協定 
 

目黒区（以下「甲」という。）と東京都理容生活衛生
同業組合目黒支部（以下「乙」という。）は、災害時に
おける衛生活動に関し、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、災害時における衛生活動に関す

る協力体制を確立し、区民の安定した生活確保を図
ることを目的とする。 

（協力の内容） 
第２条 甲の要請に基づき乙が行う協力業務の内容は、

次のとおりとする。 
（１）災害時における理容の実施 
（２）理容活動に必要な資器材及び消耗品の提供 
（協力の要請） 
第３条 甲は、災害時において乙の協力が必要となっ

た場合は、活動協力要請書（第１号様式）により、
その旨を乙に通知するものとする。 
ただし、緊急の場合で文書により通知できないと

きは、口頭で通知し、事後速やかに文書により通知
するものとする。 

（協力の実施） 
第４条 乙は、前条の規定による協力要請を受けたと

きは、特別な事由がない限り、協定の内容に従い、
業務を実施するものとする。 

（連絡窓口） 
第５条 乙は、甲と円滑に連絡を行えるよう担当窓口

を設置するものとする。 
（費用負担） 

第６条 この協定に基づき実施した理容に係る費用は、
無料とする。ただし、乙が提供し、又は使用した資
器材及び消耗品に係る費用については、甲が負担す
る。この場合における費用の額は、当該災害が発生
した直前の価格に基づき算定するものとする。 

（損害補償） 
第７条 甲の要請により、乙が行った業務実施中にお

いて死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、また
は障害の状態となった場合は、「水防または応急措置
の業務に従事した者の損害補償に関する条例」（平成
18 年 12 月目黒区条例 51 号）の規定に基づき、又は
準じて、損害を補償するものとする。 

（有効期間） 
第８条 この協定の有効期間（以下「協定期間」とい

う。）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、協定期間が満了する１月前までに、
甲乙いずれからも相手方に対しこの協定を改定する
意思表示がないときは、協定期間は期間満了の日の
翌日からさらに１年間延長するものとし、その後に
おいても同様とする。 

（疑義等の決定） 
第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解

釈について疑義が生じた場合は、誠意をもって甲乙
協議の上、決定する。 

 
以上、この協定を証するため、協定書 2 通を作成し、

甲、乙それぞれ１通を保管する。 
 

平成２５年３月１９日 
東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

甲 目黒区 
目黒区長  青 木 英 二 

 
東京都目黒区柿の木坂一丁目３４番１５号 

乙 東京都理容生活衛生同業組合 
目黒支部長  島 田 健 吾 
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８ 災害時における避難所へのメンテナンス協力に関する協定 
 
目黒区（以下「甲」という。）と目黒メンテナンス事

業協同組合（以下「乙」という。）は、地震等の災害時
における避難所のメンテナンス協力（以下「協力」と
いう。）に関し、次の通り協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、目黒区内で地震等の災害が発生

し、住民の避難生活が長期化した場合に甲が設置し
た避難所（以下「避難所」という。）における乙の協
力について必要な事項を定めることを目的とする。 

（協力の内容） 
第２条 本協定に基づき乙が実施する協力の内容は、
次のとおりとする。 
（１）避難所における施設清掃等メンテナンスに関わ
るもの 
（２）避難所における整理整頓の手助け 
（３）上記活動に係る調査、分析、計画等 
（協力要請） 
第３条 甲は、前条に規定する協力（以下「協力」と

いう。）を要請するときは、次に掲げる事項を記載し
た要請書（別記第１号様式）により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等の方法
により協力を要請し、後日、要請書（別記第１号様
式）を提出するものとする。 

（１）協力の期間 
（２）協力を実施する場所 
（３）協力の内容 
（４）その他必要な事項 
（協力の実施及び報告） 
第４条 乙は、甲から前条の規定による要請があった

場合、乙の組合員等を甲の指定する避難所へ派遣す
るものとする。 

２ 乙は、業務を完了したときは、出動報告書（別記
第２号様式）により甲に報告するものとする。 
（費用負担） 
第５条 乙が業務を提供するために要した薬剤等の消

耗品（以下「消耗品」という。）に係る費用は、甲の

負担とする。 
２ 前項の費用は、当該消耗品の通常価格を標準とし
て、甲乙協議の上決定する。 
（費用の請求及び支払） 
第６条 乙は、業務終了後速やかに前条第２項の規定

により決定した消耗品の費用を明細書添付の上、甲
に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により乙の請求があった場合は、
その内容を確認の上、速やかに支払うものとする。 
（損害補償） 
第７条 甲は、甲の責に帰すべき事由により乙に損害

を与えた場合は、乙に対して当該損害を賠償するも
のとする。 

２ 乙は、業務実施中に乙の責に帰すべき事由により
甲又は第三者に損害を与えた場合は、速やかに甲に
報告するとともに当該損害を賠償するものとする。 

 
（資料提供及び組合員名簿の提出） 
第８条 甲は、乙に対して避難所の所在地等の防災関
係書類を提出するものとする。 
２ 乙は、毎年４月に組合員名簿（事業所名、所在地、

連絡先及び担当者が記載されたものをいう。）を甲に
提出するものとする。 

（協定期間） 
第９条 この協定期間は、協定締結の日から平成３０

年３月３１日までとする。ただし、この期間満了日
の３か月前までに甲又は乙のいずれかから協定締結
終了の申出がない場合は、引き続き１年間延長する
ものとし、以後も同様とする。 

（協議） 
第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定の

解釈に疑義が生じた時は、甲乙協議の上決定するも
のとする。 

 
この協定締結を証するため、本協定書を２通作成し、

甲乙記名押印の上、各１通を保有するものとする。 
 
 
 平成２９年４月２６日 
 
 

甲 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
 目黒区 
目黒区長  青 木  英 二 

 
 

乙 東京都目黒区中町二丁目４４番１３号 
 目黒メンテナンス事業協同組合 
理事長   松 田  祐 二 

 

 

 

 

 

 

 



資料編 

第６章 例規・協定 ／ 第２節 協定 
298 

９ 災害時における救護活動に関する目黒区と目黒区社会福祉事業団との相互援助協定 
 

目黒区（以下「甲」という。）と目黒区社会福祉事業
団（以下「乙」という。）とは、災害時における救護活
動に関し、次のとおり相互援助協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、目黒区内に災害が発生し、高齢

者又は乙の施設利用者の救護が必要となった場合に、
甲と乙が相互援助を行うことにより、救護活動を円
滑に実施することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において「施設」とは、乙が管理運

営している特別養護老人ホームとする。 
（甲の乙に対する要請） 
第３条 甲は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、乙に対し次の要請をすることができる。 
⑴ 被災住民のうち、原則として常時介護の必要な
高齢者（以下「要介護高齢者」という。）の施設へ
の受入れ及び当該受入れに必要な事項の要請 

⑵ その他甲の実施する災害応急対策活動に関し、
必要な事項の要請 

（乙の甲に対する要請） 
第４条 乙は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、甲に対し次の要請をすることができる。 
⑴ 甲が備蓄している食料品、生活物資等の提供要請  
⑵ 前条第１号の要請に基づき乙が受け入れた要介 
護高齢者の介護のための人員派遣要請 
⑶ その他施設利用者及び施設職員の救護に関し、必 
要な事項の要請 

（責務） 
第５条 甲及び乙は、前２条の規定による要請があっ

た場合は、可能な限りその要請に協力するものとす
る。 

（費用負担） 
第６条  救護活動に要した経費は、原則として甲が負

担するものとし、その額については、甲乙協議して
決定するものとする。 

（従事者の損害補償） 
第７条  甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者

の損害補償は、水防又は応急措置の業務に従事した
者の損害補償に関する条例（平成１８年目黒区条例
第５１号）の規定に基づき、又は準じて、行うもの
とする。 

（有効期間） 
第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１

年間とする。ただし、期間満了日の１か月前までに
甲乙から何らの申し出がない場合は、更に１年間同
一条件を持って更新されたものとし、以後も同様と
する。 

（協議） 
第９条  この協定に定めのない事項が生じたとき又は

この協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲
乙が誠意を持って協議の上定めるものとする。 

 
本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 

平成１９年１月１５日 
東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

甲 目黒区 
目黒区長 青木 英二 

 
東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

乙 社会福祉法人 目黒区社会福祉事業団 
理事長  佐藤 良春 
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９ 災害時における救護活動に関する目黒区と目黒区社会福祉事業団との相互援助協定 
 

目黒区（以下「甲」という。）と目黒区社会福祉事業
団（以下「乙」という。）とは、災害時における救護活
動に関し、次のとおり相互援助協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、目黒区内に災害が発生し、高齢

者又は乙の施設利用者の救護が必要となった場合に、
甲と乙が相互援助を行うことにより、救護活動を円
滑に実施することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において「施設」とは、乙が管理運

営している特別養護老人ホームとする。 
（甲の乙に対する要請） 
第３条 甲は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、乙に対し次の要請をすることができる。 
⑴ 被災住民のうち、原則として常時介護の必要な
高齢者（以下「要介護高齢者」という。）の施設へ
の受入れ及び当該受入れに必要な事項の要請 

⑵ その他甲の実施する災害応急対策活動に関し、
必要な事項の要請 

（乙の甲に対する要請） 
第４条 乙は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、甲に対し次の要請をすることができる。 
⑴ 甲が備蓄している食料品、生活物資等の提供要請  
⑵ 前条第１号の要請に基づき乙が受け入れた要介 
護高齢者の介護のための人員派遣要請 

⑶ その他施設利用者及び施設職員の救護に関し、必 
要な事項の要請 

（責務） 
第５条 甲及び乙は、前２条の規定による要請があっ

た場合は、可能な限りその要請に協力するものとす
る。 

（費用負担） 
第６条  救護活動に要した経費は、原則として甲が負

担するものとし、その額については、甲乙協議して
決定するものとする。 

（従事者の損害補償） 
第７条  甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者

の損害補償は、水防又は応急措置の業務に従事した
者の損害補償に関する条例（平成１８年目黒区条例
第５１号）の規定に基づき、又は準じて、行うもの
とする。 

（有効期間） 
第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１

年間とする。ただし、期間満了日の１か月前までに
甲乙から何らの申し出がない場合は、更に１年間同
一条件を持って更新されたものとし、以後も同様と
する。 

（協議） 
第９条  この協定に定めのない事項が生じたとき又は

この協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲
乙が誠意を持って協議の上定めるものとする。 

 
本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 

平成１９年１月１５日 
東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

甲 目黒区 
目黒区長 青木 英二 

 
東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

乙 社会福祉法人 目黒区社会福祉事業団 
理事長  佐藤 良春 
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10 災害時における救護活動に関する目黒区と社会福祉法人愛隣会との相互援助協定 
 
目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人愛隣会

（以下「乙」という。）とは、災害時における救護活動
に関し、次のとおり相互援助協定を締結する。 
（目的） 
第１条  この協定は、目黒区内に災害が発生し、高齢

者又は乙の施設利用者の救護が必要となった場合に、
甲と乙が相互援助を行うことにより、救護活動を円
滑に実施することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において「施設」とは、乙が管理運

営している特別養護老人ホームとする。 
（甲の乙に対する要請） 
第３条 甲は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、乙に対し次の要請をすることができる。 
(1) 被災住民のうち、原則として常時介護の必要な

高齢者（以下「要介護高齢者」という。）の施設
への受入れ及び当該受入れに必要な事項の要請 

(2) その他甲の実施する災害応急対策活動に関し、
必要な事項の要請 

（乙の甲に対する要請） 
第４条 乙は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、甲に対し次の要請をすることができる。 
(1) 甲が備蓄している食料品、生活物資等の提供要

請 
(2) 前条第１号の要請に基づき乙が受け入れた要

介護高齢者の介護のための人員派遣要請 
(3) その他施設利用者及び施設職員の救護に関し、

必要な事項の要請 

（責務） 
第５条 甲及び乙は、前２条の規定による要請があっ

た場合は、可能な限りその要請に協力するものとす
る。 

（費用負担） 
第６条  救護活動に要した経費は、原則として甲が負

担するものとし、その額については、甲乙協議して
決定するものとする。 

（従事者の損害補償） 
第７条  甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者

の損害補償は、水防又は応急措置の業務に従事した
者の損害補償に関する条例（平成１８年目黒区条例
第５１号）の規定に基づき、又は準じて、行うもの
とする。 

（有効期間） 
第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１

年間とする。ただし、期間満了日の１か月前までに
甲乙から何らの申し出がない場合は、更に１年間同
一条件を持って更新されたものとし、以後も同様と
する。 

（協議） 
第９条  この協定に定めのない事項が生じたとき又は

この協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲
乙が誠意を持って協議の上定めるものとする。 

 
本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 
平成１９年１月１５日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲 目黒区 

目黒区長  青木 英二 
 

東京都目黒区大橋二丁目１９番１号 
乙 社会福祉法人 愛隣会 

理事長   守永 誠治 
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11 災害時における救護活動に関する目黒区と社会福祉法人三交会との相互援助協定 
 

目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人三交会
（以下「乙」という。）とは、災害時における救護活動
に関し、次のとおり相互援助協定を締結する。 
（目的） 
第１条  この協定は、目黒区内に災害が発生し、高齢

者又は乙の施設利用者の救護が必要となった場合に、
甲と乙が相互援助を行うことにより、救護活動を円
滑に実施することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において「施設」とは、乙が管理運

営している特別養護老人ホームとする。 
（甲の乙に対する要請） 
第３条 甲は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、乙に対し次の要請をすることができる。 
(1) 被災住民のうち、原則として常時介護の必要な

高齢者（以下「要介護高齢者」という。）の施設
への受入れ及び当該受入れに必要な事項の要請 

(2) その他甲の実施する災害応急対策活動に関し、
必要な事項の要請 

（乙の甲に対する要請） 
第４条 乙は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、甲に対し次の要請をすることができる。 
(1) 甲が備蓄している食料品、生活物資等の提供要

請 
(2) 前条第１号の要請に基づき乙が受け入れた要

介護高齢者の介護のための人員派遣要請 
(3) その他施設利用者及び施設職員の救護に関し、

必要な事項の要請 

（責務） 
第５条 甲及び乙は、前２条の規定による要請があっ

た場合は、可能な限りその要請に協力するものとす
る。 

（費用負担） 
第６条  救護活動に要した経費は、原則として甲が負

担するものとし、その額については、甲乙協議して
決定するものとする。 

（従事者の損害補償） 
第７条  甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者

の損害補償は、水防又は応急措置の業務に従事した
者の損害補償に関する条例（平成１８年目黒区条例
第５１号）の規定に基づき、又は準じて、行うもの
とする。 

（有効期間） 
第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１

年間とする。ただし、期間満了日の１か月前までに
甲乙から何らの申し出がない場合は、更に１年間同
一条件を持って更新されたものとし、以後も同様と
する。 

（協議） 
第９条  この協定に定めのない事項が生じたとき又は

この協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲
乙が誠意を持って協議の上定めるものとする。 

 
本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 
平成１９年１月１５日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲 目黒区 

目黒区長 青木 英二   
 

東京都目黒区青葉台三丁目２１番６号 
乙 社会福祉法人 三交会 

理事長  石田 寛治 
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11 災害時における救護活動に関する目黒区と社会福祉法人三交会との相互援助協定 
 

目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人三交会
（以下「乙」という。）とは、災害時における救護活動
に関し、次のとおり相互援助協定を締結する。 
（目的） 
第１条  この協定は、目黒区内に災害が発生し、高齢

者又は乙の施設利用者の救護が必要となった場合に、
甲と乙が相互援助を行うことにより、救護活動を円
滑に実施することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において「施設」とは、乙が管理運

営している特別養護老人ホームとする。 
（甲の乙に対する要請） 
第３条 甲は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、乙に対し次の要請をすることができる。 
(1) 被災住民のうち、原則として常時介護の必要な

高齢者（以下「要介護高齢者」という。）の施設
への受入れ及び当該受入れに必要な事項の要請 

(2) その他甲の実施する災害応急対策活動に関し、
必要な事項の要請 

（乙の甲に対する要請） 
第４条 乙は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、甲に対し次の要請をすることができる。 
(1) 甲が備蓄している食料品、生活物資等の提供要

請 
(2) 前条第１号の要請に基づき乙が受け入れた要

介護高齢者の介護のための人員派遣要請 
(3) その他施設利用者及び施設職員の救護に関し、

必要な事項の要請 

（責務） 
第５条 甲及び乙は、前２条の規定による要請があっ

た場合は、可能な限りその要請に協力するものとす
る。 

（費用負担） 
第６条  救護活動に要した経費は、原則として甲が負

担するものとし、その額については、甲乙協議して
決定するものとする。 

（従事者の損害補償） 
第７条  甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者

の損害補償は、水防又は応急措置の業務に従事した
者の損害補償に関する条例（平成１８年目黒区条例
第５１号）の規定に基づき、又は準じて、行うもの
とする。 

（有効期間） 
第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１

年間とする。ただし、期間満了日の１か月前までに
甲乙から何らの申し出がない場合は、更に１年間同
一条件を持って更新されたものとし、以後も同様と
する。 

（協議） 
第９条  この協定に定めのない事項が生じたとき又は

この協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲
乙が誠意を持って協議の上定めるものとする。 

 
本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 
平成１９年１月１５日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲 目黒区 

目黒区長 青木 英二   
 

東京都目黒区青葉台三丁目２１番６号 
乙 社会福祉法人 三交会 

理事長  石田 寛治 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 

第６章 例規・協定 ／ 第２節 協定 
301 

12 災害時における救護活動に関する目黒区と社会福祉法人清徳会との相互援助協定 
 
目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人清徳会

（以下「乙」という。）とは、災害時における救護活動
に関し、次のとおり相互援助協定を締結する。 
（目的） 
第１条  この協定は、目黒区内に災害が発生し、高齢

者又は乙の施設利用者の救護が必要となった場合に、
甲と乙が相互援助を行うことにより、救護活動を円
滑に実施することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において「施設」とは、乙が管理運

営している特別養護老人ホームとする。 
（甲の乙に対する要請） 
第３条 甲は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、乙に対し次の要請をすることができる。 
(1) 被災住民のうち、原則として常時介護の必要な

高齢者（以下「要介護高齢者」という。）の施設
への受入れ及び当該受入れに必要な事項の要請 

(2) その他甲の実施する災害応急対策活動に関し、
必要な事項の要請 

（乙の甲に対する要請） 
第４条 乙は、災害が発生した場合において必要と認

めるときは、甲に対し次の要請をすることができる。 
(1) 甲が備蓄している食料品、生活物資等の提供要

請 
(2) 前条第１号の要請に基づき乙が受け入れた要

介護高齢者の介護のための人員派遣要請 
(3) その他施設利用者及び施設職員の救護に関し、

必要な事項の要請 

（責務） 
第５条 甲及び乙は、前２条の規定による要請があっ

た場合は、可能な限りその要請に協力するものとす
る。 

（費用負担） 
第６条  救護活動に要した経費は、原則として甲が負

担するものとし、その額については、甲乙協議して
決定するものとする。 

（従事者の損害補償） 
第７条  甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者

の損害補償は、水防又は応急措置の業務に従事した
者の損害補償に関する条例（平成１８年目黒区条例
第５１号）の規定に基づき、又は準じて、行うもの
とする。 

（有効期間） 
第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１

年間とする。ただし、期間満了日の１か月前までに
甲乙から何らの申し出がない場合は、更に１年間同
一条件を持って更新されたものとし、以後も同様と
する。 

（協議） 
第９条  この協定に定めのない事項が生じたとき又は

この協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲
乙が誠意を持って協議の上定めるものとする。 

 
本協定締結の証として、本協定書 2 通を作成し、甲

乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 
平成１９年１月１５日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲 目黒区 

目黒区長 青木 英二   
 

東京都目黒区目黒本町四丁目２番１号 
乙 社会福祉法人 清徳会 

理事長  松井 清徳 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料編 

第６章 例規・協定 ／ 第２節 協定 
302 

13 災害時における動物救護活動に関する協定 
 

目黒区（以下、「甲」という。）と社団法人東京都獣
医師会目黒支部（以下、「乙」という。）とは、目黒区
地域防災計画（以下、「計画」という。）に基づき、次
のとおり協定を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、甲が行う災害時の動物救護活動

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。 

（協力の要請） 
第２条 甲は、計画に基づき、災害時に動物救護活動

を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、協力を
要請するものとする。 

（動物救護活動の実施場所） 
第３条 乙は、甲があらかじめ指定する避難場所等に

設置する救護場所等において動物救護活動を実施す
るものとする。 

（動物救護活動の内容） 
第４条 乙の行う動物救護活動の内容は、次のとおり

とする。 
１ 負傷した動物の応急手当に関すること。 
２ 被災した動物の保護及び管理に関すること。 
３ 被災した動物に関する情報の収集及び提供に関
すること。 

４ 動物の死亡の確認に関すること。 
（負担） 
第５条 甲は、乙に対し、この動物救護活動のために

必要とする用地、施設、設備、物資等を可能な限り
提供するものとする。 

（費用負担） 
第６条 乙は、動物救護活動が終了したときは、甲に

対し速やかに活動内容の報告を行うとともに、活動
に要した費用を請求するものとする。 

２ 前項の規定により乙が甲に対し請求する費用の額
は、甲乙協議のうえ、別に決定するものとする。 

（損害賠償） 
第７条 甲の要請に基づき乙が行った動物救護活動に

係わる従事者が死亡し、負傷し、疾病にかかったと
きは、「水防または応急措置の業務に従事した者の損
害賠償に関する条例」（昭和４１年６月目黒区条例第
１３号）の規定に基づき、甲が補償を行うものとす
る。 

（連絡会） 
第８条 甲及び乙は、この協定の円滑な実施を図るた

めに、必要な都度、連絡会を開催するものとする。 
（連絡調整） 
第９条 この協定に関する事項の連絡調整を図るため、

甲及び乙に連絡責任者を置く。 
２ 前項の連絡責任者は、甲及び乙がそれぞれ指定す

る者とする。 
（実施細目） 
第 10条 この協定に関する実施細目は、別途甲及び乙

が協議して定めるものとする。 
（協議） 
第 11条 この協定に定めのない事項、及び協定の解釈

について疑義が生じた事項については、甲乙協議の
上決定するものとする。 

 
甲及び乙は、この協定の締結の証として、本書２通

を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有す
る。 

 
平成２０年２月２８日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲 目黒区 

目黒区長  青 木 英 二 
 

東京都目黒区中目黒四丁目６番３号 
乙 社団法人東京都獣医師会目黒支部 

支 部 長  湯 地 俊 郎 
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13 災害時における動物救護活動に関する協定 
 

目黒区（以下、「甲」という。）と社団法人東京都獣
医師会目黒支部（以下、「乙」という。）とは、目黒区
地域防災計画（以下、「計画」という。）に基づき、次
のとおり協定を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、甲が行う災害時の動物救護活動

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。 

（協力の要請） 
第２条 甲は、計画に基づき、災害時に動物救護活動

を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、協力を
要請するものとする。 

（動物救護活動の実施場所） 
第３条 乙は、甲があらかじめ指定する避難場所等に

設置する救護場所等において動物救護活動を実施す
るものとする。 

（動物救護活動の内容） 
第４条 乙の行う動物救護活動の内容は、次のとおり

とする。 
１ 負傷した動物の応急手当に関すること。 
２ 被災した動物の保護及び管理に関すること。 
３ 被災した動物に関する情報の収集及び提供に関
すること。 

４ 動物の死亡の確認に関すること。 
（負担） 
第５条 甲は、乙に対し、この動物救護活動のために

必要とする用地、施設、設備、物資等を可能な限り
提供するものとする。 

（費用負担） 
第６条 乙は、動物救護活動が終了したときは、甲に

対し速やかに活動内容の報告を行うとともに、活動
に要した費用を請求するものとする。 

２ 前項の規定により乙が甲に対し請求する費用の額
は、甲乙協議のうえ、別に決定するものとする。 

（損害賠償） 
第７条 甲の要請に基づき乙が行った動物救護活動に

係わる従事者が死亡し、負傷し、疾病にかかったと
きは、「水防または応急措置の業務に従事した者の損
害賠償に関する条例」（昭和４１年６月目黒区条例第
１３号）の規定に基づき、甲が補償を行うものとす
る。 

（連絡会） 
第８条 甲及び乙は、この協定の円滑な実施を図るた

めに、必要な都度、連絡会を開催するものとする。 
（連絡調整） 
第９条 この協定に関する事項の連絡調整を図るため、

甲及び乙に連絡責任者を置く。 
２ 前項の連絡責任者は、甲及び乙がそれぞれ指定す

る者とする。 
（実施細目） 
第 10条 この協定に関する実施細目は、別途甲及び乙

が協議して定めるものとする。 
（協議） 
第 11条 この協定に定めのない事項、及び協定の解釈

について疑義が生じた事項については、甲乙協議の
上決定するものとする。 

 
甲及び乙は、この協定の締結の証として、本書２通

を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有す
る。 

 
平成２０年２月２８日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲 目黒区 

目黒区長  青 木 英 二 
 

東京都目黒区中目黒四丁目６番３号 
乙 社団法人東京都獣医師会目黒支部 

支 部 長  湯 地 俊 郎 
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目黒区（以下「甲」という。）と株式会社マルタケ（以

下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を
締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区地域防災計画に基づき、

甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す
る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 
第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図る

ため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙
に対し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の対応等） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けた

ときは、要請事項について速やかな対応に努めると
ともに、その対応状況について甲に連絡するものと
する。 

（医薬品等の範囲） 
第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のと

おりとし、乙は、当該範囲内において供給可能な品
目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 
（２）衛生材料 
（３）医療器具 
（４）前各号のほか、甲が指定するもの 
（医薬品等の搬送） 
第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものと

する。ただし、必要に応じて、乙は、甲に対して搬
送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下
「搬送場所」という。）は、医薬品ストックセンター
（目黒区総合庁舎内）及び別表第１のとおりとする。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬
送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確
認のうえ、これを受領するものとする。 

（費用負担） 
第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金

及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、
甲は請求書を受領後、遅滞なくその支払いをするも
のとする。 

（医薬品等の価格） 
第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価

格は、災害時の直前における適正な価格とする。 
（委任） 
第８条 この協定を実施するために必要な事項につい

ては、別に定めるものとする。 
（協議） 
第９条 この協定の定めのない事項及びこの協定の解

釈に疑義が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。 

（有効期限） 
第 10 条 この協定は、本協定の締結の日からその効力

を生ずるものとし、甲乙いずれかの解約の申出がな
い限り、その効力は継続するものとする。 

 
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

平成２５年１２月１６日 
甲 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区長 青木 英二 
 

乙 東京都世田谷区若林三丁目３５番１３号 
株式会社マルタケ 
西部営業所長 諸橋 一則 

 
別表第１（第５条関係） 
名称 所在地 
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 東が丘２－５－１ 
東邦大学医療センター 大橋病院 大橋２－１７－６ 
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 上目黒５－３３－１２ 
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 中目黒２－３－８ 
総合病院 厚生中央病院 三田１－１１－７ 
医療法人社団菫会 目黒病院 中央町２－１２－６ 
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 南２－９－７ 
医療法人財団 日扇会第一病院 中根２－１０－２０ 
本田病院 柿の木坂１－３０－５ 
目黒区 鷹番休日診療所 鷹番２－６－１０ 
目黒区 中目黒休日診療所 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区 あいアイ館診療所 八雲１－１－８ あいアイ館 
目黒区薬剤師会 鷹番薬局 鷹番１－７－１１ クレール鷹番１０１ 
目黒区薬剤師会 中目黒薬局 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区薬剤師会 八雲あいアイ館 八雲１－１－８ あいアイ館 
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目黒区（以下「甲」という。）と東邦薬品株式会社（以
下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を
締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区地域防災計画に基づき、

甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す
る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 
第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図る

ため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙
に対し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の対応等） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けた

ときは、要請事項について速やかな対応に努めると
ともに、その対応状況について甲に連絡するものと
する。 

（医薬品等の範囲） 
第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のと

おりとし、乙は、当該範囲内において供給可能な品
目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 
（２）衛生材料 
（３）医療器具 
（４）前各号のほか、甲が指定するもの 
（医薬品等の搬送） 
第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものと

する。ただし、必要に応じて、乙は、甲に対して搬
送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下
「搬送場所」という。）は、医薬品ストックセンター
（目黒区総合庁舎内）及び別表第１のとおりとする。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬
送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確
認のうえ、これを受領するものとする。 

（費用負担） 
第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金

及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、
甲は請求書を受領後、遅滞なくその支払いをするも
のとする。 

（医薬品等の価格） 
第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価

格は、災害時の直前における適正な価格とする。 
（委任） 
第８条 この協定を実施するために必要な事項につい

ては、別に定めるものとする。 
（協議） 
第９条 この協定の定めのない事項及びこの協定の解

釈に疑義が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。 

（有効期限） 
第 10条 この協定は、本協定の締結の日からその効力

を生ずるものとし、甲乙いずれかの解約の申出がな
い限り、その効力は継続するものとする。 

 
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

平成２５年１２月１８日 
甲 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区長 青木 英二 
 

乙 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 
東邦薬品株式会社 
渋谷・目黒営業所長 立沢 和男 

 
別表第１（第５条関係） 

名称 所在地 
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 東が丘２－５－１ 
東邦大学医療センター 大橋病院 大橋２－１７－６ 
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 上目黒５－３３－１２ 
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 中目黒２－３－８ 
総合病院 厚生中央病院 三田１－１１－７ 
医療法人社団菫会 目黒病院 中央町２－１２－６ 
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 南２－９－７ 
医療法人財団 日扇会第一病院 中根２－１０－２０ 
本田病院 柿の木坂１－３０－５ 
目黒区 鷹番休日診療所 鷹番２－６－１０ 
目黒区 中目黒休日診療所 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区 あいアイ館診療所 八雲１－１－８ あいアイ館 
目黒区薬剤師会 鷹番薬局 鷹番１－７－１１ クレール鷹番１０１ 
目黒区薬剤師会 中目黒薬局 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区薬剤師会 八雲あいアイ館 八雲１－１－８ あいアイ館 
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目黒区（以下「甲」という。）と東邦薬品株式会社（以
下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を
締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区地域防災計画に基づき、

甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す
る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 
第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図る

ため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙
に対し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の対応等） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けた

ときは、要請事項について速やかな対応に努めると
ともに、その対応状況について甲に連絡するものと
する。 

（医薬品等の範囲） 
第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のと

おりとし、乙は、当該範囲内において供給可能な品
目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 
（２）衛生材料 
（３）医療器具 
（４）前各号のほか、甲が指定するもの 
（医薬品等の搬送） 
第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものと

する。ただし、必要に応じて、乙は、甲に対して搬
送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下
「搬送場所」という。）は、医薬品ストックセンター
（目黒区総合庁舎内）及び別表第１のとおりとする。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬
送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確
認のうえ、これを受領するものとする。 

（費用負担） 
第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金

及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、
甲は請求書を受領後、遅滞なくその支払いをするも
のとする。 

（医薬品等の価格） 
第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価

格は、災害時の直前における適正な価格とする。 
（委任） 
第８条 この協定を実施するために必要な事項につい

ては、別に定めるものとする。 
（協議） 
第９条 この協定の定めのない事項及びこの協定の解

釈に疑義が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。 

（有効期限） 
第 10条 この協定は、本協定の締結の日からその効力

を生ずるものとし、甲乙いずれかの解約の申出がな
い限り、その効力は継続するものとする。 

 
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

平成２５年１２月１８日 
甲 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区長 青木 英二 
 

乙 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 
東邦薬品株式会社 
渋谷・目黒営業所長 立沢 和男 

 
別表第１（第５条関係） 

名称 所在地 
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 東が丘２－５－１ 
東邦大学医療センター 大橋病院 大橋２－１７－６ 
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 上目黒５－３３－１２ 
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 中目黒２－３－８ 
総合病院 厚生中央病院 三田１－１１－７ 
医療法人社団菫会 目黒病院 中央町２－１２－６ 
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 南２－９－７ 
医療法人財団 日扇会第一病院 中根２－１０－２０ 
本田病院 柿の木坂１－３０－５ 
目黒区 鷹番休日診療所 鷹番２－６－１０ 
目黒区 中目黒休日診療所 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区 あいアイ館診療所 八雲１－１－８ あいアイ館 
目黒区薬剤師会 鷹番薬局 鷹番１－７－１１ クレール鷹番１０１ 
目黒区薬剤師会 中目黒薬局 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区薬剤師会 八雲あいアイ館 八雲１－１－８ あいアイ館 
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16 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定（メディセオ） 
 
目黒区（以下「甲」という。）と株式会社メディセオ

（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協
定を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区地域防災計画に基づき、

甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す
る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 
第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図る

ため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙
に対し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の対応等） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けた

ときは、要請事項について速やかな対応に努めると
ともに、その対応状況について甲に連絡するものと
する。 

（医薬品等の範囲） 
第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のと

おりとし、乙は、当該範囲内において供給可能な品
目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 
（２）衛生材料 
（３）医療器具 
（４）前各号のほか、甲が指定するもの 
（医薬品等の搬送） 
第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものと

する。ただし、必要に応じて、乙は、甲に対して搬
送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下
「搬送場所」という。）は、医薬品ストックセンター
（目黒区総合庁舎内）及び別表第１のとおりとする。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬
送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確
認のうえ、これを受領するものとする。 

（費用負担） 
第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金

及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、
甲は請求書を受領後、遅滞なくその支払いをするも
のとする。 

（医薬品等の価格） 
第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価

格は、災害時の直前における適正な価格とする。 
（委任） 
第８条 この協定を実施するために必要な事項につい

ては、別に定めるものとする。 
（協議） 
第９条 この協定の定めのない事項及びこの協定の解

釈に疑義が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。 

（有効期限） 
第 10 条 この協定は、本協定の締結の日からその効力

を生ずるものとし、甲乙いずれかの解約の申出がな
い限り、その効力は継続するものとする。 

 
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

平成２５年１２月１８日 
甲 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区長 青木 英二 
 

乙 東京都中央区八重洲二丁目７番１５号 
株式会社メディセオ 
専務取締役 東京支社長 嶋路 博昭 

 
別表第１（第５条関係） 
名称 所在地 
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 東が丘２－５－１ 
東邦大学医療センター 大橋病院 大橋２－１７－６ 
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 上目黒５－３３－１２ 
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 中目黒２－３－８ 
総合病院 厚生中央病院 三田１－１１－７ 
医療法人社団菫会 目黒病院 中央町２－１２－６ 
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 南２－９－７ 
医療法人財団 日扇会第一病院 中根２－１０－２０ 
本田病院 柿の木坂１－３０－５ 
目黒区 鷹番休日診療所 鷹番２－６－１０ 
目黒区 中目黒休日診療所 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区 あいアイ館診療所 八雲１－１－８ あいアイ館 
目黒区薬剤師会 鷹番薬局 鷹番１－７－１１ クレール鷹番１０１ 
目黒区薬剤師会 中目黒薬局 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区薬剤師会 八雲あいアイ館 八雲１－１－８ あいアイ館 
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17 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定（バイタルネット） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と株式会社バイタルネ
ット（以下「乙」という。）との間において、次のとお
り協定を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区地域防災計画に基づき、

甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す
る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 
第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図る

ため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙
に対し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の対応等） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けた

ときは、要請事項について速やかな対応に努めると
ともに、その対応状況について甲に連絡するものと
する。 

（医薬品等の範囲） 
第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のと

おりとし、乙は、当該範囲内において供給可能な品
目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 
（２）衛生材料 
（３）医療器具 
（４）前各号のほか、甲が指定するもの 
（医薬品等の搬送） 
第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものと

する。ただし、必要に応じて、乙は、甲に対して搬
送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下
「搬送場所」という。）は、医薬品ストックセンター
（目黒区総合庁舎内）及び別表第１のとおりとする。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬
送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確
認のうえ、これを受領するものとする。 

（費用負担） 
第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金

及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、
甲は請求書を受領後、遅滞なくその支払いをするも
のとする。 

（医薬品等の価格） 
第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価

格は、災害時の直前における適正な価格とする。 
（委任） 
第８条 この協定を実施するために必要な事項につい

ては、別に定めるものとする。 
（協議） 
第９条 この協定の定めのない事項及びこの協定の解

釈に疑義が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。 

（有効期限） 
第 10条 この協定は、本協定の締結の日からその効力

を生ずるものとし、甲乙いずれかの解約の申出がな
い限り、その効力は継続するものとする。 

 
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

平成２５年１２月１９日 
甲 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区長 青木 英二 
 

乙 東京都世田谷区弦巻一丁目１番１２号 
株式会社バイタルネット 
東京支社長 高松 伸一 

 
別表第１（第５条関係） 

名称 所在地 
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 東が丘２－５－１ 
東邦大学医療センター 大橋病院 大橋２－１７－６ 
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 上目黒５－３３－１２ 
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 中目黒２－３－８ 
総合病院 厚生中央病院 三田１－１１－７ 
医療法人社団菫会 目黒病院 中央町２－１２－６ 
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 南２－９－７ 
医療法人財団 日扇会第一病院 中根２－１０－２０ 
本田病院 柿の木坂１－３０－５ 
目黒区 鷹番休日診療所 鷹番２－６－１０ 
目黒区 中目黒休日診療所 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区 あいアイ館診療所 八雲１－１－８ あいアイ館 
目黒区薬剤師会 鷹番薬局 鷹番１－７－１１ クレール鷹番１０１ 
目黒区薬剤師会 中目黒薬局 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区薬剤師会 八雲あいアイ館 八雲１－１－８ あいアイ館 
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17 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定（バイタルネット） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と株式会社バイタルネ
ット（以下「乙」という。）との間において、次のとお
り協定を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区地域防災計画に基づき、

甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す
る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 
第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図る

ため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙
に対し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の対応等） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けた

ときは、要請事項について速やかな対応に努めると
ともに、その対応状況について甲に連絡するものと
する。 

（医薬品等の範囲） 
第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のと

おりとし、乙は、当該範囲内において供給可能な品
目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 
（２）衛生材料 
（３）医療器具 
（４）前各号のほか、甲が指定するもの 
（医薬品等の搬送） 
第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものと

する。ただし、必要に応じて、乙は、甲に対して搬
送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下
「搬送場所」という。）は、医薬品ストックセンター
（目黒区総合庁舎内）及び別表第１のとおりとする。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬
送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確
認のうえ、これを受領するものとする。 

（費用負担） 
第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金

及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、
甲は請求書を受領後、遅滞なくその支払いをするも
のとする。 

（医薬品等の価格） 
第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価

格は、災害時の直前における適正な価格とする。 
（委任） 
第８条 この協定を実施するために必要な事項につい

ては、別に定めるものとする。 
（協議） 
第９条 この協定の定めのない事項及びこの協定の解

釈に疑義が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。 

（有効期限） 
第 10条 この協定は、本協定の締結の日からその効力

を生ずるものとし、甲乙いずれかの解約の申出がな
い限り、その効力は継続するものとする。 

 
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

平成２５年１２月１９日 
甲 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区長 青木 英二 
 

乙 東京都世田谷区弦巻一丁目１番１２号 
株式会社バイタルネット 
東京支社長 高松 伸一 

 
別表第１（第５条関係） 

名称 所在地 
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 東が丘２－５－１ 
東邦大学医療センター 大橋病院 大橋２－１７－６ 
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 上目黒５－３３－１２ 
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 中目黒２－３－８ 
総合病院 厚生中央病院 三田１－１１－７ 
医療法人社団菫会 目黒病院 中央町２－１２－６ 
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 南２－９－７ 
医療法人財団 日扇会第一病院 中根２－１０－２０ 
本田病院 柿の木坂１－３０－５ 
目黒区 鷹番休日診療所 鷹番２－６－１０ 
目黒区 中目黒休日診療所 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区 あいアイ館診療所 八雲１－１－８ あいアイ館 
目黒区薬剤師会 鷹番薬局 鷹番１－７－１１ クレール鷹番１０１ 
目黒区薬剤師会 中目黒薬局 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区薬剤師会 八雲あいアイ館 八雲１－１－８ あいアイ館 
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18 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定（アルフレッサ） 
 
目黒区（以下「甲」という。）とアルフレッサ株式会

社（以下「乙」という。）との間において、次のとおり
協定を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区地域防災計画に基づき、

甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す
る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 
第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図る

ため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙
に対し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の対応等） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けた

ときは、要請事項について速やかな対応に努めると
ともに、その対応状況について甲に連絡するものと
する。 

（医薬品等の範囲） 
第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のと

おりとし、乙は、当該範囲内において供給可能な品
目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 
（２）衛生材料 
（３）医療器具 
（４）前各号のほか、甲が指定するもの 
（医薬品等の搬送） 
第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものと

する。ただし、必要に応じて、乙は、甲に対して搬
送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下
「搬送場所」という。）は、医薬品ストックセンター
（目黒区総合庁舎内）及び別表第１のとおりとする。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬
送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確
認のうえ、これを受領するものとする。 

（費用負担） 
第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金

及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、
甲は請求書を受領後、遅滞なくその支払いをするも
のとする。 

（医薬品等の価格） 
第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価

格は、災害時の直前における適正な価格とする。 
（委任） 
第８条 この協定を実施するために必要な事項につい

ては、別に定めるものとする。 
（協議） 
第９条 この協定の定めのない事項及びこの協定の解

釈に疑義が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。 

（有効期限） 
第 10 条 この協定は、本協定の締結の日からその効力

を生ずるものとし、甲乙いずれかの解約の申出がな
い限り、その効力は継続するものとする。 

 
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

平成２５年１２月２６日 
甲 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区長 青木 英二 
 

乙 東京都目黒区目黒本町二丁目１８番１６号 
アルフレッサ株式会社 
品川・目黒支店長 伊藤 雅章 

 
別表第１（第５条関係） 
名称 所在地 
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 東が丘２－５－１ 
東邦大学医療センター 大橋病院 大橋２－１７－６ 
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 上目黒５－３３－１２ 
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 中目黒２－３－８ 
総合病院 厚生中央病院 三田１－１１－７ 
医療法人社団菫会 目黒病院 中央町２－１２－６ 
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 南２－９－７ 
医療法人財団 日扇会第一病院 中根２－１０－２０ 
本田病院 柿の木坂１－３０－５ 
目黒区 鷹番休日診療所 鷹番２－６－１０ 
目黒区 中目黒休日診療所 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区 あいアイ館診療所 八雲１－１－８ あいアイ館 
目黒区薬剤師会 鷹番薬局 鷹番１－７－１１ クレール鷹番１０１ 
目黒区薬剤師会 中目黒薬局 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区薬剤師会 八雲あいアイ館 八雲１－１－８ あいアイ館 
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19 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定（スズケン） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と株式会社スズケン（以
下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を
締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区地域防災計画に基づき、

甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す
る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 
第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図る

ため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙
に対し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の対応等） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けた

ときは、要請事項について速やかな対応に努めると
ともに、その対応状況について甲に連絡するものと
する。 

（医薬品等の範囲） 
第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のと

おりとし、乙は、当該範囲内において供給可能な品
目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 
（２）衛生材料 
（３）医療器具 
（４）前各号のほか、甲が指定するもの 
（医薬品等の搬送） 
第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものと

する。ただし、必要に応じて、乙は、甲に対して搬
送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下
「搬送場所」という。）は、医薬品ストックセンター
（目黒区総合庁舎内）及び別表第１のとおりとする。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬
送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確
認のうえ、これを受領するものとする。 

（費用負担） 
第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金

及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、
甲は請求書を受領後、遅滞なくその支払いをするも
のとする。 

（医薬品等の価格） 
第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価

格は、災害時の直前における適正な価格とする。 
（委任） 
第８条 この協定を実施するために必要な事項につい

ては、別に定めるものとする。 
（協議） 
第９条 この協定の定めのない事項及びこの協定の解

釈に疑義が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。 

（有効期限） 
第 10条 この協定は、本協定の締結の日からその効力

を生ずるものとし、甲乙いずれかの解約の申出がな
い限り、その効力は継続するものとする。 

 
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

平成２５年１２月２６日 
甲 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区長 青木 英二 
 

乙 東京都世田谷区代沢三丁目１５番１号 
株式会社スズケン 
世田谷第一支店長 丹野 順一 

 
別表第１（第５条関係） 

名称 所在地 
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 東が丘２－５－１ 
東邦大学医療センター 大橋病院 大橋２－１７－６ 
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 上目黒５－３３－１２ 
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 中目黒２－３－８ 
総合病院 厚生中央病院 三田１－１１－７ 
医療法人社団菫会 目黒病院 中央町２－１２－６ 
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 南２－９－７ 
医療法人財団 日扇会第一病院 中根２－１０－２０ 
本田病院 柿の木坂１－３０－５ 
目黒区 鷹番休日診療所 鷹番２－６－１０ 
目黒区 中目黒休日診療所 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区 あいアイ館診療所 八雲１－１－８ あいアイ館 
目黒区薬剤師会 鷹番薬局 鷹番１－７－１１ クレール鷹番１０１ 
目黒区薬剤師会 中目黒薬局 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区薬剤師会 八雲あいアイ館 八雲１－１－８ あいアイ館 
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19 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定（スズケン） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と株式会社スズケン（以
下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を
締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区地域防災計画に基づき、

甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対す
る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 
第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図る

ため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙
に対し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の対応等） 
第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けた

ときは、要請事項について速やかな対応に努めると
ともに、その対応状況について甲に連絡するものと
する。 

（医薬品等の範囲） 
第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のと

おりとし、乙は、当該範囲内において供給可能な品
目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 
（２）衛生材料 
（３）医療器具 
（４）前各号のほか、甲が指定するもの 
（医薬品等の搬送） 
第５条 医薬品等の搬送については、乙が行うものと

する。ただし、必要に応じて、乙は、甲に対して搬
送の協力を求めることができる。 

２ 前項の規定による医薬品等を搬送する場所（以下
「搬送場所」という。）は、医薬品ストックセンター
（目黒区総合庁舎内）及び別表第１のとおりとする。 

３ 第１項の規定により乙が医薬品等を搬送場所に搬
送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確
認のうえ、これを受領するものとする。 

（費用負担） 
第６条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金

及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、
甲は請求書を受領後、遅滞なくその支払いをするも
のとする。 

（医薬品等の価格） 
第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価

格は、災害時の直前における適正な価格とする。 
（委任） 
第８条 この協定を実施するために必要な事項につい

ては、別に定めるものとする。 
（協議） 
第９条 この協定の定めのない事項及びこの協定の解

釈に疑義が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。 

（有効期限） 
第 10条 この協定は、本協定の締結の日からその効力

を生ずるものとし、甲乙いずれかの解約の申出がな
い限り、その効力は継続するものとする。 

 
この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲

乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
 

平成２５年１２月２６日 
甲 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区長 青木 英二 
 

乙 東京都世田谷区代沢三丁目１５番１号 
株式会社スズケン 
世田谷第一支店長 丹野 順一 

 
別表第１（第５条関係） 

名称 所在地 
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 東が丘２－５－１ 
東邦大学医療センター 大橋病院 大橋２－１７－６ 
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 上目黒５－３３－１２ 
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 中目黒２－３－８ 
総合病院 厚生中央病院 三田１－１１－７ 
医療法人社団菫会 目黒病院 中央町２－１２－６ 
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 南２－９－７ 
医療法人財団 日扇会第一病院 中根２－１０－２０ 
本田病院 柿の木坂１－３０－５ 
目黒区 鷹番休日診療所 鷹番２－６－１０ 
目黒区 中目黒休日診療所 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区 あいアイ館診療所 八雲１－１－８ あいアイ館 
目黒区薬剤師会 鷹番薬局 鷹番１－７－１１ クレール鷹番１０１ 
目黒区薬剤師会 中目黒薬局 上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎１階 
目黒区薬剤師会 八雲あいアイ館 八雲１－１－８ あいアイ館 
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第８ 要配慮者支援 
 

１  災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定書（やさしい手） 
 
目黒区（以下「甲」という。）と目黒区北部包括支援

センター事業委託事業者株式会社やさしい手（以下「乙」
という。）は次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、目黒区内で災害が発生した場合

における避難行動要支援者等の支援に関し必要な事
項等を定めることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
（１）災害 震度５強以上の地震等、大規模な災害を

いう。 
（２）避難行動要支援者等 災害対策基本法（昭和３

６年法律第２２３号。以下「法」という。）第８条
第２項第１５号で規定する要配慮者のうち高齢者
及び障害者をいう。 

（３）安否確認チーム 災害が発生した場合に予め指
定された避難所に速やかに参集し、法の規定によ
り整備された名簿に基づき安否確認を実施するた
めに甲、乙、その他住民組織等により編成された
チームをいう。 

（４）要配慮者支援チーム 居宅又は避難先に訪問し、
支援の基本的な方向付けを実施するために甲、乙
等により編成されたチームをいう。 

（安否の確認等） 
第３条 乙は、前条に規定する災害が発生した場合に

は、甲からの要請の有無にかかわらず、乙が提供す
るサービス利用者の安否等について、可能な限り確
認し、その内容をできる限り速やかに甲に対して報
告するものとする。 

２  甲は、乙から提供された安否情報等を、甲が実施
する災害時要配慮者対策に活用するものとする。 

３ 乙は、災害が発生した場合には、本協定に基づき、
避難行動要支援者の安否確認、避難誘導等のために

甲が編成する安否確認チーム及び要配慮者支援チー
ムの活動を行うものとする。 

４ 前項の活動（以下「チームの活動」という。）は、
「目黒区災害時要配慮者支援プラン」に基づき実施
する。 

（チームの活動に係る物資） 
第４条  甲は、チームの活動において必要な装備品等

の物資をあらかじめ用意するものとする。 
（従事者の損害補償） 
第５条 甲は、乙の従業員がチームの活動に従事した

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ときは、水防又は応急措置
の業務に従事した者の損害補償に関する条例（平成
１８年１２月目黒区条例第５１号）の規定によりそ
の損害を補償するものとする。 

（守秘義務） 
第６条  乙は、この協定に基づく協力中に知り得た個

人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。 
（疑義の協議） 
第７条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書

に関し疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議し決定
する。 

（期間） 
第８条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から

平成２８年３月３１日までとする。ただし、期間満
了の３か月前までに、甲又は乙から書面による解約
の申出がないときは、本協定は更に１年間更新され
るものとし、以後この例による。 
 
上記の協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記

名押印の上、その１通を保有する。 
 
 

 
平成２７年４月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区大橋二丁目２４番３号 中村ビル４Ｆ 
乙  株式会社やさしい手 

代表取締役  香取 幹 
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２  災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定書（奉優会） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と目黒区東部包括支援
センター事業委託事業者社会福祉法人奉優会（以下「乙」
という。）は、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、目黒区内で災害が発生した場合

における避難行動要支援者等の支援に関し、必要な
事項を定めることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
 (1) 災害 震度５強以上の地震等、大規模な災害を

いう。 
 (2) 避難行動要支援者等 災害対策基本法（昭和３

６年法律第２２３号。以下「法」という。）第８条
第２項第１５号で規定する要配慮者のうち高齢者
及び障害者をいう。 

 (3) 安否確認チーム 災害が発生した場合に予め指
定された避難所に速やかに参集し、法の規定によ
り整備された名簿に基づき安否確認を実施するた
めに甲、乙、その他住民組織等により編成された
チームをいう。 

 (4) 要配慮者支援チーム 居宅又は避難先に訪問し、
支援の基本的な方向付けを実施するために甲、乙
等により編成されたチームをいう。 

（安否の確認等） 
第３条 乙は、前条に規定する災害が発生した場合には、

甲からの要請の有無にかかわらず、乙が提供するサ
ービス利用者の安否等について、可能な限り確認し、
その内容をできる限り速やかに甲に対して報告する
ものとする。 

２ 甲は、乙から提供された安否情報等を、甲が実施
する災害時要配慮者対策に活用するものとする。 

３ 乙は、災害が発生した場合には、本協定に基づき、
避難行動要支援者の安否確認、避難誘導等のために
甲が編成する安否確認チーム及び要配慮者支援チー
ムの活動を行うものとする。 

４ 前項の活動（以下「チームの活動」という。）は、
「目黒区災害時要配慮者支援プラン」に基づき実施
する。 

（チームの活動に係る物資） 
第４条 甲は、チームの活動において必要な装備品等の

物資をあらかじめ用意するものとする。 
（従事者の損害補償） 
第５条 甲は、乙の従業員がチームの活動に従事した

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ときは、水防又は応急措置
の業務に従事した者の損害補償に関する条例（平成
１８年１２月目黒区条例第５１号）の規定によりそ
の損害を補償するものとする。 

（守秘義務） 
第６条 乙は、この協定に基づく協力中に知り得た個

人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。 
（疑義の協議） 
第７条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書

に関し疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議し決定
する。 

（期間） 
第８条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から

令和３年３月３１日までとする。ただし、期間満了
の３か月前までに、甲又は乙から書面による解約の
申出がないときは、本協定は更に１年間更新される
ものとし、以後この例による。 

 
 上記の協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記
名押印の上、その１通を保有する。 

 
令和２年４月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

代表者 目黒区長  青 木 英 二 
 

東京都世田谷区駒沢１－４－１５ 
乙  真井ビル５階 

代表者 理事長   香取 眞恵子 
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２  災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定書（奉優会） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と目黒区東部包括支援
センター事業委託事業者社会福祉法人奉優会（以下「乙」
という。）は、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、目黒区内で災害が発生した場合

における避難行動要支援者等の支援に関し、必要な
事項を定めることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
 (1) 災害 震度５強以上の地震等、大規模な災害を

いう。 
 (2) 避難行動要支援者等 災害対策基本法（昭和３

６年法律第２２３号。以下「法」という。）第８条
第２項第１５号で規定する要配慮者のうち高齢者
及び障害者をいう。 

 (3) 安否確認チーム 災害が発生した場合に予め指
定された避難所に速やかに参集し、法の規定によ
り整備された名簿に基づき安否確認を実施するた
めに甲、乙、その他住民組織等により編成された
チームをいう。 

 (4) 要配慮者支援チーム 居宅又は避難先に訪問し、
支援の基本的な方向付けを実施するために甲、乙
等により編成されたチームをいう。 

（安否の確認等） 
第３条 乙は、前条に規定する災害が発生した場合には、

甲からの要請の有無にかかわらず、乙が提供するサ
ービス利用者の安否等について、可能な限り確認し、
その内容をできる限り速やかに甲に対して報告する
ものとする。 

２ 甲は、乙から提供された安否情報等を、甲が実施
する災害時要配慮者対策に活用するものとする。 

３ 乙は、災害が発生した場合には、本協定に基づき、
避難行動要支援者の安否確認、避難誘導等のために
甲が編成する安否確認チーム及び要配慮者支援チー
ムの活動を行うものとする。 

４ 前項の活動（以下「チームの活動」という。）は、
「目黒区災害時要配慮者支援プラン」に基づき実施
する。 

（チームの活動に係る物資） 
第４条 甲は、チームの活動において必要な装備品等の

物資をあらかじめ用意するものとする。 
（従事者の損害補償） 
第５条 甲は、乙の従業員がチームの活動に従事した

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ときは、水防又は応急措置
の業務に従事した者の損害補償に関する条例（平成
１８年１２月目黒区条例第５１号）の規定によりそ
の損害を補償するものとする。 

（守秘義務） 
第６条 乙は、この協定に基づく協力中に知り得た個

人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。 
（疑義の協議） 
第７条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書

に関し疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議し決定
する。 

（期間） 
第８条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から

令和３年３月３１日までとする。ただし、期間満了
の３か月前までに、甲又は乙から書面による解約の
申出がないときは、本協定は更に１年間更新される
ものとし、以後この例による。 

 
 上記の協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記
名押印の上、その１通を保有する。 

 
令和２年４月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

代表者 目黒区長  青 木 英 二 
 

東京都世田谷区駒沢１－４－１５ 
乙  真井ビル５階 

代表者 理事長   香取 眞恵子 
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３  災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定書（奉優会） 
 
目黒区（以下「甲」という。）と目黒区中央包括支援

センター事業委託事業者社会福祉法人奉優会（以下「乙」
という。）は、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、目黒区内で災害が発生した場合

における避難行動要支援者等の支援に関し、必要な
事項を定めることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
 (1) 災害 震度５強以上の地震等、大規模な災害を

いう。 
 (2) 避難行動要支援者等 災害対策基本法（昭和３

６年法律第２２３号。以下「法」という。）第８条
第２項第１５号で規定する要配慮者のうち高齢者
及び障害者をいう。 

 (3) 安否確認チーム 災害が発生した場合に予め指
定された避難所に速やかに参集し、法の規定によ
り整備された名簿に基づき安否確認を実施するた
めに甲、乙、その他住民組織等により編成された
チームをいう。 

 (4) 要配慮者支援チーム 居宅又は避難先に訪問し、
支援の基本的な方向付けを実施するために甲、乙
等により編成されたチームをいう。 

（安否の確認等） 
第３条 乙は、前条に規定する災害が発生した場合には、

甲からの要請の有無にかかわらず、乙が提供するサ
ービス利用者の安否等について、可能な限り確認し、
その内容をできる限り速やかに甲に対して報告する
ものとする。 

２ 甲は、乙から提供された安否情報等を、甲が実施
する災害時要配慮者対策に活用するものとする。 

３ 乙は、災害が発生した場合には、本協定に基づき、
避難行動要支援者の安否確認、避難誘導等のために
甲が編成する安否確認チーム及び要配慮者支援チー
ムの活動を行うものとする。 

４ 前項の活動（以下「チームの活動」という。）は、
「目黒区災害時要配慮者支援プラン」に基づき実施
する。 

（チームの活動に係る物資） 
第４条 甲は、チームの活動において必要な装備品等の

物資をあらかじめ用意するものとする。 
（従事者の損害補償） 
第５条 甲は、乙の従業員がチームの活動に従事した

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ときは、水防又は応急措置
の業務に従事した者の損害補償に関する条例（平成
１８年１２月目黒区条例第５１号）の規定によりそ
の損害を補償するものとする。 

（守秘義務） 
第６条 乙は、この協定に基づく協力中に知り得た個人

情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。 
（疑義の協議） 
第７条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書

に関し疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議し決定
する。 

（期間） 
第８条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から

令和３年３月３１日までとする。ただし、期間満了
の３か月前までに、甲又は乙から書面による解約の
申出がないときは、本協定は更に１年間更新される
ものとし、以後この例による。 

 
 上記の協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記
名押印の上、その１通を保有する。 

 
令和２年４月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

代表者 目黒区長  青 木 英 二 
 

東京都世田谷区駒沢１－４－１５ 
乙  真井ビル５階 

代表者 理事長   香取 眞恵子 
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４ 災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定書 
（目黒区社会福祉協議会） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と目黒区南部包括支援

センター事業委託事業者社会福祉法人目黒区社会福祉
協議会（以下「乙」という。）は次のとおり協定を締結
する。 
（目的） 
第１条 この協定は、目黒区内で災害が発生した場合

における避難行動要支援者等の支援に関し必要な事
項等を定めることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
（１）災害 震度５強以上の地震等、大規模な災害を

いう。 
（２）避難行動要支援者等 災害対策基本法（昭和３

６年法律第２２３号。以下「法」という。）第８条
第２項第１５号で規定する要配慮者のうち高齢者
及び障害者をいう。 

（３）安否確認チーム 災害が発生した場合に予め指
定された避難所に速やかに参集し、法の規定によ
り整備された名簿に基づき安否確認を実施するた
めに甲、乙、その他住民組織等により編成された
チームをいう。 

（４）要配慮者支援チーム 居宅又は避難先に訪問し、
支援の基本的な方向付けを実施するために甲、乙
等により編成されたチームをいう。 

（安否の確認等） 
第３条 乙は、前条に規定する災害が発生した場合に

は、甲からの要請の有無にかかわらず、乙が提供す
るサービス利用者の安否等について、可能な限り確
認し、その内容をできる限り速やかに甲に対して報
告するものとする。 

２  甲は、乙から提供された安否情報等を、甲が実施
する災害時要配慮者対策に活用するものとする。 

３ 乙は、災害が発生した場合には、本協定に基づき、

避難行動要支援者の安否確認、避難誘導等のために
甲が編成する安否確認チーム及び要配慮者支援チー
ムの活動を行うものとする。 

４ 前項の活動（以下「チームの活動」という。）は、
「目黒区災害時要配慮者支援プラン」に基づき実施
する。 

（チームの活動に係る物資） 
第４条  甲は、チームの活動において必要な装備品等

の物資をあらかじめ用意するものとする。 
（従事者の損害補償） 
第５条 甲は、乙の従業員がチームの活動に従事した

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ときは、水防又は応急措置
の業務に従事した者の損害補償に関する条例（平成
１８年１２月目黒区条例第５１号）の規定によりそ
の損害を補償するものとする。 

（守秘義務） 
第６条  乙は、この協定に基づく協力中に知り得た個

人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。 
（疑義の協議） 
第７条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書

に関し疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議し決定
する。 

（期間） 
第８条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から

平成２８年３月３１日までとする。ただし、期間満
了の３か月前までに、甲又は乙から書面による解約
の申出がないときは、本協定は更に１年間更新され
るものとし、以後この例による。 
 
上記の協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記

名押印の上、その１通を保有する。 
 
 

 
平成２７年４月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
乙  社会福祉法人目黒区社会福祉協議会 

会長     福田 豊衍 
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４ 災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定書 
（目黒区社会福祉協議会） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と目黒区南部包括支援

センター事業委託事業者社会福祉法人目黒区社会福祉
協議会（以下「乙」という。）は次のとおり協定を締結
する。 
（目的） 
第１条 この協定は、目黒区内で災害が発生した場合

における避難行動要支援者等の支援に関し必要な事
項等を定めることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
（１）災害 震度５強以上の地震等、大規模な災害を

いう。 
（２）避難行動要支援者等 災害対策基本法（昭和３

６年法律第２２３号。以下「法」という。）第８条
第２項第１５号で規定する要配慮者のうち高齢者
及び障害者をいう。 

（３）安否確認チーム 災害が発生した場合に予め指
定された避難所に速やかに参集し、法の規定によ
り整備された名簿に基づき安否確認を実施するた
めに甲、乙、その他住民組織等により編成された
チームをいう。 

（４）要配慮者支援チーム 居宅又は避難先に訪問し、
支援の基本的な方向付けを実施するために甲、乙
等により編成されたチームをいう。 

（安否の確認等） 
第３条 乙は、前条に規定する災害が発生した場合に

は、甲からの要請の有無にかかわらず、乙が提供す
るサービス利用者の安否等について、可能な限り確
認し、その内容をできる限り速やかに甲に対して報
告するものとする。 

２  甲は、乙から提供された安否情報等を、甲が実施
する災害時要配慮者対策に活用するものとする。 

３ 乙は、災害が発生した場合には、本協定に基づき、

避難行動要支援者の安否確認、避難誘導等のために
甲が編成する安否確認チーム及び要配慮者支援チー
ムの活動を行うものとする。 

４ 前項の活動（以下「チームの活動」という。）は、
「目黒区災害時要配慮者支援プラン」に基づき実施
する。 

（チームの活動に係る物資） 
第４条  甲は、チームの活動において必要な装備品等

の物資をあらかじめ用意するものとする。 
（従事者の損害補償） 
第５条 甲は、乙の従業員がチームの活動に従事した

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ときは、水防又は応急措置
の業務に従事した者の損害補償に関する条例（平成
１８年１２月目黒区条例第５１号）の規定によりそ
の損害を補償するものとする。 

（守秘義務） 
第６条  乙は、この協定に基づく協力中に知り得た個

人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。 
（疑義の協議） 
第７条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書

に関し疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議し決定
する。 

（期間） 
第８条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から

平成２８年３月３１日までとする。ただし、期間満
了の３か月前までに、甲又は乙から書面による解約
の申出がないときは、本協定は更に１年間更新され
るものとし、以後この例による。 
 
上記の協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記

名押印の上、その１通を保有する。 
 
 

 
平成２７年４月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
乙  社会福祉法人目黒区社会福祉協議会 

会長     福田 豊衍 
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５  災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定書 
（目黒区社会福祉事業団） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と目黒区西部包括支援

センター事業委託事業者社会福祉法人目黒区社会福祉
事業団（以下「乙」という。）は次のとおり協定を締結
する。 
（目的） 
第１条 この協定は、目黒区内で災害が発生した場合

における避難行動要支援者等の支援に関し必要な事
項等を定めることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
（１）災害 震度５強以上の地震等、大規模な災害を

いう。 
（２）避難行動要支援者等 災害対策基本法（昭和３

６年法律第２２３号。以下「法」という。）第８条
第２項第１５号で規定する要配慮者のうち高齢者
及び障害者をいう。 

（３）安否確認チーム 災害が発生した場合に予め指
定された避難所に速やかに参集し、法の規定によ
り整備された名簿に基づき安否確認を実施するた
めに甲、乙、その他住民組織等により編成された
チームをいう。 

（４）要配慮者支援チーム 居宅又は避難先に訪問し、
支援の基本的な方向付けを実施するために甲、乙
等により編成されたチームをいう。 

（安否の確認等） 
第３条 乙は、前条に規定する災害が発生した場合に

は、甲からの要請の有無にかかわらず、乙が提供す
るサービス利用者の安否等について、可能な限り確
認し、その内容をできる限り速やかに甲に対して報
告するものとする。 

２  甲は、乙から提供された安否情報等を、甲が実施
する災害時要配慮者対策に活用するものとする。 

３ 乙は、災害が発生した場合には、本協定に基づき、

避難行動要支援者の安否確認、避難誘導等のために
甲が編成する安否確認チーム及び要配慮者支援チー
ムの活動を行うものとする。 

４ 前項の活動（以下「チームの活動」という。）は、
「目黒区災害時要配慮者支援プラン」に基づき実施
する。 

（チームの活動に係る物資） 
第４条  甲は、チームの活動において必要な装備品等

の物資をあらかじめ用意するものとする。 
（従事者の損害補償） 
第５条 甲は、乙の従業員がチームの活動に従事した

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ときは、水防又は応急措置
の業務に従事した者の損害補償に関する条例（平成
１８年１２月目黒区条例第５１号）の規定によりそ
の損害を補償するものとする。 

（守秘義務） 
第６条  乙は、この協定に基づく協力中に知り得た個

人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。 
（疑義の協議） 
第７条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書

に関し疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議し決定
する。 

（期間） 
第８条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から

平成２８年３月３１日までとする。ただし、期間満
了の３か月前までに、甲又は乙から書面による解約
の申出がないときは、本協定は更に１年間更新され
るものとし、以後この例による。 
 
上記の協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記

名押印の上、その１通を保有する。 
 
 

 
平成２７年４月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
乙  社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

理事長    佐藤 良春 
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６  災害時における避難行動要支援者等に関する覚書（目黒区介護事業者連絡会） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と目黒区介護事業者連

絡会（以下「乙」という。）は次のとおり覚書を締結す
る。 
（目的） 
第１条 この覚書は、目黒区内で災害が発生した場合

において、甲及び乙の協力体制に関し必要な事項を
定めることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この覚書において災害とは、震度５強以上の

地震等、大規模な災害をいう。 
（災害発生時における協力体制） 
第３条 乙は、災害が発生した場合において、乙に加

入している会員事業所が、避難行動要支援者等の避
難支援、安否確認、その他必要な支援について、甲
に対して協力することに同意するものとする。 

 
 
 
 

（連携協力） 
第４条  甲及び乙は、双方が果たす役割の重要性を深

く認識し、災害時はもとより平常時から相互に緊密
な連携協力を保つものとする。 

（疑義の協議） 
第５条  この覚書に定めがない事項及びこの覚書内容

に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものと
する。 

（期間） 
第６条 この覚書の有効期限は、平成２７年４月１日

から平成２８年３月３１日までとする。なお期限満
了日の１月前までに、甲、乙いずれからも申し出が
ない場合は、本覚書はさらに１年延長するものとし、
以後この例による。 
 
上記の覚書の証として、本書２通を作成し、甲乙記

名押印の上、その１通を保有する。 
 
 

 
平成２７年４月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

代表者 目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
乙  目黒区介護事業者連絡会 

代表者 会 長    徳永 泰行 
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６  災害時における避難行動要支援者等に関する覚書（目黒区介護事業者連絡会） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と目黒区介護事業者連

絡会（以下「乙」という。）は次のとおり覚書を締結す
る。 
（目的） 
第１条 この覚書は、目黒区内で災害が発生した場合

において、甲及び乙の協力体制に関し必要な事項を
定めることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この覚書において災害とは、震度５強以上の

地震等、大規模な災害をいう。 
（災害発生時における協力体制） 
第３条 乙は、災害が発生した場合において、乙に加

入している会員事業所が、避難行動要支援者等の避
難支援、安否確認、その他必要な支援について、甲
に対して協力することに同意するものとする。 

 
 
 
 

（連携協力） 
第４条  甲及び乙は、双方が果たす役割の重要性を深

く認識し、災害時はもとより平常時から相互に緊密
な連携協力を保つものとする。 

（疑義の協議） 
第５条  この覚書に定めがない事項及びこの覚書内容

に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものと
する。 

（期間） 
第６条 この覚書の有効期限は、平成２７年４月１日

から平成２８年３月３１日までとする。なお期限満
了日の１月前までに、甲、乙いずれからも申し出が
ない場合は、本覚書はさらに１年延長するものとし、
以後この例による。 
 
上記の覚書の証として、本書２通を作成し、甲乙記

名押印の上、その１通を保有する。 
 
 

 
平成２７年４月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

代表者 目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
乙  目黒区介護事業者連絡会 

代表者 会 長    徳永 泰行 
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７  災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定書 

（区内介護等福祉サービス事業者等） 
 
目黒区（以下「甲」という。）と（区内介護等福祉サ

ービス事業者等）（以下「乙」という。）は次のとおり
協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、目黒区内で災害が発生した場合

における、避難行動要支援者等の支援に関し必要な
事項等を定めることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この協定において次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
（１）災害 

震度５強以上の地震等、大規模な災害をいう。 
（２）避難行動要支援者等 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。
以下「法」という。）第８条第２項第１５号で規定
する要配慮者のうち高齢者及び障害者をいう。 

（３）安否確認チーム 
 災害が発生した場合に予め指定された避難所に
速やかに参集し、法の規定により整備された名簿
に基づき安否確認を実施するために甲、乙、地域
包括支援センターその他住民組織等により編成さ
れたチームをいう。 

（４）要配慮者支援チーム 
居宅又は避難先に訪問し、支援の基本的な方向

付けを実施するために甲、乙、地域包括支援セン
ター等により編成されたチームをいう。 

（安否の確認等） 
第３条 乙は、災害が発生した場合には、甲からの要

請の有無にかかわらず、目黒区内において乙の介護
等福祉サービスを利用する者（以下「利用者」とい
う。）の安否等について、可能な限り確認し、その内
容をできる限り速やかに甲に対して報告するよう協
力するものとする。 

２  前項の報告は、乙の所在地の地域避難所に対して
行うものとする。 

３  甲は、乙から提供された安否情報等を、甲が実施
する災害時要配慮者対策に活用できる。 

４ 乙は、災害が発生した場合には、甲の要請に基づ
き、可能な範囲で避難行動要支援者等の安否確認、
甲が編成する安否確認チーム及び要配慮者支援チー

ムの活動に対し協力を行うものとする。 
（サービス提供） 
第４条  乙は、甲からの要請に基づき、地域避難所等

における介護等福祉サービスの提供について可能な
限り協力するものとする。 

（費用負担） 
第５条  甲からの要請に基づき、前条の介護等福祉サ

ービスの提供に要した経費は、法令その他に別段の
定めがあるものを除くほか、介護保険法（平成９年
法律第１２３号）に基づく介護報酬単価又は身体障
害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に基づく
障害福祉サービス費等を参考に適正な方法により算
出した金額をもとに協議し、甲が負担する。 

２  前項の負担について疑義が生じたときは、甲及び
乙が協議し、負担すべき額を決定する。 

（従事者の損害補償） 
第６条 甲は、甲の要請により乙の従業員が、応急措

置の業務に従事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とき
は、水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補
償に関する条例（平成１８年１２月目黒区条例第５
１号）の規定によりその損害を補償するものとする。 

（守秘義務） 
第７条  乙は、この協定に基づく協力中に知り得た個

人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。 
（疑義の協議） 
第８条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書

に関し疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議し決定
する。 

（期間） 
第９条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から

平成２８年３月３１日までとする。ただし、期間満
了の３か月前までに、甲又は乙から書面による解約
の申出がないときは、本協定は更に１年間更新され
るものとし、以後この例による。 
 
上記の協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記

名押印の上、その１通を保有する。 
 
 

 
平成２７年９月１６日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

 
乙  （区内介護等福祉サービス事業者等） 
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別表（区内介護福祉サービス事業者等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人名 事業所名 法人名 事業所名

1 株式会社ヨベル アガペケアサービス 61 ベアタケア株式会社 ベアタケア

2 合資会社あずさケアプラン あずさケアプラン 62 株式会社ベネッセスタイルケア ベネッセ介護センター学芸大学

3 株式会社アニスケア アニスケアセンター 63 有限会社目黒ケアセンター 目黒ケアセンター

4 有限会社あんてぃけあ あんていけあ 64 株式会社エム・エス・シー 目黒支援センター

5 社団法人目黒区医師会 目黒区医師会立在宅介護支援センター 65 株式会社やさしい手 やさしい手五本木訪問介護事業所

6 株式会社いち いちケア 66 株式会社やさしい手 やさしい手自由が丘訪問介護事業所

7 有限会社えるはあと えるはあとケアセンター 67 特定非営利活動法人ピッケルニ 介護支援ピッケル二

8 株式会社やさしい手 目黒区大橋在宅介護支援センター 68 有限会社ホクト物産 ホクトケアサポート

9 スターツケアサービス株式会社 ケアステーションきらら学芸大学 69 有限会社エス・アイ・カンパニー ひまわり訪問介護入浴センター

10 合同会社クウの翼 クウの翼介護サービス 70 株式会社やさしい手 やさしい手目黒訪問入浴事業所

11 新日本ホームライフ株式会社 ケアサービス憩都立大店 71 アースサポート株式会社 アースサポート学芸大学

12 株式会社ケアメイト大岡山 ケアメイト大岡山 72 ベアタケア株式会社 アッバ　リハビリ訪問看護ステーション

13 株式会社ケアメイト ケアメイト目黒居宅介護支援事業所 73 社団法人目黒区医師会 目黒区医師会立訪問看護ステーション

14 有限会社小滝薬局 小滝薬局 74 医療法人社団菫会 すみれ訪問看護ステーション

15 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア柿の木坂 75 エムサポート株式会社 トータルサポートあんず

16 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア渋谷 76 医療法人社団はんぷ会 中目黒訪問看護ステーション

17 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア祐天寺 77 有限会社菜の花訪問看護ステーション 菜の花訪問看護ステーション

18 株式会社素直ケアセンター 素直ケアセンター 78 有限会社東山訪問看護ステーション 東山訪問看護ステーション

19 医療法人社団菫会 すみれ居宅介護支援事業所 79 株式会社レインボー・ナース レディーバグ訪問看護ステーション武蔵小山

20 社会福祉法人清徳会 清徳会在宅介護支援センター 80 社会福祉法人平成会 自由が丘訪問看護ステーション

21 有限会社生羅 生羅居宅介護 81 こういち整形外科脳神経内科 こういち整形外科脳神経内科

22 株式会社エム・エス・シー 目黒区洗足在宅介護支援センター 82 りんご株式会社 あいがあるデイサービスセンター都立大学

23 有限会社ツカハラ薬局 ツカハラ薬局 83 株式会社リレーションズ デイサービスあかつき

24 エムサポート株式会社 トータルサポートあんず 84 株式会社リレーションズ デイサービスあかつき目黒本町

25 株式会社トモ・コミュニケーションズ トモ・ケアサービス 85 株式会社ナイスケア デイサービス柿の木園

26 株式会社ナイスケア ナイスケア介護センター 86 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア柿の木坂

27 医療法人財団日扇会 目黒区日扇会在宅介護支援センター 87 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア下目黒

28 株式会社日本介護センター 日介センター目黒 88 有限会社生羅 生羅通所介護所学芸大学

29 ベアタケア株式会社 ケアプラン　ハイハロー 89 有限会社生羅 生羅通所介護所都立大学

30 社会福祉法人パール パール居宅介護支援事業所 90 株式会社サルーク ＴＲＹ倶楽部寿’ｓ

31 有限会社はぎ介護センター 居宅介護支援事業所はぎ 91 株式会社サルーク ＴＲＹ倶楽部目黒

32 目黒区 目黒区立東が丘在宅介護支援センター 92 三愛ライフネット株式会社 フィットネスケア三愛　碑文谷

33 目黒区 目黒区立東山在宅介護支援センター 93 医療法人社団誠船會 ふなとリハビリセンター

34 有限会社エス・アイ・カンパニー ひまわり訪問介護入浴センター 94 株式会社ヘヴンリィ デイサービスセンターみやび

35 有限会社ケア・ドリーム 不動前居宅介護支援事業所 95 株式会社やさしい手 ゆめふる八雲店

36 株式会社ベネッセスタイルケア ベネッセ介護センター学芸大学 96 株式会社ｎ．C．S リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ目黒中央町店

37 カウシープ株式会社 目黒１丁目ケアプランセンター 97
特定非営利活動法人
いきいき福祉ネットワークセンター

いきいき*がくだい

38 有限会社目黒ケアセンター 目黒ケアセンター 98 社会福祉法人三交会 青葉台さくら苑高齢者在宅サービスセンター

39 有限会社やさしい手 やさしい手学芸大学居宅介護支援事業所 99 株式会社あそ商事 株式会社あそ商事

40 社会福祉法人三交会 青葉台さくら苑在宅介護支援センター 100 有限会社イコール イコールケアプロダクツ目黒

41 株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所　ソラスト大岡山 101 有限会社えるはあと えるはあとケアセンター

42 アースサポート株式会社 アースサポート目黒 102 株式会社ナイスケア ナイスケアたんぽぽサポートセンター

43 株式会社ヨベル アガペホームヘルプサービス 103 株式会社エム・エス・シー 目黒支援センター

44 株式会社アニスケア アニスケア訪問介護事業所 104 社会福祉法人清徳会 特別養護老人ホーム清徳苑

45 有限会社あんていけあ あんていけあ 105 社会福祉法人三交会 特別養護老人ホーム青葉台さくら苑

46 有限会社えるはあと えるはあとケアセンター 106 株式会社日光ハウジング グループホームかがやき目黒

47 スターツケアサービス株式会社 ケアステーションきらら学芸大学 107 ｽﾀｰﾂｹｱｻｰﾋﾞｽ株式会社 グループホームきらら目黒青葉台

48 合同会社クウの翼 クウの翼ケア 108 三愛ライフネット株式会社 グループホーム三愛　碑文谷

49 株式会社ウィズ くるみライフケア 109 株式会社ココチケア グループホーム鷹番あやめ

50 株式会社ケアメイト ケアメイト目黒　訪問介護事業所 110 株式会社日光ハウジング グループホームひかり目黒

51 株式会社スイミー 訪問介護さくらんぼ　 111 株式会社ウィズネット みんなの家目黒

52 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア柿の木坂 112 株式会社ウィズネット みんなの家目黒

53 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア祐天寺 113 株式会社ココチケア 小規模多機能鷹番あやめ

54 有限会社しんあいケアセンター しんあいケアセンター中目黒 114 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア祐天寺

55 有限会社生羅 生羅訪問介護 115 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア祐天寺

56 セントケア東京株式会社 セントケア柿の木坂 116 有限会社はぎ介護センター 有限会社はぎ介護センター

57 株式会社日本介護センター 日介センター目黒 117 株式会社知創 櫻乃苑都立大学

58 有限会社はぎ介護センター はぎ介護センター

59 株式会社トラスト・ホープ ハピネスヘルパーステーション

60 有限会社ケア・ドリーム 不動前ヘルパーステーション
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別表（区内介護福祉サービス事業者等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人名 事業所名 法人名 事業所名

1 株式会社ヨベル アガペケアサービス 61 ベアタケア株式会社 ベアタケア

2 合資会社あずさケアプラン あずさケアプラン 62 株式会社ベネッセスタイルケア ベネッセ介護センター学芸大学

3 株式会社アニスケア アニスケアセンター 63 有限会社目黒ケアセンター 目黒ケアセンター

4 有限会社あんてぃけあ あんていけあ 64 株式会社エム・エス・シー 目黒支援センター

5 社団法人目黒区医師会 目黒区医師会立在宅介護支援センター 65 株式会社やさしい手 やさしい手五本木訪問介護事業所

6 株式会社いち いちケア 66 株式会社やさしい手 やさしい手自由が丘訪問介護事業所

7 有限会社えるはあと えるはあとケアセンター 67 特定非営利活動法人ピッケルニ 介護支援ピッケル二

8 株式会社やさしい手 目黒区大橋在宅介護支援センター 68 有限会社ホクト物産 ホクトケアサポート

9 スターツケアサービス株式会社 ケアステーションきらら学芸大学 69 有限会社エス・アイ・カンパニー ひまわり訪問介護入浴センター

10 合同会社クウの翼 クウの翼介護サービス 70 株式会社やさしい手 やさしい手目黒訪問入浴事業所

11 新日本ホームライフ株式会社 ケアサービス憩都立大店 71 アースサポート株式会社 アースサポート学芸大学

12 株式会社ケアメイト大岡山 ケアメイト大岡山 72 ベアタケア株式会社 アッバ　リハビリ訪問看護ステーション

13 株式会社ケアメイト ケアメイト目黒居宅介護支援事業所 73 社団法人目黒区医師会 目黒区医師会立訪問看護ステーション

14 有限会社小滝薬局 小滝薬局 74 医療法人社団菫会 すみれ訪問看護ステーション

15 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア柿の木坂 75 エムサポート株式会社 トータルサポートあんず

16 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア渋谷 76 医療法人社団はんぷ会 中目黒訪問看護ステーション

17 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア祐天寺 77 有限会社菜の花訪問看護ステーション 菜の花訪問看護ステーション

18 株式会社素直ケアセンター 素直ケアセンター 78 有限会社東山訪問看護ステーション 東山訪問看護ステーション

19 医療法人社団菫会 すみれ居宅介護支援事業所 79 株式会社レインボー・ナース レディーバグ訪問看護ステーション武蔵小山

20 社会福祉法人清徳会 清徳会在宅介護支援センター 80 社会福祉法人平成会 自由が丘訪問看護ステーション

21 有限会社生羅 生羅居宅介護 81 こういち整形外科脳神経内科 こういち整形外科脳神経内科

22 株式会社エム・エス・シー 目黒区洗足在宅介護支援センター 82 りんご株式会社 あいがあるデイサービスセンター都立大学

23 有限会社ツカハラ薬局 ツカハラ薬局 83 株式会社リレーションズ デイサービスあかつき

24 エムサポート株式会社 トータルサポートあんず 84 株式会社リレーションズ デイサービスあかつき目黒本町

25 株式会社トモ・コミュニケーションズ トモ・ケアサービス 85 株式会社ナイスケア デイサービス柿の木園

26 株式会社ナイスケア ナイスケア介護センター 86 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア柿の木坂

27 医療法人財団日扇会 目黒区日扇会在宅介護支援センター 87 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア下目黒

28 株式会社日本介護センター 日介センター目黒 88 有限会社生羅 生羅通所介護所学芸大学

29 ベアタケア株式会社 ケアプラン　ハイハロー 89 有限会社生羅 生羅通所介護所都立大学

30 社会福祉法人パール パール居宅介護支援事業所 90 株式会社サルーク ＴＲＹ倶楽部寿’ｓ

31 有限会社はぎ介護センター 居宅介護支援事業所はぎ 91 株式会社サルーク ＴＲＹ倶楽部目黒

32 目黒区 目黒区立東が丘在宅介護支援センター 92 三愛ライフネット株式会社 フィットネスケア三愛　碑文谷

33 目黒区 目黒区立東山在宅介護支援センター 93 医療法人社団誠船會 ふなとリハビリセンター

34 有限会社エス・アイ・カンパニー ひまわり訪問介護入浴センター 94 株式会社ヘヴンリィ デイサービスセンターみやび

35 有限会社ケア・ドリーム 不動前居宅介護支援事業所 95 株式会社やさしい手 ゆめふる八雲店

36 株式会社ベネッセスタイルケア ベネッセ介護センター学芸大学 96 株式会社ｎ．C．S リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ目黒中央町店

37 カウシープ株式会社 目黒１丁目ケアプランセンター 97
特定非営利活動法人
いきいき福祉ネットワークセンター

いきいき*がくだい

38 有限会社目黒ケアセンター 目黒ケアセンター 98 社会福祉法人三交会 青葉台さくら苑高齢者在宅サービスセンター

39 有限会社やさしい手 やさしい手学芸大学居宅介護支援事業所 99 株式会社あそ商事 株式会社あそ商事

40 社会福祉法人三交会 青葉台さくら苑在宅介護支援センター 100 有限会社イコール イコールケアプロダクツ目黒

41 株式会社ソラスト 居宅介護支援事業所　ソラスト大岡山 101 有限会社えるはあと えるはあとケアセンター

42 アースサポート株式会社 アースサポート目黒 102 株式会社ナイスケア ナイスケアたんぽぽサポートセンター

43 株式会社ヨベル アガペホームヘルプサービス 103 株式会社エム・エス・シー 目黒支援センター

44 株式会社アニスケア アニスケア訪問介護事業所 104 社会福祉法人清徳会 特別養護老人ホーム清徳苑

45 有限会社あんていけあ あんていけあ 105 社会福祉法人三交会 特別養護老人ホーム青葉台さくら苑

46 有限会社えるはあと えるはあとケアセンター 106 株式会社日光ハウジング グループホームかがやき目黒

47 スターツケアサービス株式会社 ケアステーションきらら学芸大学 107 ｽﾀｰﾂｹｱｻｰﾋﾞｽ株式会社 グループホームきらら目黒青葉台

48 合同会社クウの翼 クウの翼ケア 108 三愛ライフネット株式会社 グループホーム三愛　碑文谷

49 株式会社ウィズ くるみライフケア 109 株式会社ココチケア グループホーム鷹番あやめ

50 株式会社ケアメイト ケアメイト目黒　訪問介護事業所 110 株式会社日光ハウジング グループホームひかり目黒

51 株式会社スイミー 訪問介護さくらんぼ　 111 株式会社ウィズネット みんなの家目黒

52 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア柿の木坂 112 株式会社ウィズネット みんなの家目黒

53 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア祐天寺 113 株式会社ココチケア 小規模多機能鷹番あやめ

54 有限会社しんあいケアセンター しんあいケアセンター中目黒 114 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア祐天寺

55 有限会社生羅 生羅訪問介護 115 株式会社ジャパンケアサービス ジャパンケア祐天寺

56 セントケア東京株式会社 セントケア柿の木坂 116 有限会社はぎ介護センター 有限会社はぎ介護センター

57 株式会社日本介護センター 日介センター目黒 117 株式会社知創 櫻乃苑都立大学

58 有限会社はぎ介護センター はぎ介護センター

59 株式会社トラスト・ホープ ハピネスヘルパーステーション

60 有限会社ケア・ドリーム 不動前ヘルパーステーション
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８  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（目黒区社会福祉事業団） 
 
目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人社会福 

祉事業団（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設
置及び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書
を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している目黒区心身障害者セ
ンターあいアイ館とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ
の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  生活支援とは生活場所の提供、水、食料、生活物
資の提供、排泄等の衛生的環境の提供、情報の提供・
交換・収集等をいう。 

５  甲は、前３項に定める介護支援者等の確保及び配
置を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年１月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
乙  社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

理事長      佐々木 一男 
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９  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（目黒区社会福祉事業団） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人社会福 

祉事業団（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設
置及び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書
を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している目黒区立大橋えのき
園とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ
の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  生活支援とは生活場所の提供、水、食料、生活物
資の提供、排泄等の衛生的環境の提供、情報の提供・
交換・収集等をいう。 

５  甲は、前３項に定める介護支援者等の確保及び配
置を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年１月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
乙  社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

理事長      佐々木 一男 
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９  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（目黒区社会福祉事業団） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人社会福 

祉事業団（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設
置及び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書
を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している目黒区立大橋えのき
園とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ
の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  生活支援とは生活場所の提供、水、食料、生活物
資の提供、排泄等の衛生的環境の提供、情報の提供・
交換・収集等をいう。 

５  甲は、前３項に定める介護支援者等の確保及び配
置を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年１月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
乙  社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

理事長      佐々木 一男 
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10  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（目黒区社会福祉事業団） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人社会福 

祉事業団（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設
置及び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書
を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している目黒区立かみよん工
房とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ
の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  生活支援とは生活場所の提供、水、食料、生活物
資の提供、排泄等の衛生的環境の提供、情報の提供・
交換・収集等をいう。 

５  甲は、前３項に定める介護支援者等の確保及び配
置を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年１月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
乙  社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

理事長      佐々木 一男 
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11  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（東京援護協会） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人東京

援護協会（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の
設置及び管理運営に係る協力について、次のとおり
覚書を締結する。 

（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している目黒区東が丘障害福
祉施設とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ
の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  生活支援とは生活場所の提供、水、食料、生活物
資の提供、排泄等の衛生的環境の提供、情報の提供・
交換・収集等をいう。 

５  甲は、前３項に定める介護支援者等の確保及び配
置を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年１月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都千代田区鍛冶町一丁目 8番 5号 
乙  社会福祉法人東京援護協会 

理事長      山口 桂造 
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11  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（東京援護協会） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人東京

援護協会（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の
設置及び管理運営に係る協力について、次のとおり
覚書を締結する。 

（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している目黒区東が丘障害福
祉施設とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ
の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  生活支援とは生活場所の提供、水、食料、生活物
資の提供、排泄等の衛生的環境の提供、情報の提供・
交換・収集等をいう。 

５  甲は、前３項に定める介護支援者等の確保及び配
置を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年１月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都千代田区鍛冶町一丁目 8 番 5 号 
乙  社会福祉法人東京援護協会 

理事長      山口 桂造 
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12  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（いたるセンター） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人いた

るセンター（以下「乙」という。）とは、福祉避難所
の設置及び管理運営に係る協力について、次のとお
り覚書を締結する。 

（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している目黒区立目黒本町福
祉工房とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ
の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  生活支援とは生活場所の提供、水、食料、生活物
資の提供、排泄等の衛生的環境の提供、情報の提供・
交換・収集等をいう。 

５  甲は、前３項に定める介護支援者等の確保及び配
置を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年１月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都杉並区天沼一丁目 15番 8号 
乙  社会福祉法人いたるセンター 

理事長      谷山 哲治 
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13  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（目黒区社会福祉事業団） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人社会福 

祉事業団（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設
置及び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書
を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している目黒区立中目黒ホー
ム、目黒区立東が丘ホーム、目黒区立東山ホームと
する。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ

の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  甲は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置
を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年２月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
乙  社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

理事長      佐々木 一男 
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13  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（目黒区社会福祉事業団） 

 
目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人社会福 

祉事業団（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設
置及び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書
を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している目黒区立中目黒ホー
ム、目黒区立東が丘ホーム、目黒区立東山ホームと
する。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ

の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  甲は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置
を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年２月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
乙  社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 

理事長      佐々木 一男 
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14  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（奉優会） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人奉優
会（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設置及
び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書を
締結する。 

（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している目黒区高齢者センタ
ー、目黒区在宅ケア多機能センターとする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ

の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  甲は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置
を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年２月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都世田谷区駒沢二丁目１１番３号 
        第二集花園ビル８階 

乙  社会福祉法人奉優会 
理事長      香取 眞惠子 
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15  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（愛隣会） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人愛隣
会（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設置及
び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書を
締結する。 

（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している特別養護老人ホーム
駒場苑とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ

の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  甲は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置
を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年２月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区大橋二丁目１９番１号 
乙  社会福祉法人愛隣会 

代表者      小田切 弘光 
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15  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（愛隣会） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人愛隣
会（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設置及
び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書を
締結する。 

（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している特別養護老人ホーム
駒場苑とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ

の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  甲は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置
を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年２月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区大橋二丁目１９番１号 
乙  社会福祉法人愛隣会 

代表者      小田切 弘光 
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16  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（三交会） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人三交
会（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設置及
び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書を
締結する。 

（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している特別養護老人ホーム
青葉台さくら苑とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ

の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  甲は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置
を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年２月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区青葉台三丁目２１番６号 
乙  社会福祉法人三交会 

理事長      海老原 敏 
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17  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（清徳会） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人清徳
会（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設置及
び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書を
締結する。 

（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している特別養護老人ホーム
清徳苑とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ

の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  甲は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置
を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年２月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区目黒本町四丁目２番１号 
乙  社会福祉法人清徳会 

理事長      松井 比呂美 
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17  災害時における福祉避難所の設置運営に関する覚書（清徳会） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人清徳
会（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設置及
び管理運営に係る協力について、次のとおり覚書を
締結する。 

（趣旨） 
第１条 この覚書は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙が管理す
る区立施設について、甲が福祉避難所として開設す
ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が指定

管理者として管理運営している特別養護老人ホーム
清徳苑とする。 

（開設の要請） 
第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設

する必要があるときは、乙及び第３条に規定する指
定施設に対して(以下「指定施設」という。)その開
設を要請するものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、甲から開設の要請があった場合

は、速やかに要配慮者の受入体制を整え、受け入れ
ることができる要配慮者の人数等を甲に報告するも
のとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則
として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ

の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  甲は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置
を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  福祉避難所の設置及び管理運営に係る費用に

ついては、原則甲の負担として、災害救助法（昭和
22 年法律第 108 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（覚書の期間） 
第 10 条 この覚書は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この覚書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。 
 
 

 
平成２８年２月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
甲  目黒区 

目黒区長   青木 英二 
 

東京都目黒区目黒本町四丁目２番１号 
乙  社会福祉法人清徳会 

理事長      松井 比呂美 
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18  災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（奉優会） 
 

目黒区（以下「甲」という。）と社会福祉法人奉優
会（以下「乙」という。）とは、福祉避難所の設置及
び管理運営に係る協力について、次のとおり協定を
締結する。 

（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区に大規模な地震、風水害

その他の災害が発生した場合において、乙の施設に
ついて、甲が福祉避難所として開設することに関し
必要な事項を定めるものとする。 

（福祉避難所） 
第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則

として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活
が困難な要配慮者（災害時に居所からの避難が必要
となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す
る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）の
ために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び
維持管理並びに受け入れた要配慮者に対する日常生
活上の支援（相談等を含む）とする。 

（指定施設） 
第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙が管理

運営している特別養護老人ホーム目黒中央の家とす
る。 

（協力の要請） 
第４条 甲は、前条の施設を福祉避難所として開設す

る必要があるときは、その設置及び管理運営に係る
事項について、乙及び前条に規定する指定施設(以下
「指定施設」という。) に協力を要請するものとす
る。この場合において、乙及び指定施設はできる限
りこれを受け入れるよう努めるものとする。 

（要配慮者の受入等） 
第５条  指定施設は、前条の規定による甲の要請を受

け入れることが可能と判断したときは、速やかに要
配慮者の受入体制を整え、受け入れることができる
要配慮者の人数等を甲に報告するものとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に
避難させる要配慮者を特定し、これを乙及び指定施
設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要配慮者の状況報告、必
要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行
うものとする。ただし、緊急の場合においては、こ
の限りではない。 

４ 福祉避難所への要配慮者の移送については、原則

として当該要配慮者を介助する者又は甲が行う。こ
の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行
うものとする。 

５  要配慮者を介助する者については、当該要配慮者
とともに福祉避難所に避難させることができるもの
とする。 

（運営期間） 
第６条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲か

らの要請に基づき要配慮者等を受け入れたときから
一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、
特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（必要な物資の調達及び人的支援） 
第７条  甲は、避難した要配慮者に係る必要な物資の

調達に努めるものとする。 
２  指定施設は、前項に定める物資の調達について、

甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 
３  指定施設は、要配慮者の生活支援、相談等を実施

できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める
ものとする。 

４  甲は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置
を支援するものとする。 

（費用の負担） 
第８条  甲は、指定施設に対し、福祉避難所の設置及

び管理運営に係る経費について、災害救助法（昭和
22 年法律第 118 号）その他関連法令等の定めるとこ
ろにより、別途協議する。 

（意見交換等） 
第９条  甲及び乙は、必要に応じ、本協定の実施につ

いて必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直
しを行うものとする。 

（協定の期間） 
第 10 条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又

は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続
するものとする。 

（疑義の解決） 
第11条  この協定に定めのない事項及びこの協定に関

して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定める
ものとする。 
 
この協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、

甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 
 

 
令和元年６月１１日 

(甲) 
所在地 目黒区上目黒二丁目１９番１５号 
名 称 目黒区 
代表者 青木 英二    
(乙) 
所在地 世田谷区駒沢一丁目４番１５号 
    真井ビル５階 
名 称 社会福祉法人奉優会 
代表者  理事長 香取 眞惠子  
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災害用備蓄倉庫の使用に関する協定書 

 
災害用備蓄倉庫の使用に関し、目黒区（以下「甲」

という。）と社会福祉法人奉優会（以下「乙」という。）
との間において、下記のとおり協定を締結する。 

 
（目 的） 
第１条 この協定は、乙が管理する特別養護老人ホー
ム目黒中央の家（所在地：東京都目黒区中央町２丁目
３２番２３号）の敷地内に、甲が災害用の資機材等の
物資（以下｢備蓄物資」という。）を備蓄するために倉
庫を設置し使用することについて、必要な事項を定め
る。 

（対象物件） 
第２条 甲が使用する倉庫は、別紙１に表示した倉庫
（以下「本件物件」という。）とする。 

（甲の使用等） 
第３条 乙は、本件物件を設置するための敷地を無償
で甲の使用に供する。 
２ 乙は、備蓄物資の搬入、搬出等に伴う門の開閉や
車両の進入について甲から申出があった場合は、乙の
業務運営に支障のない限り協力するものとする。 
（甲の管理） 
第４条 本件物件及び本件物件内の備蓄物資の管理は、
甲の責任において行うものとする。 

２ 本件物件の鍵は、緊急時にも対応できるよう、甲
乙双方で管理するものとする。 

（費用負担） 

第５条 甲は、本件物件に係る次に掲げる費用につい
て負担するものとする。 

（１）本件物件内の設備等に係る電気料金 
（２）本件物件内の設備の点検費用 
（３）本件物件内の設備が故障した場合の修繕費用 
（４）備蓄物資の購入及び搬入、搬出等にかかわる費
用 

（費用負担額及び支払方法） 
第６条 負担額及び支払方法については別紙２に定め
る。なお、負担額等の変更や見直しについて、必要が
ある場合は甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 
第７条 この協定の有効期間は、令和２年１月１日か
ら令和３年３月３１日までとする。ただし、有効期間
満了の日の３か月前までに甲又は乙から特段の意思
表示がない場合は、更に１年間継続するものとし、以
後もこの例による。 

（協 議） 
第８条 この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた
場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 
 
 甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成
し、それぞれ記名押印の上各１通を保有するものとす
る。 
 

  
令和元年１２月２７日 

 
（甲）目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区長  青 木  英 二 
 

（乙）世田谷区駒沢一丁目４番１５号 真井ビル 
社会福祉法人奉優会 
理事長   香 取  眞 惠 子 
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災害用備蓄倉庫の使用に関する協定書 

 
災害用備蓄倉庫の使用に関し、目黒区（以下「甲」

という。）と社会福祉法人奉優会（以下「乙」という。）
との間において、下記のとおり協定を締結する。 

 
（目 的） 
第１条 この協定は、乙が管理する特別養護老人ホー
ム目黒中央の家（所在地：東京都目黒区中央町２丁目
３２番２３号）の敷地内に、甲が災害用の資機材等の
物資（以下｢備蓄物資」という。）を備蓄するために倉
庫を設置し使用することについて、必要な事項を定め
る。 

（対象物件） 
第２条 甲が使用する倉庫は、別紙１に表示した倉庫
（以下「本件物件」という。）とする。 

（甲の使用等） 
第３条 乙は、本件物件を設置するための敷地を無償
で甲の使用に供する。 
２ 乙は、備蓄物資の搬入、搬出等に伴う門の開閉や
車両の進入について甲から申出があった場合は、乙の
業務運営に支障のない限り協力するものとする。 
（甲の管理） 
第４条 本件物件及び本件物件内の備蓄物資の管理は、
甲の責任において行うものとする。 

２ 本件物件の鍵は、緊急時にも対応できるよう、甲
乙双方で管理するものとする。 

（費用負担） 

第５条 甲は、本件物件に係る次に掲げる費用につい
て負担するものとする。 

（１）本件物件内の設備等に係る電気料金 
（２）本件物件内の設備の点検費用 
（３）本件物件内の設備が故障した場合の修繕費用 
（４）備蓄物資の購入及び搬入、搬出等にかかわる費
用 

（費用負担額及び支払方法） 
第６条 負担額及び支払方法については別紙２に定め
る。なお、負担額等の変更や見直しについて、必要が
ある場合は甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 
第７条 この協定の有効期間は、令和２年１月１日か
ら令和３年３月３１日までとする。ただし、有効期間
満了の日の３か月前までに甲又は乙から特段の意思
表示がない場合は、更に１年間継続するものとし、以
後もこの例による。 

（協 議） 
第８条 この協定書に定めのなき事項に疑義が生じた
場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 
 
 甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成
し、それぞれ記名押印の上各１通を保有するものとす
る。 
 

  
令和元年１２月２７日 

 
（甲）目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

目黒区長  青 木  英 二 
 

（乙）世田谷区駒沢一丁目４番１５号 真井ビル 
社会福祉法人奉優会 
理事長   香 取  眞 惠 子 
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第９ 水の確保 
 

１ 給水施設の維持管理及び運用に関する協定書 
 
東京都知事を甲とし、東京都目黒区長を乙とし、甲

乙間において、次の条項により、給水施設の維持管理
及び運用に関する協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、甲が東京都震災予防条例（昭和

46年東京都条例第 121 号）に基づき都立林試の森公
園内に設置した給水施設（以下「給水施設」という。）
の維持管理及び運用に関して必要な基本的事項を定
めることを目的とする。 

（協力） 
第２条 甲と乙とは、給水施設を設置した趣意に鑑み、

当該施設の維持管理及び運用について相互に協力す
るものとする。 

（維持管理） 
第３条 甲は、給水施設が常に良好な状態で使用でき

るように給水施設の維持管理を行うものとする。 
２ 前項の維持管理は、東京都水道局長が実施するも

のとする。 
（応急給水） 
第４条 乙は、応急給水を実施するために給水施設を

使用するものとする。ただし、災害訓練の目的で使

用するときは、事前に東京都水道局長の承認を得る
ものとする。 

（費用負担） 
第５条 甲は、第３条に規定する給水施設の維持管理

に要する経費を負担するものとする。 
２ 乙は、給水施設から応急給水を行うために資器材

を使用する場合は、甲が設置した資器材以外のもの
に係る経費を負担するものとする。 

（関連区） 
第６条 乙は、給水施設を使用して行う応急給水に関

して必要がある場合は、関連する他の特別区と別途
協議するものとする。 

（実施細目） 
第７条 乙と東京都水道局長は、この協定の実施に関

し必要な事項について協議するものとする。 
（適用期日） 
第８条 この協定は、平成２年７月20日から適用する。 
 
甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書を

２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通を保
有する。 

 
平成２年７月 20日 

甲  東京都知事    鈴木 俊一 
 

乙  東京都目黒区長  塚本 俊雄 
 
 

「給水施設の維持管理及び運用に関する協定」の実施細目 

 

東京都水道局長（以下「甲」という。）と東京都目黒

区長（以下「乙」という。）は、乙と東京都知事との間

で平成２年７月 20日締結した「給水施設の維持管理及

び運用に関する協定」（以下「協定」という。）第７条

の規定に基づく協定の実施細目を、次のとおり定める。 

（給水施設の使用方法） 

第１条 乙は、協定第４条により給水施設を使用する

場合は、甲の定める「都立林試の森公園内震災対策

用応急給水施設に関する取扱要綱」第６項の規定に

従い使用しなければならない。この場合において、

乙は、水質の保全並びに給水施設及び給水施設内の

器具等の維持管理に支障を及ぼさないように努めな

ければならない。 

（災害訓練に使用する場合の手続） 

第２条 協定第４条ただし書による甲の承認手続等は、

次の各号による。 

(1) 別紙様式１に必要事項を記載し、災害訓練実施

日の７日前までに東京都水道局南部第二支所長

（以下「支所長」という。）に届出て、その承認を

得ること。 

(2) 災害訓練が終了したときは、直ちにその旨を支

所長に連絡すること。 

（責任者の選任） 

第３条 給水施設の適正な使用を図るため、乙は、給

水施設の使用に係る責任者を選任し、様式２により

支所長に通知するものとする。これを変更する場合

も同様とする。 

（資器材の搬入等） 

第４条 乙は、乙の資器材を給水施設内に搬入若しく

は搬出しようとするとき、又は搬入した資器材を点

検しようとするときは、様式３により、支所長にあ

らかじめ届出を行い、その承認を得なければならな

い。 

（非常用備品等の補充） 

第５条 乙は、災害訓練その他により、給水施設内に

常備している非常用備品、工具その他を費消し、消

耗し又は破損したときは、乙の負担において補充し

なければならない。 

（損害賠償） 

第６条 乙が、故意又は過失により、給水施設その他
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甲の管理に係る施設及び機器等に損害を与えた場合

は、乙がその責を負うものとする。 

（疑義等の解釈） 

第７条 この実施細目の解釈に疑義が生じたとき、又

は、この実施細目に定めのない事項は、甲乙協議の

うえ決定するものとする。 

（適用期日） 

第８条 この実施細目は、平成２年７月 20日から適用

する。 

 

甲と乙とは、上記実施細目締結の証として、本書２

通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通を保

有する。 

 

平成２年７月 20日 

甲   東京都水道局長  小松 秀雄 

乙   東京都目黒区長  塚本 俊雄 
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甲の管理に係る施設及び機器等に損害を与えた場合

は、乙がその責を負うものとする。 

（疑義等の解釈） 

第７条 この実施細目の解釈に疑義が生じたとき、又

は、この実施細目に定めのない事項は、甲乙協議の

うえ決定するものとする。 

（適用期日） 

第８条 この実施細目は、平成２年７月 20 日から適用

する。 

 

甲と乙とは、上記実施細目締結の証として、本書２

通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通を保

有する。 

 

平成２年７月 20 日 

甲   東京都水道局長  小松 秀雄 

乙   東京都目黒区長  塚本 俊雄 
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別記 

（第１号様式） 

 

第     号 

年  月  日 

 

    支所長 様 

 

区 長 

 

給水施設の使用について（申請） 

 

標記施設を下記のとおり防災訓練に使用したいので、承認願います。 

 

記 

 

１ 日時      日  時  分から  日  時  分 

 

２ 対象人員 

 

３ 給水予定量 

 
 
 

第     号 

年  月  日 

区 長 あて 

   支所長 

 

給水施設の使用について（承認） 

 

    年  月  日付け  第   号により申請のあったこのことにつ

いては承認します。 
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（第２号様式） 

 

第     号 

年  月  日 

 

    支所長 様 

 

区 長 

 

選 任 

給水施設使用責任者    通知 

変 更 

 

 

選  任 

標記施設使用責任者を下記のとおり      したので、通知します。 

変  更 

 

記 

 

給水施設責任者 

 

新       区 

 

旧       区 
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（第２号様式） 

 

第     号 

年  月  日 

 

    支所長 様 

 

区 長 

 

選 任 

給水施設使用責任者    通知 

変 更 

 

 

選  任 

標記施設使用責任者を下記のとおり      したので、通知します。 

変  更 

 

記 

 

給水施設責任者 

 

新       区 

 

旧       区 
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様式１－２ 

 

第     号 

年  月  日 

 

    支所長 様 

 

区 長 

 

資器材の（ 搬入 ・ 点検 ）について 

 

応急給水のための資器材を下記により（ 給水施設内に搬入 ・ 点検 ）したい

ので了承願います。 

 

記 

 

１ 日時      日  時  分から  日  時  分 

時間   分 

 

２ 資器材の（ 搬入 ・ 点検 ）品目 

 
 
 

第     号 

年  月  日 

区 長 あて 

   支所長 

 

資器材の（ 搬入 ・ 点検 ）について 

 

平成  年  月  日付け  第   号により申請のあったこのことにつ

いては承認します。 
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２ 震災時協力井戸指定および維持管理要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は震災時協力井戸の指定および、そ

の維持管理に関し必要な事項を定め、もって大地震
等の災害時における、生活用水（飲料水を含む。）お
よび初期消火用水利の確保を図ることを目的とする。 

（指定） 
第２条 区長は､つぎの要件を備えた井戸であって､そ

の所有者が大地震等の災害時に、区長の依頼に応じ
て地域住民に生活用水等を提供することを承諾した
ものを震災時協力井戸として指定する。 
(1) 区内にあること。 
(2) 日常的に使用されていること。 
(3) 地域住民も使用しやすい場所にあること。 
(4) 手押しポンプであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、井戸の所有者が震災時
協力井戸の指定を希望する場合は、前項各号に掲げ
る要件を備えていない井戸であっても、井戸の所有
者の承諾を得て震災時協力井戸として指定すること
ができる。 

３ 区長は、前２項の規定による指定にあたって、井
戸の水質検査を区の負担により行う。 

４ 第１項および第２項の規定による承諾は、別記第
１号様式による承諾書により行い、指定は別記第２
号様式による指定書により行う。 

（維持管理） 
第３条 前条第１項または第２項の規定により指定し

た震災時協力井戸（以下「指定井戸」という。）の日
常的な維持管理は、指定井戸の所有者が行う。 

２ 区長は、指定井戸の水質検査を、２年に１回、区

の負担により行う。 
３ 区長は、指定井戸に係る手押しポンプの設置また

は修理に要した経費のうち、区長が必要と認めた額
を補助することが出来る。 

（改造工事） 
第４条 指定井戸の所有者が、初期消火用水利のため

の小型消防ポンプ連絡口の取付けを承諾した指定井
戸については、区の負担により取り付け工事を行う。 

（現状変更） 
第５条 指定井戸の所有者が、指定井戸の現状を変更

する場合または指定井戸を廃止する場合は、事前に
区長と協議するものとする。 

（解除） 
第６条 つぎの各号いずれかに該当するときは、別記

様式第３号による通知書により、指定井戸の指定を
解除する。 
(1) 指定井戸所有者から指定解除の申し出があっ
たとき。 
(2) 指定井戸として不適当と区長が認めるとき。 

（その他） 
第７条 本要綱に定めることのほか、必要なことは別

に定める。 
付 則 

１ この要綱は、平成２年 11月１日から施行する。 
２ この要綱の施行の際、現に改正前の震災時協力井

戸指定および運営要綱により指定を受けている震災
時協力井戸は、この要綱により指定を受けた震災時
協力井戸とみなす。 
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２ 震災時協力井戸指定および維持管理要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は震災時協力井戸の指定および、そ

の維持管理に関し必要な事項を定め、もって大地震
等の災害時における、生活用水（飲料水を含む。）お
よび初期消火用水利の確保を図ることを目的とする。 

（指定） 
第２条 区長は､つぎの要件を備えた井戸であって､そ

の所有者が大地震等の災害時に、区長の依頼に応じ
て地域住民に生活用水等を提供することを承諾した
ものを震災時協力井戸として指定する。 
(1) 区内にあること。 
(2) 日常的に使用されていること。 
(3) 地域住民も使用しやすい場所にあること。 
(4) 手押しポンプであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、井戸の所有者が震災時
協力井戸の指定を希望する場合は、前項各号に掲げ
る要件を備えていない井戸であっても、井戸の所有
者の承諾を得て震災時協力井戸として指定すること
ができる。 

３ 区長は、前２項の規定による指定にあたって、井
戸の水質検査を区の負担により行う。 

４ 第１項および第２項の規定による承諾は、別記第
１号様式による承諾書により行い、指定は別記第２
号様式による指定書により行う。 

（維持管理） 
第３条 前条第１項または第２項の規定により指定し

た震災時協力井戸（以下「指定井戸」という。）の日
常的な維持管理は、指定井戸の所有者が行う。 

２ 区長は、指定井戸の水質検査を、２年に１回、区

の負担により行う。 
３ 区長は、指定井戸に係る手押しポンプの設置また

は修理に要した経費のうち、区長が必要と認めた額
を補助することが出来る。 

（改造工事） 
第４条 指定井戸の所有者が、初期消火用水利のため

の小型消防ポンプ連絡口の取付けを承諾した指定井
戸については、区の負担により取り付け工事を行う。 

（現状変更） 
第５条 指定井戸の所有者が、指定井戸の現状を変更

する場合または指定井戸を廃止する場合は、事前に
区長と協議するものとする。 

（解除） 
第６条 つぎの各号いずれかに該当するときは、別記

様式第３号による通知書により、指定井戸の指定を
解除する。 
(1) 指定井戸所有者から指定解除の申し出があっ
たとき。 
(2) 指定井戸として不適当と区長が認めるとき。 

（その他） 
第７条 本要綱に定めることのほか、必要なことは別

に定める。 
付 則 

１ この要綱は、平成２年 11 月１日から施行する。 
２ この要綱の施行の際、現に改正前の震災時協力井

戸指定および運営要綱により指定を受けている震災
時協力井戸は、この要綱により指定を受けた震災時
協力井戸とみなす。 
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３ 災害時の生活用水の提供に関する協定 
 
東京都目黒区（以下「甲」という。）と東京都公衆浴

場業環境衛生同業組合目黒支部（以下「乙」という。）
の間において、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、東京都目黒区地域防災計画に基

づき、甲が行う災害時の応急給水活動時に、乙の協
力を得て、被災者に対し生活用水（以下「水」とい
う。）の円滑な供給を行う事を目的とする。 

（水の提供要請等） 
第２条 甲は、災害時に被災者に対し水の円滑な提供

を行うため緊急給水を実施する必要が生じた 場合、
乙に対し乙の組合員の貯蔵水、井戸水等（以下「貯
蔵水等」という。）の提供を要請する。 

２ 乙は、甲から前項に規定する要請を受けた時は、
貯蔵水等を可能な範囲で甲に提供する。 
この場合において乙は公衆衛生維持の観点から、

浴場の開業を優先することとし、貯蔵水等の 提供
は、浴場が開業できない場合または貯蔵水等を提供
しても営業に支障のない場合に限ることとする。 

３ 乙の貯蔵水の提供は、乙の組合員の公衆浴場の店
頭で行う。 

（費用弁償） 
第３条 甲は、乙が提供した貯蔵水に係る水道料金ま

たは下水道料金を乙の請求後支払うものとし、その
価格は、当該災害発生直前の東京都の定める料金と
する。ただし、災害に関し料金の減額が行われた時
は、減額後の料金を支払うものとする。 

（災害補償） 
第４条 甲の要請に基づき、乙が行う貯蔵水等の提供

に従事した者に係る損害補償については、水防また
は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する
条例（昭和 41 年６月東京都目黒区条例第 13 号）の
例による。 

（貯蔵の状況の報告） 
第５条 乙は、乙の組合員の貯水施設等に変更・改廃

などがあった場合、または水質の変化を認めた時は、
速やかに甲に申し出るものとする。 

２ 甲は、必要に応じて、乙に対し、貯水施設等の状
況の報告を求めることができる。 

（協議） 
第６条 この協定に定めの無い事項については、甲乙

双方信義誠実の原則に基づき協議のうえ定める。 
 
甲と乙とは、本書２通を作成し、それぞれ記名押印

の上、その１通を保管する。 

 
平成９年２月１０日 

東京都目黒区中央町二丁目４番５号 
甲 東京都目黒区 

代表者 東京都目黒区長 河原 勇 
 

東京都目黒区自由が丘二丁目 12番 16 号 
乙 東京都公衆浴場業環境衛生同業組合目黒支部 

代表者 目黒支部長   山田 昇 
 
 

災害時の生活用水の提供に関する協定実施細目 

 

東京都目黒区（以下「甲」という。）と東京都公衆浴

場業環境衛生同業組合目黒支部（以下「乙」という。）

の間において、平成９年２月 10日に締結した「災害時

の生活用水の提供に関する協定」の細目を次のとおり

とする。 

（提供要請） 

第１条 協定第２条に基づく、甲から乙に対する貯蔵

水等の提供要請は、文書により行う。ただし、文書

によるいとまがない場合は、とりあえず、口頭また

は電話により要請し、後日文書により正式に依頼す

る。 

（水の代金の請求） 

第２条 協定第３条に基づく、乙が甲に対し水の代金

を請求する場合は、公衆浴場別の水の提供量の明細

を添付する。 

（連絡体制） 

第３条 甲乙双方は、緊急時の連絡方法について平素

からその確立に努める。 

 

以    上 
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４ 災害時における給排水設備応急復旧活動に関する協定 
 

目黒区（以下「甲」という。）と東京都管工事工業協
同組合（以下「乙」という。）とは、災害時における避
難所及び区所管施設（以下「避難所等」という。）の給
排水設備応急復旧活動に関し、次のとおり協定を締結
する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、目黒区地域防災計画（以下「計

画」という。）に基づき、甲が行う避難所等の給排水
設備応急復旧活動について、災害時における民間協
力の一環として、甲が乙に対し、協力を求めるとき
の基本的な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 
第２条 甲は、災害が発生し、甲のみでは十分な応急

復旧活動を実施することが困難な場合は、乙に対し
て応急復旧活動に対する協力を要請することができ
る。 

２ 前項の要請は、原則として文書により行うものと
する。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は
電話等で行い、後日速やかに文書により処理するも
のとする。 

（業務の内容） 
第３条 甲が乙に要請する業務の内容は、避難所等の

給排水設備に関する被害状況調査及び排水管の公共
ますへの固着状況調査並びに被害箇所の応急復旧措
置とする。 

（業務の実施） 
第４条 乙は、甲からの協力要請があったときは、乙

に属する会員（以下「会員」という。）を出動させ、
当該要請に基づく前条に規定する業務（以下「業務」
という。）を実施させるものとする。 

（業務の完了） 
第５条 乙は、会員が実施する業務が完了したときは、

直ちに甲に報告するものとする。 
（費用の負担及び支払い） 
第６条 甲は、業務に要した費用を負担するものとす

る。 
２ 乙は、前項に規定する費用について、業務終了後

甲の確認を受けて、甲に請求するものとする。 
（災害補償） 
第７条 甲は、会員がその実施した業務において負傷

し、又は死亡した場合は、「水防または応急措置の業
務に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和４１
年６月目黒区条例１３号）の規定に基づき、又は準
じて、損害を補償するものとする。ただし、その会
員が「労働者災害補償保険法」（昭和２２年法律第５
０号）の適用を受ける部分については除くものとす
る。 

（有効期間） 
第８条 この協定は、契約締結の日から平成１９年３

月３１日までとする。ただし、期間満了の３月前ま
でに、甲乙双方から何らの申出がない限り、１年間
延長するものとし、以後もこの例による。 

（その他） 
第９条 この協定に定めがない事項及び協定の内容に

疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとす
る。 

 
以上、この協定を証するため、協定書２通を作成し、

甲、乙、記名押印の上、各１通を保有する。 

 
平成１８年６月１日 

東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５番地 
甲 東京都目黒区 

目黒区長   青 木 英 二 
 

東京都港区赤坂六丁目１５番１４号 
乙 東京都管工事工業協同組合 

理事長     木 村 昌 民 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




