石油販売業者一覧
令和元年11月末現在
番号

事業所名

郵便番号

1

株式会社金沢丸善
ワンダフルセルフ新庄

921-8824

野々市市新庄６丁目５８０番地

246-8550

2

協和石油販売株式会社
じょんから給油所

921-8814

野々市市菅原町１９番１号

246ｰ0001

921-8844

野々市市堀内２丁目２０６番地

294-2290

921-8823

野々市市粟田５丁目３９０番地

248-8989

921-8817

野々市市横宮町６番１号

248-1288

3
4
5

マルネン株式会社
堀内ＳＳ
野々市農業協同組合
ＪＡののいちＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ
富奥給油所
北星産業株式会社
北星ファイブ野々市ＳＳ

所在地

電話番号

6

株式会社ジェイクエスト
野々市新庄店

921-8824

野々市市新庄６丁目６４１番地

294-3303

7

北陸三愛石油株式会社
オブリステーション野々市ＳＳ

921-8815

野々市市本町５丁目３１４番地

246-8338

8

丸一石油株式会社
ドクタードライブセルフ御経塚

921-8801

野々市市御経塚１丁目４７０番地

294-8851

9

ナヴィ株式会社
エコノ新庄ＳＳ

921-8824

野々市市新庄３丁目１２５番地

248-5772

10

株式会社三谷サービスエンジン
加賀産業道給油所

921-8835

野々市市上林５丁目４３番地

248-0068

11

株式会社三谷サービスエンジン
コーディアルののいちＳＳ

921-8806

野々市市三日市３丁目３４７番地

248-2105

12

株式会社ＪＡ建設エナジ－
野々市給油所

921-8812

野々市市扇が丘３２番９号

246-5866

13

株式会社三谷サービスエンジン
Dr.Driveエコウィング御経塚店

921-8801

野々市市市御経塚３丁目４６番地

249-5155

14

コストコホールセールジャパン株
式会社野々市ガスステーション

921-8848

野々市市柳町３０１番地１

275-8555

野々市市建設業協同組合加盟業者一覧
組合事務所

野々市市建設業協同組合
野々市市白山町８番１６号（TEL 294-0691)

令和元年11月末現在
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

ＦＡＸ

1

石浦組

野々市市本町４丁目１６番５号

248-0166

248-2663

2

㈲石原建設工業

野々市市中林４丁目５６番地２

246-2652

246-2637

3

㈱オクタカ工業

野々市市下林２丁目６６番地

248-6661

248-6050

4

㈱河合組

野々市市押野４丁目２２２番地

248-2160

248-6861

5

川辺建設㈱

野々市市扇が丘１０番１７号

246-2316

246-2328

6

㈱北村工務店

野々市市住吉町３番４２号

246-0500

248-8633

7

㈲コウセイ

野々市市中林２丁目７番地５

227-0804

294-4751

8

㈱清水建築

野々市市本町１丁目２２番２０号

248-0534

248-1158

9

㈱下川組

野々市市粟田３丁目３９５番地

208-4511

208-4533

10 拓土建設㈱

野々市市清金１丁目１４９番地２

248-5434

248-5034

11 津村土建㈱

野々市市若松町６番１３号

248-5017

223-6585

12 ㈲西尾商店

野々市市住吉町１２番４号

248-3691

248-6938

13 ㈱野々市工建

野々市市本町５丁目２０番８号

246-2356

246-2632

14 ㈱ホクハツ

野々市市若松町１０番１３号

239-4588

239-0629

15 ㈱堀建設

野々市市新庄６丁目８０６番地

246-1610

246-1612

16 ㈱升方工務店

野々市市三納２丁目１２３番地１

248-2274

248-8668

17 みのり建設㈱

野々市市新庄１丁目２５７番地
白山市佐良タ１２３番地

248-6655
255-5211

248-8213
255-5744

18 宮向建築㈱

野々市市粟田３丁目６１番地

246-5248

246-5379

19 ㈱谷内工業

野々市市下林４丁目５０４番地２

294-8288

294-8333

野々市市管工事協同組合加盟業者一覧
組合事務所

野々市市管工事協同組合
野々市市本町２丁目１番６号

（電話248-0047

FAX248-0047）

令和元年11月末現在
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

ＦＡＸ

1

石川環境設備㈱

金沢市横川５丁目２５８番地

247-1854

247-1905

2

石川工業

野々市市太平寺４丁目１４０番地

248-0630

248-3267

3

泉工業

野々市市中林２丁目17番１号

214-3329

214-3329

4

川畑工業所

野々市市本町１丁目５番１０号

248-0368

248-0387

5

環境エンジニアリング㈱

白山市部入道町ロ４０番地１

218-5277

218-5277

6

佐々木工業

金沢市上安原１丁目２２１番地

249-5976

249-5976

7

大智㈱

野々市市御経塚３丁目６５番地

249-9477

249-8567

8

中部産業㈱

白山市道法寺町イ６３番地１

273-0747

273-4736

9

塚崎設備工業

野々市市御経塚３丁目３８５番地

249-0634

249-0637

10 徳田住設

野々市市押野５丁目２６１番地

248-3899

246-6985

11 ㈱中川設備工業

野々市市菅原町１５番２号

248-3884

248-1458

12 ㈱橋設備工業

金沢市横川６丁目１００番地

247-7784

241-4897

13 ふじまさ

野々市市住吉町１６番２５号

294-5365

294-5365

14 三谷産業コンストラクションズ㈱ 野々市市御経塚３丁目４７番地

269-9988

269-4311

15 みなみ設備工業㈱

野々市市上林５丁目３３番地

248-3730

248-3356

16 ㈲宮田住設

野々市市新庄５丁目１３３番地

246-5460

246-5813

17 山崎商事㈱

白山市小柳町ろ１４５番地

273-5355

273-5584

野々市市造園業協同組合加盟業者一覧

令和元年11月末現在
番号

業

者

名

所

在

地

電話番号

ＦＡＸ

1

㈱アルファーグリーン

野々市市太平寺１丁目８２番地１

246-5031

246-5045

2

㈲絹川造園

野々市市本町２丁目２４番１０号

248-1524

248-1549

3

㈱栗山造園

野々市市末松２丁目８１番地

248-0782

248-6440

4

古源造園

野々市市末松１丁目７６番地

248-5741

294-1228

5

㈲沢村造園

野々市市堀内２丁目１３２番地

248-5776

213-8166

6

沢初造園

野々市市堀内２丁目１３０番地

248-5777

248-5999

7

㈲谷造園

野々市市本町２丁目２０番４号

248-0151

248-9963

8

扇緑地中山造園

野々市市徳用２丁目２９２番地

248-3400

248-4033

9

㈱向川外樹園

野々市市二日市２丁目１３８番地

248-5333

248-5332

防火水槽及び浄化槽転用水槽一覧
■防火水槽一覧

令和元年11月末現在
設置場所

設置年度

粟田5号緑地

水量
設置年月日
（㎥）
40 昭和50年度

備考

1 50年度

粟田6丁目

263

空地用 宅地造成

2 51年度

柳町

77先

40 昭和51年12月7日

3 52年度

新庄5丁目

101先

40 昭和52年10月20日 道路用

4 52年度

柳町

50-2先

40 昭和52年10月28日 道路用

5 53年度

蓮花寺町

230先

40 昭和53年11月30日 道路用

6 53年度

矢作1丁目

184

矢作公民館

40 昭和53年11月30日 空地用

7 53年度

粟田3丁目

250

粟田3号緑地

40 昭和53年度

空地用 宅地造成

8 53年度

新庄3丁目

199先

40 昭和53年度

空地用 宅地造成

9 54年度

矢作2丁目

35先

40 昭和54年11月10日 道路用

道路用

10 55年度

御経塚1丁目 288先

40 昭和55年11月19日 道路用

11 55年度

新庄4丁目

64先

40 昭和55年11月20日 道路用

12 56年度

稲荷2丁目

32先

40 昭和56年8月18日

13 56年度

矢作3丁目

35

14 56年度

徳用2丁目

296先

40 昭和56年12月22日 道路用

15 56年度

押越1丁目

137先

40 昭和57年3月16日

道路用

16 57年度

本町3丁目

10-12

40 昭和57年8月18日

空地用

17 57年度

稲荷2丁目

３先

40 昭和57年9月21日

道路用

18 57年度

粟田2丁目

164先

40 昭和57年11月20日 道路用

19 58年度

粟田2丁目

231-1先

40 昭和58年11月2日

道路用

20 60年度

押野1丁目

2先

40 昭和60年10月1日

道路用

21 60年度

徳用2丁目

8先

40 昭和61年2月8日

道路用

22 3年度

押野3丁目

70先

40 平成3年12月20日

道路用

23 3年度

押野1丁目

284先

40 平成3年12月20日

道路用

24 7年度

上林3丁目

183-1先

40 平成7年10月25日

道路用

25 7年度

上林2丁目

144-1先

40 平成7年12月25日

道路用

26 9年度

徳用2丁目

375先

40 平成9年12月19日

道路用

27 10年度

末松1丁目

１先

40 平成10年

道路用 県の圃場事業で設置
し、その後町管理となったも
の。

28 13年度

本町1丁目

4-102

本町北公園

40 平成13年6月頃

空地用 開発行為により開発
者が設置し、その後町に帰属
したもの。

29 14年度

末松2丁目

1039

末松ふれあい公園

40 平成14年

空地用 石川県住宅供給公社
が設置し、その後町に帰属し
たもの。

30 15年度

三日市1丁目 95先

40 平成16年3月31日

道路用 Ｓ55年設置の防火水
槽に替わって新設

31 15年度

郷1丁目

107先

40 平成16年3月31日

道路用

32 16年度

蓮花寺町

25先

40 平成16年7月20日

道路用 開発行為により開発
者が設置し、その後町に帰属
したもの。

矢作西城公園

本町児童館

道路用

40 昭和56年12月22日 道路用

■浄化槽転用水槽一覧
設置場所

転用年度
1 7年度
2 11年度

押野2丁目
押野3丁目

100
71

布水中
館野小

水量
転用年月日
（㎥）
130 平成7年度
163 平成11年度

備考

消防に関する資料

令和元年 11 月末現在
名

称

人

白山野々市広域事務組合
野々市消防署

員

防 車 両

１ 台

救急自動車

１ 台

水槽付消防ポンプ自動車

１ 台

中型消防ポンプ自動車

１ 台

連絡車

１ 台

中型消防ポンプ自動車

４ 台

団長以下

救助用資機材搭載車

１ 台

１１６名

小型動力ポンプ付積載車

５ 台

指令車

１ 台

署長以下

野々市市消防団組織図

第１分団（本町地区）

第２分団（富奥地区）

団

台 数

２５ｍ級屈折はしご付消防ポンプ自動車

３４名

野々市市消防団

消

長

副 団 長

（１名）

（３名）

第３分団（郷 地区）

第４分団（押野地区）

第５分団（女性分団）

消火栓及び防火水槽設置状況
令和元年11月末現在
地区

本
町
地
区

郷
地
区

押
野
地
区

町

名

本町１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
５丁目
６丁目
若松町
横宮町
高橋町
扇が丘
住吉町
菅原町
白山町
小 計
田尻町
三日市１丁目
三日市２丁目
三日市３丁目
二日市町
二日市１丁目
二日市２丁目
二日市３丁目
二日市４丁目
二日市５丁目
徳用１丁目
徳用２丁目
徳用３丁目
郷１丁目
郷２丁目
蓮花寺町
柳町
長池
稲荷１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
堀内１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
５丁目
小 計
押越１丁目
２丁目
野代１丁目
２丁目
３丁目
押野１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
５丁目
６丁目
７丁目
御経塚１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
５丁目
小 計

消火栓
36
20
12
24
20
26
25
24
27
44
26
25
14
323
11
8
16
14
5
8
6
10
14
14
4
19
14
7
12
8
19
6
4
14
6
9
10
8
5
13
264
9
10
5
8
9
24
18
21
13
20
12
10
23
11
24
18
8
243

防火水槽
地区
（浄化槽転用含む）
1
1

2
1

3
1
2
2

2

11
1

2
1
2

1

7

町

名

三納１丁目
三納２丁目
三納３丁目
藤平
位川
太平寺１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
粟田１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
５丁目
６丁目
下林１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
新庄１丁目
富
２丁目
３丁目
４丁目
奥
５丁目
６丁目
地 藤平田１丁目
２丁目
中林１丁目
区
２丁目
３丁目
４丁目
５丁目
上林１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
５丁目
矢作１丁目
２丁目
３丁目
４丁目
末松１丁目
２丁目
３丁目
清金１丁目
２丁目
３丁目
小 計
合
計

消火栓
12
10
15
4
18
15
9
9
11
21
23
25
12
20
16
6
3
8
25
16
26
20
12
15
21
16
9
19
10
2
2
4
8
8
18
8
16
10
14
3
4
25
2
4
13
567
1,397

防火水槽
（浄化槽転用含む）

2
1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

14
34

水防実施計画
第１章 総則
目的
水防法及び石川県水防計画の定めるところにより、野々市市内の河川等の氾濫を
警戒し、洪水を防御するとともに、これによる被害を軽減することを目的として、
水防に関して必要な事項及び具体的な実施要領を定め、水防活動に遺憾のないよう
にしようとするものである。
第２章 水防組織
野々市市水防本部
野々市市水防本部は、水防活動に関係の深い部及び課で編成し、野々市市役所内
に設置する。

水防本部組織図
本部長

副本部長

総務対策部

市 長

副市長

総務部長

教育長

総 務 部
水 防 団
（消防団）

物資(情報)対策部

企画振興部

企画振興部長
民生対策部

健康福祉部

健康福祉部長
被害対策部

土木部

土木部長

水防協力団体
建設業協同組合
管工事協同組合

避難対策部
教育文化部長

教育文化部

○総務対策部（被害情報収集及び調査）
総務部長
総務部次長
総務課長
税務課長
環境安全課長
○物資(情報)対策部（広報活動）
企画振興部長
市民協働課長
産業振興課長
○民生対策部（要配慮者の支援）
健康福祉部長
健康福祉部次長
福祉総務課長
介護長寿課長
子育て支援課長
○被害対策部（道路等の応急復旧）
土木部長
建設課長
建築住宅課長
都市計画課長
上下水道課長
（下水道管理者）
○避難対策部（避難所の開設、運営）
教育文化部長
教育文化部参事
教育総務課長
学校教育課長
生涯学習課長
スポーツ振興課長
文化課長

第３章 水防組織の業務分掌
水防本部の業務分掌は、次のとおりとする。
水防本部に属する者は、責任の重大性を自覚して、常に気象及び水位状況等に
注意して、水防業務の完全なる遂行に努めるものとする。

１．総務対策部（総務部）
ア 災害情報の総括的受信伝達に関すること。
イ 消防団の出動要請に関すること。
ウ 防災行政無線等の確保に関すること。
エ 関係機関との連絡調整に関すること。
オ 市施設の被害調査に関すること。
カ 住宅地の浸水状況の把握に関すること。
キ 被害記録に関すること。

２．物資(情報)対策部（企画振興部）
町内会及び住民に対する広報に関すること。

３．民生対策部（健康福祉部）
浸水想定区域内における、要配慮者利用施設の避難情報に関すること。

４．被害対策部（土木部）
ア 道路、橋りょう、河川等の被害調査及び応急復旧に関すること。
イ 交通不通箇所の調査及びその対策に関すること。
ウ 応急復旧に要する、土木機械及び資材等の調達確保・輸送に関すること。
エ 用排水路、樋門等農業用施設の水防活動に関すること。
オ 上水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。
カ 下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。
キ

※

農地及び農業用施設の被害調査並びに応急対策に関すること。

※物資(情報)対策部の産業振興課が対応する。

５．避難対策部（教育文化部）
浸水想定区域内における、氾濫対象河川指定避難所の開設及び運営に関する
こと。

６．水防団（消防団）の組織
水防団は野々市市消防団とする。
分団名
第１分団
第２分団
第３分団
第４分団

分担区域
本町地区
富奥地区
郷○地区
押野地区

責任者は消防団長とする。
消防団長の指示により区域を越えて、活動する場合がある。

７．水防協力団体の指定
野々市市建設業協同組合（応急土木活動）
野々市市管工事協同組合（上下水道・ガスの応急土木活動）

第４章 水防施設
１．水防資器材
別紙、水防資材一覧表による。
（Ｐ25 参照）

２．水防資材倉庫
別紙、水防資材倉庫、土のう置場 位置図（Ｐ21～24 参照）
富奥水防倉庫（中林五丁目）
富奥防災コミュニティーセンター防災倉庫（中林五丁目）
防災コミュニティセンター（本町一丁目）
第１コミュニティ消防センター（本町二丁目）
土のう置き場（市内５箇所、白山市内１箇所）

第５章 パトロール実施要領
１．重要河川、重要水門を優先的に実施する。
２．ヘルメット、ライフジャケットを着用し、複数で行動する。
３．状況については、逐次本部へ報告する。
（防災行政無線・携帯電話を活用）
４．台風等については、道路等の被害状況についても確認する。
５．情報については、地図、カメラ等を活用する。

第６章 情報等の連絡体制
１． 災害等において、緊急と判断される通報（大雨注意報、洪水注意報、強風注意
報、大雨警報、洪水警報、暴風警報、特別警報または災害発生の情報等）を受けた
者（環境安全課、建設課職員、当直員）は、担当班長、副班長に至急連絡する。
連絡を受けた担当班長、副班長は、早急に気象状況等を把握し、状況に応じて、
環境安全課長、建設課長に報告するとともに配備体制の確認を行う。また、状況に
より本部に待機する。
２． 本部長（市長）
、副本部長（副市長、教育長）への連絡については、
総務対策部長（総務部長）が行うものとする。
３． 警察、消防、水防団（消防団）への連絡については、環境安全課より行う。
４． 土のう等の手配については、環境安全課長、建設課長に連絡のうえ、水防本部
より、
（Ｐ20）土のう手配先に依頼し、状況に応じて、野々市市建設業協同組合に
追加依頼する。
５． 河川管理者（石川県）は可能な範囲で、大規模災害発生時など必要に応じて、
石川土木総合事務所から、市に連絡調整員を派遣する。
６． その他の連絡については、臨機応変に対応する。

情報等の連絡体制
〔気象情報〕
〔災害に関する情報〕

金沢地方気象台

住
県危機対策課
（停電でも可 衛星 Fax）

民

消

警

防

察

署

署

野々市市役所〔環境安全課、建設課、当直員（警備員）〕

水防本部
県
土
木
事
務
所

隣接水防管理団体

注意配備体制

金 沢 市

Fax 等による
情報共有

警戒配備体制1､2､3､4

別紙水防活動状況
報告様式による

災害対策本部

手取川七ヶ用水土地改良

災害対策本部体制1､2､3

区

非常配備体制

〔協力出動要請〕
水防団(消防団)､警察署､消防署、
市建設業､管工事協同組合

通報
連絡

白 山 市

絡

〔情報提供〕

住

民

第７章 配備体制
１．注意配備体制

野々市市に注意報発表（大雨、洪水、強風）

第１次担当班長、副班長を参集（参集場所は庁舎指定場所とする。
）
環境安全課長、建設課長、
（産業振興課長）
、第１次担当班員は待機
☆連絡体制
報告

環境安全課、建設課、当直員（警備員）

→

第１次担当班長、副班長
↓ 状況報告、体制確認

環境安全課長、建設課長、(産業振興課長)、第１次担当班員は待機
☆業務内容
（１）第１次担当班長、副班長は、気象状況等を把握し、環境安全課長、建設課長、
（産業振興課長）に報告するとともに、配備体制の確認を行う。
（２）水門管理者への連絡
生産組合長等に連絡し、水門等の確認を依頼する。但し、勤務時間内は、
産業振興課で行う。
２．警戒配備体制 １

野々市市に注意報発表（大雨、洪水、強風）

※注意報が発表され、警報に切替る恐れがある場合も含む。
第１次担当班員を参集（１個班体制とし、参集場所は庁舎指定場所とする。
）
環境安全課長、建設課長、
（産業振興課長）は状況により、本部に待機
水防団（消防団）担当（環境安全課）は待機
総務対策部長（総務部長）
、土被害対策部長（土木部長）
、上下水道課長、
建設課職員は待機
☆連絡体制
報告

環境安全課、建設課、当直員（警備員）

→

第１次担当班長、副班長
↓ 指令

報告
第１次担当班員登庁、環境安全課長、建設課長、

（産業振興課長）は状況により登庁
環境安全課長、建設課長、（産業振興課長）状況により登庁
↓ 指令
報告
総務部長、土木部長、上下水道課長、建設課職員は待機

☆業務内容
（１）気象状況等の把握をする。
（２）水門の操作、確認、河川等の監視パトロールを行う。
（Ｐ５ パトロール実施要領参照）
３．警戒配備体制 ２

河川の増水または、※水防警報河川における水位が、

水防団待機水位を超えたとき
※ 水防警報とは、国土交通省又は県の機関が洪水によって災害が起こるおそれがあるとき、
※水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。

◎ 環境安全課長、建設課長の指示により、次の事項を決定する。
水防団（消防団）担当（環境安全課）は登庁
総務対策部長（総務部長）
、被害対策部長（土木部長）
、上下水道課長、
建設課職員は状況により登庁
第２次担当班員は待機（２個班目の待機）
要配慮者担当（福祉総務課、介護長寿課、子育て支援課）は待機
◎ 総務対策部長（総務部長）の指示により、次の事項を決定する。
総務対策部（総務部次長、総務課長、税務課長）
、物資(情報)対策部長（企画
振興部長）
、物資(情報)対策部（市民協働課長）民生対策部長（健康福祉部長）
、
民生対策部（健康福祉部次長、福祉総務課長、介護長寿課長、子育て支援課長）
避難対策部長（教育文化部長）
、避難対策部（教育文化部参事、教育総務課長、
学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、文化課長）は待機
☆連絡体制
指令

第１次担当班長、副班長

→

報告

水防団担当、環境安全課長、建設課長は登庁
第２次担当班員、要配慮者担当は待機

報告
報告

環境安全課長、建設課長

→

総務部長、土木部長、
上下水道課長、建設課職員は状況により登庁

指令

総務部長 報告
→ 企画振興部長、健康福祉部長、教育文化部長、総務部次長、
健康福祉部次長、教育文化部参事、総務課長、税務課長、
市民協働課長、福祉総務課長、介護長寿課長、子育て支援課長、
教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、
文化課長は待機

☆業務内容
（１）班長、副班長及び環境安全課職員を除きパトロール班を編成し、河川等の監視
パトロールを行い、防災行政無線等により逐次状況を報告する。また、１郷用水
2-1 号支線（三日市三丁目地内）
、２林口川（太平寺三丁目外地内）
、３、５富樫
用水木呂川（本町四丁目、粟田四丁目地内）
、４住吉川（押野四丁目地内）
、
６郷用水 2-3 号支線（末松二丁目地内）については、重点的にパトロールする。
（別添、資料２「重点パトロール箇所図」参照）
班長、副班長は、状況に応じて、土のうの手配を行う。
（P20 土のう手配先参照）
（２）総務対策部長（総務部長）は、状況等を把握し、状況に応じて、本部長（市長）
、
副本部長（副市長、教育長）に連絡をする。
（３）水防団（消防団）担当の環境安全課は、必要に応じて、水防団の格納庫待機
連絡をする。また、野々市交番、野々市南交番、野々市北交番、野々市消防署
との連絡調整をする。
（４）参集水防班のうち、環境安全課職員は、住民周知広報の準備をする。
（５）その他については、臨機応変に対応する。
４．警戒配備体制 ３

河川の増水または、水防警報河川における水位が、

氾濫注意水位を超えたとき
◎ 被害対策部（土木部長）の指示により、次の事項を決定する。
上下水道課長、建設課職員、第２次担当班員登庁
その他、土木部各課職員は待機
◎ 総務対策部長（総務部長）の指示により、次の事項を決定する。
総務対策部（総務部次長、総務課長、税務課長）
、物資(情報)対策部長（企画
振興部長）
、物資(情報)対策部（市民協働課長）民生対策部長（健康福祉部長）
、
民生対策部（健康福祉部次長、福祉総務課長、介護長寿課長、子育て支援課長）
避難対策部長（教育文化部長）
、避難対策部（教育文化部参事、教育総務課長、
学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、文化課長）は登庁
本部長（市長）
、副本部長（副市長、教育長）
、総務課、税務課、環境安全課
職員は待機
◎ 民生対策部長（健康福祉部長）の指示により、次の事項を決定する。
要配慮者担当（福祉総務課、介護長寿課、子育て支援課）職員は登庁
※

要配慮者避難所担当（教育総務課、学校教育課、生涯学習課、

スポーツ振興課、文化課）職員は待機
※要配慮者避難所：野々市中学校、富陽小学校

☆連絡体制
指令

土木部長

→

報告

上下水道課長、建設課職員、第２次担当班員は登庁
土木部各課職員は待機

指令

総務部長 報告
→ 企画振興部長、健康福祉部長、教育文化部長、総務部次長、
健康福祉部次長、教育文化部参事、総務課長、税務課長、
市民協働課長、福祉総務課長、介護長寿課長、子育て支援課長、
教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、
文化課長は登庁
市長、副市長、教育長、総務課、税務課、環境安全課職員は待機
指令

健康福祉部長 報告
→ 福祉総務課長、介護長寿課長、子育て支援課長
↓ 指令
報告
福祉総務課、介護長寿課、子育て支援課担当職員は登庁
指令

教育文化部長 報告
→ 教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、
スポーツ振興課長、文化課長は登庁
☆業務内容
（１）本部の指示により緊急対策を実施するとともに、被害がある場合については、
応急復旧等を実施する。
（２）土のうを積む必要がある河川については、原則、第２次担当班長を水防現場
担当として配置し、現場を指揮する。
（３）水防現場の担当班長は、緊急対策状況及び被害状況等を逐次本部に報告する。
（４）被害が発生した場合、総務対策部長（総務部長）の指示により、環境安全課長
は関係各部長に被害状況を報告するとともに、対策状況等を把握する。
（５）水防団（消防団）担当の環境安全課は、総務対策部長（総務部長）、消防団長
協議のうえ水防団の出動要請をする。野々市交番、野々市南交番、野々市北交番
に、通行止め箇所等の指導協力を依頼する。野々市消防署に、被害箇所の復旧
作業等の協力を依頼する。
（６）要配慮者担当（福祉総務課、介護長寿課、子育て支援課）は、要配慮者利用
施設の避難準備の連絡に当たる。
５．警戒配備体制 ４

水防警報河川における水位が、避難判断水位を
超える恐れがあるとき

市内に水害による被害が発生し、または発生する恐れがある場合、また、
本部長（市長）が必要と認めるときに、災害対策本部等の設置に備える。
◎ 総務対策部長（総務部長）の指示により、次の事項を決定する。
本部長（市長）
、副本部長（副市長、教育長）は登庁
総務対策部（総務課、税務課、環境安全課）職員は登庁
◎ 被害対策部長（土木部長）の指示により、次の事項を決定する。
被害対策部（土木部各課）職員は登庁

◎ 避難対策部長（教育文化部長）の指示により、次の事項を決定する。
要配慮者避難所担当（教育総務課、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課、
文化課）職員は登庁、※氾濫対象河川その他避難所担当は待機
※氾濫対象河川その他避難所：野々市小学校、御園小学校、石川県立大学

◎ 物資(情報)対策部長（企画振興部長）の指示により、次の事項を決定する。
物資(情報)対策部（市民協働課）職員は待機
☆連絡体制
指令

総務部長 報告
→ 市長、副市長、教育長は登庁
↓ 指令
指令
報告
総務課長、税務課長、環境安全課長
→ 総務課、税務課、環境安全課職員は登庁
報告
指令

土木部長 報告
→ 建築住宅課長、都市計画課長、上下水道課長
↓ 指令
報告
建築住宅課、都市計画課、上下水道課職員は登庁
指令

教育文化部長 報告
→ 教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、
スポーツ振興課長、文化課長
↓ 指令
報告
教育総務課、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課、文化課担当

職員は登庁 氾濫対象河川その他避難所担当は待機
指令

企画振興部長

指令

→ 市民協働課長 報告
→ 市民協働課職員は待機
報告

☆業務内容
（１）被害情報収集担当（総務課、税務課、環境安全課）は、被害状況収集及び
調査に備える。
（２）要配慮者担当（福祉総務課、介護長寿課、子育て支援課）は、要配慮者利用
施設の避難開始連絡に備える。
（３）要配慮者避難所担当（教育総務課、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課、
文化課）は、要配慮者避難所の開設及び運営に当たる。
※ 水位情報、気象情報等を考慮し、避難の解除、避難場所からの避難解除を
連絡する。
６．非常配備体制

大雨、洪水、暴風警報の発表または、水防警報河川に

おける水位が、避難判断水位を超えたとき
市内に水害による被害が発生し、また大規模水害の発生が予想され、災害対策
本部等を設置して、その対策を要すると本部長（市長）が認めたとき

※避難情報：
【警戒レベル３】高齢者等は避難、
「避難準備・高齢者等避難開始」
の発令
◎ 避難対策部長（教育文化部長）の指示により、次の事項を決定する。
氾濫対象河川その他避難所担当（教育総務課、学校教育課、生涯学習課、
スポーツ振興課、文化課）は登庁
◎ 物資(情報)対策部長（企画振興部長）の指示により、次の事項を決定する。
広報活動担当（市民協働課）は登庁
☆連絡体制
指令

教育文化部長 報告
→ 教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、
スポーツ振興課長、文化課長
↓ 指令
報告
教育総務課、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課、文化課

氾濫対象河川その他避難所担当職員は登庁
指令

指令

企画振興部長 報告
→ 市民協働課長 報告
→ 市民協働課職員は登庁
☆業務内容
（１）要配慮者担当（福祉総務課、介護長寿課、子育て支援課）は、要配慮者利用
施設の避難開始連絡に当たる。
（２）氾濫対象河川その他避難所担当（教育総務課、学校教育課、生涯学習課、
スポーツ振興課、文化課）は、氾濫対象河川その他避難所の開設及び運営に
当たる。
（３）被害情報収集担当（総務課、税務課、環境安全課）は、被害状況収集及び調査
に当たる。
（４）広報活動担当（市民協働課）は、町内会、住民周知広報に当たる。
７．災害対策本部体制 １

水防警報河川における水位が、氾濫危険水位を

超えたとき
※避難情報：
【警戒レベル４】全員避難、「避難勧告」の発令
◎ 本部長（市長）の指示により、次の事項を決定する。
災害対策本部の設置をする。
◎ 総務対策部長（総務部長）
、物資(情報)対策部長（企画振興部長）の指示により
次の事項を決定する。
総務対策部（総務課、税務課、環境安全課）
、物資(情報)対策部（市民協働課）
を参集（参集場所は庁舎指定場所とする。
）
（Ｐ16 別表２参照）

◎ 被害対策部長（土木部長）の指示により、次の事項を決定する。
被害対策部（土木部各課）を参集（参集場所は庁舎指定場所とする。
）
（Ｐ17 別表３参照）
☆連絡体制
総務部長、企画振興部長
↓ 指令
報告
総務部次長、総務課長、税務課長、環境安全課長、市民協働課長

↓ 指令
報告
総務課、税務課、環境安全課、市民協働課職員は参集
指令

土木部長 報告
→ 建設課長、建築住宅課長、都市計画課長、上下水道課長、
産業振興課長
↓ 指令
報告
建設課、建築住宅課、都市計画課、上下水道課、産業振興課職員は参集

☆業務内容
（１）被害対策部長（土木部長）の指示により、緊急対策を実施するとともに、
応急復旧等を実施する。
（２）土のうを積む河川については、被害対策部（土木部）所属の課長及び産業振興
課長を担当として配置し、現場指揮本部を設置する。現場指揮者は水防現場責任
者となり、現場の専属指揮をとる。
（３）水防現場責任者は、緊急対策状況及び被害状況等を逐次報告する。
本部長（市長）
、副本部長（副市長、教育長）への報告については、総務対策
部長（総務部長）が行う。
（４）被害が発生した場合、総務対策部長（総務部長）の指示により、環境安全
課長は関係各部長に被害状況を報告するとともに、対策状況等を把握する。
（５）その他対策については、野々市市地域防災計画の業務分掌により実施する。
８．災害対策本部体制 ２

水防警報河川における水位が、危険水位（護岸高）に

達したとき
※避難情報：
【警戒レベル４】全員避難、「避難指示（緊急）
」の発令
９．災害対策本部体制 ３

大雨特別警報等の発表または、

水害や災害が発生しているとき
※避難情報：
【警戒レベル５】
「災害発生情報」の発令

別表１

配備体制
配備の基準

警戒
レベル

配備の種別
気象情報

水防警報・水位

配備の内容

配備人員

配備人員(待機)

道路交通

･早期注意情報

気象情報等の最新の情報に注意する。

環境安全課､建設課､当直員

･大雨注意報

気象状況等を把握し､配備体制の確認をする。

第１次担当班長､副班長(状況により登庁)

警戒レベル
１

･洪水注意報

注
意
配
備
体
制

･強風注意報

水門管理者への連絡をする。(勤務時間内は産業振興課対応)

第１次担当班員
環境安全課長､建設課長､(産業振興課長)

予
備

･大雨注意報

気象状況等の把握をする。

第１次担当班員登庁(１個班体制)

水防団担当(環境安全課)

･洪水注意報

水門確認､操作､河川等の監視パトロールを行う。

環境安全課長､建設課長､(産業振興課長)

総務部長､土木部長､上下水道課長､建設課

(状況により登庁)

･強風注意報
１

･注意報が
警報に切替る
恐れがあるとき

14
警戒レベル
２

･大雨注意報

水防警報(準備)

班長､副班長､環境安全課職員を除き､パトロールを行い､逐次状況を報告する。

環境安全課長､建設課長､(産業振興課長)登庁

第２次担当班員(２個班目)

･洪水注意報

水防団待機水位を超え

重点パトロール箇所の警戒をする。

水防団担当(環境安全課)登庁

要配慮者担当(福祉総務課､介護長寿課､子育

･強風注意報

たとき

状況により､市長､副市長､教育長に連絡をする。(総務部長)

総務部長､土木部長､上下水道課長､建設課

て支援課)

必要に応じて､水防団(消防団)の待機連絡､警察､消防との連絡調整をする。

(状況により登庁)

企画振興部長､健康福祉部長､教育文化部長､

水

･注意報が

手取川鶴来(0.9m)

防

警報に切替る

高橋川殿田橋(0.7m)

恐れがあるとき

安原川安原大橋(1.6m)

本
部

･大雨注意報

水防警報(出動)

道路冠水等で､

･洪水注意報

氾濫注意水位を超えた

交通に支障がある

･強風注意報

とき

と判断したとき

･注意報が

手取川鶴来(1.4m)

警報に切替る

高橋川殿田橋(0.9m)

恐れがあるとき

安原川安原大橋(2.2m)

体
制

２

(環境安全課)

関係部次長､参事及び関係課長

住民周知広報準備又は必要に応じて､住民周知公報に当たる。(環境安全課)
警
戒

本部の指示により､緊急対策､応急復旧等を実施する。

総務部長､土木部長､上下水道課長､建設課登庁

市長､副市長､教育長

配
備

土のうを積む必要がある河川については､第２次担当班長を水防現場担当として現場

第２次担当班員登庁(２個班体制)

総務課､税務課､環境安全課､土木部各課職員

を指揮する。

要配慮者担当登庁(福祉総務課､介護長寿課､

要配慮者避難所担当(教育文化部各課)

体
制

水防現場担当班長は､緊急対策･被害状況等を逐次本部に報告する。

子育て支援課)

被害発生の場合､総務部長の指示により､関係各部長に被害状況を報告し､対策状況

企画振興部長､健康福祉部長､教育文化部長､

等を把握する。(環境安全課長)

関係部次長､参事及び関係課長登庁

３

水防団(消防団)の出動要請をし､警察(交通規制)､消防(被害復旧作業)の協力を依頼
する。(環境安全課)
要配慮者利用施設の避難準備連絡に当たる。(要配慮者担当)
※水位状況､気象情報等を考慮し､避難準備の解除を連絡する。

･大雨注意報

水防警報(出動)

道路冠水等で､

災害対策本部等の設置に備える。(災害対策本部等設置検討会議」を開催する。)

市長､副市長､教育長登庁

その他避難所担当(教育文化部各課)

･洪水注意報

避難判断水位を超える

交通に支障がある

被害状況収集の調査に備える。(総務課､税務課､環境安全課)

総務課､税務課､環境安全課､土木部各課職員

市民協働課

･強風注意報

恐れがあるとき

と判断したとき

要配慮者利用施設の避難開始連絡に備える。(要配慮者担当)

登庁

要配慮者避難所の開設及び運営に当たる。(要配慮者避難所担当)

要配慮者避難所担当登庁(教育文化部各課)

･注意報が

手取川鶴来(2.3m)

警報に切替る

高橋川殿田橋(1.0m)

恐れがあるとき

安原川安原大橋(2.5m)

４

・大雨警報

水防警報(出動)

道路冠水等で､

災害対策本部等の設置をする。

その他避難所担当登庁(教育文化部各課)

・洪水警報

避難判断水位を超えた

交通に支障がある

要配慮者利用施設の避難開始連絡に当たる。(要配慮者担当)

市民協働課登庁

・暴風警報

とき

と判断したとき

はん濫河川避難対象区域の避難所の開設及び運営に当たる。(その他避難所担当)

※動員対象は､水防業務分掌による水防要員と

※水位状況､気象情報等を考慮し､避難の解除､避難場所からの避難解除を連絡

する。

する。

但し､本部長(市長)が災害の発生の規模､状況等

被害状況収集の調査に当たる。(総務課､税務課､環境安全課)

から判断して､災害応急対策に必要な一定範囲の

町内会､住民周知広報に当たる。(市民協働課)

動員対象職員を指定したときは､この限りでは

はん濫河川避難対象区域に『警戒レベル３』高齢者等は避難､

ない。

手取川鶴来(2.3m)
警戒レベル

高橋川殿田橋(1.0m)
安原川安原大橋(2.5m)

(

３

災
害
対
策
本
部
等
体
制

非
常
配
備

)

体
制

「避難準備･高齢者等避難開始」を発令する。

・大雨警報

水防警報(出動)

道路冠水等で､

災害対策本部の設置をする。

・洪水警報

河川の溢水､氾濫の恐

交通に支障がある

土木部長の指示により､緊急対策､応急復旧等を実施する。

・暴風警報

れがあるとき

と判断したとき

土のうを積む河川については､被害対策部(土木部)所属の課長及び産業振興課長を
担当とし､現場指揮本部を設置する。現場指揮者は水防現場責任者となり､現場の

氾濫危険水位を超えた

専属指揮をとる。水防現場責任者は緊急対策､被害状況等を逐次報告する。

とき
１

手取川鶴来(3.0m)

市長､副市長､教育長への報告は､総務部長が行う。
被害発生の場合､総務部長の指示により環境安全課長は､関係各部長に被害状況を

高橋川殿田橋(1.2m)

報告し､対策状況等を把握する。

安原川安原大橋(2.9m)

はん濫河川避難対象区域に､『警戒レベル４』全員避難､「避難勧告」を発令する。
野々市市地域防災計画の業務分掌に基づき実施する。

警戒レベル
４

15

・大雨警報

水防警報(出動)

道路冠水等で､

・洪水警報

危険水位(護岸高)に達

交通に支障がある

災

「避難指示(緊急)※１」を発令する。

・暴風警報

したとき

と判断したとき

害

※1 地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合等に発令

はん濫河川避難対象区域に､『警戒レベル４』全員避難､

対
策
本
部
体

２

制

･大雨特別警報

河川の溢水､氾濫

はん濫河川避難対象区域に､『警戒レベル５』災害発生情報※２を発令する。

･暴風特別警報

水害や災害が発生して

※２災害が実際に発生していることを把握した場合に､可能な範囲で発令

いるとき
警戒レベル
５

３

その他全職員登庁

その他全職員

別表２ 災害対策本部体制「総務対策部・物資(情報)対策部」業務分担表
業 務

担 当 者

業 務 内 容

総括

水防体制(総務部･企画振興部)総括
関係機関(警察､消防等)の出動要請

総括補佐

水防体制(総務部･企画振興部)総括補佐
気象情報､被害状況･対策等を逐次総括に報告
被害対策部(土木部)への報告
関係機関(警察､消防等)､県危機対策課との
連絡調整
総務部､企画振興部､健康福祉部､教育文化部､
との連絡調整
総務､物資対策部各班との連絡調整､資材の
把握
市民からの電話対応
電話等による被害情報を関係情報集約班に
逐次報告

関係情報集約班

一般情報収集班

気象情報等の受信及び伝達
市民への広報活動

情報班

２人以上で班を編成し､市内の被害状況､対策
等を把握､記録し逐次関係情報集約班に報告
する。
調査班

〈報告先〉
防災行政無線→水防本部「301 携帯局１」
携帯電話→環境安全課 直通電話「227-6051」

車両配置
車 両 名

配 置 先

無線番号及び携帯電話番号

フィルダー(環境安全) 14

水防本部車１

防災行政無線

「携帯局６」

ハイエース(環境安全) 11

水防本部車２

防災行政無線

「携帯局７」

ミライース(上 下 水) 25

調査１班

防災行政無線

「携帯局８」

フレア○○(共

用) 34

調査２班

防災行政無線

「携帯局９」

エブリィ○(共

用) 04

調査３班

携帯 税務課

バネット○(共

用) 37

広報車両

携帯 介護長寿課 090-9764-2330

キャラバン(共

用) 40

水防本部待機車１

携帯 介護長寿課 090-3885-7375

ミニキャブ(共

用) 35

水防本部待機車２

※

ｅｋワゴン(福祉総務) 16

水防本部待機車３

※

ウィッシュ(福祉総務) 09

水防本部待機車４

※

ハイゼット(共

水防本部待機車５

※

用) 38

090-8965-9116

(注)※緊急時の連絡は、個人携帯を使用する。

別表３ 災害対策本部体制「被害対策部」業務分担表
業 務

担 当 者

総括
総括補佐
関係部署連絡調整
水防現場責任者
（重点地区）
・木呂川
（本町四丁目地内）

業 務 内 容
水防体制（土木部）総括
水防体制（土木部）総括補佐
関係部署との連絡調整
木呂川水防作業現場指揮
木呂川水防作業現場補佐
現場連絡員

・その他河川等

高橋川水防作業現場指揮
高橋川水防作業現場補佐
現場連絡員
その他溢水箇所現場指揮
その他溢水箇所現場補佐
現場連絡員

現場連絡調整

現場との連絡調整

資材調達

市内業者へ水防資材等の手配
土のう等搬入先を指示

情報収集班

関係課､現場からの報告・情報等を整理し､地図等に
整理

パトロール

１班 第１方面の水防現場
２班 第２方面の水防現場
３班 第３方面の水防現場

待機者

現場状況を見ながら､必要な部署へ応援

・高橋川
（新庄一丁目地内）

※｢物資(情報)対策部｣の産業振興課職員を含む。

車両配置
車 両
ランドクルーザー
フォレスター
ミニキャブ
エブリィ
ミニキャブ
ｅｋワゴン
スクラム
ミニキャブ
ハイエーストラック
道路パトロール車
エブリィ

名
(建 設)
(上下水)
(都 市)
(共 用)
(共 用)
(共 用)
(共 用)
(共 用)
(上下水)
(建 設)
(共 用)

19
26
30
32
33
36
03
27
23
20
31

配 置 先
被害対策本部車
木呂川作業現場
高橋川作業現場
その他溢水現場
その他溢水現場
パトロール１班
パトロール２班
パトロール３班
資材調達
被害対策待機車１
被害対策待機車２

無線番号及び携帯電話番号
防災行政無線 「携帯局２」
防災行政無線 「携帯局３」
防災行政無線 「携帯局４」
防災行政無線 「携帯局５」
衛星電話 環境安全課 090-5688-3038

携帯
携帯
携帯
携帯
※
※

建設課Ａ
建設課Ｂ
上下水道課
市民協働課

090-8968-6755
090-8968-6761
080-1962-7283
090-2036-9280

(注)※緊急時の連絡は、個人携帯を使用する。

第８章 出動体制
１．勤務時間内外にかかわらず、午前８時３０分～翌日午前８時３０分までの
２４時間体制とする。
２．自主登庁並びに指示により登庁する。
（職場別連絡網による連絡を含む。
）
３．勤務時間外については、作業のできる服装にて、庁舎指定場所に参集する。
第９章 防災行政無線等の使用要領、関係機関等連絡先
１．防災行政無線（携帯局）
環境安全課保管「３０１ 携帯局１ ～ ３０９ 携帯局９」
①水防本部用「３０１ 携帯局１」
②車載用

「３０２ 携帯局２」

No.19

ランドクルーザー

建 設 課

「３０３
「３０４
「３０５
「３０６
「３０７
「３０８
「３０９

No.26
No.30
No.32
No.14
No.11
No.25
No.34

フォレスタ－
ミニキャブ
エブリィ
フィルダー
ハイエース
ミライース
フレア

上下水道課
都市計画課
共
用
環境安全課
環境安全課
上下水道課
共
用

携帯局３」
携帯局４」
携帯局５」
携帯局６」
携帯局７」
携帯局８」
携帯局９」

＜注意事項＞ランドクルーザー（建設課）
、フォレスタ－（上下水道課）
、
ミニキャブ（都市計画課）を優先的に使用する。
※防災行政無線の使用については、別添通話手順を参照のこと。
例 ランドクルーザー「携帯２から水防本部どうぞ。
」
③車載用（消防団） 「５０１
「５０２
「５０３
「５０４
「５０５
「５０６
「５０７
「５０８
「５０９
④ 野々市消防署

車載局１」
車載局２」
車載局３」
車載局４」
車載局５」
車載局６」
車載局７」
車載局８」
車載局９」

第１分団ポンプ車
第１分団積 載 車
第２分団ポンプ車
第２分団積 載 車
第３分団ポンプ車
第３分団積 載 車
第４分団ポンプ車
第４分団積 載 車
第５分団積 載 車

「３１０ 携帯局１０」

２．防災用携帯電話
①環境安全課保管○○０９０－５６８８－３０３８（衛 星 電 話）
②建設課保管○○○○０９０－８９６８－６７５５（建 設 課 Ａ）

②建設課保管○○○○０９０－８９６８－６７６１（建 設 課 Ｂ）
③その他保管○○○○０８０－１９６２－７２８３（上 下 水 道 課）
○○○○○○○○○○０９０－２０３６－９２８０（市 民 協 働 課）
○○○○○○○○○○０９０－８９６５－９１１６（税
務
課）
○○○○○○○○○○０９０－９７６４－２３３０（介 護 長 寿 課）
○○○○○○○○○○０９０－３８８５－７３７５（介 護 長 寿 課）

【関係機関連絡先】
金沢河川国道事務所加賀国道維持出張所
石川県危機対策課
石川県県央土木事務所（高橋・安原）
石川土木総合事務所（高橋・木呂・安原）
白山警察署
白山警察署野々市交番
白山警察署野々市南交番
白山警察署野々市北交番
野々市消防署
野々市市消防団長
（新座）
野々市市消防団副団長（中野）
野々市市消防団副団長（山口）
野々市市消防団副団長（石浦）
野々市市消防団第１分団
野々市市消防団第２分団
野々市市消防団第３分団
野々市市消防団第４分団
手取川七ケ用水土地改良区
係長 大多 佑典
野々市市土地改良区
北陸電力㈱石川支店

【災害応急対策活動協定先】
野々市市建設業協同組合(応急土木活動)
理 事 長 西村 一正 ㈱清水建築

２７６－０７９７（Fax２７６－０７９９）
２２５－１４８２（Fax２２５－１４８４）
２４１－８２０１（Fax２４４－０９１５）
２７２－１１８８（Fax２７２－１８７９）
２１６－０１１０
２４８－００５９
２９４－１５００
２４８－０１２５
２４８－９１１９（内線５００３）
班長用に記載
班長用に記載
班長用に記載
班長用に記載
２４８－０５５８
２４６－１４２２
２４８－１５５３
２４６－１４２３
２７６－１１６６
班長用に記載
２４８－０３７６
（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ０１２０－１６７－５４０）

Tel２４８－０５３４

野々市市管工事協同組合(上下水道・ガスの応急土木活動)
理 事 長 新保 良介 みなみ設備工業㈱ Tel２４８－３７３０

【土のう手配先】
会社名

所在地

土のう置き場

連絡先

夜 間 連 絡 先

㈱河合組

押野４丁目

下林２丁目

248-2160

淡原 昭彦

班長用に記載

升方工務店㈱

三納２丁目

下林４丁目

248-2274

升方 良洋

班長用に記載

㈱拓土建設

清金１丁目

清金２丁目

248-5434

下田 昌佳

班長用に記載

㈱野々市工建

本町５丁目

白山市三浦町

246-2356

衣谷 利雄

班長用に記載

道路除雪実施計画書
１ 目 的
市が管理する道路について、機械除雪を主体として実施し、冬期間における道路交通を確保するこ
とにより、住民生活の安定と産業経済の振興に資することを目的とする。

２ 組 織
（１）道路の除雪を実施するため、除雪対策本部を設置する。
（２）除雪対策本部の組織は、次のとおりとする。

＜ 除 雪 対 策 本 部 ＞（野々市市役所内）
本 部 長
（市 長）
副本部長
（副市長）

交通対策部長

交通対策部指揮担当

（総務部長）

（環境安全課長）

除雪対策部長

除雪対策部指揮担当

（土木部長）

（建設課長）

○ 交 通 対 策 部 ･･････ 気象情報及び交通状況を把握し、除雪対策部と調整を行う
（環境安全課職員）

（情報収集係・交通対策係）

○ 除 雪 対 策 部 ･･････ 交通対策部との連携により、除雪作業班への指示・管理を行う
（土木部職員・補填職員） （連絡調整係・作業指導係）
（３）本部長は、本部を統括し、各部を指揮監督する。
（４）副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務
を代理する。
（５）各部長は、本部長の命を受け、各担当・係を指揮監督し、市内道路の交通対策及び除雪対策を
実施する。
（６）除雪対策本部の設置期間は、１２月１日から翌年３月３１日迄とする。
但し、本部長は気象状況等により必要と認めるとき、この期間を変更することができる。
（７）本部長は、除雪体制を警戒体制に移行させた際、
「除雪対策本部」を「雪害対策本部」に切り
替えることができる。

３ 除雪体制
除雪体制は、次のとおりとする。
除雪体制
平常体制

除雪体制の基準

作業内容

気象情報により一昼夜の降雪量が１０㎝を超 ・気象情報の収集
えるおそれがあるとき。

・高速除雪車による除雪
・注意体制への移行準備

注意体制

準警戒体制

次の注意報が本市に発表されたとき。

・積雪・除雪状況のパトロール実施

・大雪注意報

・着雪注意報

・高速除雪車による除雪の強化

・風雪注意報

・融雪注意報

・準警戒体制への移行準備

・着氷注意報

・低温注意報

大雪警報が発表され、降雪の状況から本部長が ・国、県、近隣市との情報連絡の強化
準警戒体制に移行を決定したとき。

・低速除雪車・高速除雪車による除雪
・警戒体制への移行準備

警戒体制

降雪が警戒積雪深に達するおそれがあり、降雪 ・低速除雪車・高速除雪車による除雪の強化
状況その他を勘案し、除雪作業を強化する必要 ・借上除雪車の増強配備
があると判断し、本部長が警戒体制に移行を決 ・人家連担区域等の排雪作業の準備・開始

緊急体制

定したとき。

・臨時雪捨場の確保

【雪害対策本部の設置】

・緊急体制への移行準備

大雪特別警報が発表され、降雪が警戒積雪深を ・必要に応じ国、県への応援要請の検討・実施
超え、主要道路における降雪状況その他を勘案 ・低速除雪車・高速除雪車による除雪の強化
し、緊急事態に陥るおそれがあると判断し、本 ・借上除雪車の増強配備
部長が緊急体制への移行を決定したとき。

・人家連担区域等の排雪作業の強化
・臨時雪捨場への排雪作業の開始

（注）警戒積雪深は（野々市市内）６０ｃｍ
※ 雪害対策本部が設置された場合、県より情報連絡員が派遣される

４ 除雪路線
除雪路線は、車両交通量・物資の輸送・住民生活の安定・その他交通確保の重要度を勘案し、次の
区分とする。
（１）除雪重点路線： 主要な幹線道路（２路線）
常時２車線以上の幅員を確保する。
（２）第１次路線 ： 主要な幹線道路及び公共施設周辺
２車線以上の幅員確保を基本とし、常時交通を確保する。
（３）第２次路線 ： 主要な幹線道路へ接続する補助幹線道路
２車線の幅員確保を基本とし、状況によっては１．５車線又は１車線の幅員で待避所を設ける。
（４）歩道除雪路線： 主要な幹線道路及び主要な通学路の歩道
歩行スペースを確保する。
（５）雪害対策時 ： その他の市道
１車線の幅員確保で必要な待避所を設ける。

５ 除雪作業
除排雪作業は、除雪対策部の指示により除雪作業班が次のとおり実施する。
（１）除雪工は、道路上の積雪を除雪機械で次により行うものとする。
（イ）新雪除雪 ･･･ 新雪を路側等へ除去し、早急な道路交通を確保する。
（ロ）路面整正 ･･･ 圧雪による交通渋滞を防ぎ安全走行を確保するため、日中の気温
上昇時に整正除去する。
（ハ）拡幅除雪 ･･･ 幅員の確保と更なる降雪に備え、雪堤等を除去する。
（２）運搬排雪工は、拡幅除雪が困難な人家連担部及び交差点並びに橋梁の出入口等で、交通可
能な幅員確保が困難な箇所について、次の事項に留意し実施する。
（イ）沿線住民及び一般通行車両（人）に対する広報及び協力の要請
（ロ）所轄警察署への交通整理の依頼
（ハ）排雪用運搬機械の機種及び台数の適切な配置
（３）凍結防止剤散布工は、路面が凍結する恐れがある箇所に、凍結防止材を散布し、事故防止
に努める。

６ 除雪機械の確保
除排雪作業における機械は、別表「除雪稼働重機一覧表」のとおりとする。

７ 情報の収集と連絡
気象台、民間気象業者、雪量観測所等の気象情報やパトロールにより積雪状況を把握し、除雪作業
に必要な情報を収集するとともに、国、県、隣接市との連絡を密にして常に交通状況を迅速確実に把
握するよう努める。

８ 関係機関との協力体制
（１）道路管理者間の情報連絡体制
国道管理者、県道管理者、市道管理者（近隣含む。
）の相互間において、交差点の処理や行政
区域界の対応について、十分協議を行い、交通処理が円滑に行われるよう情報連絡体制を整え
る。
（２）警察との協力体制
地区の警察とは除雪計画全般に亘り協議し、除雪の実施にあたっては十分な連絡を取り、路上
放置物件の取締、除雪作業に係る交通規制、情報収集等の協力を求める。
（３）消防署及び消防団との協力体制
火災時に備え、防火用水及び消火栓等の確保について協力を求める。
（４）各町内会との協力体制
各町内会長には除排雪作業を円滑に行うため次の事項について、市民への指導、協力をお願い
する。また、町内会への広報活動を通じ、住民自らが除雪を行うことの意識の向上を図る。
（イ）路上駐車の禁止について
（ロ）消火栓周辺の除雪励行について
（ハ）路上、用水への雪捨禁止について
（ニ）市除雪路線以外の生活道路の町内会での除雪について

９ 市民への情報提供
状況に応じ、市ホームページ、ほっとＨＯＴメール、町内会長ＦＡＸ等を活用し、気象・道路除雪
状況の情報提供を行う。

10 雪みちネットワーク路線の拡充と優先的確保
大雪時には、国、県、隣接市、警察と連携し、雪みちネットワーク路線について迅速かつ優先的に
除雪を行い、幹線道路及びその代替道路、救急告示病院や消防署へのアクセス道路を最優先に確保す
る。

11 野々市市除雪対策本部における連絡系統図

除雪路線
＜国土交通省が除雪する路線＞
○国土交通省 金沢河川国道事務所 加賀国道維持出張所
国が管理する（国道）２路線の除雪を行う。

＜石川県が除雪する路線＞
○石川県 石川土木総合事務所
県が管理する（県道）１３路線の除雪を行う。

＜野々市市が除雪する路線＞
○除雪重点路線 （白山警察署・白山野々市広域消防本部から市内へのアクセスする道路）
除雪路線計画図のとおり
除雪重点路線延長

Ｌ＝

２．８ｋｍ

○第１次路線 （消融雪装置設置路線を含む、主要な幹線道路及び公共施設周辺の道路）
除雪路線計画図のとおり
第 1 次路線延長

Ｌ ＝ ６４．９ｋｍ
（消融雪装置設置路線 Ｌ ＝ ３６．４ｋｍ含む）

※ 第１次路線機械除雪延長

Ｌ ＝ 64.9ｋｍ － 36.4ｋｍ＝ ２８．５ｋｍ

○第２次路線 （第１次路線へ接続する補助的な幹線道路）
除雪路線計画図のとおり
第２次路線延長

Ｌ ＝ ５８．１ｋｍ

○歩道除雪路線 （消融雪装置設置路線を含む、主要な幹線道路及び通学路の歩道）
除雪歩道路線計画図のとおり
歩道除雪延長

Ｌ ＝ ４５．５ｋｍ
（消融雪装置設置路線 Ｌ ＝

※歩道除雪路線機械除雪延長

３．７ｋｍ含む）

Ｌ ＝ 45.5ｋｍ － 3.7ｋｍ＝ ４１．８ｋｍ

○雪害対策時
第１次路線・第２次路線以外の市道 （設定された除雪路線以外の道路）

カ 石川中央都市圏構成市町とNPO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク
災害時における避難所用簡易間仕切り等の供給に関する協定書
石川中央都市圏を構成する金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡町及び内灘町（以下
「甲」という。）と特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（以下「乙」
という。）は、災害時における避難所用簡易間仕切りシステム及びハニカム製簡易ベッド（以下
「間仕切り等」という。）の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、甲の区域内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害
時」という。）に、迅速に感染症対策やプライバシー保護に対応した避難所運営を行うため、
乙の協力に関し、必要な事項を定める。
（間仕切り等の調達要請）
第２条 甲は、災害時に避難所等への間仕切り等の調達が必要なとき又は必要であると想定され
るときは、乙に対して品名、数量、納入日時、納入場所その他必要事項を指示した上で間仕切
り等の供給を要請することができる。
２ 前項に規定する要請は、文書（第１号様式）により行うものとする。ただし、時間的な余裕
がないとき等は、電話等で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
（協力内容）
第３条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲で協力するものとする。
（間仕切り等の運搬）
第４条 間仕切り等の納入場所までの運搬は、乙又は乙が委託した者が行うものとする。ただし、
乙又は乙が委託した者が当該運搬を行うことができない場合は、第２条の規定により要請した
甲が指定する者が当該運搬を行うものとする。
（費用負担）
第５条 要請した甲は、乙の間仕切り等の供給等に要した費用を負担するものとする。
２ 前項に規定する費用は、次の各号に掲げる費用とし、その取扱いは当該各号に定めるとおり
とする。
（１） 間仕切り等の費用は、災害発生直前における販売価格を基準として、要請した甲と乙が
協議して決定する。
（２） 乙又は乙が委託した者が行った物資の運搬に係る費用の内容及び額は、要請した甲と乙
が協議して決定する。
（代金の支払）
第６条 要請した甲は、乙から間仕切り等の費用及び運搬に係る費用の請求があった時は、その
内容を確認の上、速やかに乙に支払うものとする。
（連絡体制）
第７条 甲及び乙は、相互の連絡、情報提供等を円滑に行うため、事前に連絡責任者を定め、そ
の氏名及び緊急連絡先を相手方に通知するものとする。なお、連絡責任者を変更したときも同
様とする。

－ 10-125 －

（有効期間）
第８条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が、文書をもって協定の
解除を通知しない限りその効力を持続するものとする。
（協議）
第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定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。

この協定の締結を証するため、本協定書を７通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保管する。

令和３年２月２日
甲 金沢市

金沢市長

白山市

白山市長

かほく市

かほく市長

野々市市

野々市市長

津幡町

津幡町長

内灘町

内灘町長

乙 特定非営利活動法人
ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク

代表理事

－ 10-126 －

災害時における協定書
（１）通信設備の優先利用等に関する協定
ア 石川県警察本部と野々市市
災害対策基本法に基づく通信設備の優先利用等に関する協定について
災害対策基本法 (昭和 36 年法律第 223 号) 第 57 条に規定する通信設備の利用等に関し
て、野々市町長と石川県警察本部長は、同法施行令第 22 条の規定に基づく協議の結果を次
のとおり協定する。尚、同法第 79 条の規定に基づく通信設備の優先利用に関する事務の取
扱いについても、本協定を準用する。
昭和 38 年 10 月 15 日
石 川 県 野 々 市 町 長
石 川 県 警 察 本 部 長
災害対策基本法施行令第 22 条に基づく協定
第１条 野々市町長が災害対策基本法(以下｢法｣という。)第 57 条の規定に基づき警察が専
用する公衆電気通信設備を優先的に利用し、又は警察の有線電気通信設備若しくは無線
設備を使用 (以下 ｢警察通信設備の使用等｣ という。)する場合は、本協定の定めるとこ
ろによるものとする。
第２条 野々市町長が法第 57 条の規定に基づき使用することのできる警察通信設備は、警
察有線電話及び警察無線電話とする。
第３条 野々市町長が法第 57 条の規定に基づき警察通信設備を使用する場合は、
原則とし
て、当該町の地域を管轄する警察機関の通信統制官等に対して、次の事項を申し出て、
承認を受けるものとする。
１ 使用等をしようとする警察通信設備
２ 使用等をしようとする理由
３ 通信内容
４ 発信者及び受信者
第４条 通信統制官等は、当該申込の内容が法第 57 条の規定に適合し、警察通信で到達可
能と認めるときは、その使用を承認するものとする。この場合において、受け付けた通
信の取扱い順位の決定は通信統制官等が当該通信の緊急性・通話の内容・受付け順位等
を考慮して決定するものとする。
第５条 野々市町長は、法第 56 条の規定に基づく伝達、通知又は警告を行う場合の対象者
及び当該対象者に対する平常時における連絡方法等、警察通信設備の使用等に関する参
考事項を、あらかじめ当該町の地域を管轄する警察機関の通信統制官等に連絡しておく
ものとする。
第６条 本協議に基づく警察通信設備の使用等に関しては、原則として、警察通信設備の
新設若しくは増設又は通信機器の貸与は行わないものとする。
附 則
この協定は、昭和 38 年 10 月 15 日から施行する。

（２）災害応援に関する協定
ア

白山市と野々市市
白山市・野々市市消防相互応援協定書

白山市と野々市市は、消防相互応援協定の趣旨を尊重し、消防組織法（昭和 22 年法律第
226 号）第 21 条の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。
第１条 白山市（以下「甲」という。）と野々市市（以下「乙」という。）との消防相互応
援については、この協定の定めるところによる。
第２条 甲又は乙は、別表に定める地域内に火災が発生したことを知ったときは、それぞ
れの分団消防隊（消防団員により編成した消防隊をいう。
）をもって応援し、消防活動を
行うものとする。
第３条 前条の規定による応援を行う分団消防隊の指揮は、消防長又は要請側の管轄する
区域の消防署長若しくは消防団長が応援側の分団消防隊の長を通じて行うものとする。
第４条 水害その他の災害に際しては、甲又は乙から災害の応援要請のあった場合は、応
援を行う甲又は乙の判断により応援するものとする。
第５条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、決
定するものとする。
第６条 この協定は、締結の日から施行する。なお、平成 26 年７月１日締結した「白山市・
野々市市消防相互応援協定書」については、廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自
その１通を保有する。
平成 27 年 12 月１日

（甲）白山市長

山 田 憲 昭

（乙）野々市市長

粟

貴 章

別表（第２条関係）
甲の派遣する
野々市市内全域
地

域

乙の派遣する
地

域

三宮町、白山町、中島町、八幡町、鶴来朝日町、鶴来今町、
鶴来後山、鶴来大国町、鶴来上東町、鶴来下東町、鶴来新町、
鶴来清沢町、鶴来知守町、鶴来千原、鶴来日詰町、鶴来日吉町、
鶴来古町、鶴来本町一～四丁目、鶴来水戸町、
鶴来水戸町二～四丁目、明島町、小柳町、月橋町、日御子町、
明光一～四丁目、森島町、荒屋町、坂尻町、曽谷町、知気寺町、
道法寺町、富光寺町、熱野町、部入道町、行町、安養寺町、安養寺、
井口町、大竹町、鶴来桑島町、七原町、柴木二丁目、柴木町、
中ノ郷町、日向町、深瀬新町、明法島町、河内町板尾、河内町内尾、
河内町奥池、河内町きりの里、河内町金間、河内町口直海、
河内町久保、河内町江津、河内町下折、河内町中直海、河内町吹上、
河内町福岡、河内町ふじが丘、河内町吉岡、市原、木滑、木滑新、
佐良、瀬波、中宮、吉野、相滝町、阿手町、数瀬町、釜清水町、
上野町、上吉谷町、河合町、河原山町、五十谷町、下野町、
下吉谷町、杉森町、瀬木野町、出合町、西佐良町、野地町、左礫町、
広瀬町、仏師ケ野町、別宮町、別宮出町、神子清水町、三坂町、
三ツ瀬町、三ツ屋野町、柳原町、若原町、渡津町、尾添、女原、
釜谷、五味島、瀬戸、鴇ケ谷、荒谷、東二口、深瀬、桑島、下田原、
白峰、宮永町、宮永市町、福増町、宮永新町、中新保町、八田中町、
八田町、倉部町、一塚町、あさひ荘苑一～四丁目、旭丘一～四丁目、
三浦町、幸明町、橋爪新町、福正寺町、橋爪町、長竹町、乾町、
中奥町、徳丸町、五歩市町、青葉台一～二丁目、三幸町、美里町、
横江町、番匠町、専福寺町、田中町、茶屋一～二丁目、安田町、
中町、鍛治町、博労一～三丁目、馬場一～二丁目、横町、西新町、
辰巳町、末広一～二丁目、石同新町、若宮一～三丁目、八日市町、
四日市町、石同町、布市一～二丁目、東一番町、東二番町、
東三番町、八ツ矢町、八ツ矢新町、新田町、殿町、古城町、東新町、
旭町、相木町、相木一～三丁目、倉光一～十丁目、倉光西二丁目、
村井町、宮丸町、米永町、村井東一～二丁目、成町、
中成一～二丁目、新成一～四丁目、北成町、北安田町、
北安田西一～二丁目、平木町、竹松町、蕪城一～五丁目、徳光町、
相川町、相川新町、村井新町、千代野東一～六丁目、
千代野西一～八丁目、千代野南一～二丁目

イ

金沢市と野々市市相互応援
金沢市・野々市市消防相互応援協定

第１条 金沢市（以下「甲」という。）と野々市市（以下「乙」という。
）との消防の相互
応援については、この協定の定めるところによる。
第２条 甲又は乙は、別表に定める地域内に火災が発生したことを知ったときは、それぞ
れの分団消防隊（消防団員により編成した消防隊をいう。
）１隊又は２隊をもって応援し
消防活動を行うものとする。
第３条 乙は、前条の応援に関し、白山野々市広域事務組合の管理者とあらかじめ十分協
議しておくものとする。
第４条 第２条の規定に基づき応援した分団消防隊は、受援側の指揮を受け、行動するも
のとする。
第５条 第２条の規定に基づき応援に要した経費は、次に定めるところにより負担するも
のとする。
（１）次の経費は応援側の負担とする。
ア 燃料（次号ウに掲げる燃料を除く。）
、機械器具の小破損の修理及び被服等の補修
イ 消防団員の手当等
（２）次の経費は受援側の負担とする。
ア 建物及び施設並びに機械器具の重大な破損の修理費
イ 消防団員の公務災害補償、弔慰のための経費及び第三者に与えた損害の賠償その
他の経費
ウ 消費した消火薬剤及び応援が長時間にわたった場合における現地での補給燃料並
びに消防団の給食のための経費
第６条 この協定の有効期間は、平成 23 年 11 月 11 日から平成 24 年 11 月 10 日までとす
る。
２ 前項の期間満了の１箇月前までに、甲及び乙のいずれかの側からもこの協定の改定の
意志表示がないときは、さらに１年間有効期間を延長するものとし、それ以後も同様と
する。
第７条 この協定の有効期間中であっても、甲、乙双方が協議のうえこの協定を改定する
ことができる。
第８条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙双方が誠意
をもって協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙双方が記名押印のうえ各１通を
保有する。
附 則
この協定の発効に伴い、既に協定済みの金沢市・野々市町消防相互応援協定（昭和 57
年 10 月１日締結）は、廃止する。
平成 23 年 11 月 11 日
金 沢 市

長

野 々 市 市 長

別表
第２条の規定による派遣地域
本町１丁目、本町２丁目、本町３丁目、本町４丁目、本町５丁目、 本
町６丁目、若松町、横宮町、高橋町、扇が丘、住吉町、菅原町、
白山町、中林１丁目、中林２丁目、中林３丁目、中林４丁目、中
林５丁目、上林１丁目、上林２丁目、上林３丁目、上林４丁目、上林
５丁目、新庄１丁目、新庄２丁目、新庄３丁目、新庄４丁目、新庄５
丁目、新庄６丁目、粟田１丁目、粟田２丁目、粟田３丁目、粟田４丁
甲の派遣する
地

域

目、粟田５丁目、粟田６丁目、矢作１丁目、矢作２丁目、矢作３丁目、
矢作４丁目、三納１丁目、三納２丁目、三納３丁目、藤平、藤平田１
丁目、藤平田２丁目、下林１丁目、下林２丁目、下林３丁目、下林４
丁目、位川、太平寺１丁目、太平寺２丁目、太平寺３丁目、太平寺４
丁目、清金１丁目、清金２丁目、清金３丁目、末松１丁目、末松２丁
目、末松３丁目、押野１丁目、押野２丁目、押野３丁目、押野４丁目、
押野５丁目、押野６丁目、押野７丁目、押越１丁目、押越２丁目、野
代１丁目、野代２丁目、野代３丁目、御経塚１丁目、御経塚２丁目、
御経塚３丁目、御経塚４丁目、御経塚５丁目

久安１丁目、久安２丁目、三馬１丁目、三馬２丁目、三馬３丁目、
横川１丁目、横川２丁目、横川３丁目、横川４丁目、横川５丁目、
横川６丁目、横川７丁目、米泉１丁目、米泉２丁目、米泉３丁目、
三十苅町、額新町１丁目、額新町２丁目、四十万町、四十万３丁目、
乙の派遣する
地

域

四十万４丁目、四十万５丁目、四十万６丁目、しじま台１丁目、しじ
ま台２丁目、馬替１丁目、馬替２丁目、馬替３丁目、大額町、大額１
丁目、額谷町、額谷１丁目、額谷２丁目、額谷３丁目、額新保１丁目、
額新保２丁目、額新保３丁目、額乙丸町、押野１丁目、押野２丁目、
押野３丁目、新保本１丁目、新保本２丁目、新保本３丁目、八日市１
丁目、八日市２丁目、八日市３丁目、森戸１丁目、森戸２丁目、八木
１丁目、八木２丁目

ウ 金沢市と野々市市相互給水
金沢市と野々市市との災害時相互給水に関する協定書
金沢市（以下「甲」という。）と野々市市（以下「乙」という。）とは、災害時におけ
る相互給水に関して、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、石川県内市災害時相互応援協定（平成２４年１月２５日締結。以下
「災害時相互応援協定」という。）に基づき、災害時における水道連絡管を用いた給水
（以下「災害時給水」という。）に関して、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「水道連絡管」とは、金沢市と野々市市との水道連絡管の設置

に関する基本協定書（平成２５年６月１２日締結）第３条に定める水道連絡管をいう。
（災害時給水の可能範囲）
第３条 甲及び乙は、その給水区域内における給水に支障のない範囲において、相互に災
害時給水をすることができる。
（災害時給水の開始）
第４条

甲及び乙は、災害時給水を受けようとするときは、災害時相互応援協定第２条に

基づく応援要請を行うとともに、給水開始日、給水期間、給水時間、水圧その他必要事
項を相手方に通知するものとする。
２

災害時給水を開始する際の手動弁等の操作は、甲乙双方立ち会いのもと、行うものと
する。

（異常時の措置）
第５条 甲及び乙は、災害時給水によりその給水区域内における適正な給水に支障がある
と認めたとき又はその他の異常を認めたときは、相手方に調査を依頼することができる。
２ 前項の調査に要する費用の負担方法については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
（災害時給水の制限、停止）
第６条 甲及び乙は、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情がある場合は、災
害時給水を制限し、又は停止することができる。
２ 甲及び乙は、前項の規定により災害時給水を制限し、又は停止しようとするときは、
その日時及び区域を協議のうえ定めるものとする。ただし、緊急でやむを得ない場合は、
この限りでない。

（災害時給水の給水量算定）
第７条 災害時給水に要する費用等は、甲乙協議してこれを定める。
（その他）
第８条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協
議のうえ、定めるものとする。
この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自１通を保有
するものとする。
平成２５年１０月 ３日
甲 金沢市
代 表 者
金沢市広坂１丁目１番１号
金沢市長

水道事業
金沢市広岡３丁目３番30号
金沢市公営企業管理者

乙 野々市市
代 表 者
野々市市三納１丁目１番地
野々市市長

水道事業
野々市市三納１丁目１番地
野々市市水道事業 野々市市長

エ

石川県、県内全市町相互
石川県消防広域応援協定書

（目的）
第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 21 条の規定により、石川
県域内（以下 ｢県内｣ ）で大規模又は特殊な災害が発生した場合における消防の広域的
な応援を行うための必要な事項を定めることを目的とする。
（協定市町村）
第２条 この協定は、県内の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合（以
下｢市町村等｣という。
）相互間において締結するものとする。
（対象とする災害）
第３条 この協定の対象とする災害は、次に掲げる災害とする。
（１）大規模な地震、風水害等の自然災害
（２）林野火災、高層建築物火災又は危険物施設火災等の大規模な火災
（３）航空機災害又は列車事故等の集団救急救助事故
（４）上記以外で応援を必要とする災害、事故等
（応援要請）
第４条 この協定に基づく応援要請は、前条各号に規定する災害が発生した市町村等の消
防長が当該市町村等の保有する消防力及び近隣市町村等との相互応援協定による消防力
によっては、災害の防御又は救助等が困難と認める場合において、第２条の規定する市
町村等の消防長に対して行うものとする。
２ 前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明確にして行うものとし、事後
速やかに応援要請書を提出するものとする。
（１）災害の発生日時、場所及び状況
（２）必要とする人員、車両及び資機材等
（３）集結場所及び連絡担当者
（４）その他必要事項
（応援部隊の派遣）
第５条 市町村等の消防長は、前条の規定により応援要請を受けたときは、業務に重大な
支障がない限り行うものとする。
２ 市町村等の消防長は、前条の応援要請に対する諾否について速やかに要請市町村等の
消防長に通報する。
（応援部隊の指揮）
第６条 要請市町村等における応援部隊の指揮は、要請市町村等の消防長が応援部隊の長
に対して行うものとする。
（応援の中断等）
第７条 応援市町村等において応援部隊の派遣を中止しなければならない特別の事態が生
じた場合は、応援を中断することができるものとする。
２ 災害区域にある市町村において、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基づく
災害対策本部が設置された場合は、この協定に基づく応援は終了するものとする。
（知事への通報）
第８条 災害及び応援の状況については、速やかに石川県知事（以下｢知事｣という。
）に通
報するものとする。
（知事の補完）

第９条 この協定による目的が達せられないおそれのある場合において、知事はこれを補
完するため、必要な指示を行うことができるものとする。
（経費の負担）
第 10 条 応援に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除く
ほか概ね次の区分によるものとする。
（１）応援市町村等の負担

機械器具の小破損の修理費用、燃料費用並びに消防職員の
出動手当及び死傷による補償

（２）要請市町村等の負担

（１）に掲げるもの以外のもの

２ 経費負担について疑義を生じた事項については、その都度双方協議の上決定するもの
とする。
（情報提供等）
第 11 条 市町村等の消防長は、
この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防情報
等を相互に通知するものとする。
（実施細目）
第 12 条 この協定の実施について必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定めるもの
とする。
（疑義の協議）
第 13 条 この協定に規定していない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議
の上、決定するものとする。
附 則
１ この協定は、平成３年８月１日から施行する。
２ この協定の成立を証明するため、本書 48 通を作成し、記名押印の上、各１通を補完す
る。
石 川 県 知 事
金 沢 市 長
七 尾 市 長
小 松 市 長
輪 島 市 長
珠 洲 市 長
加 賀 市 長
羽 咋 市 長
松 任 市 長
山 中 町 長
根 上 町 長
寺 井 町 長
辰 口 町 長
川 北 町 長
美川町長職務代理者
鶴 来 町 長
野 々 市 町 長
河 内 村 長
吉 野 谷 村 長
鳥 越 村 長

尾 口 村 長
白 峰 村 長
津 幡 町 長
高 松 町 長
七 塚 町 長
宇 ノ 気 町 長
内 灘 町 長
富 来 町 長
志 雄 町 長
志 賀 町 長
押 水 町 長
田 鶴 浜 町 長
鳥 屋 町 長
中 島 町 長
鹿 島 町 長
能 登 島 町 長
鹿 西 町 長
穴 水 町 長
門 前 町 長
能 都 町 長
柳 田 村 長
内 浦 町 長
能美郡広域事務組合長
奥能登広域圏事務組合長
七尾鹿島広域圏事務組合長
河北広域消防事務組合長
松任石川広域事務組合長
羽咋郡市広域圏事務組合理事会
石川県消防広域応援基本計画は省略する。

オ

白山市、野々市市及び川北町
白山市・野々市市・川北町災害時相互応援協定書

白山市、野々市市及び川北町（以下「市町」という。
）は、いずれかの市町において地震
等の大規模な災害が発生した場合、市町相互間の友愛精神に基づき、相互に救援協力し、
被災市町の応急対策及び復旧活動を円滑に遂行するため、相互の応援体制について、次の
とおり協定を締結する。
（応援の種類及びその手段）
第１条 応援の種類は次のとおりとし、職員等の派遣及び資機材の提供を含むものとする。
（１）住民の生命と財産を守るための救出救助、消火、医療救護、防疫等の応急活動
（２）食糧、飲料水、生活必需物資その他の生活物資の供給活動
（３）清掃活動
（４）水道、下水道等の応急復旧活動
（５）被災児童生徒の受入れ
（６）被災者に対する住宅の提供
（７）ボランティアのあっせん
（８）その他特に必要と認める災害応急対策及び災害復旧活動
（応援要請と応援活動の実施）
第２条

応援を要請しようとする被災市町は、当該被災市町以外の市町に対して、応援要

請の内容を明らかにして口頭又は文書により応援を要請し、応援を要請された市町は全
面的に応援活動を実施するものとする。
２

前項の規定により口頭で応援を要請した場合は、当該応援を要請した市町に対し、後
日速やかに応援要請書を送付するものとする。
（緊急応援活動の実施）

第３条

前条の規定にかかわらず、いずれかの市町において地震等の大規模な災害が発生

し、通信の途絶等により被災市町との連絡が取れない場合には、当該被災市町以外の市
町は相互に連絡調整するとともに、自主的判断により緊急応援活動を実施するものとす
る。
（経費の負担）
第４条

応援に要した経費は、原則として被災市町の負担とする。ただし、これによりが

たい場合は、市町が協議して定めるものとする。
（連絡担当部局）
第５条

協定市町は、あらかじめ相互に応援協力するための連絡部局をさだめ、地震等の

大規模な災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するものとする。
（協議）
第６条

この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、市町が協議

して定めるものとする。
（雑則）
第７条 この協定は、締結の日から施行する。なお、平成 17 年 10 月１日締結した「白山

市・野々市町・川北町災害時相互応援協定書」については、廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書を３通作成し、各市町は記名押印の上、
各自その１通を保有する。
平成 26 年７月１日

白山市長

作 野 広

昭

野々市市長

粟

貴

章

川北町長

前

哲 雄

カ

野々市市と愛知県東浦町
災害時における相互応援協定書

災害時における相互応援に関し、石川県野々市市及び愛知県知多郡東浦町との間に、次
のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条

この協定は、両市町の区域内に災害が発生した場合において、両市町が相互に応

援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
（災害の範囲）
第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２
条第１号に規定する災害並びに両市町の国民保護計画において想定する武力攻撃事態及
び緊急対処事態をいう。
（連絡担当部局）
第３条

両市町は、災害の発生に備え連絡を円滑に行うため、あらかじめ連絡担当部局を

明らかにしておくものとする。
（応援の種類）
第４条 応援の種類は、次のとおりとする。
（１）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらを供給するために必要な資機材の提供
（２）被災者等の救出、救護、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材又は物資
の提供
（３）被災者等の救出、救護、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員等の派遣
（４）応急処置を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供
（５）被災者に対する一時収容のための施設の提供及び住宅の紹介
（６）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
（応援の要請の手続）
第５条

災害が発生し応援を受けようとする市町は、次に掲げる事項を電話、ファクシミ

リ等で応援を要請し、その後速やかに別紙様式を提出するものとする。
（１）被害の種類及び状況
（２）前条第１号及び第２号に掲げるものの品名、数量等
（３）応援に要する職員等の職種別人員
（４）応援場所及び応援場所への経路
（５）応援の期間
（６）前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項
（緊急の場合の応援）
第６条 両市町は、情報収集の結果、事態が緊急を要し前条に定める応援の要請（以下「応
援要請」という。
）を待つ時間に余裕がないときは、応援要請を待たずに必要な応援を行
うことができる。
（指揮権）
第７条 応援活動に従事する職員等（以下「応援職員等」という。）は、被災地の指揮者の

指揮により行動するものとする。
（経費の負担）
第８条 応援に要した経費は、原則として応援要請をした市町の負担とする。
２

応援職員等が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務
災害補償に要する経費は、応援した市町の負担とする。

３

応援職員等が、応援活動に伴い第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援
活動の従事中において生じたものについては、応援要請をした市町が賠償の責めを負い、
応援要請をした市町への往復の途中において生じたものについては、応援した市町が賠
償の責めを負うものとする。

４

前３項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費の負担は、両市町が協議
して定めるものとする。
（情報等の交換）

第９条

両市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を相互に

交換するものとする。
（協議）
第 10 条 この協定に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、両市町
が協議して定めるものとする。
（雑則）
第 11 条 この協定は、締結の日から施行する。なお、平成 21 年 11 月 10 日
締結した「災害時における相互応援協定書」については、廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、両市町記名押印の上、各１通を
保有する。
平成 26 年７月１日

石川県野々市市
野々市市長

粟

貴 章

神

谷 明 彦

愛知県知多郡東浦町
東浦町長

キ 野々市市と京都府城陽市
災害時における相互応援協定書
石川県野々市市と京都府城陽市は、災害時における相互応援に関し、次のとおり協定する。
（趣旨）
第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第
67 条第１項及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16
年法律第 112 号。以下「国民保護法」という。）第 17 条第１項の規定に基づき、両市の
区域内に災害が発生した場合において、両市が相互に応援することに関し、必要な事項
を定めるものとする。
（災害の範囲）
第２条 この協定において「災害」とは、法第２条第１号に規定する災害並び
に国民保護法第 16 条第１項の規定に基づき定められた両市の国民保護計画
において想定する武力攻撃事態及び緊急対処事態をいう。
（連絡担当部局）
第３条 両市は、災害発生に備え連絡を円滑に取り合うため、あらかじめ連絡
担当部局を明らかにしておくものとする。
（応援の種類）
第４条 応援の種類は、次のとおりとする。
（１）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらを供給するために必要な資機材の提供
（２）被災者の救出、救護、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材又は物資の
提供
（３）被災者の救出、救護、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員等の派遣
（４）応急処置を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供
（５）被災者に対する一時収容のための施設の提供及び住宅の紹介
（６）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
（応援の要請の手続）
第５条

災害が発生し応援を受けようとする市は、次に掲げる事項を電話、ファクシミリ

等で応援要請し、その後速やかに別紙様式を提出するものとする。
（１）被害の種類及び状況
（２）前条第１号及び第２号に掲げるものの品名、数量等
（３）応援に要する職員等の職種別人員
（４）応援場所及び応援場所への経路
（５）応援の期間
（６）前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項
（緊急の場合の応援）
第６条 両市は、情報収集の結果、事態が緊急を要し前条に定める応援の要請
（以下「応援要請」という。
）を待つ時間に余裕がないときは、応援要請を待
たずに必要な応援を行うことができる。

（指揮権）
第７条 応援活動に従事する職員等（以下「応援職員等」という。）は、法第 67 条第２項
及び国民保護法第 17 条第２項の規定に基づき、応援要請をした市長等の指揮により行動
するものとする。
（経費の負担）
第８条 応援に要した経費は、原則として応援要請をした市の負担とする。
２

応援職員等が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務
災害補償に要する経費は、応援した市の負担とする。

３

応援職員等が応援活動に伴い第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援活動の従
事中において生じたものにあっては応援要請をした市が、応援要請をした市への往復の
途中において生じたものにあっては応援した市が賠償の責任を負うものとする。

４

前３項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費の負担は、両市が協議し
て定めるものとする。
（情報等の交換）

第９条

両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な情報等を相互に交換

するものとする。
（協議）
第 10 条 この協定に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、両市が協議して定
めるものとする。
（雑則）
第 11 条 この協定は、締結の日から施行する。
この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、当事者署名の上、各１通を保有す
る。
平成 28 年 10 月 26 日
石川県野々市市
野々市市長
京都府城陽市
城陽市長

ク

石川県内市と野々市市
石川県内市災害時相互応援協定

石川県内の各市（以下「協定市」という。
）は、いずれかの市域において地震等の大規模
な災害が発生し、被害を受けた市（以下「被災市」という。
）が十分な応急措置を自ら実施
できない場合において、当該被災市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に遂行される
よう、相互に応援協力することについて、次のとおり協定を締結する。
（応援の種類）
第１条

応援の種類は、次のとおりとし、職員等の派遣及び資機材の提供を含むものとす

る。
（１） 市民の生命と財産を守るための救出救助、消火、医療救護、防疫等の応急活動
（２） 食糧、飲料水、生活必需物資その他の生活物資の供給活動
（３） 清掃活動
（４） 水道、下水道等の応急復旧活動
（５） 被災児童生徒の受入れ
（６） 被災者に対する住宅の提供
（７） ボランティアのあっせん
（８） その他特に必要と認める災害応急対策及び災害復旧活動
（応援要請と応援活動の実施）
第２条 応援を要請しようとする被災市は、当該被災市以外の協定市に対して応援要請の内
容を明らかにして口頭又は文書により応援を要請し、応援を要請された協定市は全面的に
応援活動を実施するものとする。
２

前項の規定により口頭で応援を要請した場合は、当該応援を要請した協定市に対し後
日速やかに応援要請書を送付するものとする。

（緊急応援活動の実施）
第３条

前条の規定にかかわらず、いずれかの市域において地震等の大規模な災害が発生

し、通信の途絶等により被災市との連絡が取れない場合には、当該被災市以外の協定市
は相互に連絡調整するとともに、自主的判断により緊急応援活動を実施するものとする。
（経費の負担）
第４条

応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、これによりがた

い場合は、協定市が協議して定めるものとする。
（連絡担当部局）
第５条

協定市は、あらかじめ相互に応援協力するための連絡担当部局を定め、地震等の

大規模な災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するものとする。

（その他）
第６条

この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が協

議して定めるものとする。
（効力の発生）
第７条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書 11 通を作成し、協定市は記名押印のうえ、各１
通を保有する。
平成 24 年１月 25 日
金沢市

金沢市長

七尾市

七尾市長

小松市

小松市長

輪島市

輪島市長

珠洲市

珠洲市長

加賀市

加賀市長

羽咋市

羽咋市長

白山市

白山市長

かほく市 かほく市長
能美市

能美市長

野々市市 野々市市長

ケ 石川県消防防災ヘリコプター
石川県消防防災ヘリコプター支援協定
（趣旨）
第１条 この協定は、石川県内の市町及び消防事務に関する一部事務組合（以下「市町等」
という。
）が、災害による被害を最小限に防止するため、消防組織法（昭和２２年法律第
２２６号）第３０条第２項の規定に基づき、石川県が所有する消防防災ヘリコプター（以
下「ヘリコプター」という。
）の支援を求めることに関し、必要な事項を定めるものとす
る。
（協定区域）
第２条 本協定に基づき市町等がヘリコプターの支援を求めることができる区域は、当該
市町等の区域とする。
（災害の範囲）
第３条 この協定において「災害」とは、消防組織法第１条に規定する水火災又は地震等
の災害をいう。
（支援要請）
第４条 この協定に基づく支援要請は、災害が発生した市町等（以下「発災市町等」とい
う。
）
の長が、次のいずれかに該当し、ヘリコプターによる活動が必要と判断した場合に石川
県知
事（以下「知事」という。
）に対して行うものとする。
(1) 災害が隣接する市町等の区域に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(2) 発災市町等の消防力によっては、災害の防御又は災害情報の収集が著しく困難と認
められる場合
(3) その他救急搬送等緊急性があり、かつ、ヘリコプター以外に適切な手段がなく、ヘ
リコプターによる活動が最も有効な場合
（支援要請の方法）
第５条 支援要請は、石川県消防防災航空隊（以下「航空隊」という。
）に電話等により、
次の事項を明らかにして行うものとする。なお、支援要請時にすべての事項について明
らかにするいとまがない場合には、必要最小限の事項を連絡するものとし、他の事項に
ついては、判明次第速やかに航空隊に連絡するものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の日時、場所及び被害の状況
(3) 災害発生現場の気象状態
(4) 災害現場の市町側の最高指揮者の職名及び氏名並びに連絡方法
(5) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
(6) 支援に要する資機材の品目及び数量
(7) その他必要な事項
（支援要請方法の特例）

第６条 知事は、前条に掲げる支援要請がない場合でも、発災後に収集した被害規模等の
情報の内容から判断して、緊急に派遣の必要があると認められる場合であって、通信網
等の途絶等で発災市町等と前条に定める通常の手続がとれない場合については、市町長
からの要請があったものとみなして、航空隊を派遣し、支援を実施することができる。
（航空隊の派遣）
第７条 知事は、第４条の規定により支援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態
を確認のうえ、航空隊を派遣するものとする。
２ 知事は、第４条の規定による支援要請に応ずることができない場合は、その旨を速や
かに発災市町等の長に通報するものとする。
３ 前項の場合において、知事は、知事と他の都道府県知事等との間で別途締結する協定
等に基づき、他の都道府県が保有するヘリコプター等の応援による支援を実施できる場
合には、
その旨を速やかに発災市町等の長に通報し、
当該市町長の要請がある場合には、
他の都道府県知事等に対して応援を求めるものとする。
（航空隊の隊員の活動）
第８条 前条第１項の規定により支援する場合において、災害現場における航空隊の隊員
の活動は、発災市町等の消防機関との相互に密接な連携の下に行動するものとする。
（消防用無線局の管理及び運用）
第９条 石川県は、第４条に基づく支援要請の活動を行うにあたり、発災市町等との連携
を緊密にするため、ヘリコプター及び航空隊に消防用無線局を整備する。
２ 前項の無線局の管理及び運用については、別に定める石川県消防防災ヘリコプターと
消防機関との通信に係る無線局の管理及び運用に関する取扱基準によるものとする。
（経費負担）
第１０条 この協定に基づく支援に要する運航経費は、石川県が負担するものとする。
（その他）
第１１条 この協定に定めのない事項は、
石川県及び市町等が協議して定めるものとする。
（適用）
第１２条 この協定は、平成２６年４月１日から適用する。
平成９年４月１日付けで締結した石川県消防防災ヘリコプター応援協定は、平成２６年
３月３１日をもって廃止する。
この協定の締結を証するため、本書２４通を作成し、知事及び市町等の長が記名押印の
うえ、各自それぞれ１通を所持する。
石川県知事

谷本 正憲

金沢市長

山野 之義

七尾市長

不嶋 豊和

小松市長

和田 愼司

輪島市長

梶

珠洲市長

泉谷 満寿裕

加賀市長

宮本

文秋
陸

羽咋市長

山辺 芳宣

かほく市長

油野 和一郎

白山市長

作野 広昭

能美市長

酒井 悌次郎

野々市市長

粟

貴章

川北町長

前

哲雄

津幡町長

矢田 富郎

内灘町長

川口 克則

志賀町長

小泉

勝

宝達志水町長

津田

達

中能登町長

杉本 栄蔵

穴水町長

石川 宣雄

能登町長

持木 一茂

能美広域事務組合長

酒井 悌次郎

羽咋郡市広域圏事務組合長

山辺 芳宣

白山野々市広域事務組合長

作野 広昭

奥能登広域圏事務組合長

梶

文秋

コ

野々市市と株式会社えふえむ・エヌ・ワン
緊急放送に関する協定書

野々市市（以下「甲」という。
）と株式会社えふえむ・エヌ・ワン（以下「乙」という。
）
は、緊急放送システム機器の使用に関し、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条

この協定は、野々市市における災害の発生の予防又は被害の軽減のために、地域

に必要な情報を正確かつ迅速に伝え、もって市民生活の安全確保に寄与することを目的
とする。
（定義）
第２条 この協定において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）災害 地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水その他の異常な自然現象又は大規
模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度がこれらに類する原因により生ず
る被害をいう。
（２）緊急放送 災害が発生したとき又は災害が発生するおそれがあると判断
したときに、甲及び乙が別に定める緊急放送に関する協定書運用細則（以下「運用細
則」という。
）に基づいて、甲の要請により、乙の所有管理する放送設備を使用して行
う放送をいう。
（運用）
第３条 甲及び乙は、緊急放送を行うにあたっては、乙の番組編成権を尊重し、
その運用については運用細則に従うものとする。
２ 甲及び乙は、甲の防災訓練時において、緊急放送の訓練を行うことができる。
（責任）
第４条 緊急放送による社会に及ぼす影響については、甲がその責任を負うものとする。
（費用負担）
第５条 乙は、緊急放送に要する費用を原則として、甲に請求しないものとする。ただし、
災害による被害が甚大であり、緊急放送の期間が相当長期にわたる場合は、甲乙協議の
うえ、その費用負担について定めるものとする。
２

緊急放送の実施により、不能となった平常時放送の損害は、乙の責任で解決を図るも
のとする。
（有効期間）

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 27 年３月 31 日までとする。ただ
し、この協定の有効期間満了１ヶ月前までに、甲乙いずれからも協定の解除又は改定の
申し出がない場合は、１年間更新されるものとし、以後この例によるものとする。

（協議）
第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、
定めるものとする。
（雑則）
第８条

この協定は、締結の日から施行する。なお、平成９年７月２日締結した「緊急放

送に関する協定書」については、廃止する。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し甲乙記名押印のうえ、それぞ
れ１通を保有する。
平成 26 年７月１日

（甲）野々市市三納一丁目 1 番地
野々市市
野々市市長

粟

貴 章

（乙）野々市市高橋町 24 番２号
株式会社えふえむ・エヌ・ワン
代表取締役社長

亀

田 亮 彌

緊急放送に関する協定書運用細則
野々市市（以下「甲」という。）と株式会社えふえむ・エヌ・ワン（以下「乙」
という。）は、平成 26 年７月１日付けで締結した緊急放送に関する協定書に基
づき緊急放送に関する事項の具体的基準を明確にし、緊急放送を正確かつ迅速
に実施するため、この運用細則を定める。
（放送内容）
第１条 甲は、災害が発生したとき又は災害が発生するおそれがあると判断し
たときは、次の事項に関し緊急放送ができるものとする。
（１）地震情報、火災発生状況、河川氾濫状況及び気象情報
（２）避難の勧告、指示及び避難誘導
（３）市民の安否情報及び被害状況
（４）避難所開設状況
（５）道路、交通情報及び交通機関の運行状況
（６）飲料水、食料等の供給情報及びライフライン情報
（７）防疫、保健衛生、ゴミ処理及びし尿処理情報
（８）ライフライン等復旧情報
（９）その他甲が必要と認める事項
（放送形式）
第２条 緊急放送は、放送優先基準（別表第１）に基づき、甲が割り込み装置
を用いて行う直接放送及び甲の要請による放送原稿を乙の編成によって行う
放送の２形式とし、それぞれ次の手順によって行うものとする。
（１）甲の直接放送による場合（放送優先基準 A ランク）
ア 甲は、直接放送の操作マニュアル（別表第２）に従って割り込み装置
を作動させ、緊急放送を行う。
イ 甲は、直接放送を行ったときは、緊急放送要請書兼報告書（別記様式）
により、乙に報告する。
（２）乙の編成による場合（放送優先基準 B・C ランク）
ア 甲は、緊急放送要請書兼報告書により放送内容を乙に伝達する。
イ 乙は、甲から緊急放送要請書兼報告書により放送内容の送付を受けた
場合は、その内容を確認したうえ、局員により他の放送に優先して、こ
れを放送する。

（協議）
第３条 この運用細則に定めのない事項又はこの運用細則に疑義を生じたとき
は、甲乙協議して定める。
（雑則）
第４条 この運用細則は、締結の日から施行する。なお、平成９年７月２日締
結した「緊急放送に関する協定書運用細則」については、廃止する。
この運用細則の締結を証するために本書２通を作成し甲、乙記名押印のうえ、
それぞれ１通を保有するものとする。
平成 26 年７月１日

（甲）野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長
粟

貴

章

（乙）野々市市高橋町 24 番２号
株式会社えふえむ・エヌ・ワン
代表取締役社長
亀 田 亮

彌

別表第１（第２条関係）
放
優先ラン
ク

基

送

優

先

準

基

準
具

体

的

事

項

甲が最も緊急な事態と判断 １ 震度５弱以上の地震が発生した
し、通常放送を即中断して放
とき
送を必要とするもの。
２ 台風等による河川の氾濫が発生
（人命、市民の生活に特に重
又は発生する恐れがあるとき
大な影響があるもの）
３ 災害により避難勧告、指示及び
誘導が必要なとき
A

４

老人の徘徊や児童の迷子等によ
☆割り込み装置を可動させ
り人命が憂慮されるとき
る
５ 危険物、毒劇物の流出等により
人命が憂慮されるとき
６ 広域にわたる類焼が予測される
大規模な火災が発生したとき
７ その他大規模災害の初期に要す
る各種情報の提供が必要なとき
甲が緊急な事態と判断し、通 １
常放送を適宜中断して放送 ２

B

大規模な火災が発生したとき
気象情報等により、大雨、洪水、

を必要とするもの。
風雪害等が予測されるとき
（人家、農作物などに大きな ３ ガス漏れ等による災害が予測さ
被害が予想される場合）
れるとき
４ 交通事故等により道路の迂回等
が長期的に実施されるとき
☆割り込み装置を可動させ ５ A ランク以下の地震で市民生活
ない
に重大な影響が予測されるとき
６ その他災害時の各種情報の提供
が必要なとき
甲が不測な事態と判断し、通 １

C

常放送の中での放送を要請
するもの。
☆割り込み装置を可動させ
ない

不測の事態により市民に被害が
生じると判断されるとき

別表第２（第２条関係）
操

作

マ

ニ

ュ

ア

ル

この操作マニュアルを使用して、割り込み装置による緊急放送をする場合は、
野々市市はあらかじめ担当職員を指名し、野々市市とＦＭ－Ｎ１が協議した暗
証番号により割り込み放送をするものとする。
この場合において、野々市市は事前にできるかぎりＦＭ－Ｎ１の指定した責
任者に通告をするものとする。
甲による直接放送の場合（緊急電話による割り込み装置使用による放送）
本部からＦＭ－Ｎ１へ電話をかける。
↓
呼び出し音３回の後、「ただ今外出しています」のメッセージが２回流れる。
↓
メッセージを聞いてから 30 秒以内に５桁の暗証番号を押す。
なお、３回間違えると回線がきれる。
↓
暗証番号があうと
「はい、制御コードを押してください」のメッセージが２回流れる。
↓
メッセージの後 30 秒以内に３桁の制御コードを押す。
↓
「はい、１番つけました」のメッセージが返る。
↓
本部の電話口で放送できる。
緊急放送開始
↓
「００♯」を入力すると、
「はい、終了します」のメッセージが流れ、自動的
に終話する。（放送終了）
※放送は元のプログラムに戻る。

別記様式（第２条関係）
緊

NO,

急 放 送 要 請 書 兼 報 告 書

㈱えふえむ・エヌ・ワン
野 々 市 市 役 所

御中
□ 緊急放送を要請します。
□ 報告します。
（

年

月

日）

□ ㈱えふえむ・エヌ・ワン
□ 野 々 市 市 役 所
放送優先基準

優先基準 A

１

要請年月日

年

月

優先基準 B

２

日
発信時刻

電話番号

時

発信

分

FAX 番号
受信年月日

年

月

日

電話番号

受信時刻

受信

時

FAX 番号
放送年月日

放送回数
放送タイトル：
読み原稿

放送対応

年

□

月

日

回繰り返す

分

放送時刻
時 分

３

優先基準 C

□広報広聴係 担当者名
□防災安全係 担当者名
□
□即対応 □調整後対応 □放送しない
ＦＭ－Ｎ１担当者名
□

ＦＭ－Ｎ１が放送

□

市割り込み

□

放送なし

□ １回のみ

サ

野々市市と一般社団法人白山ののいち医師会
災害時の医療救護に関する協定書

野々市市（以下「甲」という。
）と一般社団法人白山ののいち医師会（以下「乙」という。）
とは、災害時の医療救護に関して、次のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、野々市市地域防災計画に基づき、甲が実施する災害時の医療救護に
関し、乙との協力に必要な事項を定めるものとする。ただし、災害救助法その他の関係
法令が適用される災害時については、当該関係法令の定めるところによる。
（救護班の派遣）
第２条 甲は、野々市市地域防災計画に基づき、医療救護を実施する必要があると認めた
場合は、乙に対し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、現地の
救護所等に派遣するものとする。
３ 乙は、緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受けるいとまのない場合は、自らの
判断で救護班を派遣することができるものとする。
４ 乙は、前項の規定により救護班を派遣したときは、速やかに甲に報告するものとする。
（災害医療救護計画）
第３条 乙は、医療救護の円滑な実施を図るため、災害医療救護計画を策定し、これを甲
に提出するものとする。
（救護班に対する指揮）
第４条 医療救護の総合調整を図るため、甲が行う乙の派遣する救護班に対する指揮は、
乙の長を通じて行う。ただし、緊急時における救護活動は、この限りでない。
（救護班の業務）
第５条 乙が派遣する救護班は、原則として甲が避難場所及び災害現場等に設置する救護
所において医療救護を行う。
２ 救護班の業務は、次のとおりとする。
（１）傷病者に対する応急処置及び医療
（２）傷病者の収容医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
（３）被災者の死亡の確認
（４）避難場所への巡回診療
（救護班員の輸送）
第６条 甲は、医療救護が円滑に実施できるよう、救護班員の輸送について、必要な措置
を執るものとする。
（医薬品等の供給）
第７条 乙が派遣する救護班が使用する医薬品等は、当該救護班が携行するもののほか、
甲が供給するものとする。
（収容医療施設の指定）
第８条 乙は、甲が傷病者の収容医療施設を指定しようとするときは、これに協力するも

のとする。
（医療費）
第９条 救護所における医療費は、無料とする。
２ 収容医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。
（防災訓練）
第 10 条 乙は、
甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加するものとする。
（費用弁償等）
第 11 条 甲は、乙が医療救護を実施した場合に要する次の費用を負担するものとする。
（１）救護班の編成及び派遣に要する経費
（２）救護班が携行した医薬品等を使用した場合の薬価基準等に定める実費
（３）救護班員が、医療救護において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助金
（４）救護所等における医療器具等の損傷に係る経費
（５）前各号に該当しない費用であって、この協定の実施のために要した経費
２ 前項に定める費用弁償の額については、甲乙協議のうえ、別に定める。
（防災訓練に係る費用弁償等）
第 12 条 甲の要請に基づき、乙が防災訓練に参加した場合の費用については、前条の規定
を準用するものとする。
（細目）
第 13 条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。
（協議）
第 14 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた場合については、甲
乙協議のうえ、決定するものとする。
（有効期間）
第 15 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 27
年３月 31 日までとする。
２ 前項の協定期間の満了する日の１カ月前までに、甲又は乙から何らかの申し出がない
場合は、協定期間満了の日の翌日から更に１年間延長され、以後同様とする。
（雑則）
第 16 条 この協定は、締結の日から施行する。なお、平成 11 年８月 26 日締結した「災害
時の医療救護に関する協定書」については、廃止する。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自１通
を保有する。
平成 26 年７月１日
（甲）野々市市
野々市市長

粟

貴 章

（乙）一般社団法人白山ののいち医師会
会

長

吉 光 康 平

災害時の医療救護に関する協定書実施細目
平成 26 年７月１日付けで野々市市（以下「甲」という。
）と一般社団法人白山ののいち
医師会（以下「乙」という。
）との間に締結した災害時の医療救護に関する協定書（以下「協
定書」という。
）第 13 条に規定する細目については、次のとおりとする。
（救護所設置の特例）
第１条 甲は、避難場所に設置する救護所のほか、必要と認めたときは、医療救護が可能
な被災地周辺の医療施設に救護所を設置する。
（医療救護の報告）
第２条 乙は、協定書第２条の規定により救護班を派遣したときは、医療救護終了後速や
かに、各救護班ごとの「医療救護報告書」
（第１号様式）、
「救護班員名簿」
（第２号様式）
及び「医療品等使用報告書」
（第３号様式）を取りまとめ、甲に報告するものとする。
（事故報告）
第３条 乙は、協定書第２条に基づく医療救護において、救護班員が負傷し、疾病にかか
り、又は死亡したときは「事故報告書」
（第４号様式）により速やかに甲に報告するもの
とする。
（物件損傷報告）
第４条 乙は、救護所において医療器具等が医療救護により損傷を受けたときは、
「物件損
傷報告書」
（第５号様式）により速やかに甲に報告するものとする。
（費用弁償等の請求）
第５条 協定書第 11 条第１項第１号、第２号、第４号及び第５号に規定する費用について
は、乙が各救護班分を取りまとめ「費用弁償等請求書」
（第６号様式）により、甲に請求
するものとする。
２ 協定書第 11 条第１項第３号に規定する扶助金については、支払いを受けようとする者
が「扶助金支給申請書」
（第７号様式）により、甲に申請するものとする。
（支払）
第６条 甲は、前条の規定により請求を受けた場合は、関係書類を確認のうえ、速やかに
支払うものとする。
（防災訓練に係る費用弁償等）
第７条 協定書第 12 条に規定する防災訓練に係る費用弁償等については、前２条の規定を
準用するものとする。
（雑則）
第８条 この実施細目は、締結の日から施行する。なお、平成 11 年８月 26 日締結した「災
害時の医療救護に関する協定書実施細目」については、廃止する。
本実施細目２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自１通を保有する。
平成 26 年７月１日

（甲）野々市市
野々市市長

粟

貴 章

（乙）一般社団法人白山ののいち医師会
会

長

吉 光 康 平

医療救護に係る費用弁償等に関する覚書
平成 26 年７月１日付けで野々市市（以下「甲」という。
）と一般社団法人白山ののいち
医師会（以下「乙」という。
）との間に締結した災害時の医療救護に関する協定書第 11 条
及び第 12 条に規定する費用弁償等の内容については、次のとおりとする。
（救護班の従事者の費用弁償）
第１条 協定書第 11 条第１項第１号に規定する救護班の従事者の派遣に対する費用弁償
は、別表に定める額とする。
（医薬品等の実費弁償）
第２条 協定書第 11 条第１項第２号に規定する医薬品等の実費弁償は、使用した医薬品等
に係る薬価基準等に定める実費とする。
（扶助金）
第３条 協定書第 11 条第１項第３号に規定する扶助金については、災害救助法施行令の基
準に準ずるものとする。
（物件損傷の実費弁償）
第４条 協定書第 11 条第１項第４号に規定する医療器具等を損傷した場合の経費は、実費
とする。
（防災訓練に係る費用弁償等）
第５条 協定書第 12 条に規定する防災訓練に係る費用弁償は、第２条及び第３条に規定す
る費用に準ずるものとする。
（医事紛争の処理）
第６条 救護班が転送した患者の診療について、この患者を診察した収容医療施設と患者
との間に医事紛争が生じた場合は、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
２ 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、甲乙協議のうえ、誠意をもって
解決のための適切な処置を執るものとする。
（未収金の処理）
第７条 乙は、収容医療施設において、災害時の医療救護に係る医療費の未収が生じたと
きは、速やかに取りまとめ、甲に通知するものとする。
２ 甲は、前項の通知を受けたときは、調査のうえ支払義務者に対し、当該請求分の支払
を督促するとともに、支払不能の事情が判明した場合は、甲乙協議のうえ、解決するも
のとする。
（雑則）
第８条 この覚書は、締結の日から施行する。なお、平成 11 年８月 26 日締結した「医療
救護に係る費用弁償等に関する覚書」については、廃止する。
この覚書の交換を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自１通
を保有する。
平成 26 年７月１日

（甲）野々市市
野々市市長

粟

貴 章

（乙）一般社団法人白山ののいち医師会
会

長

吉 光 康 平

シ

野々市市と野々市農業協同組合
災害時における食糧及び燃料の供給・確保に関する協力協定書

野々市市（以下「市」という。
）と野々市農業協同組合（以下「組合」という。
）とは、
野々市市地域防災計画に基づき、市に大規模な風水害、地震その他の災害が発生した場合
又は発生するおそれのある場合において、市民の生命と財産を守り市民生活の安定を図る
ため、
相互に協力して災害応急対策活動を実施するため、
次のとおり協力協定を締結する。
（協力要請）
第１条 市は、大規模災害に際して緊急に食糧を調達する必要があると認めるときには、
組合に対し、保有する食糧及び燃料の供給・確保について、協力を要請することができ
るものとする。
（協力）
第２条 組合は、市より、協力要請があったときは、食糧及び燃料の供給・確保について、
可能な限り協力を行うものとする。
（食糧の範囲）
第３条 市が組合に対し調達を要請する食糧は、次に揚げる物とする。
（１）主食

米（ごはん）
、弁当、麺類、パン、牛乳、粉ミルク

（２）副食

漬物、梅干、つくだ煮、缶詰

（３）調味料 みそ、しょう油、塩、砂糖
（４）容器入飲料水その他市が指定する品目
（燃料の範囲）
第４条 市が組合に対し調達を要請する燃料は、次に掲げる物とする。
（１）車両用燃料 ガソリン、軽油
（２）その他燃料 Ａ重油、灯油
（協力要請手続）
第５条 市は、組合に対し食糧及び燃料の供給・確保を要請するときは、供給する日時、
場所等を指定して、文書又は電話等の方法により行うものとする。
２ 市は、災害状況により前項の活動要請が直接できない場合は、組合に対し、公共放送
等を通じて要請を行うものとする。
（活動の実施）
第６条 組合は、前条の規定に基づき要請を受けたときは、直ちに食糧及び燃料の供給・
確保について適切な処置を講ずるものとする。
２ 組合は、
原則として自らの配送車等により市が指定する場所へ食糧及び燃料を配送し、
市職員又は市が指定する者に引き渡すものとする。
３ 組合は、食糧及び燃料の供給・確保活動を実施したときは、速やかに活動の内容を市
に報告するものとする。
（費用の支払い）
第７条 組合は、食糧及び燃料の供給後、納品書を添付して、食糧及び燃料の代金及び所

要経費を市に請求するものとする。
２ 市は、前項の請求があったときは、速やかに食糧及び燃料の代金及び所要経費を支払
うものとする。
（取引価格）
第８条 食糧及び燃料の取引価格は、災害発生直前における小売価格を基準とし、市と組
合とが協議のうえ、決定するものとする。
（連絡）
第９条 組合は、毎年１回、災害時に対応可能な食糧及び燃料の状況を市に連絡するもの
とする。
（協議）
第 10 条 この協定に定めのない事項については、その都度、市と組合とが協議して定める
ものとする。
（雑則）
第 11 条 この協定は、締結の日から施行する。なお、平成 11 年８月 26 日締結した「災害
時における食糧の供給・確保に関する協力協定書」については、廃止する。
この協定締結を証するため、本書２通を作成し、市及び組合双方記名押印のうえ、各自
１通を保有する。
平成 26 年７月１日

野々市市長

粟

貴 章

野々市農業協同組合
代表理事組合長

西

村 信 夫

ス

野々市市と野々市市管工事協同組合
災害時における応急対策活動に関する協力協定書

野々市市（以下「市」という。
）と野々市市管工事協同組合（以下「組合」という。
）と
は、野々市市地域防災計画に基づき、市に大規模な風水害、地震その他の災害が発生した
場合又は発生するおそれのある場合において、市民の生命と財産を守り市民生活の安定を
図るため、相互に協力して災害応急対策活動を実施するため、次のとおり協定を締結する。
（協力要請）
第１条 市は、大規模災害に際して市のみで応急対策活動が実施できないと認めるときに
は、組合に対し、人命救出、水道・ガス・下水道の応急土木活動等災害の状況に応じた
応急対策活動の実施について、協力を要請することができるものとする。
（協力）
第２条 組合は、市から応急対策活動の実施について協力要請があったときは、野々市市
管工事組合加入者（ 以下「組合員」という。）のあっせん、建設資機材及び労力の提供
その他可能な限りの協力を行うものとする。
（活動要請手続）
第３条 市は、組合又は組合員に対し応急対策活動を要請するときには、日時、場所、活
動業務等を指定して、文書又は電話等の方法により行うものとする。
２ 市は、災害状況により前項の活動要請が直接できない場合には、組合又は組合員に対
し、公共放送等を通じて要請を行うものとする。
（活動の実施）
第４条 組合員は、前条の規定に基づき活動要請を受けたときは、直ちに指定場所に出動
し、市職員の指示に従い、応急対策活動を実施するものとする。ただし、指定場所に市
職員が派遣されていない場合は、要請事項に従い自らの判断により応急対策活動を開始
するものとする。
２ 組合員は、指定場所に出動したときは、速やかに現場責任者、出動時間、建設資機材
等を市に報告するものとする。
３ 組合員は、活動業務が完了したときは、速やかに活動状況の概要を市長に報告するも
のとする。
（費用負担）
第５条 組合員が応急対策活動に要した費用は、市が負担する。
２ 市は、組合員の活動業務終了後、これを検査又は確認したときは、組合員の請求によ
り、前項の費用を速やかに支払うものとする。
（公務災害補償）
第６条 市は、組合員の業務従事者が、この協定に基づく業務の実施により死亡し、負傷
し、又は疾病にかかったときは、石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合消防団員
等公務災害補償条例（昭和 41 年石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合条例第１
号）の規定に基づき、これを補償するものとする。

（連絡）
第７条 組合は、毎年１回、組合員名簿及び災害時に対応可能な建設資機材等の状況を市
に対し連絡するものとする。
（協議）
第８条 この協定に定めのない事項については、その都度、市と組合とが協議して定める
ものとする。
（雑則）
第９条 この協定は、締結の日から施行する。なお、平成 11 年８月 26 日締結した「災害
時における応急対策活動に関する協力協定書」については、廃止する。
この協定締結を証するため、本書２通を作成し、市及び組合双方記名押印のうえ、各自
１通を保有する。
平成 26 年７月１日

野々市市長

粟

貴 章

野々市市管工事協同組合長

橋

忠 夫

セ

野々市市と野々市市建設業協同組合
災害時における応急対策活動に関する協力協定書

野々市市（以下「市」という。
）と野々市市建設業協同組合（以下「組合」という。
）と
は、野々市市地域防災計画に基づき、市に大規模な風水害、地震その他の災害が発生した
場合又は発生するおそれのある場合において、市民の生命と財産を守り市民生活の安定を
図るため、相互に協力して災害応急対策活動を実施するため、次のとおり協定を締結する。
（協力要請）
第１条 市は、大規模災害に際して市のみで応急対策活動が実施できないと認めるときに
は、組合に対し、人命救出、交通確保、応急土木活動等災害の状況に応じた応急対策活
動の実施について、協力を要請することができるものとする。
（協力）
第２条 組合は、市から応急対策活動の実施について協力要請があったときは、野々市市
建設業協同組合加入者( 以下「組合員」という。 ）のあっせん、建設資機材及び労力の
提供その他可能な限りの協力を行うものとする。
（活動要請手続）
第３条 市は、組合又は組合員に対し応急対策活動を要請するときには、日時、場所、活
動業務等を指定して、文書又は電話等の方法により行うものとする。
２ 市は、災害状況により前項の活動要請が直接できない場合には、組合又は組合員に対
し、公共放送等を通じて要請を行うものとする。
（活動の実施）
第４条 組合員は、前条の規定に基づき活動要請を受けたときは、直ちに指定場所に出動
し、市職員の指示に従い、応急対策活動を実施するものとする。ただし、指定場所に市
職員が派遣されていない場合は、要請事項に従い自らの判断により応急対策活動を開始
するものとする。
２ 組合員は、指定場所に出動したときは、速やかに現場責任者、出動時間、建設資機材
等を市に報告するものとする。
３ 組合員は、活動業務が完了したときは、速やかに活動状況の概要を市長に報告するも
のとする。
（費用負担）
第５条 組合員が応急対策活動に要した費用は、市が負担する。
２ 市は、組合員の活動業務終了後、これを検査又は確認したときは、組合員の請求によ
り、前項の費用を速やかに支払うものとする。
（公務災害補償）
第６条 市は、組合員の業務従事者が、この協定に基づく業務の実施により死亡し、負傷
し、又は疾病にかかったときは、石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合消防団員
等公務災害補償条例（昭和 41 年石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合条例第１
号）の規定に基づき、これを補償するものとする。

（連絡）
第７条 組合は、毎年１回、組合員名簿及び災害時に対応可能な建設資機材等の状況を市
に対し連絡するものとする。
（協議）
第８条 この協定に定めのない事項については、その都度、市と組合とが協議して定める
ものとする。
（雑則）
第９条 この協定は、締結の日から施行する。なお、平成 11 年８月 26 日締結した「災害
時における応急対策活動に関する協力協定書」については、廃止する。
この協定締結を証するため、本書２通を作成し、市及び組合双方記名押印のうえ、各自
１通を保有する。
平成 26 年７月１日

野々市市長

粟

貴 章

野々市市建設業協同組合長

西

村 一 正

ソ

野々市市と石川県電気工事工業組合及び一般財団法人北陸電気保安協会
災害時における応急対策活動に関する協力協定書

野々市市（以下「甲」という。）と石川県電気工事工業組合（以下「乙」という。）及び
一般財団法人北陸電気保安協会（以下「丙」という。）とは、野々市市内に大規模な風水害、
地震その他の災害が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、市民の生命及
び財産を守り市民生活の安定を図るため、野々市市地域防災計画に基づき、相互に協力し
て災害応急対策活動を実施することについて、次のとおり協定を締結する。
（協力要請）
第１条 甲は、大規模災害に際して必要と認めるときは、乙及び丙に対し、人命救出、公
共施設等における電気設備等の復旧等災害の状況に応じた応急対策活動の実施につい
て、協力を要請することができるものとする。
（協力）
第２条 乙及び丙は、甲から応急対策活動の実施について協力要請があったときは、資機
材及び労力の提供その他可能な限りの協力を行うものとする。
（協力要請手続）
第３条 甲は、乙及び丙に対し応急対策活動の協力要請を行うときは、日時、場所、業務
等を指定して、文書又は電話等により行うものとする。
２ 甲は、災害状況により協力要請を乙及び丙に対し直接行うことができないときは、公
共放送等により要請を行うものとする。
（情報の共有）
第４条 甲、乙及び丙は、応急対策活動を実施するに当たっては、相互に情報を共有する
よう努めるものとする。
（活動の実施）
第５条 乙及び丙は、協力要請を受けたときは、直ちに指定場所に出動し、甲の職員（人
命救出の場合は、消防職員）の指示に従い、応急対策活動を実施するものとする。ただ
し、指定場所に市職員が派遣されていないときは、要請事項に従い自らの判断により応
急対策活動を開始するものとする。
２ 乙及び丙は、指定場所が電気主任技術者等を定めている公共施設等であるときは、当
該電気主任技術者の立会いの上、応急対策活動を行うものとする。ただし、当該公共施
設等に当該電気主任技術者等が派遣されていない場合であって、緊急を要するときは、
有資格者の判断により応急対策活動を行うものとする。
３ 乙及び丙は、指定場所に出動したときは、速やかに現場責任者、出動時間、資機材等
を甲に報告するものとする。
４ 乙及び丙は、応急対策活動が完了したときは、速やかに活動状況の概要を甲に対し書
面により報告するものとする。
（費用負担）
第６条 乙及び丙が実施した応急対策活動に要した費用は、原則として甲の負担とする。
ただし、次に掲げる業務に要した費用のうち、資材等の材料費は甲の負担とし、労務費、
計測器損料、車両経費等は乙及び丙の負担とする。
（１）被災電気設備の緊急点検の実施及び報告
（２）電気設備の危険箇所の区画表示
（３）停電箇所の復電可否判定及び電力復旧のための指導助言

（４）電気工事を伴わない簡易な手直し等応急措置による電力復旧の実施
（５）避難所等の仮設電気設備を安全に使用するための測定及び試験の実施
２ 甲は、乙及び丙の応急対策活動完了後、これを検査し、又は確認したときは、乙及び
丙の請求により、前項の費用を速やかに支払うものとする。
（公務災害補償）
第７条 乙及び丙は、応急対策活動の実施に当たっては、あらかじめ、その活動に従事す
る者が労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）の適用を受けるために必要な手
続をとらなければならない。
２ 甲は、乙及び丙の応急対策活動に従事する者が、その活動の実施により死亡し、若し
くは負傷し、又は疾病にかかった場合において、労働者災害補償保険法の適用を受ける
ことができなかったときは、石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合消防団員等公
務災害補償条例（昭和 41 年石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合条例第１号）
の規定に基づき、これを補償するものとする。
（連絡）
第８条 乙及び丙は、毎年１回、事業所の組織図及び連絡先を甲に対し書面により提出す
るものとする。
（協議）
第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が
協議して定めるものとする。
（雑則）
第 10 条 この協定は、締結の日から施行する。なお、平成 21 年２月 24 日締結した「災害
時における応急対策活動に関する協力協定書」については、廃止する。

この協定締結を証するため、本書３通を作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保有
する。
平成 26 年７月１日

（甲）野々市市
野々市市長

粟

（乙）石川県電気工事工業組合
理 事 長
米 澤

貴

章

寛

（丙）一般財団法人北陸電気保安協会
理 事 長
村 田 幸 平

タ

野々市市と一般社団法人石川県エルピーガス協会石川支部
災害時における緊急用燃料等の供給・確保に関する協力協定書

野々市市（以下「甲」という。）と一般社団法人石川県エルピーガス協会石川支部（以下
「乙」という。）とは、野々市市地域防災計画に基づき、市に大規模な風水害、地震その他
の災害が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、市民の生命及び財産を守
り市民生活の安定を図るため、相互に協力して災害応急対策活動を実施することに関し、
次のとおり協定を締結する。
（協力要請）
第１条

甲は、大規模災害に際して公共施設等における緊急用燃料として液化石油ガス等

（燃焼器を使用するために必要な設備を含む。以下「ＬＰガス等」という。）の供給を
受ける必要があると認めるときには、乙に対し、協力を要請することができるものとす
る。
（協力）
第２条

乙は、甲から協力要請があったときは、ＬＰガス等の優先供給その他可能な限り

の協力を行うものとする。
（要請手続）
第３条

甲は、乙に対し協力を要請するときは、次に掲げる事項を明示して、文書又は電

話等により行うものとする。
（１）必要とするＬＰガス等の内容及び数量
（２）ＬＰガス等を必要とする場所
（３）ＬＰガス等の使用目的
２

甲は、災害状況により前項に規定する方法で要請を行うことができない場合には、乙
に対し、公共放送等を通じて要請を行うものとする。
（活動の実施）

第４条

乙は、前条の規定に基づき協力要請を受けたときは、速やかに現場に出動し、甲

の職員の指示に従い、ＬＰガス等の供給について適切な処置を講ずるものとする。ただ
し、指定場所に甲の職員が派遣されていない場合は、要請事項に従い自らの判断により
応急対策活動を開始するものとする。
２

乙は、ＬＰガス等の供給を完了したときは、速やかに活動状況の概要を甲に報告する
ものとする。
（費用負担）

第５条

乙が応急対策活動に要した費用のうち、ＬＰガス等の使用料及びＬＰガス等の供

給に必要な資材等の材料費（以下「使用料等」という。）は甲の負担とし、労務費、車
両経費等は乙の負担とする。
２

前項の経費は、災害発生直前における通常の価格を基礎として、甲乙協議のうえ、決
定するものとする。

３

乙は、ＬＰガス等の供給終了後、納品書を添付して甲に使用料等を請求するものとす

る。
４

甲は、
前項の規定による請求があったときは、使用料等を速やかに支払うものとする。
（公務災害補償）

第６条

乙は、応急対策活動の実施に当たっては、乙の業務従事者が労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号）の適用を受けるための必要な手続をあらかじめとらなけれ
ばならない。
２

甲は、
乙の業務従事者がこの協定に基づく応急対策活動の実施により死亡し、負傷し、
若しくは疾病にかかり、又は応急対策活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若し
くは障害の状態となった場合において、労働者災害補償保険法の規定に基づく保険給付
を受けることができなかったときは、石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合消防
団員等公務災害補償条例（昭和 41 年石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合条例
第１号）の規定に基づき、これを補償するものとする。
（連絡責任者等）

第７条

この協定に基づく要請に関する事項の連絡の責任者（以下「連絡責任者」という。）

として、甲においては野々市市災害対策本部長が指定する者を、乙においては乙の支部
長をそれぞれ指定するものとする。
２

甲及び乙は、毎年４月１日現在における連絡責任者及び連絡責任者と連絡が取れない
場合の連絡先等を記載した書面を交換するものとする。
（協議）

第８条

この協定の実施について必要な事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲と乙

とが協議して定めるものとする。
（雑則）
第９条

この協定は、締結の日から施行する。なお、平成 22 年３月 16 日締結した「災害

時における緊急用燃料等の供給・確保に関する協力協定書」については、廃止する。
この協定締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙双方記名押印のうえ、各１通
を保有する。
平成 26 年７月１日
（甲）野々市市
野々市市長

粟

貴

章

（乙）一般社団法人石川県エルピーガス協会石川支部
石川支部長

竹

田

佳

一

チ

野々市市と日本下水道管路管理業協会中部支部石川県部会
災害時における応急対策業務に関する協定書

野々市市（以下「甲」という。
）と公益社団法人日本下水道管路管理業協会中部支部石川県
部会（以下「乙」という。
）とは、甲の管理する下水道管路施設が風水害、地震その他の自然
災害等により被災した場合（以下「災害時」という。
）の応急対策業務（以下「業務」という。）
に関し、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、災害時における応急対策について、必要な事項を定め、下水道管路施設
の早期機能回復などの応急対策の充実及び強化を図ることを目的とする。
（協力業務）
第２条 この協定の対象となる業務は、災害時における下水道管路施設の被害調査及び応急措
置とし、甲が必要と認めた範囲とする。
（協力の要請）
第３条 甲は、災害時において応急対策を行う必要が生じた場合は、災害の実情に応じて、乙
に対し協力要請書（様式第 1 号）により協力を要請することができるものとする。
２ 前項の要請は、緊急を要する場合には、電話等の通信手段によることができることとする
が、この場合も遅滞なく協力要請書を交付するものとする。
３ 乙は、協力の要請に備え、使用資機材の確保に努めるものとする。
（応急対策の実施と報告）
第４条 乙は、前条の規定による甲の要請を受けたときは、応急対策の内容を検討の上、協力
業者の中から業務担当業者（以下「担当業者」という。
）を決定し、出動応諾書（様式第２
号）を甲に送付することにより出動を応諾するものとする。
２ 前項の応諾は、緊急を要する場合には、電話等の通信手段によることができることとする
が、この場合も遅滞なく出動応諾書を送付するものとする。
３ 担当業者は、甲の指示に従い、速やかに業務に着手するものとする。
４ 担当業者は、業務遂行に当たって第三者に損害を与えないように特段の注意を払うものと
する。
５ 担当業者は、業務従事者が労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）の規定の適用
を受けるための必要な手続きをあらかじめ行わなければならない。
６ 担当業者は、業務請負契約の根拠とするため、業務内容が判定できる写真等の資料を整理

するとともに、適宜業務の進捗状況及び完了を甲に報告するものとする。
（請負契約の締結）
第５条 甲は、前条第６項の資料をもとに、担当業者と速やかに請負契約を締結するものとす
る。
（協定の効力）
第６条 この協定の期間は協定締結の日から平成 27 年 3 月

31 日までとする。ただし、

この期間満了の日の 30 日前までに、甲又は乙から文書により協定を更新しない等の意思表
示がなされないときは、更に１年間更新されるものとし、その後も同様とする。
（疑義の解決）
第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定について、疑義を生じた事項については、そ
の都度甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通を保
有する。

平成 26 年

10 月 28 日

甲

石川県野々市市三納１丁目１番地
野々市市長

乙

石川県金沢市東力２丁目４７番地４８番地
公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
中部支部石川県部会長

様式第１号（第３条関係）

協 力 要

文

書 番
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年

月

日

請 書

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
中部支部 石川県部会長 様

野々市市長

㊞

野々市市と公益社団法人日本下水道管路管理業協会中部支部石川県部会が締結する「災
害時における応急対策業務に関する協定書」第３条第１項の規定に基づき、協力を要請す
る。

要 請 年 月 日

年

月

日

要 請 の 原 因
施

設

場

名
所

被害調査の状況
及び
応急措置の内容
野々市市
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者

部

氏

名

電

話

課

様式第２号（第４条関係）
年

出 動 応
野々市市長
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日

諾 書

宛

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
中部支部 石川県部会長

年

月

日付け

第

㊞

号で協力要請のあったことについて、野々市市

と公益社団法人日本下水道管路管理業協会中部支部石川県部会とが締結する「災害時にお
ける応急対策業務に関する協定書」第４条第１項の規定に基づき、出動を応諾する。

応 諾 年 月 日

年

住
業 務 担 当 業 者

所

会 社 名
代表者名

業 務 責 任 者

氏名
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日
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野々市市とイオンリテール株式会社イオン御経塚店及びイオン野々市南店
災害時における支援協力に関する協定

野々市市（以下「甲」という。）とイオンリテール株式会社イオン御経塚店及びイオン
野々市南店（以下「乙」という。）とは、次のとおり災害時における支援協力に関する協定
を締結する。
（目的）
第１条

この協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は

発生する恐れがある場合において、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、その
手続き等について定め、もって、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されるこ
とを目的とする。
（物資協力要請）
第２条

甲は、災害時における応急処置のため、緊急に物資等を調達する必要があると認

めるときは、乙の保有する物資等の供給を要請できるものとする。
（協力の実施）
第３条

乙は、甲から前条の要請を受けたときは、保有又は調達可能な物資について、速

やかに対応する。
（物資の範囲）
第４条

甲が乙に要請する物資等は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有または調達

可能な物資とする。
（１）別表に掲げる物資
（２）その他、甲が指定する物資
（要請の方法）
第５条

甲は、前条に掲げる物資の供給を受けようとする時は、出荷要請書をもって乙に

要請するものとする。但し、緊急を要するときは、口頭または電話をもって要請し、事
後、速やかに文書を提出するものとする。
（物資の引渡し）
第６条

物資の運搬は、甲の指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲の職員が

確認した上で、これを引渡すものとする。
２

甲は、物資を確認後、速やかに出荷確認書を乙に提出するものとする。
（費用の負担）

第７条

乙が、供給した物資の費用については、甲が負担するものとする。

２

甲は、前項に基づく請求があったときは、乙に対し 30 日以内に代金を支払うものとす
る。
（物資の価格）

第８条

物資の価格は、災害が発生する直前における適正な価格とする。

（避難場所の提供）
第９条

乙は、災害時において、甲の要請により乙が所有し、又は管理する駐車場を、一

時的な避難場所として提供するものとする。
（改正又は廃止及び有効期限）
第 10 条

甲又は乙は、この協定に関し改正又は廃止をしようとするときは、改正または廃

止しようとする１ケ月前までに、相手側に対し文書をもって通知し、甲乙協議の上、そ
の内容について決定するものとする。
２

この協定は、前項の規定により決定する廃止の日まで、その効力を有するものとする。
（協議）

第 11 条

この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、

その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通
を保有する。

平成 24 年３月９日
平成 29 年 12 月７日一部変更

（甲）石川県野々市市三納１丁目１番地
野々市市長

粟

貴

章

（乙）大阪府大阪市福島区海老江１丁目１番２３号
イオンリテール株式会社近畿･北陸カンパニー
専務執行役員
支社長

後

藤

俊

哉

テ

野々市市とサントリービバレッジサービス株式会社
災害時における飲料水の供給に関する協定

野々市市（以下「甲」という。）とサントリービバレッジサービス株式会社（以下「乙」
という。）とは、次のとおり災害発生時における飲料水の供給に関する協定を締結する。
（要請）
第１条

甲は、野々市市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、飲

料水を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、飲料水の供給を要請し、乙は、
当該要請に基づき飲料水を供給する。
２

前項の飲料水を調達する必要があると認めるときとは、次に掲げる場合とする。

（１）災害による断水、避難等により、被災した住民に飲料水を供給する必要があるとき。
（２）その他甲が必要と認めるとき。
３

前項第２号に掲げる場合においては、甲は、飲料水の供給の要請をする前に、乙に対
し、協議するものとする。

（飲料水の供給等）
第２条

乙が甲の要請に基づき供給する飲料水並びにその対価及び納入場所は、次に掲げ

るとおりとする。
（１）第４条の規定に基づき設置した緊急時飲料提供ベンダー内の飲料水を無償で提供す
る。
（２）前号に規定する飲料水のほか、甲の必要とする数量の飲料水を優先的に供給するも
のとし、その納入場所は、避難所等甲の指定する場所とする。この場合において、供
給される飲料水の対価は、災害発生前の適正な価格を基準として、その都度甲乙協議
の上決定するものとする。
（要請の方法）
第３条

甲は、乙に飲料水の供給の要請を行うときは、文書により行うものとする。ただ

し、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請し、その後、速やかに文書を送
付するものとする。
２

大規模地震等の災害により通信手段が途絶し、甲から乙への連絡が不能となったとき
は、甲は、乙に対し要請を行うことなく、前条第１項第１号の飲料水を使用することが
できるものとし、その後、通信手段を確保することができたときは、速やかに乙に対し、
連絡を行うものとする。

（緊急時飲料提供ベンダーの設置、撤去及び増設）
第４条

乙は、甲の要請に基づき、緊急時飲料提供ベンダーを甲の指定する場所に設置す

るものとする。なお、設置の際は、転倒防止に十分注意するものとする。

２

緊急時飲料提供ベンダーの撤去及び増設については、甲乙協議の上、決定するものと
する。

（緊急車両の指定）
第５条

甲は、乙が甲の要請に基づき飲料水の運搬を行うときは、乙がその運搬のために

使用する車両を緊急通行車両とするよう配慮するものとする。
（協定の有効期間）
第６条

この協定の有効期間は、平成 26 年３月 31 日までとする。なお、この有効期間の

満了日の１ヶ月前までに甲乙いずれからも協定解除の意思表示がない場合、さらに１年
延長するものとし、その後も同様とする。
（疑義の決定）
第７条

この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義があるときは、甲乙協議の上、決

定するものとする。

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

平成 25 年 10 月１日

甲

石川県野々市市三納一丁目１番地
野 々 市 市 長

乙

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目 12 番９号
サントリービバレッジサービス株式会社
東海・北陸営業本部長

ト

野々市市と北陸コカ・コーラボトリング株式会社
災害時における飲料水の供給に関する協定

野々市市（以下「甲」という。）と北陸コカ・コーラボトリング株式会社（以下「乙」
という。）とは、次のとおり災害発生時における飲料水の供給に関する協定を締結する。
（要請）
第１条

甲は、野々市市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、飲

料水を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、飲料水の供給を要請し、乙は、
当該要請に基づき飲料水を供給する。
２

前項の飲料水を調達する必要があると認めるときとは、次に掲げる場合とする。

（１）災害による断水、避難等により、被災した住民に飲料水を供給する必要があるとき。
（２）その他甲が必要と認めるとき。
３

前項第２号に掲げる場合においては、甲は、飲料水の供給の要請をする前に、乙に対
し、協議するものとする。

（飲料水の供給等）
第２条

乙が甲の要請に基づき供給する飲料水並びにその対価及び納入場所は、次に掲げ

るとおりとする。
（１）第４条の規定に基づき設置したメッセージボード搭載型の地域貢献型自動販売機（以
下「地域貢献型自動販売機」という。）内の飲料水を無償で提供する。
（２）前号に規定する飲料水のほか、甲の必要とする数量の飲料水を優先的に供給するも
のとし、その納入場所は、避難所等甲の指定する場所とする。この場合において、供
給される飲料水の対価は、災害発生前の適正な価格を基準として、その都度甲乙協議
の上決定するものとする。
２

甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、住民への情報提供のため、
地域貢献型自動販売機のメッセージボードを使用することができる。

（要請の方法）
第３条

甲は、乙に飲料水の供給の要請を行うときは、文書により行うものとする。ただ

し、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請し、その後、速やかに文書を送
付するものとする。
２

大規模地震等の災害により通信手段が途絶し、甲から乙への連絡が不能となったとき
は、甲は、乙に対し要請を行うことなく、前条第１項第１号の飲料水を使用することが
できるものとし、その後、通信手段を確保することができたときは、速やかに乙に対し、
連絡を行うものとする。

（地域貢献型自動販売機の設置、撤去及び増設）
第４条

乙は、甲の要請に基づき、地域貢献型自動販売機を甲の指定する場所に設置する

ものとする。なお、設置の際は、転倒防止に十分注意するものとする。
２

地域貢献型自動販売機の撤去及び増設については、甲乙協議の上、決定するものとす
る。

（緊急車両の指定）
第５条

甲は、乙が甲の要請に基づき飲料水の運搬を行うときは、乙がその運搬のために

使用する車両を緊急通行車両とするよう配慮するものとする。
（協定の有効期間）
第６条

この協定の有効期間は、平成 25 年３月 31 日までとする。なお、この有効期間の

満了日の１ヶ月前までに甲乙いずれからも協定解除の意思表示がない場合、さらに１年
延長するものとし、その後も同様とする。
（疑義の決定）
第７条

この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義があるときは、甲乙協議の上、決

定するものとする。

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

平成 24 年７月 24 日

甲

石川県野々市市三納一丁目１番地
野 々 市 市 長

乙

富山県高岡市内島 3550 番地
北陸コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長

ナ

野々市市と株式会社コーシン
災害時における飲料水の供給に関する協定

野々市市（以下「甲」という。）と株式会社コーシン（以下「乙」という。）とは、次の
とおり災害発生時における飲料水の供給に関する協定を締結する。
（要請）
第１条

甲は、野々市市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、飲

料水を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、飲料水の供給を要請し、乙は、
当該要請に基づき飲料水を供給する。
２

前項の飲料水を調達する必要があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

（１）災害による断水、避難等により、被災した住民に飲料水を供給する必要があるとき。
（２）その他甲が必要と認めるとき。
３

前項第２号に掲げる場合においては、甲は、飲料水の供給の要請をする前に、乙に対
し、協議するものとする。

（飲料水の供給等）
第２条

乙が甲の要請に基づき供給する飲料水並びにその対価及び納入場所は、次に掲げ

るとおりとする。
（１）第４条の規定に基づき設置した緊急時飲料提供ベンダー内の飲料水を無償で提供す
る。
（２）前号に規定する飲料水のほか、甲の必要とする数量の飲料水を優先的に供給するも
のとし、その納入場所は、避難所等甲の指定する場所とする。この場合において、供
給される飲料水の対価は、災害発生前の適正な価格を基準として、その都度甲乙協議
の上決定するものとする。
（要請の方法）
第３条

甲は、乙に飲料水の供給の要請を行うときは、文書により行うものとする。ただ

し、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請し、その後、速やかに文書を送
付するものとする。
２

大規模地震等の災害により通信手段が途絶し、甲から乙への連絡が不能となったとき
は、甲は、乙に対し要請を行うことなく、前条第１項第１号の飲料水を使用することが
できるものとし、その後、通信手段を確保することができたときは、速やかに乙に対し、
連絡を行うものとする。

（緊急時飲料提供ベンダーの設置、撤去及び増設）
第４条

乙は、甲の要請に基づき、緊急時飲料提供ベンダーを甲の指定する場所に設置す

るものとする。なお、設置の際は、転倒防止に十分注意するものとする。

２

緊急時飲料提供ベンダーの撤去及び増設については、甲乙協議の上、決定するものと
する。

（緊急車両の指定）
第５条

甲は、乙が甲の要請に基づき飲料水の運搬を行うときは、乙がその運搬のために

使用する車両を緊急通行車両とするよう配慮するものとする。
（協定の有効期間）
第６条

この協定の有効期間は、平成 25 年３月 31 日までとする。なお、この有効期間の

満了日の１ヶ月前までに甲乙いずれからも協定解除の意思表示がない場合、さらに１年
延長するものとし、その後も同様とする。
（疑義の決定）
第７条

この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義があるときは、甲乙協議の上、決

定するものとする。

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

平成 24 年７月 24 日

甲

石川県野々市市三納一丁目１番地
野々市市長

乙

石川県野々市市押野二丁目 216 番地
株式会社コーシン
代表取締役

ニ

野々市市とユーエスカートン株式会社
災害時における支援協力に関する協定

野々市市（以下「甲」という。）とユーエスカートン株式会社（以下「乙」という。）と
は、次のとおり災害時における支援協力に関する協定を締結する。
（目的）
第１条

この協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は

発生するおそれがある場合において、甲からの要請に基づき乙が行う支援協力に関し必
要な事項を定め、もって、災害応急対策が円滑に実施されることを目的とする。
（物資協力要請）
第２条

甲は、災害時における応急処置のため、緊急に物資を調達する必要があると認め

るときは、乙の保有する物資の供給を要請するものとする。
（協力の実施）
第３条

乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、保有している物資又は調達

可能な物資を速やかに供給する。
（物資の範囲）
第４条

甲が乙に要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有しているもの又は調

達可能なものとする。
（１）段ボール製品（段ボール板及び段ボール箱）
（２）段ボール製簡易ベッド
（３）その他乙の取扱商品
（要請の方法）
第５条

甲は、物資の供給を受けようとするときは、乙に対し、出荷要請書により要請す

るものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話により要請した後、速やか
に出荷要請書を提出するものとする。
（物資の引渡し）
第６条

物資の運搬は、甲の指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲の職員が

確認した上で、これを引き渡すものとする。
２

甲は、乙が前項の規定により物資を搬送する車両等を優先的に通行することができる
よう配慮するものとする。
（費用の負担）

第７条

乙が供給した物資の費用については、甲が負担するものとし、物資の輸送に係る

費用については、乙が負担するものとする。
（物資の価格）
第８条

乙が供給した物資の価格は、災害が発生する直前における適正な価格とする。

（その他の必要な支援）
第９条

この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議の上、

支援する内容を決定するものとする。
（変更等及び有効期限）
第 10 条

甲又は乙は、この協定の内容を変更し、又はこの協定を解除しようとするときは、

変更し、又は解除しようとする１か月前までに、相手側に対し、文書により通知し、甲
乙協議の上、その内容について決定するものとする。
２

この協定は、前項の規定により決定する解除の日まで、その効力を有するものとする。
（協議）

第 11 条

この協定の解釈に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については、

その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通
を保有する。

平成 24 年 10 月 12 日

（甲）野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長
（乙）白山市福留町２１１番地
ユーエスカートン株式会社
代表取締役社長

ヌ

野々市市と生活協同組合コープいしかわ
災害時における支援協力に関する協定

野々市市（以下「甲」という。）と生活協同組合コープいしかわ（以下「乙」という。）
とは、次のとおり災害時における支援協力に関する協定を締結する。
（目的）
第１条

この協定は、地震、水害等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、

又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において、甲から乙に対し
て行う支援協力に関し、その手続等について定めるとともに、乙による市民に対する防
災意識向上等に関する活動について定め、もって災害応急対策を円滑に実施することを
目的とする。
（協力要請）
第２条

甲は、災害時において、食料、飲料水等の生活物資等が必要と認めるときは、乙

に対し、これらの供給について協力を要請することができる。
２

甲は、災害時において、必要と認めるときは、乙に対して、甲が保有する物資等の輸
送業務について協力を要請することができる。

３

甲は、平常時において、乙に対して、災害に関する啓発活動、訓練等の参加について
協力を要請することができる。
（協力の実施）

第３条

乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、可能な限り協力するものと

する。
（要請の方法）
第４条

甲は、生活物資等の供給を受けようとするときは、乙に対し、文書により要請す

るものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話により要請し、その後、速
やかに文書を提出するものとする。
２

甲及び乙は、災害時における連絡体制、連絡方法等について事前に定めておくものと
し、災害時において支障を来たさないよう常に点検及び改善に努めるものとする。
（生活物資等の供給）

第５条

生活物資等の供給は、甲が指定する場所に、品目、数量等を明確にして、乙が責

任を持って運搬するものとする。
（費用の負担）
第６条

乙が供給した生活物資等の費用及び甲が要請した物資等の輸送に係る費用につい

ては、甲が負担するものとする。

（生活物資等の価格）
第７条

生活物資等の価格及び甲が要請した物資等の輸送に係る費用は、災害が発生する

直前における適正な価格とする。
（生活物資等の安定供給）
第８条

乙は、災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用するほか、石川県内又は

県外を事業区域とする生協との間での連携を強化し、生活物資等の安定供給に努めるも
のとする。
（情報の提供）
第９条

甲は、災害時において、市民に対する生活物資等の配布場所、品目等の情報提供

に努め、乙は、それに協力する。
２

甲及び乙は、災害時において被災地域、被災状況等について、情報交換に努める。

３

乙は、
市民に対する防災意識の向上及び減災への取組を推進するため、甲の協力の下、
平常時から防災等に関する情報提供及び啓発活動に努めるものとする。
（変更等及び有効期限）

第 10 条

甲又は乙は、この協定の内容を変更し、又はこの協定を解除しようとするときは、

変更し、又は解除しようとする１か月前までに、相手側に対し、文書により通知し、甲
乙協議の上、その内容について決定するものとする。
２

この協定は、前項の規定により決定する解除の日まで、その効力を有するものとする。
（協議）

第 11 条

この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、

その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通
を保有する。
平成 24 年 11 月 12 日

（甲）石川県野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長
（乙）石川県白山市行町西１番地
生活協同組合コープいしかわ
理事長

ネ

野々市市と有限会社ぽかぽか
災害時における入浴支援施設としての使用に関する協定

野々市市（以下「甲」という。）と有限会社ぽかぽか（以下「乙」という。）は、乙の
管理する施設を災害時における入浴支援施設として使用することに関し、次のとおり協定
を締結する。
（目的)
第１条

この協定は、市内に地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生

し、又は発生するおそれがある場合において、乙の管理する施設を入浴支援施設として
被災者及び災害対応従事者（以下「被災者等」という。）に開放し、衛生的な生活環境
の確保を図ることを目的とする。
（使用施設）
第２条

乙は、次に掲げる施設（以下「使用施設」という。）を甲の要請により入浴支援

施設として被災者等に開放するものとする。
（１）施設名称
（２）所在地

ぽかぽか御経塚の湯
野々市市御経塚四丁目38番地

（協力の要請）
第３条

甲は、災害の発生により必要と認めた場合は、乙に対して、施設を入浴支援施設

として開設するよう文書又は口頭（電話連絡を含む。）により要請することができる。
（協力の実施）
第４条

乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、速やかに施設を開放し、入

浴支援を実施する。
（費用の負担）
第５条

被災者が使用施設を入浴支援施設として使用したことにより生じた費用について

は、甲が負担するものとする。この場合において、甲が負担する額は、甲乙協議して定
める。
２

災害対応従事者が使用施設を入浴支援施設として使用したことにより生じた費用につ
いては、無料とする。
（使用期間）

第６条

使用施設を入浴支援施設として使用できる期間は、災害の状況に応じて、甲乙協

議して定める。

（連絡担当者）
第７条

甲及び乙は、災害時に迅速に対応するため、あらかじめ連絡担当者を定めるもの

とする。
（その他の必要な支援）
第８条

この協定に定める事項のほか、生活用水の供給など被災者への支援が必要な場合

は、甲乙協議して、支援する内容を決定するものとする。
（協議）
第９条

この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、そ

の都度、甲乙協議して定めるものとする。
（変更等及び有効期限）
第10条

甲又は乙は、この協定の内容の変更又はこの協定を解除しようとするときは、変

更し、又は解除しようとする１か月前までに、相手側に対し、文書により通知し、甲乙
協議して、その内容について定めるものとする。
２

この協定は、前項の規定により決定する解除の日まで、その効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各

自１通を保有する。

平成25年２月13日
（甲）野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長
（乙）野々市市御経塚四丁目38番地
有限会社ぽかぽか
代表取締役

ノ

野々市市と野々市市造園業協同組合
災害時における応急対策活動に関する協力協定

野々市市（以下「甲」という。
）と野々市市造園業協同組合（以下「乙」という。）とは、
野々市市地域防災計画に基づき、甲に大規模な風水害、地震その他の災害が発生した場合
又は発生するおそれのある場合において、市民の生命と財産を守り市民生活の安定を図る
ため、相互に協力して災害応急対策活動を実施することに関し、次のとおり協定を締結す
る。
（協力要請）
第１条 甲は、大規模災害に際して甲のみで応急対策活動が実施できないと認めるときに
は、乙に対し、人命救出、交通確保、応急土木活動等災害の状況に応じた応急対策活動
の実施について、協力を要請することができるものとする。
（協力）
第２条 乙は、甲から応急対策活動の実施について協力要請があったときは、野々市市造
園業協同組合加入者(以下「組合員」という。
）のあっせん、建設資機材及び労力の提供
その他可能な限りの協力を行うものとする。
（要請手続）
第３条 甲は、乙又は組合員に対し応急対策活動を要請するときには、日時、場所、活動
業務等を指定して、文書、電話等の方法により行うものとする。
２ 甲は、災害状況により前項の活動要請を直接できない場合には、乙又は組合員に対し、
公共放送等を通じて要請を行うものとする。
（活動の実施）
第４条 組合員は、前条の規定に基づき活動要請を受けたときは、直ちに指定場所に出動
し、市職員の指示に従い、応急対策活動を実施するものとする。ただし、指定場所に市
職員が派遣されていない場合は、要請事項に従い、自らの判断により応急対策活動を開
始するものとする。
２ 組合員は、指定場所に出動したときは、速やかに現場責任者、出動時間、建設資機材
等を甲に報告するものとする。
３ 組合員は、活動業務が完了したときは、速やかに活動状況の概要を市長に報告するも
のとする。
（費用負担）
第５条 組合員が応急対策活動に要した費用は、甲が負担する。
２ 甲は、組合員の活動業務終了後、これを検査又は確認したときは、組合員の請求によ
り、前項の費用を速やかに支払うものとする。
（公務災害補償）
第６条 甲は、組合員の業務従事者が、この協定に基づく業務の実施により死亡し、負傷
し、又は罹病したときは、石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合消防団員等公務
災害補償条例（昭和 41 年石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合条例第１号）の規

定に基づき、これを補償するものとする。
（連絡）
第７条 乙は、毎年１回、組合員名簿及び災害時に対応可能な建設資機材等の状況を甲に
対し書面で提出するものとする。
（協議）
第８条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲と乙とが協議して定めるも
のとする。
この協定締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙双方記名押印のうえ、各
自１通を保有する。
平成 26 年７月 30 日

甲 野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長
乙 野々市市堀内二丁目 132 番地
野々市市造園業協同組合
代表理事

ハ 野々市市とイオンタウン株式会社及びマックスバリュ北陸株式会社
災害時における支援協力に関する協定
野々市市（以下「甲」という。
）
、イオンタウン株式会社（以下「乙」という。
）及びマックス
バリュ北陸株式会社（以下「丙」という。
）は、次のとおり災害時における支援協力に関する協定
（以下「本協定」という。
）を締結する。
（趣旨）
第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。
）が発生し、又は発生する
おそれがある場合に、甲が、乙及び丙の協力を得て、被災者に対して迅速かつ円滑に物資の供
給等を行うために必要な事項を定めるものとする。
（協力事項の発動）
第２条 本協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙及び丙
に対して要請を行ったときに発動するものとする。
（支援協力の内容）
第３条 乙及び丙は、災害時において次の事項について、可能な範囲内で支援を実施するものと
する。ただし、乙又は丙が罹災した等の特別な事情により支援できない場合は、その旨を電話
等により甲へ連絡するものとする。
（１）丙は甲に対し、食料・生活物資等を提供すること。
（２）乙にあってはイオンタウン野々市、丙にあってはマックスバリュ野々市店を一時的な避難
場所として被災者に提供すること。
（３）前号の規定により一時的な避難場所として被災者に提供した場合、水道水、トイレ等を提
供するとともに、テレビ・ラジオ等で知り得た災害概況の状況を可能な範囲で提供すること。
（物資提供要請の手続き）
第４条 甲は、前条第１号の支援協力を受けようとする場合には、丙に対し、支援協力の種類、
数量及び受渡しの日時、場所、方法を明らかにし、文書をもって要請するものとする。ただし、
緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
（物資の運搬、受渡し）
第５条 丙が行う甲に対する物資の受渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、受渡し場
所までの物資の運搬は、丙又は丙の指定する者が行うものとする。ただし、丙又は丙の指定す
る者による運搬が困難である場合は、甲又は甲の指定する者が受渡し場所までの物資の運搬を
行うものとする。
（費用負担）
第６条 乙又は丙が、甲の要請による支援協力に要した経費については、甲、乙及び丙が協議の

上決定し、甲が負担するものとする。また、物資の価格は、災害発生時直前における適正価格
とする。
（連絡先等確認）
第７条 支援協力を円滑に行うため、甲、乙及び丙の連絡先及び連絡責任者をあらかじめ定めて
おくものとする。この場合において、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告する
ものとする。
（有効期間）
第８条 本協定の有効期間（以下「協定期間」という。
）は、本協定締結の日から 1 年間とする。
ただし、協定期間が満了する１ヶ月前までに、甲、乙及び丙いずれからも相手方に対して特段
の意思表示がないときは、本協定は同一条件でさらに１年間更新されるものとし、その後にお
いても同様とする。
（協議事項）
第９条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って甲乙丙
三者が協議の上決定するものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙各々記名押印の上各自それぞれ
１通を保有する。

平成 26 年 11 月 14 日
甲

石川県野々市市三納一丁目 1 番地
野々市市長

乙

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１
イオンタウン株式会社
代表取締役

丙

石川県金沢市鞍月４丁目 133 番地 KC ビル８F
マックスバリュ北陸株式会社
代表取締役

ヒ

野々市市と石川県瓦工事協同組合
災害応急対策のための活動に関する協定

野々市市（以下「甲」という。
）
、石川県瓦工事協同組合（以下「乙」という。）とは、野々
市市に大規模な風水害、雪害、地震その他の災害が発生した場合又は発生するおそれのあ
る場合において、市民の生命と財産を守り市民生活の安定を図るため、相互に連携・協力
して災害時における被災住宅を対象に災害応急対策のための活動（以下「活動」という。
）
を実施することについて、以下のとおり協定を締結する。
（協力要請）
第１条 甲は、大規模災害に際して、被災住宅を対象に災害応急対策のための活動が必要
になったときは、次に掲げる活動を乙に対して要請することができるものとする。
（１）瓦屋根の破損箇所の把握及び応急対策
（２）障害物の除去等の応急対策
（３）雪害による屋根の雪下ろし
（４）その他甲が必要と認める活動
（協力）
第２条 乙は、甲から活動の要請があったときは、優先的に前条各号に掲げる活動につい
て協力するものとする。
（活動要請手続）
第３条 甲は、乙に対し活動への協力を要請するときは、日時、場所及び内容を指定して、
文書により要請を行うものとする。ただし、文書により要請を行ういとまがない場合に
あっては、乙に対し口頭で活動への協力を要請し、事後、速やかに文書により要請を行
うものとする。
（活動の実施）
第４条 乙は、前条の規定に基づき要請を受けたときは、直ちに指定場所に活動要員を派
遣し、甲の職員の指示に基づき活動を実施するものとする。ただし、指定場所に甲の職
員が派遣されていない場合は、当該要請に従い自らの判断により活動を開始するものと
する。
２ 乙は、指定場所に活動要員を派遣したときは、速やかに現場責任者、出動時間、活動
に使用する器材等を甲に通報するものとする。
３ 乙は、活動が完了したときは、速やかに活動状況の概要を甲に通報するものとする。
（費用負担）
第５条 前条の活動により実施した活動に要した費用については、甲の負担とする。
２ 甲は、乙の活動の終了後において、乙から当該費用の請求があった場合は、乙に対し
て当該費用に相当する額を支払うものとする。
（公務災害補償）

第６条 甲は、組合員の業務従事者が、この協定に基づく業務の実施により死亡し、負傷
し、又は罹病したときは、石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合消防団員等公務
災害補償条例（昭和 41 年石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合条例第１号）の規
定に基づき、これを補償するものとする。
（連絡）
第７条 乙は、毎年１回、乙の組織図、連絡先及び緊急時の連絡窓口を記載した書面を甲
に提出するものとする。
（協議）
第８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議し
て定めるものとする。
（適用）
第９条 この協定は、締結日から効力を生じるものとする。
（有効期間）
第 10 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成 27 年３月 31 日までとする。
ただし、有効期間満了日の前までに甲又は乙から何ら意思表示がないときは、この協定
は更に１年間延長されたものとみなし、以後この例による。
この協定締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙双方記名押印のうえ、各
自１通を保有する。
平成 27 年３月 24 日

甲 野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長

乙 金沢市松村二丁目 80 番地
石川県瓦工事協同組合
理事長

フ

野々市市と株式会社ヨシカワ
災害時における支援協力に関する協定

野々市市（以下「甲」という。
）
、株式会社ヨシカワ（以下「乙」という。
）とは、次のと
おり災害時における支援協力に関する協定を締結する。
（目的）
第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発
生するおそれがある場合において、甲からの要請に基づき乙が行う支援協力に関し必要
な事項を定め、もって、災害応急対策が円滑に実施されることを目的とする。
（協定事項の発効）
第２条 本協定に定める支援協力は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙に対し
て要請を行ったときをもって発動する。
（機材提供要請）
第３条 甲は、災害時における応急処置のため、緊急に機材を調達する必要があると認め
られるときは、乙の保有する機材の提供を要請するものとする。
（協力の実施）
第４条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、保有している機材又は調達
可能な機材を速やかに提供する。
（機材の範囲）
第５条 甲が乙に要請する機材は、次に掲げるもののうち、乙が保有しているもの又は調
達可能なものとする。
（１）重機類
（２）発電機
（３）その他乙の取扱商品
（要請の方法）
第６条 甲は、機材の提供を受けようとするときは、乙に対し、文書により要請するもの
とする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話により要請した後、速やかに文書
を提出するものとする。
（機材の引渡し）
第７条 機材の運搬は、甲が指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲の職員が
確認した上で、これを引き渡すものとする。ただし、乙が自ら搬送することができない
場合は、甲が定める輸送手段により搬送するものとする。
２ 甲は、乙が前項の規定により物資を搬送する車両等を優先的に通行することができる
よう配慮するものとする。
（費用の負担）
第８条 乙が提供した機材の費用及び搬送に係る費用は、甲が負担するものとする。
（費用の支払い）
第９条 機材の提供に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うも
のとする。
（連絡先等確認）
第 10 条 支援協力を円滑に行うため、甲及び乙の連絡先及び連絡責任者をあらかじめ定め
ておくものとする。この場合において、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手先に
報告するものとする。
（機材の価格）
第 11 条 乙が提供した機材の価格は、災害が発生する直前における適正な価格とする。
（その他の必要な支援）
第 12 条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議の上、
支援する内容を決定するものとする。
（有効期間）
第 13 条 本協定の有効期間（以下「協定期間」という。
）は、本協定締結の日から 1 年間
とする。ただし、協定期間が満了する１ヶ月前までに、甲及び乙いずれからも相手方に
対して特段の意思表示がないときは、本協定は同一条件でさらに１年間更新されるもの
とし、その後においても同様とする。
（協議事項）
第 14 条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って
甲乙二者が協議の上決定するものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙各々記名押印の上各自それ
ぞれ１通を保有する。

平成 27 年８月７日
甲

野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長

乙

粟

貴 章

金沢市北安江三丁目１番 33 号
株式会社ヨシカワ
代表取締役社長 吉 川 義 一

ヘ 野々市市と千代田機電株式会社
災害時における支援協力に関する協定
野々市市（以下「甲」という。
）
、千代田機電株式会社（以下「乙」という。）とは、次の
とおり災害時における支援協力に関する協定を締結する。
（目的）
第１条

本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は

発生するおそれがある場合において、甲からの要請に基づき乙が行う支援協力に関し必
要な事項を定め、もって、災害応急対策が円滑に実施されることを目的とする。
（協定事項の発効）
第２条 本協定に定める支援協力は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙に対し
て要請を行ったときをもって発動する。
（機材提供要請）
第３条 甲は、災害時における応急処置のため、緊急に機材を調達する必要があると認め
られるときは、乙の保有する機材の提供を要請するものとする。
（協力の実施）
第４条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、保有している機材又は調達
可能な機材を速やかに提供する。
（機材の範囲）
第５条 甲が乙に要請する機材は、次に掲げるもののうち、乙が保有しているもの又は調
達可能なものとする。
（１）仮設トイレ
（２）発電機
（３）その他乙の取扱商品
（要請の方法）
第６条 甲は、機材の提供を受けようとするときは、乙に対し、文書により要請するもの
とする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話により要請した後、速やかに文書
を提出するものとする。
（機材の引渡し）
第７条 機材の運搬は、甲が指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲の職員が
確認した上で、これを引き渡すものとする。ただし、乙が自ら搬送することができない
場合は、甲が定める輸送手段により搬送するものとする。
２ 甲は、乙が前項の規定により物資を搬送する車両等を優先的に通行することができる
よう配慮するものとする。
（費用の負担）
第８条 乙が提供した機材の費用及び搬送に係る費用は、甲が負担するものとする。
（費用の支払い）

第９条 機材の提供に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うも
のとする。
（連絡先等確認）
第 10 条 支援協力を円滑に行うため、甲及び乙の連絡先及び連絡責任者をあらかじめ定め
ておくものとする。この場合において、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手先に
報告するものとする。
（機材の価格）
第 11 条 乙が提供した機材の価格は、災害が発生する直前における適正な価格とする。
（その他の必要な支援）
第 12 条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議の上、
支援する内容を決定するものとする。
（有効期間）
第 13 条 本協定の有効期間（以下「協定期間」という。
）は、本協定締結の日から 1 年間
とする。ただし、協定期間が満了する１ヶ月前までに、甲及び乙いずれからも相手方に
対して特段の意思表示がないときは、本協定は同一条件でさらに１年間更新されるもの
とし、その後においても同様とする。
（協議事項）
第 14 条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って
甲乙二者が協議の上決定するものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙各々記名押印の上各自それ
ぞれ１通を保有する。

平成 27 年８月７日
甲

野々市市三納一丁目 1 番地
野々市市
野々市市長

乙

金沢市新保本四丁目 65 番 12 号
千代田機電株式会社
代表取締役社長

ホ

野々市市とコストコホールセールジャパン株式会社
災害時における物資調達に関する協定
AGREEMENT WITH THE PROCUREMENT OF SUPPLIES
AT THE TIME OF DISASTER

野々市市（以下「甲」という。
）とコストコホールセールジャパン株式会社（以下「乙」
という。
）とは、野々市倉庫店における災害救助に必要な食糧、生活必需品等（以下「物資」
という。
）の調達協力について、次のとおり協定を締結する。
Nonoichi City (hereinafter referred to as "City") and Costco Wholesale Japan
(hereinafter referred to as "Costco") have concluded agreement for procurement
cooperation of food and necessities of life for disaster relief (hereinafter referred to as
"supplies") at Nonoichi Warehouse as follows:
（趣旨）
第１条 この協定は、野々市市に大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
において、甲が乙の協力を得て行う物資の調達を円滑に実施するため、必要な事項を定
めるものとする。
(Objective)
Article 1 This agreement shall provide the necessary matters for smooth
implementation of procurement supplies that City doing in cooperation with Costco in
the case that a large scale disaster has occurred or is likely to occur in Nonoichi City.
（協力要請）
第２条 甲は、災害時において物資を必要とするときは、乙に対して乙の保有する物資の
調達について協力を要請することができる。
(Request for Cooperation)
Article 2 City may request to Costco for the cooperation of procurement supplies which
Costco has and holds when City needs supplies due to disasters.
（調達物資の範囲）
第３条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有する物資とす
る。
（１） 別表に掲げる物資
（２） その他甲が指定する物資
(Scope of Procurement Supplies)
Article 3 Supplies that City requests to Costco is those that Costco has and holds from
the following.
(1) Supplies set forth attached sheet

(2) Any other supplies designated by City
（協力の実施）
第４条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、要請理由の内容及びその重大
性並びに乙の状況に鑑みて、可能な限り協力するとともに、その措置の状況を甲に連絡
するものとする。ただし、次の事項に該当する場合は、この限りではない。
（１） 災害により供給能力が低減した場合
（２） 災害により他の優先義務が発生した場合
（３） 乙が被災した場合
（４） 乙が既存会員を優先すべきと判断した場合
(Implementation of Cooperation)
Article 4:
1.

Costco, upon receiving a request from City in pursuant to the provisions of the

previous clause, shall endeavor to cooperate actively in preferential supplying and
transporting of sales items.; provided, however, that City understands that Costco may
not be able to satisfy City’s request due to reduced capacity, damage to Costco,
supplying its members, or other additional duties resulting from the Disaster.
（要請手続）
第５条 甲は、出荷要請書（様式第１号）により、乙に対して要請手続を行うものとする。
ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに出荷要請書を提出するもの
とする。
(Request Procedure)
Article 5 City shall request for Cooperation to Costco by Shipping request form (Form
No.1). City shall, however, request to Costco orally and submit shipping request form
quickly after the fact in a case of high emergency.
（運搬）
第６条 運搬は、乙又は乙の指定する者が行う。ただし、必要に応じて、乙は甲に対して
運搬の協力を求めることができる。
(Transportation)
Article 6 Costco or any person designated by Costco shall transport. Costco may,
however, request to City for the cooperation of transportation as needed.
（支払）
第７条 甲は、乙が提供した物資の代金及び運搬に要した経費（以下「代金等」という。）
については、乙からの請求書に基づき、遅滞なくその支払を行うものとする。
(Payment)
Article 7 City must pay the fee of supplies provided by Costco and fee of transportation
(hereinafter referred to as “payment etc.”) without delay.
２ 甲が支払うべき代金等は、物資の供給及び搬出後、乙の提出する出荷確認書（様式第

２号）等に基づき、甲、乙協議の上、災害時直前における適正価格をもって決定するも
のとする。
２ Payment etc. that City should pay shall be decided after providing and carrying
out supplies as a reasonable price at the time just before disaster upon consultation
between both parties based on shipment confirmation (Form No.2) submitted by
Costco.
（避難場所の提供）
第８条 乙は、災害時において、甲の要請により乙が所有し、又は管理する駐車場を、一
時的な避難場所として提供するものとする。
(Evacuation Area Provisions)
Article8 Costco shall provide a parking lot which Costco owns or manages as a
temporary evacuation area, available at the city's request in the event of a disaster.
（協議）
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疑義を生じた場合については、
その都度、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(Consultation)
Article9 Any question arising out of, or in connection with, this Agreement or any
matter not stipulated herein shall be settled each time upon consultation between both
parties.
（有効期間）
第 10 条 この協定の有効期間は、締結の日から 1 年間とする。ただし、この協定の有効
期間満了の日前１箇月までの間に、甲、乙いずれかから何らかの意思表示がないときは、
更に期間満了の日の翌日から１年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(Term of Agreement)
Article 10 This Agreement shall be effective for 1 year from the day of conclusion. This
agreement shall, however, be automatically renewed and continued from year to year
unless either party gives to the other an expression of their intentions a month before
the end of the term then in effect.
以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙各々記名押印の上各自それ
ぞれ１通を保有する。
In witness whereof, the parties hereto have executed this Agreement in duplicate by
placing their signatures and seals hereon, and each party shall keep one of the
originals.

平成 27 年８月 21 日
8, 21, 2015
甲 石川県野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長 粟

貴 章

Nonoichi City 1-1,Sanno,
Nonoichi city,Ishikawa,Japan
Nonoichi city
Mayor of Nonoichi city

Takaaki Awa

乙 神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目１番４号
コストコホールセールジャパン株式会社
代表取締役 ケン・テリオ
Costco 3-1-4 Ikegamishin-cho, Kawasaki
ward, Kawasaki city
Costco Wholesale Japan
Representative Director Ken Theriault

別表（第３条関係）Appendix( Re:Art.3)
物資の種類

品名

supplies

the name of the Goods

食糧

米、パン、コーンフレーク、インスタント食品、レトルト食品、缶詰、粉ミル

Food

ク、みそ、しょうゆ、食塩、砂糖、油、漬物、のり、ふりかけ、お茶漬け、卵、
牛乳、豆乳、バナナ、ハム・ソーセージ、水、野菜・果物ジュース、清涼飲料
水、めん類、肉、野菜、バター・ジャム、緑茶・紅茶・コーヒー、菓子
Rice、Bread、Cornflakes、Instant food、Retort food、Canned food、Powdered
milk、Miso、Soy sauce、Salt、Sugar、Oil、Pickles、Seaweed、Rice seasoning、
Egg、Milk、Soy milk、Banana、Ham/Sausage、Water、Vegetables Juice/Fruit
Juice、Soft drinks、Noodles、Meat、Vegetables、Butter／Jam、Tea／Coffee、
Confectionery、

医療用品
medical supplies

絆創膏、※殺虫剤、うがい薬、消毒薬、保湿液、体温計、血圧計、マスク
Band-Aid、※Insecticide、Gargles、Disinfectant、Moisturizing liquid、Clinical
thermometers、Sphygmomanometers、Mask

寝具、衣料
Bedding, clothes

毛布、寝具、下着、靴下、衣服、※防寒着、タオル
Blankets、Bedding、Underwear、Socks、Clothes、※Snowsuits、Towels

日用品

カセットコンロ、カセットガスボンベ、なべ、食器、スプーン・フォーク、包

commodity

丁、箸、紙皿、紙コップ、懐中電灯、電池、トイレットペーパー、キッチンペ
ーパー、ウェットティッシュ、歯ブラシ、水歯磨き・歯磨き、口の洗浄液、生
理用品、紙おむつ、ホイル、ラップ、洗剤、石けん、※使い捨てカイロ、テー
プ、ゴム手袋、靴、スリッパ、大人用尿パット、ペーパータオル、ハンドソー
プ
Portable gas stove、Cassette gas、Pots and Pans、Tableware、Table
spoons/Table forks、Kitchen knife、Chopsticks、Paper trays、Paper cups、
Flashlights、Batteries、Toilet paper、Kitchen paper、Wet wipes、Toothbrush、
Dental powder、Cleaning fluid of a mouth、Sanitary products、Disposable
diapers、Aluminum foil、Plastic wrap、Detergent、Soap、※Disposable body
warmer、Tape、Rubber gloves、Shoes、Slippers、Urine putt for adults、
Paper towels、Hand soap

その他

ブルーシート、★※扇風機、※ストーブ、発電機、車用インバーター、台車、

other

固形燃料、スコップ、モバイルバッテリー
Blue sheets、★※Electric fans、※Stoves、Dynamos、The inverter for car、
Hand carts、Solid fuel、Shovels、Mobile batteries

※季節商品 ※Seasonal supplies

様式第１号（第５条関係）
Form No. 1

( Re:Art.5)
年

月

日

Year Month Day

出

荷

要

請

書

Shipping Request Form
コストコホールセールジャパン株式会社
〇〇倉庫店 倉庫店長 宛
To Costco Wholesale Japan ** Warehouse
**

市

長

㊞
Mayor of ****
災害時における物資調達に関する協定書第５条の規定により、次の物資の供給を要請しま
す。
I will request for providing supplies listed below pursuant to the provision of Article 5
of “AGREEMENT WITH THE PROCUREMENT OF SUPPLIES AT THE TIME OF
DISASTER”.

品名

規格

数量

引渡場所

引渡日時

the name of the

standard

quantity

delivery place

delivery date

Goods

and time

様式第２号（第７条関係）
Form No. 2

( Re:Art.7)
年

月

日

Year Month Day

出

荷

確

認

書

Shipment confirmation
**** 市 長 様
To Mayor of ****
コストコホールセールジャパン
株式会社
〇〇倉庫店倉庫店長 〇〇〇〇
㊞
年

月

日付けの出荷要請書により、次の物資を供給したことを報告します。

I will report that we provided the supplies listed below by the “Shipping request form”
品名

規格

数量

備考

the name of the

standard

quantity

notes

Goods

供給者 provider
所在地 address
名 称 company name
代表者 representative
受取確認者 receiving confirmer

㊞
㊞

マ

野々市市と若松梱包運輸倉庫株式会社
災害時における支援協力に関する協定

野々市市（以下「甲」という。
）と、若松梱包運輸倉庫株式会社（以下「乙」という。）
は、災害時における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。
）が発生し、又は
発生するおそれがある場合において、甲からの要請に基づき乙が行う支援協力に関し必
要な事項を定め、もって災害応急対策が円滑に実施されることを目的とする。
（協定事項の発効）
第２条 この協定に定める支援協力は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙に対
して要請を行ったときをもって発動する。
（支援の内容）
第３条 乙が甲に支援する内容は、次のとおりとする。
（１）乙が所有する倉庫での支援物資の荷受・仕分け及び保管管理
（２）甲が指定する避難所等への支援物資の配送
（３）甲が指定する物資保管場所での支援物資の荷受・仕分け
（４）その他甲が必要と認める支援物資の管理配送等
（支援の要請）
第４条 甲は、災害時において、前条に掲げる支援の必要があると認められるときは、乙
に対し支援の実施を要請するものとする。
２ 前項の規定による支援の要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する
ときには、口頭又は電話により行った後、速やかに文書を提出するものとする。
（支援の実施）
第５条 乙は、甲から前条の規定による支援の要請を受けたときは、速やかに指定場所等
に出向き、甲の指示に従い、必要な支援を実施する。
（通行の配慮）
第６条 甲は、乙が支援を実施するときは、乙の車両を優先的に通行することができるよ
う配慮するものとする。
（費用の負担）
第７条 乙が実施した支援に要する費用は、甲が負担するものとする。
（費用の額）
第８条 乙が実施した支援に係る費用の額は、災害が発生する直前における適正な額とす
る。
（費用の支払い）
第９条 支援の実施に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うも
のとする。

（連絡先等確認）
第 10 条 甲及び乙は、支援協力を円滑に行うため、それぞれ連絡先及び連絡責任者をあら
かじめ定めておくものとする。この場合において、内容に変更が生じた場合は、速やか
に相手先に報告するものとする。
（公務災害補償）
第 11 条 甲は、乙の職員が、この協定に基づく支援の実施により死亡し、負傷し、又は罹
病したときは、石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合消防団員等公務災害補償条
例（昭和 41 年石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合条例第１号）の規定に基づき、
これを補償するものとする。
（有効期間）
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年間とする。ただし、有効期間が満
了する１ヶ月前までに、甲及び乙いずれからも意思表示がないときは、同一条件で１年
間更新されたものとし、以後も同様とする。
（その他）
第 13 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙が協
議のうえ、決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通
を保有する。

平成 28 年９月１日
平成 29 年３月１日一部変更
甲

野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長

乙

粟

貴 章

金沢市福増町北 855 番地
若松梱包運輸倉庫株式会社
代表取締役

若 松 明 夫

ミ

野々市市とアークランドサカモト株式会社
災害時における支援協力に関する協定

野々市市（以下「甲」という。
）とアークランドサカモト株式会社（以下「乙」という。）
は、災害時における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。
）が発生し、又は
発生するおそれがある場合に、甲が、乙の協力を得て、被災者に対して迅速かつ円滑に
物資の供給等を行うために必要な事項を定めるものとする。
（協定事項の発効）
第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、
乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
（支援協力の内容）
第３条 乙は、災害時において次の事項について、可能な範囲内で支援を実施するものと
する。ただし、乙が罹災した等の特別な事情により支援できない場合は、その旨を電話
等により甲へ連絡するものとする。
（１）別表に掲げる食料品、飲料水、生活・日用品、救助・災害復旧に必要な用品（以
下「物資」という。
）を提供すること。
（２）一時的な避難場所として被災者に施設内を提供すること。また、その際は、被災
者に対し、水道水、トイレ等を提供するとともに、テレビ・ラジオ等で知り得た災
害の状況を可能な範囲で提供すること。
（３）物資の集積場所及びインフラ復旧の為の応援車両の待機場所等として、施設内及
び乙が管理する用地等を提供すること。
（４）前号に掲げる用地等の提供期間は、概ね１ヶ月程度とし、甲乙協議のうえ決定す
るものとする。
（要請の手続き）
第４条 甲は、前条に掲げる支援協力を受けようとするときは、乙に対し、支援協力の内
容及び物資の種類、数量、受渡しの日時、場所、面積、方法等を明らかにし、文書をも
って要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後速
やかに文書を提出するものとする。
（物資の運搬、受渡し）
第５条 乙が行う甲に対する物資の受渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、受
渡し場所までの物資の運搬は、乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙又は乙の
指定する者による運搬が困難である場合は、甲又は甲の指定する者が受渡し場所までの

物資の運搬を行うものとする。
（費用負担）
第６条 乙が、甲の要請による支援協力に要した経費については、甲及び乙が協議の上決
定し、甲が負担するものとする。また、物資の価格は、災害発生時直前における小売価
格等を基準とする。
２ 前項に掲げる経費について、甲は乙の請求があった時はその内容を確認し、30 日以内
に費用を乙に支払うものとする。
（連絡先等確認）
第７条 支援協力を円滑に行うため、甲及び乙の連絡先及び連絡責任者をあらかじめ定め
ておくものとする。この場合において、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手先に
報告するものとする。
（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、この協定締結の日から 1

年間とする。ただし、協定期間が満了する１ヶ月前までに、甲、乙いずれからも相手方
に対して特段の意思表示がないときは、この協定は同一条件でさらに１年間更新される
ものとし、その後においても同様とする。
（協議事項）
第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持
って甲乙が協議の上決定するものとする。
以上、この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙各々記名押印の上各
自それぞれ１通を保有する。
平成 29 年５月 18 日
甲

石川県野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長

乙

新潟県三条市上須頃 445 番地
アークランドサカモト株式会社
代表取締役社長

別表（第３条関係）
物資の種類
食料品

インスタント食品、缶詰、菓子

飲料水

水、緑茶、清涼飲料水、野菜ジュース

食器・調理器
具関連

衣料関連
生
活
・
日
用
品

品名

水タンク、カセットコンロ、カセットガスボンベ、固形燃料、各種
調理器具、各種食器、紙皿、紙コップ、キッチンペーパー、ホイル、
ラップ、洗剤、ゴム手袋
靴下、衣服、タオル、靴、長靴、スリッパ、手袋、軍手、ハンガー、
ハンガーラック、※防寒着

トイレットペーパー、ウェットティッシュ、ハンドソープ、石けん、
衛生用品関連

簡易トイレ、生理用品、紙おむつ、歯ブラシ、水歯磨き・歯磨き、
口の洗浄液、絆創膏、消毒液、マスク、ごみ袋、ごみ箱、※殺虫剤

ペット用品

その他

ペットフード、ペット用トイレ
ヘッドライト、懐中電灯、電池、発電機、投光器、ラジオ、傘、レ
インスーツ、テント、※扇風機、※ストーブ

救助・災害復旧に必

ブルーシート、アルミシート、スコップ、一輪車、台車、合板、角

要な用品

材、ウレタンパネル、コーキング、各種工具

備考
１ 上記は、一例である。
２ ※は、季節商品である。

ム

野々市市と二本松物流株式会社
災害時における支援協力に関する協定

野々市市（以下「甲」という。
）と二本松物流株式会社（以下「乙」という。
）は、災害
時における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。
）が発生し、又は
発生するおそれがある場合に、甲からの要請に基づき乙が行う支援協力に関し、必要な
事項を定め、もって災害応急対策が円滑に実施されることを目的とする。
（協定事項の発効）
第２条 この協定に定める災害時の支援協力は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、
乙に対して要請を行ったときをもって実施される。
（定義）
第３条 この協定において「予備避難所」とは、災害の状況等に応じて開設する予備的な
避難所をいう。
（使用施設）
第４条 乙は、次に掲げる施設（以下「使用施設」という。）を甲の要請により避難所等
として市民に使用させるものとする。
（１）施設名称 二本松物流株式会社本社
（２）所在地 野々市市徳用三丁目18番地
（支援協力の内容）
第５条 乙は、災害時において次の事項について、可能な範囲内で支援協力を実施するも
のとする。ただし、乙が罹災した等の特別な事情により支援協力できない場合は、その
旨を電話等により甲へ連絡するものとする。
（１）乙が所有する施設での支援物資の荷受け・仕分け及び保管管理
（２）甲が指定する物資保管場所での支援物資の荷受け・仕分け
（３）甲が指定する避難所等への支援物資の配送
（４）予備避難所として被災者に使用施設を提供
（要請の手続き）
第６条 甲は、前条に掲げる支援協力を受けようとするときは、乙に対し、支援協力の内
容を明らかにし、文書をもって要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電
話等により要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
（支援協力の実施）
第７条 乙は、甲から前条の規定により、第５条第１号から第３号までに掲げる支援協力
の要請を受けたときは、速やかに指定場所等に出向き、甲の指示に従い、必要な支援協
力を実施するものとする。
２ 乙は、甲から前条の規定により、第５条第４号に掲げる支援協力の要請を受けたとき
は、使用施設に避難する者に対し、使用施設への安全な誘導に努めるものとする。

（通行の配慮）
第８条 甲は、乙が支援物資の配送を実施するときは、乙の車両を優先的に通行すること
ができるよう配慮するものとする。
（使用期間）
第９条 使用施設の使用期間は、災害の状況に応じて、甲乙協議して定める。
（費用の負担）
第 10 条 乙が、甲の要請により、第５条第１号から第３号までに掲げる支援協力に要した
費用については、甲が負担するものとし、同条第４号に掲げる支援協力に要した費用に
ついては、乙が全額負担するものとする。また、乙が実施した支援に要する費用の額は、
災害発生時直前における適正な額とする。
２ 前項に掲げる費用について、甲は乙の請求があった時はその内容を確認し、30 日以内
に費用を乙に支払うものとする。
（連絡先等確認）
第 11 条 支援協力を円滑に行うため、甲及び乙の連絡先及び連絡責任者をあらかじめ定め
ておくものとする。この場合において、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手先に
報告するものとする。
（有効期間）
第 12 条 この協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、この協定締結の日から１
年間とする。ただし、協定期間が満了する１か月前までに、甲、乙いずれからも相手方
に対して特段の意思表示がないときは、この協定は同一条件でさらに１年間更新される
ものとし、その後においても同様とする。
（協議事項）
第 13 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持
って甲乙が協議の上決定するものとする。
以上、この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙各々記名押印の上各
自それぞれ１通を保有する。
平成 29 年８月 28 日
甲

野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長

乙

野々市市徳用三丁目18番地
二本松物流株式会社
代表取締役

メ

野々市市と日本郵便株式会社
野々市市と同市に係る郵便局の協力に関する協定

野々市市（以下「甲」という。
）と野々市市内郵便局、新金沢郵便局及び金沢南郵便局（以
下「乙」という。
）は、地域における協力について次のとおり協定を締結する。
第１章 総則
（締結する協定）
第１条 甲と乙が締結する協定は、次のとおりとする。
（１）地域における協力協定（第２章）
（２）災害発生時における協力協定（第３章）
（協議）
第２条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じた場合は、両者で
協議し決定する。
（有効期間）
第３条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から 2018 年３月 31 日までとする。た
だし、甲又は乙から書面による協定の破棄又は内容の変更の申し出がないときは、有
効期間満了の日の翌日から起算して１年間更新するものとし、以後もまた同様とする。
第２章 地域における協力協定
（目的）
第４条 この協定は、市民が安心して暮らせる地域社会づくりに資するための甲乙間の
協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
（協力内容）
第５条 乙は、野々市市内における業務中、次に掲げる場合においては、業務に支障の
ない範囲で甲に情報（乙の守秘義務に係るものを除く。以下同じ。
）を提供するものと
する。この場合において、緊急を要するときは、直接消防又は警察等の関係機関に通
報するものとする。
（１）高齢者、障害のある方（障がい者）、子どもその他の甲の市民等の何らかの異変
を発見した場合
（２）道路の異常を発見した場合
（３）不法投棄が疑われる廃棄物等を発見した場合
２ 前項の規定により乙が情報を提供した場合において、甲は、その個別の事実を第三
者に開示しないものとする。
（免責）
第６条 乙は、前条第１項の規定による情報の提供をした場合及び提供しなかった場合
いずれにおいても、その責任を負わないものとする。

第３章 災害発生時における協力協定
（目的）
第７条 この協定は、野々市市内に発生した地震その他災害時において、甲及び乙が相
互に協力し、復興に向けた対応を円滑に遂行するため、必要な事項を定めることを目
的とする。
（定義）
第８条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第
２条第１号に定める被害をいう。
（協力要請）
第９条 甲及び乙は、野々市市内に災害が発生した場合であって、迅速な復興のために
必要であると認めたときは、次の事項について相互に協力を要請することができる。
（１）緊急車両等としての車両の提供（車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配
達用車両は除く。
）
（２）甲又は乙が収集した被災者の避難所の開設状況及び被災者の同意の上で作成し
た避難先リスト等の情報の相互提供
（３）郵便局ネットワークを活用した広報活動
（４）災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）適用時における郵便業務に係る災害特別
事務取扱及び援護対策
ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
（５）乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
（６）避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集、
交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
（７）株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
（８）前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(注)
避難者情報確認シート（別添 1、2）、避難先届又は転居届の配布及び回収を
含む。
（協力の実施）
第１０条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業
務に支障のない範囲内において協力するものとする。
（経費の負担）
第１１条 第９条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、
法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、
要請した者が負担する。
２ 前項の規定により負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協
議の上、決定するものとする。

（災害情報連絡体制の整備）
第１２条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議
するものとする。
（情報の交換）
第１３条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情
報交換を行う。
（連絡責任者）
第１４条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。
甲 野々市市総務部環境安全課長
乙 日本郵便株式会社 新金沢郵便局長又は金沢南郵便局長
この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自１通
を保有する。
２０１７年９月 27 日
（甲） 野々市市三納一丁目１番地
野々市市長

（乙） 野々市市本町三丁目 16 番 28 号
日本郵便株式会社
野々市郵便局長

金沢市新保本四丁目 65 番地 2
日本郵便株式会社
新金沢郵便局長

金沢市泉野町六丁目 17 番 1 号
日本郵便株式会社
金沢南郵便局長

モ

野々市市とヤフー株式会社
災害時における情報発信等に関する協定

野々市市（以下「甲」という。
）
、ヤフー株式会社（以下「乙」という。
）は、次のとおり
災害時における情報発信等に関する協定を締結する。
（目的）
第１条

本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は

発生するおそれがある場合において、甲が市民に対して必要な情報を迅速に提供し、甲
の行政機能の低下を低減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組みを行うこと
を目的とする。
（取組み）
第２条 本協定における取組みの内容は次の中から、甲及び乙の両者の協議により具体的
な内容及び方法について合意が得られたものを実施するものとする。
（１）乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲
の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲
覧に供すること。
（２）甲が、甲の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤ
フーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
（３）甲が、市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報
をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
（４）甲が、災害発生時の市内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所におけ
るボランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に
掲載するなどして、一般に広く周知すること。
（５） 甲が、市内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、こ
の必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周
知すること。
（６）乙が、乙の提供するブログサービスにおいて甲が運営するブログ（以下「災害ブロ
グ」という）にアクセスするための web リンクをヤフーサービス上に掲載するなどし
て、災害ブログを一般に広く周知すること。
（７）甲が、市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示す
る所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
２ 第 1 項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、甲及び乙は、両者で
適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
（費用の負担）
第３条 前条に基づく甲及び乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、
それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
（情報の周知）
第４条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協

定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービス
以外のサービス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただ
し、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
（公表）
第５条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、甲及び乙は、その時期、方
法及び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとす る。
（連絡先等確認）
第６条 第２条第１項各号の事項を円滑に行うため、甲及び乙の連絡先及び連絡責任者を
あらかじめ定めておくものとする。この場合において、内容に変更が生じた場合は、速
やかに相手先に報告するものとする。
（有効期間）
第７条 この協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、この協定締結の日から１年
間とする。ただし、協定期間が満了する１か月前までに、甲、乙いずれからも相手方に
対して特段の意思表示がないときは、この協定は同一条件でさらに１年間更新されるも
のとし、その後においても同様とする。
（協議事項）
第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持
って甲乙が協議の上決定するものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙各々記名押印の上各自それ
ぞれ１通を保有する。

平成

年

月

日
甲

石川県野々市市三納一丁目 1 番地
野々市市
野々市市長

乙

粟

貴 章

東京都千代田区紀尾井町１番３号
ヤフー株式会社
代表取締役

宮 坂

学

ヤ

野々市市と株式会社トスマク・アイ
災害廃棄物の収集運搬等に関する協定書

野々市市（以下「甲」という。
）と株式会社トスマク・アイ（以下「乙」という。）とは、
災害発生時における災害廃棄物の収集運搬等に関し、次のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、野々市市内において地震、その他風水害等大規模な災害が発生した
場合において、当該災害により発生した災害廃棄物の収集運搬等に関し、必要な事項を
定めるものとする。
（定義）
第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところに
よる。
（１）災害 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条１号に規定する災害をいう。
（２）災害廃棄物 災害により一時的に大量に発生する破損又は汚損した廃棄物及び避難
所等から排出される廃棄物をいう。
（協力要請）
第３条 甲は、災害が発生し、災害廃棄物の収集運搬等を実施する必要があると認めた場
合、乙に対し協力を要請するものとする。
２ 前項の規定による乙への協力の要請は、原則として書面により行うものとする。ただ
し、緊急を要するときは、口頭または電話等により行い、その後速やかに書面を送付す
るものとする。
３ 甲及び乙は、災害廃棄物の種類、収集場所、収集方法等の実施内容について、必要に
応じて協議し、確認するものとする。
（協力の実施）
第４条 乙は、甲からの協力要請に備え、支援体制の整備に努めるとともに、前条の規定
により甲から要請を受けた場合は、必要な人員、車両、資機材等を調達し、可能な限り
迅速に応ずるものとする。
２ 乙は、災害廃棄物の収集運搬等にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意するもの
とする。
（１）周囲の生活環境を損なわないように十分配慮すること。
（２）災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮すること。
（情報の提供）
第５条 甲は、災害の発生時に円滑な協力が得られるように、乙に市内の被災、復旧状況
等必要な情報を適宜提供するものとする。

（実施の報告）
第６条 乙は、災害廃棄物の収集運搬等を実施したときは、次の各号に掲げる事項を書面
にて甲に報告するものとする。
（１）実施内容
（２）その他必要な事項
（訓練協力）
第７条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。
（費用の負担）
第８条 第３条の規定による要請に基づき乙が実施した協力に要する費用については、災
害発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
（連絡窓口）
第９条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては環境安全課、乙においては株式会社
トスマク・アイ第１営業部とし、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告す
るものとする。
（有効期間）
第１０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 1 年
間とする。ただし、協定期間が満了する１か月前までに、甲乙いずれからも相手方に対
して特段の意思表示がないときは、さらに１年間更新されるものとし、以降も同様とす
る。
（協議事項）
第１１条 この協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って甲乙
協議の上、決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自１
通を保有する。
平成 30 年８月１日
甲

石川県野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長

乙

石川県白山市村井町 330 番地
株式会社

トスマク・アイ

代表取締役社長

ユ

野々市市と西日本電信電話株式会社
特設公衆電話の設置、利用等に関する協定書

野々市市（以下「甲」という。
）と西日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、
大規模災害等が発生した場合において乙が提供する非常用電話（以下「特設公衆電話」と
いう。
）の設置、利用、管理等に関し、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 本協定は、災害発生時において、被災者等の通信の確保を目的とする。
（用語の定義）
第２条 本協定に規定する「災害発生時」とは、地震その他風水害等により、広域で停電
が発生する等社会の混乱が発生していることをいう。
２ 本協定に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議し定めた設置場所に電気通信回線
及び電話機接続端子を設置し、災害発生時に電話機を接続することで被災者又は帰宅困
難者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
（通信機器の管理）
第３条 甲は、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保
管し、管理するものとする。
（屋内設備の管理及び破損）
第４条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備（電話機、端子盤、配管、引込柱等）を
設置し、乙が設置する屋内配線（モジュラージャックを含む。以下同じ。）とともに、災
害発生時に即座に利用が可能な状態を維持することに努めるものとする。
２ 屋内配線が甲の故意又は重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもっ
て報告するものとする。この場合において、乙に対する修復に係る費用の支払については、
原則、甲が負担するものとする。
（特設公衆電話の設置）
第５条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定
し、設置場所等の必要な情報は甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあたって
は、甲乙互いに設備管理責任者を任命し、その氏名等を別に定める様式により相互に通
知するものとする。
（特設公衆電話の移転、廃止等）
第６条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場
合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。また、新たな設置
場所を設ける場合は、
甲は乙に対し当該場所について報告することに努めるものとする。
（定期試験の実施）
第７条 甲及び乙は、年に１回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置
できるよう、訓練と併せて接続試験等の実施に努めるものとする。
（故障発見時の扱い）
第８条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見

した場合は、速やかに相互に確認し、故障回復に向け協力するものとする。
（特設公衆電話の開設）
第９条 特設公衆電話の利用の開始については、甲乙協議の上、決定するものとし、甲は
特設公衆電話を速やかに設置し、被災者又は帰宅困難者等の通信確保に努めるものとす
る。ただし、設置場所の存在する地域において大規模災害が発生し、甲と乙が連絡が取
れない場合は、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、甲は乙に対し
開始した場所の報告を行うものとする。
（特設公衆電話の利用）
第 10 条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能
な限り利用者の誘導に努めるものとする。
（特設公衆電話の利用の終了）
第 11 条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議の上、決定するものとし、甲は特
設公衆電話を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了を通知する前に、避
難所を閉鎖した場合においては、甲は速やかに特設公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤
去した場所の連絡を行うものとする。
（設置場所の公開）
第 12 条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所について、甲と合意
した場合、乙のホームページ上で公開するものとする。
（目的外利用の禁止）
第 13 条 甲は、第７条に規定する定期試験及び第９条に規定する開設を除き、特設公衆電
話の利用を禁止するものとする。
２ 乙は、特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査するものとする。
３ 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しな
いよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものとする。
４ 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協
議のうえ講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなっ
た場合は、撤去に関する工事費用等及び甲が目的外利用により発生した分の利用料は、
甲が負担するものとする。
（協議事項）
第 14 条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をも
って協議のうえ定めるものとする。
本協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する。

平成 30 年８月 10 日

甲

石川県野々市市三納１丁目１番地
野々市市
野々市市長 粟

乙

貴 章

石川県金沢市出羽町４番１号
西日本電信電話株式会社
金沢支店長 小 川 成 子

ヨ

野々市市と石川県さく井協会
井戸の応急復旧等に関する協定書

野々市市（以下「甲」という。
）と石川県さく井協会（以下「乙」という。
）とは、災害
発生時における井戸の応急復旧等に関し、次のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、野々市市内において地震、その他風水害等大規模な災害が発生した
場合において、当該災害により発生した井戸の応急復旧等に関し、必要な事項を定める
ものとする。
（定義）
第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところに
よる。
（１）災害 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条１号に規定する災害をい
う。
（２）井戸の応急復旧等 災害により一時的に機能停止した市が所有する水源、消雪の
他野々市市内に応急給水可能な全ての井戸の復旧等をいう。
（協力要請）
第３条 甲は、災害が発生し、井戸の応急復旧等を実施する必要があると認めた場合、乙
に対し協力を要請するものとする。
２ 前項の規定による乙への協力の要請は、原則として書面により行うものとする。ただ
し、緊急を要するときは、口頭または電話等により行い、その後速やかに書面を送付す
るものとする。
３ 甲及び乙は、井戸の応急復旧等の実施内容について、必要に応じて協議し、確認する
ものとする。
（協力の実施）
第４条 乙は、甲からの協力要請に備え、支援体制の整備に努めるとともに、前条の規定
により甲から要請を受けた場合は、必要な人員、車両、資機材等を調達し、可能な限り
迅速に応ずるものとする。
２ 乙は、井戸の応急復旧等にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
（１）周囲の生活環境を損なわないように十分配慮すること。

（情報の提供）
第５条 甲は、災害の発生時に円滑な協力が得られるように、乙に市内の被災、復旧状況
等必要な情報を適宜提供するものとする。
（実施の報告）
第６条 乙は、井戸の応急復旧等を実施したときは、次の各号に掲げる事項を書面にて甲
に報告するものとする。
（１）実施内容
（２）その他必要な事項
（訓練協力）
第７条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。
（費用の負担）
第８条 第３条の規定による要請に基づき乙が実施した協力に要する費用については、災
害発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
（連絡窓口）
第９条 この協定に関する連絡窓口は、甲において上下水道課、乙においては石川県さく
井協会事務局とし、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告するものとする。
（有効期間）
第１０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 1 年
間とする。ただし、協定期間が満了する１か月前までに、甲乙いずれからも相手方に対
して特段の意思表示がないときは、さらに１年間更新されるものとし、以降も同様とす
る。
（協議事項）
第１１条 この協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って甲乙
協議の上、決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自１
通を保有する。

平成 30 年 12 月 13 日
甲

石川県野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長

乙

石川県金沢市示野町西７番地
石川県さく井協会
会

長

（３）災害及び防災対策に係る連携協力に関する協定
ア

野々市市と学校法人金沢工業大学
災害及び防災対策に係る連携協力に関する協定

野々市市（以下「甲」という。
）と学校法人金沢工業大学（以下「乙」という。）は、災害
及び防災対策に関する連携協力について、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、
災害時における住民の安全確保並びに平常時における地域防災力の強
化及び防災意識の高揚を図るため、甲と乙の連携協力に必要な事項を定め、もって災害及
び防災対策を円滑に遂行することを目的とする。
（協力の内容）
第２条 連携協力は、次に掲げる内容とし、甲及び乙は、自らが行う業務に支障のない範囲
内において応じるものとする。
（１）災害及び防災対策に関する情報の提供に関すること。
（２）施設、資機材及び物資等の提供に関すること。
（３）災害時の支援に要する人員の派遣、受入等に関すること。
（４）災害及び防災対策についての研究に関すること。
（相互協力）
第３条 甲及び乙は、第１条に定める目的を達成するため、相互に最大限の協力を図るもの
とし、前条に定める協力内容の詳細については、甲乙協議の上決定するものとする。
（連絡担当者）
第４条 甲及び乙は、連携協力を迅速かつ的確に実施するため、連絡担当者を双方に置くも
のとする。
（協力要請）
第５条

甲又は乙からの協力要請は、連絡担当者を通じて行うものとする。

（費用）
第６条 連携協力によって生じる費用の負担については、甲乙協議の上決定するものとする。
（研究成果の公開）
第７条 第２条第４号に規定する研究により得られた成果は、甲乙協議の上必要と認めたと
きは、公表するものとする。
（注意義務）
第８条 甲及び乙は、
この協定に基づく連携協力により知り得た情報の取扱いに十分注意し
なければならない。この場合において、取得した個人に関する情報については、個人情報
の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）を遵守し、適正に取り扱わなければならな
い。
（協議）
第９条 この協定書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協
議の上定めるものとする。

（有効期間等）
第 10 条 この協定は、締結の日から効力を生じ、特別の事情がない限り平成 27 年３月 31 日
まで効力を有する。ただし、有効期間満了の１月前までに甲又は乙から協定終了の申出
がない場合は、なお１年間効力を存続するものとし、その後も同様とする。
（雑則）
第 11 条 平成 23 年９月１日締結した「災害及び防災対策に係る連携協力に関する協定」に
ついては、廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自１通
を保有する。
平成 26 年７月１日

（甲）石川県野々市市三納一丁目１番地
野々市市長

粟

貴 章

（乙）石川県野々市市扇が丘７番１号
学校法人 金沢工業大学
理

事

長

泉 屋 利 郎

（４）避難所等としての使用に関する協定
ア

野々市市と株式会社スポーツクラブ・ヴィテン
災害時における避難所等としての使用に関する協定

野々市市（以下「甲」という。）と株式会社スポーツクラブ・ヴィテン（以下「乙」とい
う。）は、乙の管理する施設を災害時における予備避難所及び入浴支援施設（以下「避難所
等」という。）として使用することに関し、次のとおり協定を締結する。
（目的)
第１条 この協定は、市内に地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、
又は発生するおそれがある場合において、乙の管理する施設を避難所等として開放し、
市民を受け入れることに関し、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「予備避難所」とは、災害の状況等に応じて開設する予備的な避
難所をいう。
２ この協定において「入浴支援施設」とは、拠点避難所、予備避難所等で生活する市民に
対し、入浴場所等を開放する施設をいう。
（使用施設）
第３条 乙は、次に掲げる施設（以下「使用施設」という。）を甲の要請により避難所等と
して市民に使用させるものとする。
（１）施設名称 スポーツクラブ・ヴィテンののいち
（２）所在地 野々市市横宮町67番地１
（施設開設の要請）
第４条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、乙に対して、施設を避難
所等として開設するよう文書又は口頭（電話連絡を含む。）により要請する。
２ 甲は、
災害又は避難所の状況等を勘案して必要と認めるときは、乙に対して使用施設を、
妊産婦等避難所で生活するに当たり特に配慮を要する女性が避難するための避難所とし
て開設するよう要請するものとする。
（避難者の誘導）
第５条 乙は、使用施設に避難する者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
（費用の負担）
第６条 使用施設を予備避難所として使用したことにより生じた費用については、乙が全額
負担するものとする。
２ 使用施設を入浴支援施設として使用したことにより生じた費用については、
甲が負担す
るものとする。この場合において、甲が負担する額は、甲乙協議して定める。

（使用期間）
第７条 使用施設の使用期間は、災害の状況に応じて、甲乙協議して定める。
（連絡担当者）
第８条 甲及び乙は、災害時に迅速に対応するため、あらかじめ連絡担当者を定めるものと
する。
（その他の必要な支援）
第９条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議して、支
援する内容を決定するものとする。
（協議）
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、その
都度、甲乙協議して定めるものとする。
（変更等及び有効期限）
第11条 甲又は乙は、この協定の内容の変更又はこの協定を解除しようとするときは、変更
し、又は解除しようとする１か月前までに、相手側に対し、文書により通知し、甲乙協
議して、その内容について定めるものとする。
２ この協定は、前項の規定により決定する解除の日まで、その効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙は記名押印の上、各自１通を
保有する。

平成24年10月10日
（甲）野々市市三納１丁目１番地
野々市市
野々市市長
（乙）金沢市泉野町４丁目８番８号
株式会社スポーツクラブ・ヴィテン
代表取締役

イ

野々市市と株式会社エイム
災害時における避難所等としての使用に関する協定

野々市市（以下「甲」という。）と株式会社エイム（以下「乙」という。）は、乙の管理
する施設を災害時における予備避難所及び入浴支援施設（以下「避難所等」という。）とし
て使用することに関し、次のとおり協定を締結する。
（目的)
第１条 この協定は、市内に地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、
又は発生するおそれがある場合において、乙の管理する施設を避難所等として開放し、
市民を受け入れることに関し、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「予備避難所」とは、災害の状況等に応じて開設する予備的な避
難所をいう。
２ この協定において「入浴支援施設」とは、拠点避難所、予備避難所等で生活する市民に
対し、入浴場所等を開放する施設をいう。
（使用施設）
第３条 乙は、次に掲げる施設（以下「使用施設」という。）を甲の要請により避難所等と
して市民に使用させるものとする。
（１）施設名称 フィットネスクラブエイム２１
（２）所在地 野々市市御経塚４丁目10番地
（施設開設の要請）
第４条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、乙に対して、施設を避難
所等として開設するよう文書又は口頭（電話連絡を含む。）により要請する。
２ 甲は、
災害又は避難所の状況等を勘案して必要と認めるときは、乙に対して使用施設を、
妊産婦等避難所で生活するに当たり特に配慮を要する女性が避難するための避難所とし
て開設するよう要請するものとする。
（避難者の誘導）
第５条 乙は、使用施設に避難する者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
（費用の負担）
第６条 使用施設を予備避難所として使用したことにより生じた費用については、乙が全額
負担するものとする。
２ 使用施設を入浴支援施設として使用したことにより生じた費用については、
甲が負担す
るものとする。この場合において、甲が負担する額は、甲乙協議して定める。

（使用期間）
第７条 使用施設の使用期間は、災害の状況に応じて、甲乙協議して定める。
（連絡担当者）
第８条 甲及び乙は、災害時に迅速に対応するため、あらかじめ連絡担当者を定めるものと
する。
（その他の必要な支援）
第９条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議して、支
援する内容を決定するものとする。
（協議）
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、その
都度、甲乙協議して定めるものとする。
（変更等及び有効期限）
第11条 甲又は乙は、この協定の内容の変更又はこの協定を解除しようとするときは、変更
し、又は解除しようとする１か月前までに、相手側に対し、文書により通知し、甲乙協
議して、その内容について定めるものとする。
２ この協定は、前項の規定により決定する解除の日まで、その効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙は記名押印の上、各自１通を
保有する。

平成24年12月19日
（甲）野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長
（乙）金沢市戸水二丁目140番地
株式会社エイム
代表取締役社長

ウ

野々市市と石川県立野々市明倫高等学校
災害時における避難所の設置運営に関する協定書

野々市市（以下「甲」という。
）と石川県立野々市明倫高等学校（以下「乙」という。
）は、
災害時において、避難者を受け入れる拠点避難所について、次のとおり協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。
）が発生し、又は
発生するおそれがある場合に、
乙の管理する施設において災害の危険が切迫した緊急時に
おいて安全が確保される指定緊急避難場所と被災者が避難生活を送るための指定避難所
を兼ねた施設（以下「拠点避難所」という。）を設置することに関し、必要な事項を定め、
避難所の設置運営が円滑に実施されることを目的とする。
（協定事項の発効）
第２条 この協定に定める災害時の支援協力は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、
乙に対して要請を行ったときをもって実施される。
（支援協力の内容）
第３条 乙が災害時において甲に支援協力する内容は、拠点避難所としての設置、開設、運
営及び閉鎖の協力とする。ただし、乙が罹災した等の特別な事情により支援協力できない
場合は、その旨を電話等により甲へ連絡するものとする。
（使用施設）
第４条 乙は、次に掲げる施設（以下「使用施設」という。
）を甲の要請により避難所とし
て市民に使用させるものとする。なお、施設の利用については、別に定める施設利用計画
による。
（１）施設名称 石川県立野々市明倫高等学校
（２）所在地 野々市市下林三丁目 309 番地
（相互協力）
第５条 甲及び乙は、第１条に定める目的を達成するため、相互に最大限の協力を図るもの
とし、協力内容の詳細については、甲乙協議の上決定するものとする。
（連絡担当者）
第６条 甲及び乙は、連携協力を迅速かつ的確に実施するため、連絡担当者を双方に置くも
のとする。
（協力要請）
第７条 甲又は乙からの協力要請は、連絡担当者を通じて行うものとする。
（要請の手続き）
第８条 甲は、乙の施設の一部を避難所として開設する場合は、乙に対し、文書をもって要
請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後において速
やかに文書を提出するものとする。
（物資の調達）
第９条 甲は、
日常生活用品、
食料等の避難所運営に必要な物資の調達に努めるものとする。
（設置期間）

第 10 条 避難所の開設の期間は、７日間以内とする。ただし、必要により、甲乙協議して、
期間を延長することができるものとする。
（費用）
第 11 条 連携協力によって生じる費用の負担については、甲乙協議のうえ、決定するもの
とする。
（避難所の閉鎖）
第 12 条 甲は、乙の施設を避難所として使用するにあたり、学校教育活動に支障をきたさ
ないように配慮するとともに、施設の適正な管理に努め、避難所を閉鎖するときは、その
施設の原状回復をするものとする。
（注意義務）
第 13 条 甲及び乙は、この協定に基づく連携協力により知り得た情報の取扱いに十分注意
しなければならない。この場合において、取得した個人に関する情報については、個人情
報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）を遵守し、適正に取り扱わなければなら
ない。
（協議）
第 14 条 この協定書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙
協議のうえ、定めるものとする。
（有効期間等）
第 15 条 この協定は、締結の日から効力を生じ、特別の事情がない限り平成 30 年３月 31
日まで効力を有する。ただし、有効期間満了の１月前までに甲又は乙から協定終了の申
出がない場合は、なお１年間効力を存続するものとし、その後も同様とする。
以上、この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上各自
それぞれ１通を保有する。
平成 29 年 12 月 25 日
甲

石川県野々市市三納一丁目１番地

野々市市
野々市市長

乙

粟

貴 章

石川県野々市市下林三丁目 309 番地

石川県立野々市明倫高等学校
校

長

宮

本

雅

春

（５）福祉避難所としての使用に関する協定
ア

野々市市と社会福祉法人野々市市社会福祉協議会
災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定

野々市町（以下「甲」という。
）と社会福祉法人野々市町社会福祉協議会（以下「乙」と
いう。
）は、災害発生時において、身体等の状況が特別養護老人ホーム、老人短期入所施設
等へ入所するに至らない程度の者であって、避難所での生活において特別な配慮を要する
もの（以下「要援護者等」という。
）を受け入れるための福祉避難所について、次のとおり
協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、災害発生時、乙の運営する福祉施設内において、福祉避難所を設置
し、要援護者等を当該避難所に避難させることにより、要援護者等が日常生活に支障な
く避難生活を送ることができることを目的とする。
（定義）
第２条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。
（１）
「災害」とは、地震、豪雨、洪水、暴風、暴雪その他の異常な自然現状又は大規模な
火災などによる被害をいう。
（２）
「要援護者」とは、野々市町災害時要援護者登録事業実施要綱第２条に規定する災害
時に支援が必要な者をいう。
（３）
「乙の運営する福祉施設」とは、野々市町老人福祉センター、いきがいセンター矢作、
いきがいセンター御経塚及び野々市町ディサービスセンターのことをいう。
（管理運営）
第３条 乙は、福祉避難所の設置運営にあっては、第５条第１項各号に掲げる費用等に関
する届出（別記様式）を作成し、これを甲に提出するとともに、次に掲げる業務を履行
するものとする。
（１）要援護者等への相談等に応じる介助員等の配置及び福祉避難所に避難した要援護者
等の日常生活上の支援
（２）要援護者等の状況の急変等に対応できる体制の確保
（３）福祉避難所の設置運営に係る実績報告及び費用に係る毎月の請求（第５条第１項第
３号に掲げるものについては、領収書を添付すること。
）
（管理運営の期間）
第４条 この協定における福祉避難所の管理運営の期間は、災害発生時から一般の避難所
が閉鎖するまでの期間とする。ただし、特段の事情があるときはこの限りでない。
（費用等）
第５条 甲は、乙に対し、福祉避難所の管理運営に要した費用であって、次に掲げるもの
について支払をするものとする。
（１）介助員等に要する人件費（夜勤、宿直等に要する費用を含む。
）
（２）要援護者に要する食費
（３）その他オムツ代等の乙が直接支払を行ったものに要した費用
２ 前項各号に掲げるもののほか、洗濯機や乾燥機などの備品等については、事前に甲に
了承を得て購入するものとし、その請求は当該備品等の販売事業者が甲へ直接行うよう

指示するものとする。
（協力体制）
第６条 乙は、福祉避難所の介助員等に不足を生じると判断したときは、速やかに甲に連
絡しなければならない。この場合において、甲は、乙以外の協定を締結している法人に
対し協力要請を行うものとする。
（要援護者等の受入れ等）
第７条 甲は、福祉避難所での避難生活が必要であると判断した要援護者等を紹介し、乙
はこれを受け入れるものとする。この場合において、要援護者等は、可能な限り家族等
の協力を得て自身の責任において福祉避難所へ避難するものとする。
（個人情報の保護）
第８条 甲及び乙並びに介助員等は、福祉避難所の管理運営に当たり業務上知り得た要援
護者等又はその家族等の固有の情報を漏らしてはならない。
２ 前項に規定する個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守
しなければならない。
（権利業務の譲渡等の制限）
第９条 乙は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、
又はその権利を担保に供してはならない。
（関係書類の保管）
第１０条 乙は、この協定に関する書類等を事業所に整備するほか、事業実施後５年間は
これを保管しなければならない。
（協定の解除）
第１１条 甲は、乙がこの協定に基づく指示に違反したことにより、この協定の目的を達
成することができないと認めるときは、これを解除できるものとする。
（協定締結期間）
第１２条 この協定の締結期間は協定締結後１年間とし、甲乙いずれかより異議の申し立
てがない限り、毎年自動更新されるものとする。
（疑義の解決）
第１３条 この協定に定める事項その他業務上の必要な事項について疑義が生じた場合は、
甲、乙協議の上、解決に努めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙双方記名押印の上、各自１通
を保有するものとする。

平成２１年４月１日

甲

石川県石川郡野々市町字三納 18 街区 1 番
野々市町長

乙

石川県石川郡野々市町本町五丁目１８番５号
社会福祉法人 野々市町社会福祉協議会
理事長

イ

野々市市と社会福祉法人富樫福祉会
災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書

野々市市（以下「甲」という。
）と社会福祉法人富樫福祉会（以下「乙」という。）は、
災害発生時において、身体等の状況が福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない
が、一般の避難所での生活において特別な配慮を要する者（以下「要援護者」という。）を
受け入れるための避難所（以下「福祉避難所」という。
）の設置運営について、次のとおり
協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、野々市市内において大規模な地震、風水害等の災害が発生した場合
における要援護者への避難援護について、甲の要請に基づき、乙の運営する福祉施設内
において福祉避難所を設置し、要援護者を当該避難所に避難させることにより、要援護
者が日常生活に支障なく避難生活を送ることができることを目的とする。
（受入れ等の要請）
第２条 甲は、災害時において、要援護者の存在を把握した場合は、乙に対し、乙の運営
する福祉施設内に福祉避難所を設置し、要援護者及びその介護者の受入れを要請するも
のとする。
２ 乙は、甲からの要請に可能な範囲で応じるよう努めるものとする。
（指定施設）
第３条 福祉避難所を設置する施設は、次に掲げる施設とする。
施

設 名

特別養護老人ホーム 富樫苑

所

在 地

野々市市中林四丁目 62 番地

（設置期間）
第４条 乙は、この協定における福祉避難所を設置運営する期間は、必要最小限の期間と
し、甲は、乙が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所
を早期閉鎖できるよう努めるものとする。
（要援護者の移送）
第５条 甲の要請に基づき、乙が要援護者の受入れを了承した場合は、乙が設置する福祉
避難所への要援護者の移送は、原則として当該要援護者の家族と支援者が行うものとす
る。

（物資調達及び介助者の確保）
第６条 甲は、日常生活用品、食料等乙が設置する福祉避難所の運営に必要な物資の調達
に努めるものとする。
２

甲は、福祉避難所において乙が要援護者に適切な介護を提供できるよう看護師、介護
員、ボランティア等の介助者の確保に努めるものとする。
（経費の負担）

第７条 福祉避難所の設置運営に要する経費については、甲が負担するものとする。
（守秘義務）
第８条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を甲以外の者に漏
らしてはならない。
（協議）
第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙
協議して定めるものとする。
（効力）
第 10 条 この協定は、締結の日から効力を生ずるものとし、平成 25 年 10 月 31 日までとす
る。ただし、期間満了の日の 30 日前までに、甲又は乙から書面による解約の申出がない
ときは、なお、１年間効力を有するものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自１通を
保有するものとする。

平成 24 年 11 月１日
（甲） 野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長
（乙） 野々市市中林四丁目 62 番地
社会福祉法人富樫福祉会
理事長

ウ 野々市市と社会福祉法人加賀中央福祉会
災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書
野々市市（以下「甲」という。
）と社会福祉法人加賀中央福祉会（以下「乙」という。）
は、災害発生時において、身体等の状況が福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至ら
ないが、一般の避難所での生活において特別な配慮を要する者（以下「要援護者」という。）
を受け入れるための避難所（以下「福祉避難所」という。）の設置運営について、次のとお
り協定を締結する。
（目的）
第１条 この協定は、野々市市内において大規模な地震、風水害等の災害が発生した場合
における要援護者への避難援護について、甲の要請に基づき、乙の運営する福祉施設内
において福祉避難所を設置し、要援護者を当該避難所に避難させることにより、要援護
者が日常生活に支障なく避難生活を送ることができることを目的とする。
（受入れ等の要請）
第２条 甲は、災害時において、要援護者の存在を把握した場合は、乙に対し、乙の運営
する福祉施設内に福祉避難所を設置し、要援護者及びその介護者の受入れを要請するも
のとする。
２ 乙は、甲からの要請に可能な範囲で応じるよう努めるものとする。
（指定施設）
第３条 福祉避難所を設置する施設は、次に掲げる施設とする。
施

設 名

特別養護老人ホーム かんじん

所

在 地

野々市市新庄二丁目 45 番地

（設置期間）
第４条 乙は、この協定における福祉避難所を設置運営する期間は、必要最小限の期間と
し、甲は、乙が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所
を早期閉鎖できるよう努めるものとする。
（要援護者の移送）
第５条 甲の要請に基づき、乙が要援護者の受入れを了承した場合は、乙が設置する福祉
避難所への要援護者の移送は、原則として当該要援護者の家族と支援者が行うものとす
る。

（物資調達及び介助者の確保）
第６条 甲は、日常生活用品、食料等乙が設置する福祉避難所の運営に必要な物資の調達
に努めるものとする。
２

甲は、福祉避難所において乙が要援護者に適切な介護を提供できるよう看護師、介護
員、ボランティア等の介助者の確保に努めるものとする。
（経費の負担）

第７条 福祉避難所の設置運営に要する経費については、甲が負担するものとする。
（守秘義務）
第８条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を甲以外の者に漏
らしてはならない。
（協議）
第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙
協議して定めるものとする。
（効力）
第 10 条 この協定は、締結の日から効力を生ずるものとし、平成 25 年 10 月 31 日までとす
る。ただし、期間満了の日の 30 日前までに、甲又は乙から書面による解約の申出がない
ときは、なお、１年間効力を有するものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自１通を
保有するものとする。

平成 24 年 11 月１日
（甲） 野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長
（乙） 野々市市新庄二丁目 45 番地
社会福祉法人 加賀中央福祉会
理事長

（６）災害時の情報交換に関する協定
ア

国土交通省北陸整備局と野々市市
災害時の情報交換に関する協定

国土交通省北陸地方整備局長（以下「甲」という。)と、野々市町長（以下「乙」とい
う。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
（目

的）

第１条

この協定は、野々市町の地域について災害が発生または、災害が発生するおそれ

がある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等（以下「情報交換」という。）
に関する事項について定め、もって、迅速かつ円滑な災害対策の実施に資することを目的
とする。
（情報交換の開始時期）
第２条

甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。

一

野々市町内で重大な被害が発生又は、発生するおそれがある場合

二

野々市町災害対策本部が設置された場合

三

その他甲又は乙が必要と判断した場合

（情報交換の内容）
第３条

甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。

一

一般被害状況に関すること

二

公共土木施設（ 道路・公園・下水道等 ）の被害状況に関すること

三

その他甲又は乙が必要な事項

（情報連絡員（リエゾン）の派遣）
第４条

第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断し

た場合には、甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図る
ものとする。
（平素の協力）
第５条

甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資

料の整備に協力するものとする。
（協議）
第６条

本協定に疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、その都度、

甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。

本協定は、２通作成し、甲乙押印のうえ各１通を所有する。
平成23年３月１日

甲）

新潟県新潟市中央区美咲町1－１－１
新潟美咲合同庁舎１号館
国土交通省
北陸地方整備局長

乙）

石川県石川郡野々市町字三納18街区１番
野 々 市 町 長

（７）新規に締結した協定
ア

野々市市と株式会社八幡
災害時における物資等の供給に関する協定

野々市市（以下「甲」という。
）と株式会社八幡（以下「乙」という。
）とは、次のとおり災害時にお
ける物資等の供給に関する協定を締結する。
（目的）
第１条

この協定は、野々市市に大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそ

れがある場合に必要な食料、物資（以下「物資等」という。）の供給等に関し、必要な事項を定め、
災害応急対策が円滑に実施されることを目的とする。
（協力要請）
第２条 甲は、災害時において、物資等を調達する必要があるときは、乙に対して、物資等の供給につ
いて、協力を要請することができる。
（協力の実施）
第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、保有又は調達、製造等が可能な物資等を速やかに供
給する。
（物資の範囲）
第４条 甲が乙に要請する物資等は、次の各号に掲げるものとする。
（１）食料品
（２）飲料水
（３）その他、甲が指定する物資
（要請の方法）
第５条 甲は、前条に掲げる物資等の供給を受けようとする時は、出荷要請書をもって乙に要請するも
のとする。但し、緊急を要するときは、口頭または電話をもって要請し、事後、速やかに文書を提出
するものとする。
（物資の引渡し）
第６条 物資の運搬は、甲の指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲の職員が確認した上で、
これを引渡すものとする。
２

甲は、物資等を確認後、速やかに出荷確認書を乙に提出するものとする。
（費用の負担）

第７条 甲が要請し、乙が供給した物資等の費用については、甲が負担するものとする。
２

甲は、前項に基づく請求があったときは、乙に対し 30 日以内に代金を支払うものとする。
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（物資の価格）
第８条 物資等の価格は、災害が発生する直前における適正な価格とする。
（効力）
第９条 この協定の有効期間は、締結の日から１年間とする。ただし、有効期間満了日までに、甲、乙
いずれかからも意思表示がないときは、更に１年間更新するものとし、以後も同様とする。
（解除）
第 10 条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１か月前までに書面により相手方に
通知するものとする。
（協議）
第 11 条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度、
甲乙協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。

令和２年４月 13 日

（甲）野々市市三納一丁目１番地
野々市市長
（乙）羽咋市兵庫町午１０番地
株式会社八幡
代表取締役社長
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イ 野々市市と NPO 法人コメリ災害対策センター
災害時における支援協力に関する協定
野々市市（以下「甲」という。）とＮＰＯ法人コメリ災害対策センター（以下「乙」という。）
は、災害時における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
（趣旨）
第１条 この協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生す
るおそれがある場合に、甲が、乙の協力を得て、迅速かつ円滑に物資の供給等を行うために必
要な事項を定めるものとする。
（協定事項の発効）
第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙に
対して要請を行ったときをもって発動する。
（供給等の協力要請）
第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物
資の供給を要請することができる。
（調達物資の内容）
第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資と
する。
（１）別表に掲げる物資
（２）その他甲が指定する物資
（要請の手続き）
第５条 甲は、前条に掲げる物資の供給を受けようとするときは、乙に対し、調達する物資名、
数量、規格、受渡しの日時、場所等を明らかにし、文書をもって要請するものとする。ただし、
緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
（物資の供給の協力）
第６条 乙は前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書によ
り甲に報告するものとする。
（物資の運搬、受渡し）
第７条 乙が行う甲に対する物資の受渡し場所は、甲が指定するものとし、受渡し場所までの物
資の運搬は、乙が行うものとする。ただし、乙よる運搬が困難である場合は、甲の定める輸送
手段により運搬するものとする。
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２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮する
ものとする。
（費用負担）
第８条 乙が、甲の要請による物資の供給に要した経費については、甲及び乙が協議の上決定し、
甲が負担するものとする。また、物資の価格は、災害発生時直前における小売価格等を基準と
する。
２ 前項に掲げる経費について、甲は乙の請求があった時はその内容を確認し、30 日以内に費用
を乙に支払うものとする。
（連絡先等確認）
第９条 支援協力を円滑に行うため、甲及び乙の連絡先及び連絡責任者をあらかじめ定めておく
ものとする。この場合において、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告するもの
とする。
（有効期間）
第 10 条 この協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、この協定締結の日から 1 年間と
する。ただし、協定期間が満了する１ヶ月前までに、甲、乙いずれからも相手方に対して特段
の意思表示がないときは、この協定は同一条件でさらに１年間更新されるものとし、その後に
おいても同様とする。
（協議事項）
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って甲
乙が協議の上決定するものとする。
以上、この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙各々記名押印の上各自それ
ぞれ１通を保有する。
令和２年７月 29 日
甲

石川県野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長 粟

乙

貴

章

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１
ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター
理事長
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捧

雄 一

郎

ウ 野々市市と株式会社ジャパンビバレッジホールディングス
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エ 野々市市とマンテンホテル株式会社
災害時における避難所等としての使用に関する協定
野々市市（以下「甲」という。）とマンテンホテル株式会社（以下「乙」という。）は、乙の
管理する施設を災害時における予備避難所及び入浴支援施設（以下「避難所等」という。）とし
て使用することに関し、次のとおり協定を締結する。
（目的)
第１条 この協定は、市内に地震等による大規模な自然災害（以下「災害」という。）が発生
し、又は発生するおそれがある場合において、乙の管理する施設を避難所等として開放し、市
民を受け入れることに関し、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「予備避難所」とは、災害の状況等に応じて開設する予備的な避難所
をいう。
２ この協定において「入浴支援施設」とは、拠点避難所、予備避難所等で生活する市民に対
し、入浴場所等を開放する施設をいう。
（使用施設）
第３条 乙は、次に掲げる施設（以下「使用施設」という。）を甲の要請により避難所等として
市民に使用させるものとする。
（１）施設名称 満天の湯・道の宿
（２）所在地

野々市市柳町460番地

（施設開設の要請）
第４条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、乙に対して、施設を避難所等
として開設するよう事前協議のうえ、文書又は口頭（電話連絡を含む。）により要請する。
（避難者の誘導）
第５条 乙は、使用施設に避難する者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
（費用の負担）
第６条 使用施設を避難所等として使用したことにより生じた費用については、甲が負担するも
のとする。
（使用期間）
第７条 使用施設の使用期間は、災害の状況に応じて、甲乙協議して定める。
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（連絡担当者）
第８条 甲及び乙は、災害時に迅速に対応するため、あらかじめ連絡担当者を定めるものとす
る。
（その他の必要な支援）
第９条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議して、支援す
る内容を決定するものとする。
（協議）
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、その都
度、甲乙協議して定めるものとする。
（変更等及び有効期限）
第11条 甲又は乙は、この協定の内容の変更又はこの協定を解除しようとするときは、変更し、
又は解除しようとする１か月前までに、相手側に対し、文書により通知し、甲乙協議して、そ
の内容について定めるものとする。
２ この協定は、前項の規定により決定する解除の日まで、その効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙は記名押印の上、各自１通を保有
する。

令和２年７月31日
（甲）野々市市三納一丁目１番地
野々市市
野々市市長
（乙）富山市本町２－17
マンテンホテル株式会社
代表取締役社長
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オ

野々市市と株式会社アクティオ
災害時における支援協力に関する協定

野々市市（以下「甲」という。
）
、株式会社アクティオ（以下「乙」という。）とは、次の
とおり災害時における支援協力に関する協定を締結する。
（目的）
第１条

本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は

発生するおそれがある場合において、甲からの要請に基づき乙が行うレンタル機材の供
給に関し必要な事項を定め、もって、災害応急対策が円滑に実施されることを目的とす
る。
（協定事項の発効）
第２条 本協定に定めるレンタル機材の供給は、原則として、
甲が災害対策本部を設置し、
乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
（機材供給要請）
第３条 甲は、災害時における応急処置のため、緊急に機材を調達する必要があると認め
られるときは、乙の保有する機材の供給を要請するものとする。
（協力の実施）
第４条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、保有している機材又は調達
可能な機材を速やかに供給する。
（機材の範囲）
第５条 甲が乙に要請する機材は、次に掲げるもののうち、乙が保有しているもの又は調
達可能なものとする。
（１）仮設トイレ
（２）発電機
（３）その他レンタル機材
（要請の方法）
第６条 甲は、機材の供給を受けようとするときは、乙に対し、文書により要請するもの
とする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話により要請した後、速やかに文書
を提出するものとする。
（機材の引渡し）
第７条 機材の運搬は、甲が指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲の職員が
確認した上で、これを引き渡すものとする。ただし、乙が自ら搬送することができない
場合は、甲が定める輸送手段により搬送するものとする。
２ 甲は、乙が前項の規定により物資を搬送する車両等を優先的に通行することができる
よう配慮するものとする。
（費用の負担）
第８条 乙が供給した機材の費用及び搬送に係る費用は、甲が負担するものとする。
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（費用の支払い）
第９条 機材の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うも
のとする。
（連絡先等確認）
第 10 条 レンタル機材の供給を円滑に行うため、甲及び乙の連絡先及び連絡責任者をあら
かじめ定めておくものとし、連絡責任者は、甲においては野々市市長、乙においては株
式アクティオ金沢白山営業所長とする。この場合において、内容に変更が生じた場合は、
速やかに文書にて相互に連絡を行うものとする。
（機材の価格）
第 11 条 乙が供給した機材の価格は、災害が発生する直前における適正な価格とする。
（その他の必要な支援）
第 12 条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議の上、
支援する内容を決定するものとする。
（有効期間）
第 13 条 本協定の有効期間（以下「協定期間」という。
）は、本協定締結の日から 1 年間
とする。ただし、協定期間が満了する１ヶ月前までに、甲及び乙いずれからも相手方に
対して特段の意思表示がないときは、本協定は同一条件でさらに１年間更新されるもの
とし、その後においても同様とする。
（協議事項）
第 14 条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って
甲乙二者が協議の上決定するものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙各々記名押印の上各自それ
ぞれ１通を保有する。
令和２年８月５日
甲

石川県野々市市三納一丁目 1 番地
野々市市
野々市市長

乙

東京都中央区日本橋３－１２－２
朝日ビルヂング７Ｆ
株式会社アクティオ
代表取締役社長
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あなたのお宅は大丈夫？
木造建物における
計測震度と建物全壊率の関係
100

全壊率（％）

平成７年に発生した阪神・淡路大震災では、犠牲者の約
８割以上が住宅・建物の倒壊による窒息死や圧死が原因で
あったといわれており、特に昭和５６年５月以前の耐震基
準で建てられた建物に被害が集中していました。
内閣府資料によると、木造建物における計測震度と建物
全壊率の関係は右の図表に示すとおりで、昭和５５年以前
に建てられた建物の全壊率が高くなっていることがわかり
ます。野々市市での最大の想定震度（震度６強［計測震度
６.２］）が発生した場合、昭和34年以前に建てられた木
造建物は約４３%の確率で全壊する可能性があります。
このような大きな被害をもたらす地震からみなさんの生
命や財産を守るためには、住宅等の耐震化が重要です。こ
の機会に、住宅等の耐震性を調べ、耐震化を検討してみて
はいかがでしょうか。
野々市市では、地震による建物の倒壊等の災害を未然に
防止し、市民の安全を確保するため、既存建物の耐震診断
及び耐震改修工事に要する費用の一部を補助する制度を設
けております。

昭和34年以前に建築
昭和35～55年に建築

80
60
40

野々市市で予想される最大震度
野々市町で予想される最大震度
⇒計測震度5.9～6.2
(震度6弱～震度6強)

20
昭和56年以降に建築
0
計測震度 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7
5強
6弱
6強
7
震度階級

計測
震度
5.9
6.0
6.1
6.2

木造建物の全壊率（％）
S34以前 S35～55 S56以降
9.7
5.9
0.9
17.7
10.6
0.9
｢東南海･南海地震防災対
28.9
17.4
2.7
策に関する調査報告書｣
(2004 内閣府 ) より
42.7
26.6
4.4
S55 以前の木造建物の全壊率が高い

耐震診断･耐震改修に関する助成制度
制度・事業名

対象建築物

野々市市既存建築物
簡易耐震診断実施事業
木造住宅

事業に係る費用・補助制度内容
建築図面に基づく簡易耐震診断
無料
（現況図面がある場合）
現地調査に基づく簡易耐震診断
5，000円
（現況図面がない場合）

野々市市住宅耐震改修
工事（診断）費補助制度

耐震診断

限度額12万円 補助率３／４

耐震改修

限度額150万円

お問い合わせ

野々市市土木部建築住宅課
TEL 076-227-6087

どんな建物が倒壊する危険性があるの？
どんな建物が倒壊する危険性があるの？
①土台や柱、 梁の接続部分の補強なし

④基礎が弱い

・構造部材の接合部分が金物で補強されていない。

・鉄筋が入っていないコンクリートの基礎や、

②壁が少ない
・横からの地震の力に抵抗する“ 耐力壁 ”の配置が
不十分。※昭和 56 年の建築基準法改正で、以前の約 1.4 倍に強化

③建物の形や耐力壁のバランスが悪い
・建物が複雑な形をしている。
・２階部分が１階部分から張り出している。
・店舗や車庫など、道路側が全面開口となっている。

基礎が無い古い住宅。

⑤建物が老朽化している
・建物のメンテナンスをしていない。

野々市市では、市民の皆さんに地震発生時の地域の危険度に関する情報を提供し、事前の地震対策を考え、
大規模地震に備えていただくために、“地域の危険度マップ”を作成しました。
この“地域の危険度マップ”は、地域の建物棟数データ（構造別・建築年別）と想定される最大震度 ※1に
対する建物の全壊率を掛け合わせ、各地域で想定される「全壊する建物の割合」を推計し、地域の危険度と
して表示したものです。
過去の大規模な地震（阪神・淡路大震災など）では、耐震基準が改正された昭和５６年５月以前の建物に
被害が多く見られます。この“地域の危険度マップ”を確認し、家族みんなで、自宅の耐震性について話し
合ってみましょう。
※1 想定される最大震度
「森本・富樫断層帯（M7.2）で発生する地震」や「庄川断層帯（M7.9）で発生する地震」、「どこでも起こりう
る直下型の地震（M6.9）」の発生を想定し推計を行ったところ、野々市市では震度６弱～震度６強の揺れが起こる可
能性があることがわかりました。

マグニチュード (M) と震度の違いは ?
「マグニチュード」は、地震そのものの大きさ（規模）を表すものさしです。一方、「震度」は、ある大きさの地
震が起きた時のわたしたちが生活している場所での揺れの強さのことを表します。
この「マグニチュード」と「震度」には、例えば、「マグニチュード」が小さい地震でも、震源からの距離が近い
と地面は大きく揺れるため「震度」が大きくなり、「マグニチュード」が大きい地震でも、震源からの距離が遠いと
地面の揺れは小さくなるため「震度」が小さくなるといった関係があります。
［震度 6 弱］(5.5 以上〜 6.0 未満 )

北陸地方も安心できません！
平成１６年に発生した新潟県中越地震（震度７）、平成１
９年に発生した能登半島地震（震度６強）、新潟県中越沖地
震（震度６強）など、近年、北陸地方においても死者や家屋
の倒壊が伴う大きな地震が発生しています。
このような規模の地震は、いつ、どこで起こるかわかりま
せん。地震が起こる前に家族で話し合い、日頃の備えを心が
けましょう。

耐震性が高い

耐震性が低い
［震度 6 強］(6.0 以上〜 6.5 未満 )

能登半島地震 ( 震度 6 強 )
により倒壊･全壊した家屋
気象庁 HP より

・湿気による腐朽、シロアリ被害が見られる。

耐震性に関するチェックポイント！
耐震性に関するチェックポイント！

耐震性が高い

耐震性が低い
［震度 7］(6.5 以上 )

木造住宅の耐震性には、主に３つのチェックポイントがあるといわれています。
■新耐震設計基準（昭和５６年６月施行）に基づいた設計か
■住宅が過去に大きな災害を経験し、破損等の心配はないか
■大きな窓がたくさんある、壁の量が少ないなど住宅の構造、形に問題はないか
財団法人日本建築防災協会のホームページの、『誰でもできるわが家の耐震診断』
では、住宅の地震に対する強さ弱さのポイントとなる部分がわかりやすくまとめられ
ています。http://www.kenchiku-bosai.or.jp/files/2013/11/taisin_flash.html

右の図は、気象庁（http://www.jma.go.jp/）が公開している「震度と
耐震性が高い
耐震性が低い
揺れ等の状況 ( 概要 )」を抜粋したものです。
「震度と揺れ等の状況 ( 概要 )」 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/jma-shindo-kaisetsu-gaiyo.pdf

TEL:076-227-6087 ( 直通 )
このパンフレットに関するお問い合わせは、野々市市土木部建築住宅課 URL:http://www.city.nonoichi.lg.jp/
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野々市市では、『地域の危険度マップ』を作成しました！
この“地域の危険度マップ”は、地域の建物棟数データ（構造別・建築年別）
駅 駅
西泉駅
と想定される最大震度に対する建物の全壊率を掛け合わせ、各地域で想定される
沢 金沢
金
西
新
「全壊する建物の割合」を推計し、地域の危険度として表示したものです。
西
自宅やよく行く施設のまわりの安全性、自分の家の耐震性について、家族みん
なで話し合ってみましょう。
過去の大規模な地震（阪神・淡路大震災など）の被害状況によると、特に、昭
和５６年５月以前の耐震基準で建てられた建物に被害が多い傾向がありますので
注意しましょう。
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行政界
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災害復旧優先道路 ( 野々市市 )

高

第1次
第2次
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四十万駅

緊急輸送道路 ( 石川県 )

建物全壊棟数率

危険度1

0％ ～ 3％未満

危険度2

3％ ～ 5％未満

危険度3

5％ ～ 7％未満

危険度4

7％ ～ 10％未満

危険度5

10％ ～ 20％未満

危険度6

20％ ～ 30％未満

危険度7

30％ ～

住家の被害：全壊とは
住家全部が倒壊、または住家の損壊
が甚だしく、補修により元通りに再
使用することが困難なもの。
｢災害に係る住家の被害認定基準
運用指針(平成21年6月 内閣府)｣より

このマップに関するお問い合わせは、

全壊イメージ

野々市市土木部建築住宅課
TEL：076-227-6087(直通)
URL：http://www.city.nonoichi.lg.jp/

令和２年３月

※この“野々市市 地域の危険度マップ”は、｢地震防災マップ作成技術資料
(平成17年3月 内閣府)｣及び平成21年度の資料に基づき、作成しています。

