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震４－４－１ り災証明書 

 
証第     号 

年  月  日 

 

 

り 災 証 明 書 

 

世 帯 主 住 所 区     町     丁目     番地 

氏 名 世帯人員   名 

り 
 

災 
 

状 
 

況 

災害の原因 １ 風水害       ２ 震火災       ３ その他 

り災年月日 年   月   日 

り 災 場 所  

り災の程度 

１ (1) 全壊 (焼)   (2) 半壊(焼)   (3) 大規模半壊（焼） 

住 

家 (4) 床上浸水   (5) 床下浸水    (6) 流失   （7）その他 

２ 

  (1) 死  亡   (2) 行方不明  名   (3) 負傷   名 

人 

世

帯

人

員 

氏 名 続   柄 年   令 備   考 

 

 

 

 

 

   

目 的  

 

 上記のとおり、り災したことを証明する。 

年  月  日 

 

 

 

 

港区長              □印 

（港区災害対策本部長） 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
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震－参－１ 港区防災対策基本条例 

平成二十三年十月十四日 

条例第二十四号 

改正 平成二七年六月三〇日条例第三二号 

目次 

第一章 総則（第一条―第三条） 

第二章 区、区民及び事業者の責務 

第一節 区の責務（第四条―第六条） 

第二節 区民の責務（第七条） 

第三節 事業者の責務（第八条） 

第三章 予防対策 

第一節 防災街づくりの推進（第九条―第十二条） 

第二節 啓発活動及び教育の推進（第十三条・第十四条） 

第三節 防災訓練（第十五条） 

第四節 防災住民組織（第十六条） 

第五節 要配慮者に対する施策（第十七条） 

第六節 高層住宅等の震災対策（第十八条） 

第七節 業務継続計画（第十九条） 

第八節 ボランティアへの支援（第二十条） 

第四章 応急対策 

第一節 応急体制等の整備（第二十一条―第二十三条） 

第二節 避難（第二十四条―第二十六条） 

第三節 帰宅困難者対策（第二十七条・第二十八条） 

第五章 復興対策（第二十九条・第三十条） 

付則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、防災対策について基本理念を定め、港区（以下「区」という。）、区民及び事

業者の責務を明らかにするとともに、災害の予防対策、応急対策及び復興対策に関する基本的事項

を定めることにより、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって区民等の生命、身体及び財産

を災害から保護することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 
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一 災害 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。）第二条第一

号に定める災害をいう。 

二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、並びに災害の復

旧及び復興を図ることをいう。 

三 区民 区内に住所を有する者及び居住する者をいう。 

四 事業者 区内で事業活動を行うものをいう。 

五 区民等 区民及び区内に勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。 

六 防災住民組織 町会、自治会等を単位として自主的に結成された防災組織をいう。 

七 防災関係機関 警視庁、東京消防庁その他の防災対策を実施する東京都の関係機関及び法第二

条第三号から第六号までに規定する機関をいう。 

（基本理念） 

第三条 防災対策は、自らのことは自らが守るという自助の考え方、地域において互いに助け合うと

いう共助の考え方及び行政が区民等の安全を確保するという公助の考え方に基づき、区、区民及び

事業者がそれぞれの責務と役割を果たし、相互に連携を図りながら協力することを基本理念として

行われなければならない。 

第二章 区、区民及び事業者の責務 

第一節 区の責務 

（区長の基本的責務） 

第四条 区長は、区民等の生命、身体及び財産を災害から保護し、その安全を確保するため、必要な

施策を実施し、及び防災体制を整備しなければならない。 

２ 区長は、防災対策を行うに当たり、国、東京都（以下「都」という。）及び他の区市町村との連

絡調整を行うとともに、区民、事業者、防災住民組織、防災関係機関、ボランティア等との連携及

び協力に平常時から努めなければならない。 

（地域防災計画の実施） 

第五条 区長は、法第四十二条第一項の規定により作成された港区地域防災計画（以下「地域防災計

画」という。）に基づき、防災対策を的確かつ円滑に実施するものとする。 

（区の職員の責務） 

第六条 区の職員は、区民等の安全を確保するため、防災に関する知識及び技術の習得に努めなけれ

ばならない。 

第二節 区民の責務 

（区民の責務） 

第七条 区民は、自己及び家族の安全の確保に努めるとともに、相互に協力し、地域の住民の安全の

確保に努めなければならない。 

２ 区民は、次に掲げる事項その他必要な事項について、自ら災害に備える手段を講ずるよう努めな
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ければならない。 

一 建築物その他の工作物の安全性の向上 

二 家具の転倒の防止 

三 出火の防止 

四 初期消火に必要な用具の準備 

五 飲料水、食料等生活必需品の備蓄 

六 避難の経路、場所及び方法についての確認 

七 防災に関する知識及び技術の習得 

３ 区民は、区、防災関係機関等が実施する防災対策事業に協力するよう努めるとともに、地域にお

ける自主的な防災対策活動に参加するよう努めなければならない。 

第三節 事業者の責務 

（事業者の責務） 

第八条 事業者は、その社会的責任に基づき、その管理する施設及び設備の安全性の確保に努めると

ともに、従業員、事業所に来所する者及び事業所の周辺地域における住民の安全の確保に努めなけ

ればならない。 

２ 事業者は、防災住民組織等との連携を図りつつ、地域における自主的な防災対策活動に協力する

とともに、区、防災関係機関等が実施する防災対策事業に協力するよう努めなければならない。 

３ 事業者は、災害時において、従業員の一斉帰宅の抑制に努めるとともに、帰宅困難者（事業所、

学校等に通勤し、通学し、又は買物その他の理由により来店し、若しくは来所する者等で徒歩によ

り容易に帰宅することが困難なものをいう。以下同じ。）対策のため、飲料水、食料その他災害時

において必要となる物資を備蓄するよう努めなければならない。 

第三章 予防対策 

第一節 防災街づくりの推進 

（災害に強い街づくりの推進） 

第九条 区長は、道路、公園等の都市基盤の整備、市街地の再整備、土地利用の誘導等の施策を通じ

て、災害に強い街づくりを総合的に推進するものとする。 

２ 区長は、災害に強い街づくりを総合的に推進するため、防災街づくり整備指針を策定するものと

する。 

３ 区長は、前項の指針の策定に当たっては、地域防災計画との整合性に配慮しなければならない。 

（公共施設の安全性の確保） 

第十条 区長は、その管理する建築物その他の公共施設の耐震性及び耐火性を強化し、その安全性を

確保するものとする。 

（民間建築物等の安全性の向上） 

第十一条 区長は、区内に存する民間建築物等（公共施設を除く建築物その他の工作物をいう。以下
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同じ。）の耐震性及び耐火性の確保並びに落下物の防止のため、調査又は適切な助言若しくは指導

に努めなければならない。 

２ 区長は、前項の目的を達成するため、民間建築物等の所有者等に対し必要な助成を行うことがで

きる。 

（風水害対策） 

第十二条 区長は、台風、集中豪雨等による浸水等の被害を未然に防止し、又は被害を最小限にとど

めるため、水防に関する体制を確立し、その対策に努めなければならない。 

第二節 啓発活動及び教育の推進 

（防災に関する知識の普及及び情報の提供等） 

第十三条 区長は、防災に関する知識の普及及び情報の提供を積極的に推進し、区民等の防災に関す

る知識及び意識の向上に努めなければならない。 

（防災教育の推進） 

第十四条 区長は、教育委員会が実施する学校教育及び社会教育を通じて防災教育の充実に努めると

ともに、防災住民組織、消防団等が実施する防災教育に対し必要な支援を行うよう努めなければな

らない。 

第三節 防災訓練 

（防災訓練の実施） 

第十五条 区長は、防災住民組織、防災関係機関等との連携を図り、防災訓練を積極的に行わなけれ

ばならない。 

２ 防災住民組織は、災害の発生に備え、防災訓練を実施するよう努めなければならない。 

３ 区長は、前二項の防災訓練が円滑に実施できるよう、必要な措置を講じ、及び支援を行うよう努

めなければならない。 

第四節 防災住民組織 

（防災住民組織の育成） 

第十六条 区長は、防災住民組織の育成のため、資器材の供与等、研修の実施、防災に関する意識の

啓発その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。 

２ 区長は、防災住民組織の活動の促進を図るため、地域の防災リーダー（防災住民組織の活動にお

いて中心的な役割を担う者をいう。）の育成に努めなければならない。 

３ 区長は、防災住民組織、消防団その他災害時に支援活動を行う団体が、相互に連携を図り、補完

し合うことにより、区内で被災した区民等に対して必要な活動を一体的かつ効果的に行うことがで

きるネットワークづくりの促進に努めなければならない。 

第五節 要配慮者に対する施策 

（要配慮者に対する施策） 

第十七条 区長は、高齢者、障害者等で災害時において特に配慮を要するもの（以下「要配慮者」と
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いう。）に対する施策を推進するよう努めなければならない。 

２ 区長は、要配慮者に対する施策を推進するに当たり、必要があると認めるときは、警察署、消防

署、町会、自治会、民生委員等に協力を求めることができる。 

第六節 高層住宅等の震災対策 

（高層住宅等の震災対策） 

第十八条 高層住宅等の居住者等は、震災時におけるエレベーターの停止等に備え、協力して防災に

関する計画を策定するよう努めるとともに、救出、避難等に必要な用具について協力して備蓄する

よう努めなければならない。 

２ 高層住宅等の建築主等は、前項の規定による備蓄を行うため、必要な場所を建物内に確保するよ

う努めなければならない。 

３ 区長は、高層住宅等の震災対策を推進するため、必要な支援を行うよう努めなければならない。 

第七節 業務継続計画 

（業務継続計画） 

第十九条 区長は、災害発生後における区民の生活の安定を図るため、区における業務継続計画（災

害時に優先されるべき業務の継続及び通常業務の早期復旧を図るために必要な手段、体制等を事前

に定めておく計画をいう。以下同じ。）を策定するとともに、必要に応じてその検証を行うものと

する。 

２ 事業者は、その事業の継続が地域社会の復旧及び復興に寄与することを自覚し、業務継続計画を

策定するよう努めるとともに、必要に応じてその検証に努めるものとする。 

第八節 ボランティアへの支援 

（ボランティアへの支援） 

第二十条 区長は、災害時において、ボランティアが区内で被災した区民等に対する支援活動を円滑

に行うことができるように、活動拠点の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。 

２ 区長は、都、公共的団体等との連携を図りつつ、協力してボランティアの育成に努めるものとす

る。 

第四章 応急対策 

第一節 応急体制等の整備 

（応急体制の整備） 

第二十一条 区長は、災害時における避難活動及び救援活動を円滑に行うため、次に掲げる事項その

他必要な事項について、あらかじめ、国、都、防災住民組織、防災関係機関、事業者等との連携を

図り、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

一 救出用及び救助用の機器等の整備に関すること。 

二 飲料水、食料その他避難生活に必要な物資の備蓄等に関すること。 

三 緊急輸送に関すること。 
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四 避難所に関すること。 

五 道路上の障害物の除去に関すること。 

六 医療救護に関すること。 

（情報連絡体制の整備） 

第二十二条 区長は、災害の発生に備え、あらかじめ、災害に関する情報の収集及び連絡の体制を整

備し、並びに災害時に的確な情報を区民等及び事業者に対し周知する方法を確立しなければならな

い。 

２ 区長は、災害時に地域の被災状況を速やかに把握するため、区民等及び事業者に対し災害に関す

る情報の提供等必要な協力を求めることができる。 

（他の地方公共団体等との協定の締結等） 

第二十三条 区長は、他の地方公共団体、公共的団体又は事業者に対し災害時に迅速かつ的確に協力

を要請するため必要があると認めるときは、あらかじめ当該他の地方公共団体、公共的団体又は事

業者と協定を締結するものとする。 

２ 区長は、大規模な災害が発生した場合には、前項の協定を締結していない公共的団体及び事業者

に対し、応急対策等に関する支援を要請することができる。 

第二節 避難 

（避難所の設置等） 

第二十四条 区長は、災害時における地域の活動拠点として、必要があると認めるときは、港区立小

学校及び中学校その他の区有施設等に避難所を開設しなければならない。 

２ 区長は、前項の避難所を災害時における地域の活動拠点として活用するため、平常時から物資の

備蓄、機器の整備等に努めなければならない。 

３ 区長は、避難所の運営に関し、あらかじめ、避難所となる施設の責任者及び関係者、町会、自治

会、防災住民組織、防災関係機関、事業者等との連携を図り、災害時の避難所の運営に係る協力体

制を整備するよう努めなければならない。 

（代替施設の確保） 

第二十五条 区長は、災害の規模その他の状況により、前条第一項の避難所の使用が困難な場合に備

え、事業者等との連携を図りながら協力を得て、避難所の機能を一時的に代替する施設を確保する

よう努めなければならない。 

（避難誘導方法の確立等） 

第二十六条 区長は、あらかじめ、防災関係機関との連携を図り、災害時に区民が避難所及び広域的

な避難場所に安全に避難するために必要な避難路の確保に努めるとともに、避難誘導の方法を確立

し、区民、防災住民組織等に周知しなければならない。 

第三節 帰宅困難者対策 

（帰宅困難者の事前準備等） 
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第二十七条 帰宅困難者となるおそれのある者は、災害時において安全に帰宅することができるよ

う、あらかじめ家族との連絡手段の確保、徒歩による帰宅経路の確認その他の必要な準備を行うよ

う努めるものとする。 

２ 帰宅困難者は、災害時に自己の安全の確保に努めるとともに、地域における救援活動を行うよう

努めるものとする。 

（帰宅困難者対策の実施） 

第二十八条 区長は、災害時における帰宅困難者の帰宅に係る混乱を防止するため、あらかじめ、他

の地方公共団体及び防災関係機関との連携を図り、必要な措置を講ずるとともに、帰宅困難者対策

を推進するための団体の結成及びその活動に対して、必要な支援を行うものとする。 

２ 区長は、災害時に他の地方公共団体、防災関係機関、事業者、前項の帰宅困難者対策を推進する

ための団体等との連携を図り、帰宅困難者に対して適切な情報提供等を行うよう努めなければなら

ない。 

３ 区長は、帰宅困難者対策のため、国、都、防災関係機関、事業者、学校等に対し一時受入れ場所

の確保、飲料水、食料その他災害時において必要となる物資及び避難誘導用具の備蓄並びに情報連

絡体制及び避難誘導体制の確立を求めることができる。 

４ 区長は、必要があると認めるときは、前項の規定により帰宅困難者対策を実施する事業者、学校

等に対し必要な支援を行うことができる。 

第五章 復興対策 

（復興対策） 

第二十九条 区長は、災害により区内に重大な被害が発生したときは、国、都、防災関係機関等との

連携を図り、速やかに被災した地域の復興に努めなければならない。 

２ 区民、事業者等は、災害により区内に重大な被害が発生したときは、相互に協力し、被災した地

域の復興に努めなければならない。 

（復興体制の確立） 

第三十条 区長は、震災により区内に重大な被害を受けた場合において、区民生活の再建及び安定並

びに被災した地域の復興に関する事業を迅速かつ計画的に実施するため必要があると認めるとき

は、港区震災復興本部（以下「本部」という。）を設置する。 

２ 本部に関し必要な事項については、別に条例で定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二七年六月三〇日条例第三二号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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震－参－２ 港区災害対策本部条例 

昭和三十八年七月二十日 

条例第十七号 

改正 昭和四〇年七月一〇日条例第二八号 

平成七年一二月一一日条例第五八号 

平成八年三月二八日条例第一二号 

平成二四年一〇月一〇日条例第三二号 

（目的） 

第一条 この条例は、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二十三条の二第八項の

規定に基づき、港区災害対策本部（以下「本部」という。）に関し必要な事項を定めることを目的

とする。 

（本部の組織） 

第二条 本部に本部長室及び部を置く。 

２ 部に部長を置く。 

３ 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、区規則で定める。 

（職務） 

第三条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監

督する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。 

４ 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。 

５ その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。 

（委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、本部に関し、必要な事項は、区規則で定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和四〇年七月一〇日条例第二八号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成七年一二月一一日条例第五八号） 

この条例は、区規則で定める日から施行する。 

（平成八年二月規則第一一号で、同八年二月二〇日から施行） 

付 則（平成八年三月二八日条例第一二号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二四年一〇月一〇日条例第三二号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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震－参－３ 港区災害対策本部条例施行規則 

昭和三十八年七月二十日 

規則第五号 

改正 昭和三九年六月一五日規則第二二号 

昭和三九年八月一日規則第二九号 

昭和四〇年七月二七日規則第三五号 

昭和四二年一一月一〇日規則第二二号 

昭和四四年五月二二日規則第二一号 

昭和四六年五月二六日規則第二九号 

昭和四七年五月三一日規則第三四号 

昭和四八年六月二日規則第三一号 

昭和四八年九月二五日規則第四五号 

昭和四九年七月一一日規則第三七号 

昭和五〇年五月一七日規則第五九号 

昭和五一年六月一日規則第四〇号 

昭和五二年五月一日規則第二六号 

昭和五九年三月三一日規則第一八号 

昭和六〇年七月一日規則第三四号 

平成三年三月三〇日規則第四三号 

平成八年二月一九日規則第一二号 

平成一〇年三月三一日規則第七八号 

平成一四年三月一五日規則第九号 

平成一七年三月三一日規則第九三号 

平成一八年三月三一日規則第七四号 

平成一九年三月三〇日規則第三七号 

平成二〇年三月二四日規則第三一号 

平成二〇年七月一六日規則第八七号 

平成二二年三月二九日規則第四二号 

平成二三年三月二九日規則第二二号 

平成二三年一〇月五日規則第五二号 

平成二三年一〇月一三日規則第五三号 

平成二四年八月一日規則第六八号 

平成二五年四月一日規則第四三号 

平成二五年一〇月一六日規則第七〇号 
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平成二七年六月三〇日規則第六三号 

（目的） 

第一条 この規則は、港区災害対策本部条例（昭和三十八年港区条例第十七号）第二条第三項及び第

四条の規定に基づき、港区災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及びその所掌事務等必要

な事項を定めることを目的とする。 

（本部長室の所掌事務） 

第二条 本部長室は、次に掲げる事項について本部の基本方針を審議策定する。 

一 本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。 

二 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 

三 避難の勧告又は指示に関すること。 

四 災害に関し、東京都知事に対する要請に関すること。 

五 東京都及び他の地方公共団体との相互応援に関すること。 

六 公用令書による公用負担に関すること。 

七 部長に対する事務の委任に関すること。 

八 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。 

九 その他重要な災害対策に関すること。 

（本部長室の構成） 

第三条 本部長室は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 災害対策本部長（以下「本部長」という。） 

二 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。） 

三 災害対策本部員（以下「本部員」という。） 

（副本部長） 

第四条 副本部長は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。 

一 副区長 

二 教育長 

２ 港区災害対策本部条例第三条第二項の規定により、副本部長が本部長の職務を代理する場合の順

位は、前項に掲げる順位による。この場合において、副区長の順位は、港区長の職務代理順序に関

する規則（平成二十五年港区規則第七十号）に定める職務代理順序とする。 

（本部員） 

第五条 本部員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。 

一 港区総合支所及び部の設置等に関する条例（平成十七年港区条例第六十二号）第一条第一項に

規定する総合支所の長、同条第三項に規定する部の長、港区組織規則（平成十八年港区規則第三

十一号）第八条第三項に規定する担当部長、防災危機管理室長、みなと保健所長、会計管理者、

港区教育委員会事務局組織規則（平成十年港区教育委員会規則第五号）第三条第一項に規定する
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次長及び区議会事務局長 

二 防災危機管理室防災課長 

２ 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、職員のうちから本部員を指名す

ることができる。 

（本部連絡員） 

第六条 本部長室及び各部間の連絡調整を図るため、本部長室に本部連絡員を置く。 

２ 本部連絡員は、本部に属する部の職員のうちからあらかじめ本部長が指名する。 

（本部派遣員） 

第七条 本部長は、特に必要があると認めるときは、関係防災機関の長に対し、本部長室の事務に協

力する者の派遣を求めることができる。 

（部） 

第八条 部の名称、部長に充てる職及び部の分掌事務は、別表第一のとおりとする。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、部に副部長を置くことができる。 

３ 各部に所属する職員は、通常の行政組織における機関に属する職員のうちから部長が命ずる。 

４ 前各項に掲げるもののほか部の編成に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

（災対台場地区対策室） 

第八条の二 災対芝浦港南地区本部に災対台場地区対策室（以下「室」という。）を置く。 

２ 室に室長を置く。 

３ 室の名称、室長に充てる職及び室の分掌事務は、別表第二のとおりとする。 

４ 室に所属する職員は、災対芝浦港南地区本部に属する職員のうちから室長が命ずる。 

５ 前各項に掲げるもののほか室の編成に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

（本部連絡員調整会議） 

第九条 災対防災危機管理室長は、必要があると認めるときは、本部連絡員調整会議を招集すること

ができる。 

（職務権限） 

第十条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、災害対策本部組織における

職務権限に基づき本部の事務を処理する。 

（雑則） 

第十一条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。 

付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 東京都災害救助隊港区支隊規則（昭和二十三年港区規則第六号）は、廃止する。 

付 則（昭和三九年六月一五日規則第二二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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付 則（昭和三九年八月一日規則第二九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和四〇年七月二七日規則第三五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和四二年一一月一〇日規則第二二号） 

この規則は、昭和四十二年十一月十日から施行する。 

付 則（昭和四四年五月二二日規則第二一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和四六年五月二六日規則第二九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和四七年五月三一日規則第三四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和四八年六月二日規則第三一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和四八年九月二五日規則第四五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和四九年七月一一日規則第三七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和五〇年五月一七日規則第五九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和五一年六月一日規則第四〇号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和五二年五月一日規則第二六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和五九年三月三一日規則第一八号） 

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。 

付 則（昭和六〇年七月一日規則第三四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成三年三月三〇日規則第四三号） 

この規則は、平成三年四月一日から施行する。 

付 則（平成八年二月一九日規則第一二号） 

この規則は、平成八年二月二十日から施行する。 

付 則（平成一〇年三月三一日規則第七八号） 

この規則は、平成十年四月一日から施行する。 
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付 則（平成一四年三月一五日規則第九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成一七年三月三一日規則第九三号） 

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 

付 則（平成一八年三月三一日規則第七四号） 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

付 則（平成一九年三月三〇日規則第三七号） 

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 

付 則（平成二〇年三月二四日規則第三一号） 

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 

付 則（平成二〇年七月一六日規則第八七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二二年三月二九日規則第四二号） 

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 

付 則（平成二三年三月二九日規則第二二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二三年一〇月五日規則第五二号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二三年一〇月一三日規則第五三号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二四年八月一日規則第六八号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二五年四月一日規則第四三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二五年一〇月一六日規則第七〇号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二七年六月三〇日規則第六三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別表第一（第八条関係） 

部の名称 部長に充てる職 部の分掌事務 

災対芝地区本部 芝地区総合支所長 一 管内の災害情報及び応急対策措置状況の総括並び

に被害状況の調査に関すること。 

二 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関する

こと。 

三 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関

すること。 

四 被災者の調査及びり災証明の交付に関すること。 

五 管内の各種相談窓口の開設及び運営の総括に関す

ること。 

六 管内の広域避難場所の状況確認及び避難誘導に関

すること。 

七 管内の区民避難所（災害により住居に被害を受け

た区民等の一時的な生活場所をいう。以下同じ。）

及び医療救護所（医療救護を実施する場所をいう。

以下同じ。）の開設及び管理運営に関すること。 

八 管内における帰宅困難者に対する物資の支給、一

時受入れ場所への誘導、帰宅困難者対策を推進する

ための団体への支援等に関すること。 

九 管内の道路、河川、橋りょうその他所管施設の災

害応急復旧に関すること。 

十 管内の障害物の除去並びに遺体の収容及び搬送に

関すること。 

十一 管内の要配慮者の保護及び支援に関すること。 

十二 管内の被災者に対する被災者生活再建支援金、

災害弔慰金及び災害援護資金に関すること。 

十三 その他本部長の特命による事項に関すること。 

災対麻布地区本部 麻布地区総合支所長 

災対赤坂地区本部 赤坂地区総合支所長 

災対高輪地区本部 高輪地区総合支所長 

災対芝浦港南地区本

部 

芝浦港南地区総合支所

長 

災対産業・地域振興

支援部 

産業・地域振興支援部

長 

一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関する

こと。 

二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関

すること。 

三 通訳を行うボランティアに対する協力の要請に関
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すること。 

四 中小企業者に対する災害時の融資、相談等に関す

ること。 

五 救助物資、救援物資等の輸送及び配給に関するこ

と。 

六 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に

関すること。 

災対保健福祉支援部 保健福祉支援部長 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関する

こと。 

二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関

すること。 

三 要配慮者に係る情報収集、避難生活への支援及び

全体調整に関すること。 

四 ボランティアとの連携及び協力に関すること。 

五 東京都からの義援金の受領及び配分に関するこ

と。 

六 被災者生活再建支援金、災害弔慰金及び災害援護

資金の総括に関すること。 

七 福祉避難所（介護、援助等を必要とする高齢者、

障害者等が避難するための施設をいう。）の開設及

び管理運営に関すること。 

八 遺体の収容に関すること。 

九 救助物資、救援物資等の輸送及び配給に関するこ

と。 

十 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に

関すること。 

災対みなと保健所 みなと保健所長 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関する

こと。 

二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関

すること。 

三 医療機関の被害状況等の調査に関すること。 

四 医療救護所等の開設及び管理運営に関すること。 

五 医療救護等に必要な医薬品及び資器材の調達に関
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すること。 

六 医療救護班等の派遣に関すること。 

七 防疫その他保健衛生に関すること。 

八 避難所及び被災地の消毒に関すること。 

九 被災地の伝染病予防に関すること。 

十 動物の保護に関すること。 

十一 保健師が行う業務の全体調整に関すること。 

十二 医療機関及び防疫機関との連絡及び協力に関す

ること。 

十三 その他本部長の特命による事項に関すること。 

災対子ども家庭支援

部 

子ども家庭支援部長 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関する

こと。 

二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関

すること。 

三 要配慮者に係る情報収集及び避難生活への支援に

関すること。 

四 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に

関すること。 

災対街づくり支援部 街づくり支援部長 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関する

こと。 

二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関

すること。 

三 応急仮設住宅の設営及び管理に関すること。 

四 応急仮設住宅に関する建築資材及び労力の確保に

関すること。 

五 被災建築物応急危険度判定に関すること。 

六 建築物等の技術指導に関すること。 

七 道路、河川、橋りょうその他所管施設の災害応急

復旧に関すること。 

八 障害物の除去及び遺体の搬送に関すること。 

九 水防活動に関すること。 

十 被災者生活再建支援法（平成十年法律第六十六

号）第二条第二号に規定する自然災害により被害を
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受けた世帯の認定に関すること。 

十一 避難所の運営その他の本部長の特命による事項

に関すること。 

災対環境リサイクル

支援部 

環境リサイクル支援部

長 

一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関する

こと。 

二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関

すること。 

三 被災地の環境対策に関すること。 

四 がれきの処理に関すること。 

五 ごみ及びし尿の処理に関すること。 

六 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に

関すること。 

災対企画経営部 企画経営部長 一 災害に関する広報及び広聴並びに報道機関との連

絡に関すること。 

二 災害対策予算に関すること。 

三 避難所等の応急整備に関すること。 

四 庁舎等公共施設の応急復旧及び修繕に関するこ

と。 

五 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に

関すること。 

災対防災危機管理室 防災危機管理室長 一 本部長室の庶務に関すること。 

二 災害情報の総括に関すること。 

三 災害対策情報の総括に関すること。 

四 東京都災害対策本部及び関係防災機関との連絡及

び調整に関すること。 

五 本部連絡員調整会議の庶務に関すること。 

六 その他本部長の特命による事項に関すること。 

災対総務部 総務部長 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関する

こと。 

二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関

すること。 

三 義援金（東京都からの義援金を除く。）の受領及

び配分に関すること。 
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四 災害時における国又は他の地方公共団体からの派

遣職員に関すること。 

五 本部の職員の動員、服務、給与等に関すること。 

六 災害対策に必要な物資及び資材の調達並びに車

両、舟艇等輸送手段の調達に関すること。 

七 救助物資、救援物資等の輸送及び物資集積所の管

理に関すること。 

八 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に

関すること。 

災対会計室 会計管理者 一 災害対策に必要な現金及び物品の出納保管に関す

ること。 

二 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に

関すること。 

災対教育委員会事務

局 

教育委員会事務局次長 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関する

こと。 

二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関

すること。 

三 幼児、児童及び生徒の保護、誘導及び応急救護並

びに保護者との連絡に関すること。 

四 被災した幼児、児童、生徒等に対する応急教育及

び生活指導に関すること。 

五 東京都教育委員会、港区教育委員会及び区の教育

機関との連絡調整に関すること。 

六 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に

関すること。 

災対区議会事務局 区議会事務局長 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関する

こと。 

二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関

すること。 

三 区議会との連絡及び調整に関すること。 

四 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に

関すること。 

別表第二（第八条の二関係） 
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室の名称 室長に充てる職 室の分掌事務 

災対台場地区対策室 芝浦港南地区総合支所

まちづくり担当課長 

一 台場地域における災害情報及び応急対策措置状況

の総括並びに被害状況の調査に関すること。 

二 台場地域における芝浦港南地区総合支所が所管す

る施設（以下「台場地域の施設」という。）の保全

管理及び被害状況の調査に関すること。 

三 台場地域の施設の利用者の保護、誘導及び応急救

護に関すること。 

四 被災者の調査及びり災証明の交付に関すること。 

五 台場地域における各種相談窓口の開設及び運営の

総括に関すること。 

六 台場地域における区民避難所及び医療救護所の開

設及び管理運営に関すること。 

七 台場地域における帰宅困難者に対する物資の支

給、一時受入れ場所への誘導、帰宅困難者対策を推

進するための団体への支援等に関すること。 

八 台場地域の道路、河川、橋りょうその他台場地域

の施設の災害応急復旧に関すること。 

九 台場地域における障害物の除去並びに遺体の収容

及び搬送に関すること。 

十 台場地域における要配慮者の保護及び支援に関す

ること。 

十一 台場地域における被災者に対する被災者生活再

建支援金、災害弔慰金及び災害援護資金に関するこ

と。 

十二 その他本部長の特命による事項に関すること。 

 



震災資料編 
参考資料 

196 

震－参－４ 港区災害対策本部運営要綱 

 

○港区災害対策本部運営要綱 

平成３年６月１日 

３港総防第１１９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、港区災害対策本部条例施行規則（昭和３８年港区規則第５号。以下「規則」と

いう。）第１１条の規定に基づき、港区災害対策本部（以下「本部」という。）の運営に関する基本

的事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において災害とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に

定める災害をいう。 

（本部の設置） 

第３条 区長は、区の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、

第７条に定める非常配備態勢の指令を発する必要があると認めたときは、本部を設置する。 

２ 規則第５条第１項の規定により本部員の職に充てられている者（以下次項において「本部員」と

いう。）は、本部を設置する必要があると認めたときは、防災危機管理室長に本部の設置を要請す

ることができる。 

３ 防災危機管理室長は、前項の規定による要請があった場合又はその他の状況により本部を設置す

る必要があると認めたときは、本部員を招集して協議の上、本部の設置を区長に申請しなければな

らない。 

（本部の設置の通知等） 

第４条 災対防災危機管理室長は、本部が設置されたときは、直ちに次に掲げる者にその旨を通知し

なければならない。 

（１） 副本部長及び部長 

（２） 関係防災機関の長のうち必要と認める者 

２ 部長は前項の通知を受けたときは、所属職員に対しその旨を周知徹底させなければならない。 

（本部の標示の掲出） 

第５条 本部が設置されたときは、区役所庁舎玄関に「港区災害対策本部」の標示を掲出する。 

（本部の廃止） 

第６条 本部長は、区の地域について災害が発生するおそれがないと認めたとき又は災害応急対策が

おおむね完了したと認めたときは、本部を廃止する。 

２ 本部の廃止の通知等は、第４条の規定に準じて処理する。 

（非常配備態勢の指令） 
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第７条 本部長は、災害の発生等の状況に応じ、次の表に定めるところにより、非常配備態勢の指令

を発するものとする。 

種別 指令時期 態勢 

第１非常配備態勢 １ 災害の発生その他の状況により、

本部長が必要と認めるとき。 

被害の発生を防ぐための措置

を強化し、必要な準備を開始

するほか通信情報活動を主と

する態勢 

第２非常配備態勢 １ 局地的災害が発生したとき。 

２ その他の状況により本部長が必要

と認めるとき。 

第１非常配備態勢を強化する

とともに局地災害に直ちに対

処できる態勢 

第３非常配備態勢 １ 港区内で震度５強の地震が発生し

たとき。 

２ その他の状況により本部長が必要

と認めるとき 

区の地域についての災害に直

ちに対処できる態勢 

第４非常配備態勢 １ 第３非常配備態勢では対処できな

いとき。 

２ 港区内で震度６弱以上の地震が発

生したとき。 

３ その他の状況により本部長が必要

と認めるとき。 

災害応急対策活動に従事する

ことができる全職員による態

勢 

 

 

２ 本部長は、災害その他の状況により必要があると認めたときは、特定の部に対して非常配備態勢

の指令を発し、又は種別の異なる非常配備態勢の指令を発することができる。 

（非常配備態勢に基づく措置） 

第８条 部長は、あらかじめ部が各非常配備態勢に応じてとるべき措置の要領を定め、所属職員に対

し周知徹底させておかなければならない。 

２ 部長は、非常配備態勢の指令を受けたときは、前項の要領に基づき所属職員に対し必要な指示を

しなければならない。 

（職員の動員） 

第９条 部長は、あらかじめ部に各非常配備態勢において配置すべき職員を本部の職員として任命し

ておかなければならない。 

２ 部長は、前項の規定により任命した職員について第１号様式による非常配備態勢別動員表（以下
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「動員表」という。）を作成し、区長に報告するとともに、所属職員に対し周知徹底させておかな

ければならない。 

３ 各非常配備態勢における職員の動員数は、おおむね次のとおりとする。 

（１） 第１非常配備態勢 職員の定数に２０／１００を乗じて得た数 

（２） 第２非常配備態勢 職員の定数に４０／１００を乗じて得た数 

（３） 第３非常配備態勢 職員の定数に７０／１００を乗じて得た数 

（４） 第４非常配備態勢 全職員 

４ 夜間、休日等勤務時間外における本部の職員の参集先は、特別の定めがない限り、通常組織の勤

務先とする。 

５ 前項の規定にかかわらず、夜間、休日等勤務時間外における参集先を別に指定する職員は次のと

おりとする。 

（１） 規則第５条に規定する本部員 

（２） 規則第６条に規定する本部連絡員 

（３） 規則第８条の２に規定する組織に属する職員 

（４） 第１１条第３項第２号に規定する指定職員 

（５） その他区長が必要と認める職員 

６ 部長は、あらかじめ職員の参集方法を定め、所属職員に対し周知徹底させておかなければならな

い。 

７ 部長は非常配備態勢の指令を受けたときは、直ちに災害の状況に応じた次の措置をとらなければ

ならない。 

（１） 動員表に基づき、職員を所定の部署に配置すること。 

（２） 職員の参集方法及び交替方法を周知徹底させること。 

（３） その他高次の非常配備態勢に応ずる職員の配置に移行できる措置を講ずること。 

（職員の服務） 

第１０条 すべて本部の職員は、本部が設置された場合は、次の事項を守らなければならない。 

（１） 常に災害に関する情報及び本部の指示に注意すること。 

（２） 不急の行事、会議、出張等を中止すること。 

（３） 正規の勤務期間が終了しても、上司の指示があるまで退庁しないこと。 

（４） 勤務場所を離れている場合においても、常に所在を明らかにし、進んで上司と連絡をとる

こと。 

（５） 非常配備態勢の指令を受けたときは、動員表に従って万難を排して参集すること。 

２ すべて本部の職員は、自らの言動によって住民に不安を与え、住民の誤解を招き、又は本部の活

動に支障を来すことのないよう注意しなければならない。 

（夜間、休日等勤務時間外の特別非常配備態勢） 
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第１１条 夜間、休日等勤務時間外において、震度５強の地震又は震度６弱以上の地震が発生した場

合は、第７条の動員指令が自動的に発せられたものとする。 

２ 前項の場合、災害対策本部態勢が整うまでの間、災害に対処する態勢を特別非常配備態勢とい

う。 

３ 特別非常配備態勢は以下の職員をもって構成する。 

（１） 港区職員の非常災害に対する勤務規程（昭和５５年４月１日施行）に基づき、区長より指

定された職員（以下「警戒待機者」という。） 

（２） 災害対策用職務住宅入居職員、災害対策住宅居住職員及びそれ以外の区内居住職員（以下

「指定職員」という。） 

（３） 災害発生時、港区内で勤務している者 

（４） その他の参集職員 

４ 特別非常配備態勢の組織及び任務は別に定める。 

５ 警戒待機者は、本部長、副本部長、本部員及び災害対策用職務住宅入居職員のいずれかの者が登

庁するまで、本部長に代わって指揮をとる。 

６ 特別非常配備態勢は、災害対策本部態勢が整ったとき、災害対策本部組織に移行する。 

（本部長室） 

第１２条 災対部長は、本部が設置されたときは、本部長室の会議に対する準備をしなければならな

い。 

２ 本部長は、特に必要があると認めたときは、本部長室に本部長室の構成員以外の者の出席を求め

ることができる。 

（本部長室の付議事項） 

第１３条 本部長室に付議する事項は、規則第２条に定める審議策定事項及び港区地域防災計画に定

める報告事項とする。 

（本部長室への付議手続） 

第１４条 部長は、その所管に係る事務について本部長室に付議すべき事項が生じたときは、審議策

定事項にあっては事前に、報告事項のうち速報にあっては直ちに、中間報告にあっては前日分を翌

日の午前１１時までに本部長室に付議しなければならない。 

２ 部長は、本部長室に付議する事項については、できるかぎり必要な資料を提出しなければならな

い。 

３ 本部長室に対する措置の要請及び被害状況の報告要領は、港区地域防災計画の定めるところによ

る。 

４ 本部長室の審議（以下「本部会議」という。）の付議事項は、災対防災危機管理室災対防災課を

経由して処理しなければならない。 

（発信事項及び受信事項） 
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第１５条 災対防災危機管理室長は、本部長の指示事項及び付議事項のうち、必要と認めた事項につ

いて災対防災危機管理室災対防災課長に発信文を発議させ、同課長をして各部の連絡員に伝達させ

なければならない。 

２ 各部の連絡員は、前項の規定により発信された発信文を所属の部に伝達しなければならない。 

３ 災対企画経営部長は、発信事項のうち必要と認めたものを、災対企画経営部災対区長室長をして

報道機関に発表しなければならない。 

４ 災対防災危機管理室長は、部又は関係防災機関等からの受信事項を速やかに本部長室に付議しな

ければならない。 

５ 本部において発信及び受信を行う場合は、それぞれ第２号様式及び第３号様式による用紙を使用

しなければならない。 

（本部の財務） 

第１６条 部の分掌事務の遂行に要した費用は、既に予算措置が講ぜられている場合を除き本部長が

指示するところによる。 

２ 災対企画経営部長は、本部が設置されたときは、速やかに財務に関する基本方針を本部長室に付

議し、災対企画経営部災対財政課長をして関係者に必要な指示をしなければならない。 

３ 災対企画経営部災対財政課長は、部の分掌事務が迅速かつ円滑に遂行できるよう財務事務につい

て指導し、協力しなければならない。 

４ 災対会計管理者は、本部が設置されたときは、速やかに出納に関する基本方針を本部長室に付議

し、災対会計室長をして関係者に必要な指示をしなければならない。 

５ 災対会計室長は、部の分掌事務が迅速かつ円滑に遂行できるよう出納事務について指導し、協力

しなければならない。 

（被服等） 

第１７条 本部の被服等の支給については、別に定める。 

（災害対策の実施） 

第１８条 本部が実施する災害対策は、この要綱に定めるもののほか、港区地域防災計画の定めると

ころによる。 

付 則 

この要綱は、平成３年６月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成８年２月２０日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 
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付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和２年９月１日から施行する。 
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震－参－５ 港区震災復興本部条例 

平成二十三年十月十四日 

条例第二十五号 

(趣旨) 

第一条 この条例は、港区防災対策基本条例(平成二十三年港区条例第二十四号)第三十条第二項の規

定に基づき、港区震災復興本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

(本部) 

第二条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。 

2 本部長は、区長をもって充てる。 

3 本部長は、本部の事務を統括し、本部を代表する。 

4 副本部長は、副区長及び教育長をもって充てる。 

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、区規則で定める順序により、その職務

を代理する。 

6 本部員は、本部長が指名する者をもって充てる。 

7 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。 

(部) 

第三条 本部に区規則で定めるところにより、部を置くことができる。 

2 部に部長を置き、本部長が本部員のうちから指名する者をもって充てる。 

3 部長は、部の事務を掌理する。 

(事務局) 

第四条 本部長は、区民生活の再建及び安定並びに区内の被災した地域の復興のために必要な事業計

画、財政計画、人事計画等を総合的に調整するため必要があると認めるときは、本部に事務局を置く

ものとする。 

2 事務局に局長を置き、本部長が本部員のうちから指名する者をもって充てる。 

3 局長は、事務局の事務を掌理する。 

(廃止) 

第五条 区長は、本部の設置目的が達成されたと認めるときは、本部を廃止するものとする。 

(委任) 

第六条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、区規則で定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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震－参－６ 港区震災復興本部条例施行規則 

 

平成二十三年十月十四日 

規則第五十四号 

改正 平成二四年八月一日規則第六八号 

平成二五年一〇月一六日規則第七〇号 

（趣旨） 

第一条 この規則は、港区震災復興本部条例（平成二十三年港区条例第二十五号。以下「条例」とい

う。）第二条第五項、第三条第一項及び第六条の規定に基づき、港区震災復興本部（以下「本部」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職務代理の順序） 

第二条 条例第二条第五項に規定する区規則で定める順序は、副区長、教育長の順とする。この場合

において、副区長である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、港区長の職務代理順序に関す

る規則（平成二十五年港区規則第七十号）に定める職務代理順序とする。 

（本部員） 

第三条 条例第二条第六項の規定により本部員に充てる者として本部長が指名するものは、次のとお

りとする。 

一 港区総合支所及び部の設置等に関する条例（平成十七年港区条例第六十二号）第一条第一項に

規定する総合支所の長、同条第三項に規定する部の長、港区組織規則（平成十八年港区規則第三

十一号）第八条第三項に規定する担当部長、防災危機管理室長、みなと保健所長、会計管理者、

港区教育委員会事務局組織規則（平成十年港区教育委員会規則第五号）第三条第一項に規定する

次長及び区議会事務局長 

二 街づくり支援部都市計画課長、企画経営部企画課長、同部区長室長、防災危機管理室防災課長

及び総務部総務課長 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、区の職員のうちから本部員

を指名することができる。 

（震災復興本部会議） 

第四条 区内の被災した地域の復興に関する重要事項を審議するため、本部に震災復興本部会議（以

下「本部会議」という。）を置く。 

２ 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

３ 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。 

（部） 

第五条 条例第三条第一項の規定により本部に置く部の名称、同条第二項の規定により部長に充てる

者として本部長が指名する本部員及び部の分掌事務は、別表のとおりとする。 
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２ 本部長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、部の分掌事務の一部を変更

し、又は部に新たな事務を臨時に分掌させることができる。 

３ 各部に所属する職員は、通常の行政組織における機関に属する職員のうちから部長が命ずる。 

（事務局） 

第六条 条例第四条第一項に規定する事務局は、企画経営部企画課に置き、次に掲げる事務を処理す

る。 

一 区民生活の再建及び安定並びに区内の被災した地域の復興に関する事業（以下「震災復興事

業」という。）に係る重要な方針及び計画に係る国、東京都、他の地方公共団体等との連絡及び

調整に関すること。 

二 震災復興事業に係る基本的な方針、事業計画、財政計画、人事計画等の総合調整に関するこ

と。 

三 震災復興事業の推進に係る用地利用その他重要事項の総合調整に関すること。 

四 その他事務局に係る庶務に関すること。 

２ 条例第四条第二項の規定により局長に充てる者として本部長が指名する本部員は、企画経営部長

とする。 

３ 事務局に属する職員は、区の職員のうちから本部長が指名する。 

（委任） 

第七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二四年八月一日規則第六八号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二五年一〇月一六日規則第七〇号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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別表（第五条関係） 

部の名称 本部長が指名する本部員 部の分掌事務 

復興企画部 企画経営部長 一 本部の庶務に関すること。 

二 震災復興基本方針の策定に関すること。 

三 震災復興計画の策定に関すること。 

四 震災復興事業の総合調整に関すること。 

五 震災復興予算に関すること。 

六 震災復興に係る財政計画に関すること。 

七 震災復興基金に関すること。 

八 震災復興に係る広報及び広聴並びに報道機関との連絡

に関すること。 

九 その他本部長の特命による事項に関すること。 

復興危機管理部 防災危機管理室長 一 災害情報の統括に関すること。 

二 その他本部長の特命による事項に関すること。 

復興芝地区本部 芝地区総合支所長 一 被災者総合相談所の設置及び運営に関すること。 

二 被災者の状況把握に関すること。 

三 復興関連情報の提供に関すること。 

四 地域コミュニティの再建支援に関すること。 

五 その他本部長の特命による事項に関すること。 

復興麻布地区本

部 

麻布地区総合支所長 

復興赤坂地区本

部 

赤坂地区総合支所長 

復興高輪地区本

部 

高輪地区総合支所長 

復興芝浦港南地

区本部 

芝浦港南地区総合支所長 

復興産業・地域

振興部 

産業・地域振興支援部長 一 産業復興事業に関すること。 

二 雇用の維持に関すること。 

三 消費者の保護に関すること。 

四 文化活動による支援の受入れ及び調整に関すること。 

復興保健福祉部 保健福祉支援部長 一 被災者生活実態調査に関すること。 

二 被災した医療機関の再建支援に関すること。 

三 被災者の保健・医療対策に関すること。 

四 社会福祉施設及び児童福祉施設の再建に関すること。 

五 被災者に対する福祉サービスに関すること。 

六 被災者に対する生活支援対策に関すること。 
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七 ボランティアへの支援に関すること。 

復興街づくり部 街づくり支援部長 一 市街地の復興計画に関すること。 

二 市街地の復興推進に関すること。 

三 道路、河川、橋りょう、公園等の所管施設の復興実施

計画の策定及び実施に関すること。 

四 公園用地等の利用調整に関すること。 

復興環境部 環境リサイクル支援部長 一 がれき等の障害物の処理計画に関すること。 

二 アスベスト等有害物質の処理に関すること。 

三 ごみの収集及び処理に関すること。 

四 し尿の処理計画に関すること。 

復興総務部 総務部長 一 震災復興事業に必要な職員の配置に関すること。 

復興会計部 会計管理者 一 震災復興に必要な現金及び物品の出納保管に関するこ

と。 

復興教育部 教育委員会事務局次長 一 学校施設の再建に関すること。 

二 生涯学習施設及びスポーツ施設の再建に関すること。 

三 被災した児童、生徒等への支援に関すること。 

復興議会部 区議会事務局長 一 区議会との連絡及び調整に関すること。 
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震－参－７ 震災対策における都・区間の役割分担 

 

（昭和53年東京都と特別区代表4区とのプロジェクトチームによる合意内容） 

事項 検討結果 

1.区民消火隊の育成 区民消火隊665隊（1隊10名程度）を区へ移管する。 

2.防災活動拠点の整備 防災活動拠点事業については区事業とする。（補助式は廃止する。） 

3.消防水利の確保 
防災区民組織が利用する小型防火水槽（40㎥以下）は、区が対応する。 

都は原則として、40㎥以上の防火水槽を設置する。 

4.飲料水の確保 
(1) 浄水場等から避難場所（給水拠点）までの輸送は、都が対応する。 

(2) 給水拠点から住民に対する給水は、区が実施する。 

5.食糧及び生活必需品の

確保 

(1) 乾パン等の食糧については、区が1日分を目標に備蓄する。都は、それ以降

の分について備蓄、調達で対応する。 

(2) 生活必需品については、主に都が備蓄及び調達により確保する。 

(3) 住民への配布は区があたる。 

6.備蓄倉庫の整備 備蓄物資の都区分担に基づき、都・区双方がそれぞれ設置する。 

7.避難場所の置用管理 

(1) 利用管理に係る管理者との協議及び発災時の避難場所での対応は、原則とし

て避難場所所在の区が対処する。 

(2) 二区以上の住民が利用する避難場所については、あらかじめ関係区において

協議するものとする。 

(3) 大規模避難場所で、所在区のみで対応することが困難な避難場所について

は、都が補完する方針で検討する（現在のところ皇居前広場・日比谷公園地区

を考えている）。 

8.避難誘導体制 

(1) 一時集合場所の選定は、区が主体となって実施する。 

(2) 地域ごとの避難計画については、区が策定する。 

(3) 避難場所等の標識の設置は都、管理は区がする。 

9.医療救護班の編成 

(1) 医療救護班の編成基準は、都が「災害医療運営協議会」における協議に基づ

き作成する。 

(2) 考え方としては、区が初動活動を行い、都は広域的立場から応援にあたるも

のとする。 

10.救護所の設置と負傷

者の搬送 

(1) 救護所の設置は区、後方医療施設は都が分担する。 

(2) 搬送体制は次の区分で行う。 

    被 災 現 場 → 救 護 所 （区） 

    救  護  所 → 後方医療施設（都及び区） 

11.医薬品、医療器材等の

備蓄 

(1) 都・区の医療救護班が使用する医薬品、医療器材等の確保については、「災

害医療運営連絡会」で定める基準に従い、都区それぞれ調整を含め確保する。 

(2) 調整粉乳については、最初の3日分は区が備蓄し、それ以降は都が備蓄又は

調達で対応する。 
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震－参－８ 地域防災計画の修正に係る都・区市町村役割分担調整事項一覧 

         （平成 7年 12月 15日の区長会において都区による合意内容）                       総務局災害対策部 

事項 修正後の計画 現行計画 昭和52年合意の役割分担 都の役割 

１ 地震計ネット

ワークの整備 

 地震被害の軽減を図るため、震度分布

状況を即時に把握することにより、激甚

な被害地を特定し、初動対応も迅速化を

図る。 

規定なし（新規） 規定なし （地震計設置経費の

1/2 を区市町村が負担

する。） 

２ ボランティア

の受入れ体制 

 

（生活文化局） 

 区市町村は、災害時においてボランテ

ィア活動の拠点となるべき施設をあらか

じめ設定し、ボランティアの受入れ体制

を整備する。 

規定なし（新規） 規定なし  都は、総合ボランテ

ィアセンター（仮称）

を設置し、ボランティ

ア団体の育成支援、情

報提供、ネットワーク

づくりやコーディネ

ーターの養成等を行

う。 

 このセンターが、災

害時には都・区市町村

のボランティア間の

総合的な連絡調整を

行う。 

３ 災害弱者の安

全対策 

 

（福祉局） 

 

 

 

 

 

(1) 「高齢者・障害者等対策班」の設置 

  区市町村は、災害弱者に対応する窓

口等（高齢者・障害者等対策班）を設置

し安否確認や支援サービス等必要な対

策を総合調整する。 

(2) 二次避難所の利用 

  区市町村は社会福祉施設等を二次避

難所として活用し、自宅や避難所での

生活が困難である高齢者等を入所さ

せ、介護など必要なサービスを提供し

ていく。 

(1) 規定なし（新規） 

 

 

 

 

(2) 規定なし（新規） 

(1) 規定なし 

 

 

 

 

(2) 規定なし 

 都は、「高齢者・障害

者等対策班」を設置

し、区市町村との連

携、調整等を図る。 

 

 都は、都立施設のほ

か、国立、法人立の社

会福祉施設等も二次

避難所に指定できる

よう、条件整備に努め

る。 
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事項 修正後の計画 現行計画 昭和52年合意の役割分担 都の役割 

４ 避難所の開設 

 

（福祉局） 

(1) 避難所機能の充実 

  区市町村は、避難所に指定した建物

について、早期に耐震診断等を実施し

て、安全性を確認・確保するとともに、

被災者のプライバシーの確保や生活環

境を良好に保つよう努める。 

(2) 小中学校等の避難所機能の強化 

  区市町村は、地域内の公立小中学校

等を避難所として指定し、食糧等の備

蓄や必要な資機材等を整備するなど避

難所機能の強化を図る。 

(3) 二次避難所の開設 

ア 区市町村は、自宅や避難所で生活し 

 ている高齢者等に介護など、必要なサ 

 ービスを提供するため、あらかじめ社 

 会福祉施設等を二次避難所として指 

 定する。 

イ 区市町村は、指定した二次避難所の 

 所在地等について、都福祉局に報告す 

 る。 

(1) 避難所の運営に必要な資

器材、台帳等はあらかじめ整備

しておく。 

 

 

 

(2) 避難所の運営に必要な資

器材、台帳等はあらかじめ整備

しておく。 

 

 

(3) 規定なし（新規） 

(1) 規定なし 

 

 

 

 

 

(2) 規定なし 

 

 

 

 

(3) 規定なし 

 都は、耐震性貯水

槽、井戸、ろ水器、可

とう性の下水排水管、

救急箱（４点セット）

に係る事業について

経費を助成する。 

 都立学校は、小規模

応急給水槽やろ水器、

医薬品などを整備し、

避難所機能を強化す

る。 

 都は、都立施設のほ

か、国立、法人立の社

会福祉施設等も二次

避難所に指定できる

よう、条件整備に努め

る。 

５ 避難所の管理 

 運営 

 

（福祉局） 

（教育庁） 

 

 避難所の管理運営 

ア 区市町村は、避難所の管理運営が混 

 乱なく円滑に行われるよう、事前に管 

 理運営方法を定める。 

 

 

ア 規定なし（新規） 

 

規定なし  
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事項 修正後の計画 現行計画 昭和52年合意の役割分担 都の役割 

 イ 学校は、避難所の管理運営について

協力・援助を行う。 

  避難所に指定されている学校の校長

は、区市町村職員との役割分担につい

て協議し、教職員の役割分担、初動体制

等の計画を策定する。 

イ 都教育庁は、都福祉局から

避難所開設の応援依頼を受け

た場合は区市町村教育委員会

と連絡をとり設営に協力す

る。 

学校長は、避難所の開設等

災害対策に協力するととも

に、学校管理に必要な職員を

確保し、万全の態勢を確立す

る。 

 都は、避難所におけ

る教職員の役割分担

等について、基本的な

方針を示す。 

 

６ 帰宅困難者へ 

 の対応 

 都及び区市町村は、企業等にも食糧・生

活必需品等の備蓄について協力を依頼す

る。 

 規定なし（新規）  規定なし  

７ 義援金品の受

付、配分 

（福祉局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 義援金品募集配分委員会 

ア 義援金品の募集及び配分を、確実、 

 迅速、適正に行うため、都災害対策本 

 部に義援金品募集配分委員会（以下 

 「委員会」という。）を設置する。 

イ 委員会は、次の事項を審議決定する 

 ① 被災者への義援金品の配分計画 

  の策定 

 ② 義援金品の受付・配分に係る広報 

  活動 

 ③ その他義援金品の受付・配分等に 

  関して必要なこと 

ウ 配分計画は、被災状況等を勘案して 

 世帯及び人員を単位として計画する。 

 

エ 委員会は、次の機関等で構成する。 

 ① 東京都   ②日本赤十字社 

 ③ 区市町村  ④その他関係機関 

(1) 

・ 寄託された義援金品の被 

 災者への配分について、被災 

 地区の区市町村長は、配分委 

 員会等の組織を定めておく。 

・ 災害が都内数区市町村に 

 わたり発生した場合、都福祉 

 局が受け付けた義援金品の 

 当該区市町村に対する配分 

 は、都福祉局で決定する。 

・ 日赤に寄託された義援金 

 品の区市町村への配分は、都 

 災害対策本部が配分率を定 

 める。 

 

 

 

 

(1) 規定なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（義援金の取扱いの

詳細については、委員

会で協議する。） 
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事項 修正後の計画 現行計画 昭和52年合意の役割分担 都の役割分担 

 (2) 義援金品の受付等 

ア 義援金は、都、区市町村及び日本赤 

 十字社が受け付ける。受け付けた義援 

 金は、委員会に送金する。 

イ 義援品は、被害の状況等を勘案し、 

 必要な物資について募集し、都及び区

市町村で受け付ける。 

(3) 義援金品の保管及び配分 

  委員会は、配分計画に基づき義援金

を被災区市町村に送金し、被災区市町

村が被災者に義援金を配付する。 

 なお、義援金については、速やかに被災

区市町村に引き渡す。 

(2) 

ア 規定なし（新規） 

イ 義援品は、原則として補修 

 又は修繕を要するものを除 

 き受け付ける。 

 

 

(3) 義援金品の保管及び配分 

 区市町村は、知事又は日赤か

ら送付された義援金品につい

て、日赤奉仕団等各種団体の協

力を得て、被災者に配付する。 

(2) 規定なし 

 

 

 

 

 

 

(3) 規定なし 

 

８ 応急仮設住宅 

（住宅局） 

 

 

(1) 建設用地の選定 

ア 区市町村は、あらかじめ次の点を考

慮のうえ建設予定地を定めておくもの

とする。 

 (ア) 接道及び用地の整備状況 

 (イ) ライフラインの状況 

 (ウ) 一時避難場所などの利用の有無 

イ 都は、予定された建設地の中から仮

設住宅用地を選定する。都が仮設住宅

の建設に当たり、各区市町村の当該行

政区域内の用地だけでは所要戸数の確

保が困難な場合には、区市町村相互間

で融通しあうものとする。 

ウ 都は、常に最新の建設予定地の状況

を把握しておくために、年 1 回区市町

村から報告を求めるものとする。 

 

(1) 建設用地の選定 

  区市町村は、あらかじめ応

急仮設住宅の建設地を予定し

ておくものとし、都は予定さ

れた建設地の中から選定す

る。 

 

 

(1) 規定なし 

 

 

 

 都は、国公有地をは

じめ災害時のオープ

ンスペースの利用に

ついて、全体的な調整

を行う。 

 

  



 

  

2
1
2

事項 修正後の計画 現行計画 昭和52年合意の役割分担 都の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 工事監督 

  工事の監督は、都住宅局が行う。 

  ただし、これにより難い事情がある

場合には、区市町村等に委任する。 

 

 

(3) 入居者の募集・選定 

  入居者の募集計画は被災状況に応じ

て東京都が策定し、区市町村に住宅を

割当てるものとする。 

  割当に際しては、原則として当該区

市町村の行政区域内の住宅を割当てる

ものとするが、所要戸数の確保が困難

な場合には、区市町村相互間で融通し

あうものとする。 

  住宅の割当てを受けた区市町村は当

該区市町村の被災者に対し募集を行

う。 

  入居者の選定は、高齢者・障害者等の

優先を原則とし、生活条件等を考慮し

て区市町村が行う。 

(4) 応急仮設住宅の管理 

 応急仮設住宅の管理は、原則として、 

都が都営住宅の管理に準じて行うものと

し、入居者管理等は区市町村が行う。 

 

 

 

(2) 工事監督 

  都住宅局の監督の下に、社

団法人東京建設業協会及び社

団法人プレハブ協会があっ旋

する業者に建設工事を行わせ

る。 

(3) 入居者の募集・選定 

 区市町村において、被災者の

資力その他の生活条件を十分調

査し、その資料に基づき、都住宅

局が区市町村の協力を得て選定

する。 

 場合によっては、当該選定事

務を区市町村に委任する。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 応急仮設住宅の管理 

 都住宅局が区市町村の協力を

得て都営住宅の管理に準じて行

う。また場合によっては、当該区

市町村長へ事務を委任する。 

 

 

(2) 規定なし 

 

 

 

 

 

(3) 規定なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 規定なし 

 

 

 

 

 

 都は、区市町村が円

滑な入居者管理等を

行えるよう、必要に応

じて協力する。 
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９ 医療情報の収 

 集伝達 

（衛生局） 

(1) 被害情報の収集 

  区市町村は、管内の医療機関及び医

療救護班との連絡体制を確立し、災害

時には地区医師会等の協力を得て、人

的被害及び医療機関（診療所及び歯科

診療所）の被害状況等について把握し

て衛生局に報告する。 

(2) 都民等への情報提供 

  区市町村は、地域住民に対し医療情

報を提供する窓口を設置する。 

(1) 区市町村は、初動医療救護

体制に係る情報連絡体制を整備

する。 

 

 

 

 

(2) 規定なし（新規） 

(1) 規定なし 

 

 

 

 

 

 

(2) 規定なし 

 都は、病院の被害状

況を、区市町村及び都

医師会等の協力を得

て収集する 

 

 

 

 都は、収集した医療

機関の被害情報等を

区市町村等に伝達す

るとともに、報道機関

を通じて、都民に広報

する。 

10 医療救護活動 

（衛生局） 

(1) 医療救護班派遣状況の報告 

 区市町村は、地区医師会の協力を得て

医療救護班を派遣するとともに、医療救

護班の派遣状況について衛生局長に報告

する。 

(2) 歯科医療救護班の編成 

 歯科医師や歯科衛生士などで歯科医療

救護班を編成し、医療救護所に派遣する。 

(3) 薬剤師の配置 

 医療救護所や避難所に薬剤師を配置し

調剤、服薬指導等を行う。 

(1) 区市町村長は、地区医師会

の協力を得て、医療救護班を

派遣する。 

 衛生局長への連絡に関する規

定なし。 

(2) 規定なし（新規） 

 

 

(3) 規定なし（新規） 

 

(1) 医療救護所の設置、区

医療救護班の派遣運用計

画は、区の役割 

 

 

(2) 規定なし 

 

 

(3) 規定なし 
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11 負傷者等の搬

送体制 

（衛生局） 

(1) 医療スタッフの搬送体制 

  区市町村は、区市町村が派遣する医

療救護班等の医療スタッフの搬送体制

を確立する。 

(2) 医薬品等の搬送体制 

  区市町村は、区市町村が設置する医

療救護所等で使用する医薬品・医療資

器材の搬送体制を確立する。 

(1) 傷病者の搬送についての

規定があるのみで、医療スタ

ッフの搬送に関する規定な

し。 

(2) 傷病者の搬送についての

規定があるのみで、医薬品・医

療資器材の搬送に関する規定

なし。 

(1) 負傷者の搬送に関する

役割分担のみ規定あり 

 

 

(2) 負傷者の搬送に関する

役割分担のみ規定あり 

 都は、都が派遣する

医療救護班等の医療

スタッフの搬送体制

を確保する。 

都は、都が備蓄、供

給する医薬品。医療資

器材の搬送体制を確

立する。 

12 保健活動 

（衛生局） 

(1) 保健婦班の編成 

  区市町村及び都は、避難所等での不

自由な生活や被災のショック等による

心身の健康障害や在宅療養者の病状悪

化を防ぐため、保健婦班を編成し、避難

所での健康相談や巡回健康相談等を行

う。 

(2) 精神疾患患者対策 

  区市町村及び都は、保健所を拠点に

精神科診療所及び巡回診療チームを設

置する。 

(3) メンタルケア 

  区市町村及び都は、保健所を拠点に

精神相談室及び巡回相談チームを設置

する。 

(4) 在宅難病患者対策 

  平常時から保健所を通じて患者の把

握を行う。 

(1) 規定なし（新規） 

 

 

 

 

 

 

(2) 規定なし（新規） 

 

 

 

(3) 規定なし（新規） 

 

 

 

 

(4) 規定なし（新規） 

(1) 規定なし 

 

 

 

 

 

 

(2) 規定なし 

 

 

 

(3) 規定なし 

 

 

 

 

(4) 規定なし 

都は、精神科医その他

の専門スタッフにつ

いて、広域応援等も含

め、確保に努める。 

13 防疫 

（衛生局） 

 区市町村及び都は、避難所その他の衛

生環境確保のためにマニュアルを作成す

る。 

 規定なし（新規） 

 

 

 被災地の防疫活動は区が

担当、避難場所の防疫活動

は、都が担当する。 
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14 遺体の収容 

（衛生局） 

 区市町村は、都及び関係機関と協議の

うえ、遺体収容所の事前指定等遺体を迅

速に収容する体制を確立する。 

 また、災害時には速やかに遺体収容所

を開設して運営にあたるとともに、開設

状況を都及び警視庁に報告する。 

 区市町村は、災害現場付近の

適当な場所（寺院・公共建造物・

公園等）又は都立公園に死体収

容所を開設し死体を収容する。 

 規定なし  都は、あらかじめ遺

体の収容について関

係機関との調整を行

うとともに、区市町村

の要請に基づき遺体

収容所の開設・運営に

関して必要な支援措

置を講ずる。 

15 遺体の埋火葬

等 

（衛生局） 

 区市町村は、火葬許可証の迅速な発行

に努め、遺体を速やかに火葬に付す体制

を確立する。 

 区市町村は、遺体の安置、保管及び搬送

体制を確立する。 

 区市町村は、検視・検案を終え

た死体を、都建設局に連絡して

死体収容所に輸送する。 

 また、死体を火葬に付す場合

は、指定された火葬場に送付す

る。 

 家族等から遺骨の引取希望が

あったときは、引き渡す。 

 規定なし  都は、近県市等との

遺体火葬に関する協

力体制を確立する。 

 都は、遺体の安置・

保管に係る物品の調

達について、関係業界

や近県市等との協力

体制を確立する。 

16 ごみ処理方法 

（清掃局） 

(1) 災害時のごみは、区の協力を得て、

分別を徹底させ、収集可能な場所に設

けられた臨時収集所に排出するよう指

導する。 

 

(2) 処理施設への短期間大量投入が困

難である場合には、区の協力を得て、幹

線道路に面した公有地等を中継所とし

て活用し、収集の効率化を図る。 

(1) ごみ処理は、区の協力を得

て、第１次（収集）、第２次（処

分場への搬出）第３次対策（が

れき処理）にそれぞれ分けて

実施する。 

(2) 規定なし 

(1) 規定なし 

 

 

 

 

(2) 規定なし 
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17 し尿処理方法 

（清掃局） 

(1) し尿処理の基本的考え方 

ア 水を確保することによって、下水道 

 機能を有効活用する。 

  避難所等においては、施設の耐震性 

 を強化して震災時にも水洗トイレが 

 使用できるようにする。断水時には、 

 プール、井戸等により確保した水を使 

 用する。 

 

イ アの対策と併行して、仮設トイレを 

 使用したし尿処理を行う。 

  区市町村は、仮設トイレの備蓄及び 

 設置のマニュアル整備を行う。 

  仮設トイレ等の機種選定にあたっ 

 ては、高齢者・障害者等に配慮したも 

 のを考慮する。 

  仮設トイレ等の設置にあたって収 

 集可能な場所を予め選定しておくと 

 ともにこれを周知する。 

(2) 収集、処理体制 

  震災が発生した場合、都は仮設トイ

レの設置状況を区からの連絡により把

握し収集体制を整備する。 

  収集したし尿は、下水処理場に搬入

して処理する。 

 

ア 避難所等において、水洗ト 

 イレが使用不可の場合は、素 

 掘式又は便槽付の仮設トイ 

 レを用意して衛生環境を確 

 保する。（仮設トイレによる 

 対策が主で、水洗トイレは使 

 えるものだけを使うという 

 考え。） 

イ 区市町村の仮設トイレの 

 備蓄数量のみ掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 都は排出されたし尿を迅

速に処理し、被災地の衛生環

境を確保する。 

  区は区域内の関係機関と調

整を図り、し尿処理計画を策

定し、これに対処するものと

する。 

  都は排出されたし尿収集に

あたり、下水道施設の利用及

び海洋投棄等により処理にあ

たる。 

 

 避難場所等における排便

施設の確保については都が

主となり、区が補完する。 

（実態はくが主体となり実

施している。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体制の確立とし尿処理は、都

の担当 

 

 都は、学校の避難所

機能強化の一環とし

て、下水管の可撓管化

や井戸の設置補助を

順次行う。 

  



 

 

2
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事項 修正後の計画 現行計画 昭和52年合意の役割分担 都の役割 

18 がれき処理 

（清掃局） 

(1) がれき処理対策臨時組織の設置 

  発災後、都は速やかに「がれき」処理

を行う臨時組織である「がれき処理対

策本部（仮称）を設置するとともに、区

の協力を得て、各区内に「がれき処理対

策班（仮称）を設置し、都区共同で地域

の「がれき」処理を行う。 

(2) 倒壊建物の解体及びがれきの撤去 

  個人住宅や一部の中小事業所に限り

各区の対策班において「がれき」撤去に

関して、住民からの申請受付、民間業者

との契約及び適正処理の指導等の事務

を行う。 

(3) 特例処置が講ぜられた場合 

  倒壊した建物の解体は、原則的に所

有者が行うこととする。 

  ただし、個人住宅や一部の中小事業

所等について、特例措置を国に講じた

場合は、倒壊建物の解体処理について

も収集運搬と同様の処理を行う。 

(1) Ｓ造、ＲＣ造等非木造建築

物の倒壊、解体時に生じる廃

棄物については、…関係機関

の協力を得て、速やかに処理

を行っていく。 

 

 

(2) 規定なし 

 

 

 

 

 

(3) 非木造建築物については、

解体工事及び廃棄物の運搬

は、原則として建物の所有者

が行うこととし、都はこれら

の廃棄物が適正に処理される

よう処分場の確保等を行うも

のとする。 

  木造建築物については、規

定なし。 

(1) 規定なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 規定なし 

 

 

 

 

 

 

（解体は所有者の責

任） 

（解体後は、廃棄物と

して市町村が処理） 

（国は、市町村が行う

処理に要する費用の

1/2を補助） 

19 応急給水活動 

（水道局） 

 給水拠点での都（多摩地区については

都営水道市町水道部所）・区市町の役割分

担 

ア 応急給水槽では、区市町が応急給水

に必要な資機材等の設営及び被災者へ

の応急給水を行う。 

 

応急給水に関する都・区の役割

分担は、次のとおりとする。 

 

ア 応急給水槽を設置した場所

では区が応急給水を行う。 

 

 体制の確立、給・配水資機

材の整備、運搬手段の整備に

ついては、都が主体、区が補

完する。 

 

  



 

  

2
1
8

事項 修正後の計画 現行計画 昭和52年合意の役割分担 都の役割 

 イ 浄水場（所）・給水所では、都は応急

給水に必要な資機材等の設営を、区市

町は被災者への応急給水を行う。 

ウ 飲料水を車両輸送する避難場所では

都は、区市町が避難場所に設置する仮

設水槽まで飲料水を輸送・補給し、被災

者への応急給水は区市町が行う。 

イ 浄水場・給水所では、都・区

が協力して行う。 

 

ウ 飲料水を車両輸送する雛場

所では、都が飲料水を輸送し

て区の設置する仮設水槽に補

給し、被災者への給水は区が

行う。 

浄水場から避難場所（給水拠

点）までの輸送は都が対応す

る。 

 給水拠点から住民に対応

する給水は、区が実施する。 

 

20 避難計画 

（総務局） 

 避難の方法は、原則として現行どおり

とするが、地域の実情や発災時の状況に

応じた避難方法についても想定しておく

ものとする。 

 避難の勧告・指示が出された

場合区市町村は、地元警察署及

び消防署の協力を得て、地域又

は町会（自治会）単位に集団の形

成を図るため、一時集合場所に

避難者を集合させたのち、あら

かじめ指定してある避難場所等

に誘導する。 

 規定なし  
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震－参－９ 港区防災地図 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



震災資料編 
参考資料 

221 

震－参－10 防災関係機関との協定内容一覧表 

（令和３年４月１日現在） 

№ 協定等の名称 締結年月日 協定の相手方等 協定等の概要 所管 

1 
災害時における麺類･米

飯等提供に関する協定 
昭和 55 年 5月 27日 

東京都麺類協同組

合 
麺類･米飯等の供給 防災課 

2 

災害時における石油類

等の優先供給に関する

協定 

昭和 56 年 4月 15日 
東京都石油商業組

合港新宿渋谷支部 

ガソリン、軽油、灯油等

の供給 
防災課 

3 

災害時における応急対

策用貨物自動車の供給

に関する協定 

昭和 59 年 9月 28日 
㈳東京都トラック

協会港支部 
貨物自動車の優先供給 防災課 

4 
災害時における応急対

策業務に関する協定 
平成 8年 5月 15 日 

港区建設業防災協

議会 

区立施設の応急復旧及び

修繕、避難所等の応急整

備、応急仮設住宅の建設 

防災課 

5 
災害時における応急対

策業務に関する協定 
平成 8年 5月 15 日 港区管工会 

大規模井戸等の修繕、区

立施設の応急復旧及び修

繕、避難所等の応急整

備、応急仮設住宅の建設 

防災課 

6 
災害時における応急対

策業務に関する協定 
平成 8年 5月 15 日 港区造園協力会 

街路樹等の応急復旧、公

園及び児童遊園等の応急

復旧 

防災課 

7 

災害時における消毒車

の提供及び消毒作業の

実施に関する協定 

平成 8年 7月 18 日 
㈳東京都ペストコ

ントロール協会 

消毒車の提供及び消毒作

業の実施 
生活衛生課 

8 
災害時における応急対

策業務に関する協定 
平成 8年 7月 29 日 

港区電設防災協力

会 

区立施設の応急復旧及び

修繕、避難所等の応急整

備、応急仮設住宅の建設 

防災課 

9 
災害時の医療救護活動

についての協定書 

平成 9年 2月 19 日 

平成 26 年 1月 10日 
㈳港区医師会 

医療救護班による医療救

護活動 
保健予防課 

10 
災害時の医療救護活動

についての協定書 

平成 9年 2月 19 日 

平成 26 年 1月 10日 

公益社団法人 

港区芝歯科医師会 

歯科医療救護班による医

療救護活動 
保健予防課 

11 
災害時の医療救護活動

についての協定書 

平成 9年 2月 19 日 

平成 26 年 1月 10日 

公益社団法人 

港区麻布赤坂歯科医師

会 

歯科医療救護班による医

療救護活動 
保健予防課 

12 
災害時の医療救護活動

についての協定書 

平成 9年 2月 19 日 

平成 26 年 1月 10日 

一般社団法人 
東京都薬剤師会港支

部 

薬剤師班による医療救護

活動 
保健予防課 

13 
災害時における応急対

策業務に関する協定 
平成 10 年 3月 11日 

港区産業団体連合

会 
人員及び資機材等の提供 防災課 

14 
災害救助犬の出動に関

する協定 
平成 10 年 4月 9日 

日本災害救助犬協

会 

災害救助犬による人命検

索活動 
防災課 

15 

災害時における港区、

郵便局の協力に関する

覚書 

平成 10 年 4月 9日 

芝郵便局、麻布郵

便局 

赤坂郵便局、高輪

郵便局 

緊急連絡用車両の提供、

避難場所・物資集積場所

の提供、被災区民の避難

先及び被災状況の情報提

供 

防災課 
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№ 協定等の名称 締結年月日 協定の相手方等 協定等の概要 所管 

16 
震災時における消火用

水の使用の覚書 
平成 10 年 12 月 14日 永楽実業㈱ 

消火用水の提供（100

ｔ） 
防災課 

17 
災害時における応急協

力に関する覚書 
平成 11 年 1月 12日 

ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京 

高輪ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃ

ﾙ高輪 

東京ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

高輪東武ﾎﾃﾙ第一ﾎﾃ

ﾙ東京 

要配慮者に関する避難施

設の確保協力 
防災課 

18 

災害時におけるボラン

ティア活動等に関する

協定 

平成 11 年 1月 21日 
社会福祉法人 港

区社会福祉協議会 

災害時におけるボランテ

ィアの受け入れ及び派遣

等の体制整備 

保健福祉課 

19 
災害時における応急協

力に関する覚書 
平成 11 年 7月 26日 メルパルクTOKYO 

要配慮者に関する避難施

設の確保協力 
防災課 

20 
災害時における応急協

力に関する覚書 
平成 12 年 7月 1日 

ホテルＪＡＬシテ

ィ田町 

要配慮者に関する避難施

設の確保協力 
防災課 

21 
災害時特別法律相談事

業に関する協定書 
平成 13 年 4月 25日 港法曹会 

災害時特別法律相談に係

る弁護士の派遣 
総務課 

22 

災害時における医薬品

等の提供についての協

定書 

平成 13 年 6月 15日 

㈳東京都薬剤師会

港区支部港区社会

福祉協議会 

災害時に提供する医薬品

の確保 
保健予防課 

23 

災害時における災害応

急・復旧活動及び通訳

ボランティアの派遣等

に関する協定 

平成 14 年 8月 2日 港区国際交流協会 
災害時における通訳ボラ

ンティアの派遣等 
地域振興課 

24 

災害時における応急用

精米の優先供給に関す

る協定 

平成 15 年 12 月 1日 
東京都米穀小売商

業組合港支部 
応急用精米の優先供給 防災課 

25 

災害時における食糧・

資機材の提供に関する

協定書 

平成 16 年 5月 31日 
ワールドシティタ

ワーズ管理組合 

備蓄食糧・資機材の提供 

（備蓄場所：港南4丁目

ﾜｰﾙﾄﾞｼﾃｨﾀﾜｰｽﾞ） 

防災課 

26 
災害時における資機材

の提供に関する協定書 
平成 16 年 6月 24日 

品川タワーフェイ

ス 

備蓄資機材の提供 

（備蓄場所：港南2丁目

品川タワーフェイス） 

防災課 

27 
災害時における応急協

力に関する覚書 
平成 17 年 10 月 20日 

ザ・プリンスパー

クタワー東京 

要配慮者に関する避難施

設の確保協力 
防災課 

28 
災害時における応急対

策業務に関する協定 
平成 18 年 8月 28日 港土木防災協力会 

落下物、倒壊建物等の除

去、道路等の応急補修 
防災課 

29 

災害時等における船舶

による輸送に関する協

定書 

平成 18 年 11 月 1日 

 

 

 

㈱ミナモ 

 

 

 

被災者及び救援物資等の

輸送、被災状況把握の人

員輸送、防災訓練の人員

及び物資輸送 

防災課 
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№ 協定等の名称 締結年月日 協定の相手方等 協定等の概要 所管 

30 

災害時における愛宕ビ

ル防犯協力会と愛宕警

察署及び 

芝消防署並びに港区と

の協力に関する協定書 

平成 18 年 11 月 22日 

愛宕ビル防犯協力

会 

愛宕警察署、芝消

防署 

災害時のボランティア活

動に関する連携協力 
防災課 

31 
災害時における食料等

提供に関する協定書 
平成 19 年 1月 19日 

ＤＨＣ中央物流セ

ンター 

備蓄食料の提供 

（備蓄場所：芝浦2丁目

ＤＨＣ中央物流センタ

ー） 

防災課 

32 

災害時における地域防

災施設としての利用に

関する覚書 

平成 20 年 3月 3日 
ホテルモントレ赤

坂 

要配慮者に関する避難施

設の確保協力 
防災課 

33 

災害時における地域防

災施設としての利用に

関する覚書 

平成 20 年 3月 5日 
アルビオン白金教

育センター 

要配慮者に関する避難施

設の確保協力 
防災課 

34 

災害時における地域防

災施設としての利用に

関する覚書 

平成 20 年 3月 31日 
ホテルサンルート

新橋 

要配慮者に関する避難施

設の確保協力 
防災課 

35 

災害時における地域防

災施設としての利用に

関する覚書 

平成 20 年 3月 31日 
ホテルコンソレイ

ユ芝・東京 

要配慮者に関する避難施

設の確保協力 
防災課 

36 

災害時における船舶に

よる輸送等に関する協

定書 

平成 20 年 4月 1日 芝漁業協同組合 

被災者、救護者等の人員

輸送、救援物資等の貨物

輸送 

防災課 

37 

災害時における船舶に

よる輸送等に関する協

定書 

平成 20 年 4月 1日 港漁業協同組合 

被災者、救護者等の人員

輸送、救援物資等の貨物

輸送 

防災課 

38 

災害時におけるし尿収

集運搬等に関する協定

書 

平成 20 年 4月 1日 

㈱東海運輸、㈱ｼﾞｮ

ｰﾄｰ 

日建総業㈱、第一

整備工業㈱ 

避難場所等のし尿収集及

び指定場所への運搬・搬

入 

防災課 

39 

災害時におけるトイレ

用水運搬等に関する協

定書 

平成 20 年 4月 1日 

㈱東海運輸、日本ﾛ

ｰﾄﾞ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱ 

㈱ｹｲﾐｯｸｽ、東京ｻﾆﾃ

ｨｼｮﾝ㈱ 

ｽﾊﾞﾙ興業㈱、日本ﾊ

ｲｳｪｲ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 

トイレ用水の給水、汲み

上げ及び避難所等へのト

イレ用水運搬 

防災課 

40 
災害時における応急協

力に関する覚書 
平成 20 年 9月 19日 

ホテルグレイスリ

ー田町 

要配慮者に関する避難施

設の確保協力 
防災課 

41 

災害時における軽自動

車輸送の協力に関する

協定書 

平成 20 年 11 月 19日 

赤帽首都圏軽自動

車運送協同組合城

南支部 

応急救援物資等の輸送 防災課 

42 

災害時における地域防

災施設としての利用に

関する覚書 

平成 20 年 11 月 28日 
シェラトン都ホテ

ル東京 

要配慮者に関する避難施

設の確保協力 
防災課 
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№ 協定等の名称 締結年月日 協定の相手方等 協定等の概要 所管 

43 

災害時における障害物

除去等の応急対策業務

に関する協定 

平成 20 年 12 月 25日 
㈳東京都自動車整

備振興会中央支部 

車両等障害物除去、道路

啓開 
防災課 

44 
災害時のおける応急協

力に関する覚書 
平成 21 年 3月 4日 ㈻ 芝浦工業大学 

災害時要配慮者用の避難

所確保 
防災課 

45 

災害時における地域防

災施設としての利用に

関する覚書 

平成 21 年 3月 10日 三田会館 
要配慮者に関する避難施

設の確保協力 
防災課 

46 
災害時における備蓄倉

庫の使用に関する覚書 
平成 22 年 5月 31日 

芝公園フロントタ

ワー 
備蓄物資の提供 防災課 

47 

災害時における浮桟橋

の使用及び貨物自動車

の供給に関する協定 

平成 22 年 7月 30日 

芝浦商店会 

芝浦海岸町会・商

店会連絡協議会 

渚橋浮桟橋の使用及び貨

物自動車の供給 
産業振興課 

48 

災害時における帰宅困

難者への一時滞在用ス

ペース等の使用及び備

品等の提供に関する協

定書 

平成 22 年 11 月 19日 

六本木一丁目南地

区市街地再開発組

合 

［協定締結時］ 

災害時の帰宅困難者への

一時滞留スペース及び備

品等の提供 

防災課 

49 

災害時における帰宅困

難者への一時滞在用ス

ペース等の使用及び備

品等の提供に関する協

定書 

平成 22 年 12 月 9日 

六本木三丁目地区

市街地再開発組合 

［協定締結時］ 

災害時の帰宅困難者への

一時滞留スペース及び備

品等の提供 

防災課 

50 
「民間非常災害用井戸」

の指定に関する協定書 

平成 8年 1月 12 日 アークヒルズ 

飲料水、生活用水、消火用

水の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災課 

 

 

 

 

 

 

 

平成 8年 1月 12 日 城山ヒルズ 

平成 9年 11 月 12日 虎ノ門３７森ビル 

平成 11 年 12 月 1日 
虎ノ門２丁目タワ

ー 

平成 13 年 4月 11日 赤坂溜池タワー 

平成 13 年 4月 11日 
アークフォレスト

テラス 

平成 14 年 11 月 18日 
愛宕グリーンヒル

ズ敷地内 

平成 15 年 2月 14日 
元麻布ヒルズ敷地

内 

平成 15 年 5月 23日 長谷工本社ビル 



震災資料編 
参考資料 

225 

№ 協定等の名称 締結年月日 協定の相手方等 協定等の概要 所管 

平成 16年 4月 1日 
六本木ヒルズ森タ

ワー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災課 

 

 

平成 16 年 4月 1日 
六本木ヒルズレジ

デンス 

平成 17 年 2月 1日 
オランダヒルズ森

タワー 

平成 17 年 6月 6日 
東京汐留ビルディ

ングﾞ 

平成 18 年 8月 1日 赤坂ミッドタウン 

51 
災害用水槽に関する協

定書 
平成 18 年 4月 7日 赤坂ミッドタウン 

生活用水・消火用水の提

供 
防災課 

52 

避難住民に対する理容

サービス業務の提供に

関する協定書 

平成 24 年 1月 20日 

東京都理容生活衛

生同業組合みなと

支部 

避難所における理容サー

ビスの提供 
防災課 

53 

災害時における物資等

の提供協力に関する協

定 

平成 24 年 6月 1日 ㈱ 伊藤園 飲料水の提供 防災課 

54 
災害時における応急協

力に関する覚書 
平成 24 年 7月 1日 

（福） 洛和福祉会 

（福） 新生寿会 

マンホールトイレの設置

及び運営 
防災課 

55 

災害時における帰宅困

難者等への支援に関す

る協定書 

平成 24 年 7月 25日 

虎ノ門・六本木地

区市街地再開発組

合 

［協定締結時］ 

帰宅困難者への一時滞在

施設及び物資の提供 

帰宅困難者の誘導等に係

る人員等の提供 

防災課 

56 
災害時における井戸の

使用に関する協定 
平成 24 年 7月 25日 

虎ノ門・六本木地

区市街地再開発組

合 

［協定締結時］ 

生活用水、消火用水の確

保 
防災課 

57 

災害時等における一時

係船施設等の提供に関

する協定書 

平成 24 年 8月 28日 
ワールドシティタ

ワーズ管理組合 
一時係船施設の使用 防災課 

58 
災害時における動物救

護活動に関する協定書 
平成 24 年 9月 14日 

㈳東京都獣医師会

中央支部 

救護所等における負傷動

物の応急手当、被災動物

の保護・管理等 

生活衛生課 

59 
大震災時における飲料

水使用協定書 
  区内事業所 建物受水槽の水の提供 防災課 

60 

災害発生時における帰

宅困難者の受入れ等に

関する協力協定 

  区内事業所 帰宅困難者対策への協力 防災課 

61 

災害時における港区と

区内警察署及び区内消

防署との協力連携に関

する協定 

平成 19 年 2月 9日 

港区内所轄６警察

署 

港区内所轄４消防

署 

災害時における協力連携 防災課 
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62 

義士親善友好都市間に

おける災害応急対策活

動の相互応援に関する

協定書 

平成 18 年 4月 1日 関係２５自治体 
応急対策活動（人員、物

資、見舞金等） 
防災課 

63 

特別区災害時相互協力

及び相互支援に関する

協定  

平成 8年 2月 16 日 東京２３特別区 

応急対策及び復旧対策等

に関する相互協力及び相

互支援 

防災課 

64 

マンホールトイレ用仮

設トイレの設置に関す

る覚書 

平成 18 年 3月 31日 

東京都下水道局 

（中部管理事務

所） 

下水道マンホールへの仮

設トイレの設置 
防災課 

65 

災害時における下水道

施設へのし尿搬入及び

受入れに関する覚書 

平成 19 年 3月 30日 

東京都下水道局 

（中部管理事務

所） 

下水道施設への避難所等

のし尿への搬入及び受入

れ 

防災課 

66 

都営住宅と港区施設と

の合築建物の耐震診断

及び耐震改修に関する

基本協定 

平成 20 年 11 月 13日 

東京都都市整備局 

（都営住宅経営部

住宅整備課） 

耐震診断及び耐震改修に

関する費用負担等 
防災課 

67 

港区と福島県いわき市

との災害時相互協力協

定 

平成 25 年 4月 23日 福島県いわき市 

災害時における応急対策

及び復旧対策についての

相互協力 

防災課 

68 

災害時における物資等

の提供協力に関する協

定 

平成 25 年 5月 1日 
サントリービバレ

ッジサービス㈱ 

容器入り飲料の提供及び

運搬 
防災課 

69 
港区と岐阜県郡上市と

の災害時相互協力協定 
平成 26 年 2月 6日 岐阜県郡上市 

災害時における応急対策

及び復旧対策についての

相互協力 

 

防災課 

70 

災害時における一時係

船施設の提供に関する

協定 

平成 26 年 3月 11日 東京都港湾局 
災害時における一時係船

施設の提供 
防災課 

71 
災害時医薬品等の調達

業務に関する協定 
平成 26 年 4月 25日 

（一社）港区薬剤

師会、 

東邦薬品港・中央

営業所、㈱スズケ

ン中央支店、アル

フレッサ㈱港支

店、㈱メディセオ

港支店 

災害時における医薬品等

の調達協力 
保健予防課 

72 

災害時における母子救

護所の提供に関する協

定 

平成 26 年 4月 25日 
（福）恩賜財団母

子愛育会 

災害時における母子救護

所の提供 
保健予防課 

73 
災害時における応急対

策業務に関する協定 
平成 27 年 11 月 18日 

東京土建一般労働

組合 港支部 

全建総連 東京都連 

港地区協議会 

災害時における応急危険

度判定、住家被害認定調

査の協力 

防災課 

74 
災害時におけるバス供

給協力に関する協定 
平成 27 年 12 月 25日 

㈱ 

フジエクスプレス 

災害時における傷病者、

人員の搬送 
保健予防課 
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75 

自動販売機を活用した

災害時の情報発信力強

化に関する協定 

平成 28 年 1月 1日 

コカ・コーライー

ストジャパン㈱ 

 

災害時における情報発信

力強化のためのサイネー

ジ付き自動販売機の提供 

区長室 

76 

大規模災害時等におけ

る電力復旧等に関する

覚書 

平成 28 年 3月 15日 

（令和2年 9月 10日 

変更覚書締結） 

東京電力パワーグ

リッド㈱銀座支社 

災害時における停電情報

の提供及び二次災害に関

する注意喚起の協力 

防災課 

77 
災害時における応急救

護活動に関する協定 
平成 28 年 7月 27日 

東京都柔道整復師

会港支部 

災害時における柔道整復

師会の応急救護活動の協

力 

保健予防課 

78 
震災時におけるり災証

明書発行に関する協定 平成 29 年 3月 28日 
東京消防庁区内四

消防署 

り災証明書発行における

人員派遣等 
防災課 

79 
災害時における応急対

策業務に関する協定 平成 29 年 12 月 25日 港美化防災協議会 
災害時の応急対策業務の

協力 
防災課 

80 

災害時における区民等

の公衆浴場の使用等に

関する協定 

平成 30 年 2月 7日 

東京都公衆浴場業

生活衛生同業組合

港支部 

井戸、貯水槽による給

水、被災者への入浴支援 
防災課 

81 

災害時における地図製

品等の供給等に関する

協定 

平成 30 年 3月 20日 
株式会社ゼンリン

東京第一支社 

災害時における地図製品

等の供給 
防災課 

82 

災害時における住家被

害認定調査等に関する

協定 

平成 30 年 5月 11日 

公益社団法人東京

都不動産鑑定士協

会 

り災証明書発行に係る住

家被害認定調査等の協力 
防災課 

83 

災害時における物資の

優先的供給に関する協

定 

平成 31 年 2月 21日 
セッツカートン株

式会社 

災害時における段ボール

製品の優先的な供給 
防災課 

84 

災害時における妊産婦

等支援活動に関する協

定書 

平成 31 年 3月 15日 
一般社団法人 

品川港助産師会 

災害時における妊産婦及

び乳児の支援活動 
保健予防課 

85 

災害時等における船舶

による輸送に関する協

定書 

平成 31 年 3月 22日 
東京ウォータータ

クシー株式会社 
船舶による輸送等の業務 防災課 

86 

災害時における物資の

優先的供給に関する協

定 

令和元年 9月 1日 旭紙業株式会社 
災害時における段ボール

製品の優先的な供給 
防災課 

87 
災害時の緊急医療救護

所に関する協定 
令和元年 11月１日 

社会福祉法人恩賜

財団済生会支部東

京都済生会  

東京都済生会中央

病院 
緊急医療救護所の開設及

び運営への協力と災害用

の医薬品・医療資器材の

保管等への協力 

保健予防課 
東京慈恵会医科大

学附属病院 

北里大学北里研究

所病院 
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国家公務員共済組

合連合会 虎の門

病院 

国際医療福祉大学 

三田病院 

独立行政法人地域
医療機能推進機構 
東京高輪病院 

社会福祉法人恩賜

財団母子愛育会 

総合母子保健セン

ター愛育病院 

医療法人社団友仁

会 赤坂見附前田

病院 

医療法人財団順和

会 

山王病院 

公益財団法人 

心臓血管研究所付
属病院 

東京大学医科学研

究所附属病院 

医療法人財団厚生

会 

古川橋病院 

88 

災害時における電動車

両等の支援に関する協

定 

令和 2年 1月 21 日 

三菱自動車工業株

式会社、港三菱自動

車販売株式会社 

電動車両等の貸与の迅速

かつ円滑な実施 
防災課 

89 
災害に係る情報発信等

に関する協定 
令和 2年 6月 11 日 ヤフー株式会社 

災害時におけるインター

ネットを活用した情報発

信への協力 

防災課 

90 

津波発生時における避

難者の受入れ等に関す

る協力協定 

令和 2年 8月 31 日 

東京ポートシティ

竹芝オフィスタワ

ー管理組合管理者

東急不動産株式会

社 

津波発生時における避難

者の受入れ等の協力に関

し、所有する施設の一部

を津波発生時の緊急避難

施設として区民、来街者

等の区内に滞在している

者へ提供する 

防災課 

91 
災害時における給電車

両支援に関する協定書 
令和 2年 9月 1日 

トヨタモビリティ

サービス株式会社 

災害時における給電車両

の支援 
防災課 

92 

災害時における物資の

優先的供給に関する協

定 

令和 2年 9月 10 日 興亜紙業株式会社 
避難所の生活に必要な物

資の優先的な供給 
防災課 
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93 

災害時における貨物自

動車輸送の協力に関す

る協定書 

令和 2年 10 月 8日 丸新運輸株式会社 

応急対策業務に必要な貨

物自動車による物資輸送

の協力 

防災課 

94 
災害時における給電車

両支援に関する協定書 
令和 2年 11 月 16日 

トヨタモビリティ

東京株式会社 

災害時における給電車両

の貸与 
防災課 

95 

災害時における地域内

輸送拠点の運営及び物

資輸送の協力に関する

協定書 

令和 2年 12 月 21日 
ヤマト運輸株式会

社東京港主管支店 

災害時における地域内輸

送拠点の運営及び物資輸

送の協力 

防災課 

96 

災害時における地域内

輸送拠点等の運営及び

物資輸送の協力に関す

る協定書 

令和 2年 12 月 21日 
佐川急便株式会社

関東支店 

災害時における地域内輸

送拠点の運営及び物資輸

送の協力 

防災課 

97 

災害時等における棺及

び葬祭用品の供給並び

に遺体の搬送等の協力

に関する協定 

令和 3年 1月 8日 

東京都葬祭業協同

組合、東京都葬祭業

協同組合港支部 

災害時おける棺及び葬祭

用品の供給並びに遺体の

搬送等の協力 

防災課 

98 
災害時における施設等

の利用に関する協定 
令和 3年 1月 18 日 

東京都立六本木高

等学校 

災害時における施設等の

利用 
防災課 

99 

災害時における物資等

の提供協力に関する協

定 

令和 3年 3月 22 日 大塚製薬株式会社 
災害時における物資等の

提供協力 
防災課 
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震－参－11 震度階解説 
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震－参－12 津波シミュレーション結果 
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震－参－13 液状化シミュレーション結果 

 

 

 

 


