
神奈川県公共建築物に係る地震時の点検等の協力に関する協定書

神奈川県(以下「甲」という。)と一般社団法人神奈川県建設業協会、一般社団法

人神奈川県電業協会、一般社団法人神奈川県空調衛生工業会、一般社団法人横浜建

設業協会、一般社団法人川崎建設業協会、一般社団法人川崎市空調衛生工業会及び

神奈川県中小建設業協会の７者（以下「乙」という。）は、次のとおり協定を締結

する。

（目的）

第１条 この協定は、神奈川県内に大規模な地震が発生した場合に、甲の所管する

公共建築物（以下「施設」という。）の点検及び応急措置（以下「点検等」とい

う。）に対する乙の協力に関して必要な事項を定めるものとする。

（協力要請）

第２条 甲は、県内に大規模な地震が発生した場合に、施設の点検等に関して乙に

協力を要請できるものとする。

（要請の手続）

第３条 前条の協力要請は、次のとおり行うものとする。

（１） 甲は、点検等を行う施設を特定して乙に協力を要請する。

（２） 前号の規定にかかわらず、甲が別に指定する施設（以下「指定施設」とい

う。）については、当該施設の所在する市町村の区域（横浜市、川崎市及び相

模原市にあっては区）において、気象庁が震度６弱以上を発表したときには、

甲の協力要請があったものとみなす。

（出動）

第４条 乙は、甲からの協力要請を受けた場合には、速やかに点検等を行うための

体制を確立し、必要な人員、機材等を出動させるものとする。

（２） 前項の規定に基づき出動した者は、施設管理者の指示に従うものとする。

（費用負担）

第５条 甲は、施設管理者の指示に基づく応急措置に要した費用を負担するものと

する。

（災害補償）

第６条 この協定に基づく業務に従事中の者が、その者の責めに帰すことができな

い理由により死亡又は負傷したときは、甲は、災害に際し応急措置の業務に従事

した者に係る損害補償に関する条例（昭和３７年神奈川県条例第５１号）に基づ

きその損害を補償するものとする。

ただし、その他の法令により療養その他の給付又は補償を受けたときは、その

補償額の限度において災害補償の責を免れる。

（人員等の組織編成状況の報告）

第７条 乙は、この協定による点検等に出動させることができる人員等の組織編成

状況を毎年８月末日までに、甲に文書で報告するものとする。
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（訓練）

第８条 甲は、この協定に基づく点検等が円滑に行なわれるよう、乙に対して防災

訓練の参加を求めることができるものとする。

（協議）

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関して必要な事項につい

ては、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。

（協定の期間及び更新）

第１０条 この協定は、施行の日から１年間をもって終了する。

２ この協定の終了日前３０日までに甲、乙の一方又は双方から文書により協定を

更新しない旨の通知がないときは、前項の規定にかかわらず、この協定の有効期

間は、なお引き続き１年間更新されたものとみなし、以降もまた同様とする。

（協定書の保有）

第１１条 この協定の成立を証するため、本書を８通作成し、甲及び乙のそれぞれ

の代表者が、記名押印のうえ、各１通を保有する。

附 則

１ この協定は、平成２６年５月１日から施行する。

２ 平成１９年１月２３日に締結した「神奈川県公共建築物に係る地震時の点検等

の協力に関する協定書」は廃止する。
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神奈川県公共建築物に係る地震時の点検等の協力に関する協定細目

神奈川県(以下「甲」という。)と一般社団法人神奈川県建設業協会、一般社団法

人神奈川県電業協会、一般社団法人神奈川県空調衛生工業会、一般社団法人横浜建

設業協会、一般社団法人川崎建設業協会、一般社団法人川崎市空調衛生工業会及び

神奈川県中小建設業協会の７者（以下「乙」という。）は、神奈川県公共建築物に

係る地震時の点検等の協力に関する協定（以下「協定」という。）が適切に実施さ

れるよう、次のとおり協定細目を締結する。

（定義）

第１条 この協定細目において、次の各号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) 施 設 甲の所管する公共建築物とする。

(２) 自動出動 協定第３条第２号に基づき、甲の協力要請があったものとみなし

て行う出動。

(３) 会 員 乙に加入している企業。

(４) 予備会員 自動出動会員が何らかの理由で指定施設に出動できない場合に、

自動出動会員の要請に基づき出動する会員。

（指定施設）

第２条 協定第３条第２号に規定する指定施設は、別表「指定施設一覧」に記載す

る施設とする。甲は指定施設に変更があった場合には、速やかに乙に通知するも

のとする。

（出動体制等）

第３条 乙は、自動出動会員及び予備会員を指名して、自動出動のための編成を行

ない、甲に報告するものとする。

２ 前号の編成は、建築、電気、機械の各業種ごとに行うものとする。

３ 乙は、災害時の車両通行規制に対応するため、あらかじめ甲と協議のうえ、緊

急車両の手続きをとるものとする。

４ 甲は、会員が行う点検等が迅速かつ効果的に行われるよう、あらかじめ指定施

設の概要、平面図等を提供するとともに、「公共建築物の安全点検・安全措置調

査票」(以下「調査票」という。)を作成する。

（地震発生時の行動）

第４条 震度６弱以上の地震が発生した場合は、次のとおりとする。

（１） 甲及び施設管理者の行動

ア 甲は、乙に対する連絡体制を整えるとともに、情報の収集や乙に対して協

定発動の確認を行う。

イ 甲は、第２条に定める指定施設以外の施設については、乙に対して必要に

応じて点検等の協力要請を行うものとする。

ウ 出動を受けた施設管理者は、施設の被害状況等について、適宜会員に説明

することとする。

（２） 乙の行動

ア 乙は、甲の要請に対応するために必要な準備等の指示を会員に対して行な

うものとする。
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イ 乙は、会員の準備状況を把握するものとする。

ウ 乙は、甲の協力要請及びその他の情報を会員に速やかに連絡し、要請のあ

った施設に出動させるものとする。

エ 乙は、会員の出動状況（自動出動した会員を含む。）を把握するものとす

る。

（３） 会員の行動

ア 自動出動会員は、テレビ、ラジオ等の報道により、指定施設の所在する市

町村（政令市にあっては区）で震度６弱以上の地震の発生が確認された場合

には、必要な資機材を携帯し、担当する施設に速やかに出動する。

イ 自動出動会員は、自らが出動できない場合には、速やかに予備会員の出動

を依頼する。

ウ 出動した会員は、施設管理者の指示に従い、調査票に基づき建築、電気及

び機械の点検等を実施するものとする。

２ 要請による点検等を行なう場合には、前項第１号及び第２号並びに第３号ウに

準ずる。

（報告書）

第５条 点検等を行なった会員は、施設管理者に次の書類を提出することとする。

（１） 点検等の内容を記載した調査票

（２） 点検等の前後の写真

（３） その他甲が必要と認める書類

（協定細目の保有）

第６条 この協定細目の成立を証するため、本書を８通作成し、甲及び乙のそれぞ

れの代表者が、記名押印のうえ、各１通を保有する。

附 則

１ この協定細目は、平成２６年５月１日から施行する。

２ 平成１９年１月２３日に締結した「神奈川県公共建築物に係る地震時の点検等

の協力に関する協定細目」は廃止する。
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平成 26年 5月一部改定

(別表)

NO 地区 庁舎名 住所

1 県庁舎 横浜市中区日本大通１

2 神奈川県警察本部庁舎 横浜市中区海岸通２－４

3 伊勢佐木警察署 横浜市中区山吹町２－３

4 鶴見警察署 横浜市鶴見区鶴見中央４－３３－９

5 神奈川警察署 横浜市神奈川区神奈川２－１５－３

6 横浜西合同庁舎 横浜市西区岡野２－１２－２０

7 戸部警察署 横浜市西区戸部本町５０－６

8 磯子警察署 横浜市磯子区磯子１－３－５

9 戸塚警察署 横浜市戸塚区戸塚町３１５８－１

10 港南警察署 横浜市港南区港南中央通１１－１

11 旭警察署 横浜市旭区本村町３３－５

12 緑警察署 横浜市緑区台村町１３５－１４

13 瀬谷警察署 横浜市瀬谷区二ツ橋町２１３－１

14 栄警察署 横浜市栄区桂町３２０－２

15 川崎臨港警察署 川崎市川崎区池上新町２－１７－１４

16 高津警察署 川崎市高津区溝口４－５－１

17 横浜川崎治水事務所川崎治水センター 川崎市多摩区生田４－２５－１

18 多摩警察署 川崎市多摩区枡形３－１－１

19 横須賀合同庁舎 横須賀市日の出町２－９－１９

20 浦賀警察署 横須賀市浦賀５－１－１

21 横須賀警察署 横須賀市小川町１０

22 田浦警察署 横須賀市船越町５－３１

23 逗子警察署 逗子市桜山４－８－４１

24 厚木合同庁舎 厚木市水引２－３－１

25 総合防災センター 厚木市下津古久２８０

26 厚木警察署 厚木市水引２－３－１

27 津久井警察署 相模原市緑区中野３０８

28 津久井合同庁舎 相模原市緑区中野９３７－２

29 相模原南警察署 相模原市南区古淵６－２９－２

30 平塚合同庁舎 平塚市西八幡１－３－１

31 大磯警察署 中郡大磯町国府本郷２０７－１

32 小田原合同庁舎 小田原市荻窪３５０－１

33 松田警察署 足柄上郡松田町松田庶子４７７－１

34 足柄上合同庁舎 足柄上郡開成町吉田島２４８９－２

                          指定施設一覧

県西

横浜

川崎

横須賀
三浦

県央

湘南
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