
防災協定に関すること

１．目的

災害・環境対策特別委員会資料
令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ８ 日
防 災 ま ち づ く り 部 防 災 課

事業者や団体などが有する専門技術や施設を活用し、災害時の応急活動体制の強化を図る

（１）協定締結数（1/31時点）
185件【別紙参照】

（２）協定内容の内訳
①避難収容 93件（補完避難所、福祉避難所、一時滞在施設等）
②物資供給 24件（ 活物資、ガソリン、 両等）
③施設等復旧関係 14件（路上障害物の除去、重機類の供与等）
④相互援助 10件（ 北町、早川町、宮古市、富岡町、特別区等）
⑤医療救護 8件（救護活動、医薬品供給等）
⑥その他 36件（災害広報、炊き出し、相談窓口等）
（３）協定締結数の推移

R3R1 R2H30H29H28H26 H27H25H24H23以前

（１）協議確認書
全協定先と緊急時の連絡先の確認

（２）協同での防災訓練
・一時滞在施設開設訓練
・災害時ボランティアセンター開設訓練
・総合防災訓練 他

（１）協定内容の 直し
・協議確認書を通じた定期的な内容の確認
・ 直しに向けた区の手順整備

（２）更なる連携強化
・様々な協定事業者との訓練の実施
・コロナ禍を踏まえた連携

（３）新規協定の締結推進
・現状を精査し、強化が必要な分野での協定締結を推進

４．今後の方針

２．協定締結状況 ３．協定先との連携方法
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災害時協力協定の状況 (別紙）

協定名 協定先 内容

1 災害時における学校施設の使用に関する協定 都立八潮高等学校 補完避難所の提供

2 災害時における学校施設の使用に関する協定 都立大崎高等学校 補完避難所の提供

3 災害時における学校施設の使用に関する協定 都立小山台高等学校 補完避難所の提供

4 災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 品川区ホテル旅館組合 宿泊施設、食事の提供

5 災害時における学校施設の使用に関する協定 立正大学学園 補完避難所の提供

6 災害時における学校施設の使用に関する協定 青稜中学校・高等学校 補完避難所の提供

7 災害時における学校施設の使用に関する協定 攻玉社中学校・高等学校 補完避難所の提供

8 災害時における施設の使用に関する協定 福栄会 二次避難所の提供

9 災害時における学校施設の使用に関する協定 朋優学院高等学校 補完避難所の提供

10 災害時における施設の使用に関する協定 品川総合福祉センター 二次避難所の提供

11 災害時における施設の使用に関する協定 三徳会 福祉避難所の提供

12 災害時における施設の使用に関する協定 さくら会 二次避難所の提供

13 災害時における施設の使用に関する協定 春光福祉会 二次避難所の提供

14 災害時における学校施設の使用に関する協定 清泉女子大学 補完避難所の提供

15 災害時における学校施設の使用に関する協定 品川エトワール女子高等学校（町田学園） 補完避難所の提供

16 災害時における学校施設の使用に関する協定 星薬科大学 補完避難所の提供

17 災害時における学校施設の使用に関する協定 杉野学園 補完避難所の提供

18 災害時における学校施設の使用に関する協定 小野学園 補完避難所の提供

19 災害時における学校施設の使用に関する協定 香蘭女学校 補完避難所の提供

20 災害時における学校施設の使用に関する協定 文教大学付属中学校・付属高等学校 補完避難所の提供

21 災害時における学校施設の使用に関する協定 日本音楽高等学校（学校法人三浦学園） 補完避難所の提供

22 災害時における学校施設の使用に関する協定
公立大学法人首都大学東京
（都立産業技術高等専門学校）

補完避難所の提供

23 災害時における学校施設の利用に関する協定 都立品川特別支援学校 二次避難所の提供

24 災害時における学校施設の利用に関する協定 品川女子学院 補完避難所の提供

25 災害時における民間共同住宅施設の使用に関する協定 パークホームズ武蔵小山 一時滞在施設の提供

26
学校法人明晴学園（旧八潮北小学校）校地校舎の避難所機能維持
管理等に関する協議書

学校法人明晴学園 福祉避難所の提供

27
災害時における帰宅困難者等の一時滞在場所の使用及び備品の
管理等に関する協定書

パークシティ大崎　ザ　タワー管理組合
（北品川五丁目第１地区市街地再開発組合）

一時滞在施設の提供

28 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー管理組合
管理者　大林不動産株式会社

一時滞在施設の提供

29 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 中延商店街振興組合 一時滞在施設の提供

30 災害発生時における帰宅困難者の受け入れ等に関する協力協定
ThinkPark Tower管理組合 組合管理者 株
式会社世界貿易センタービルディング

一時滞在施設の提供

31 災害発生時および平素における協力に関する協定 日本ペイント株式会社、同友会町会 一時滞在施設の提供

32 災害発生時における帰宅困難者の受け入れ等に関する協定
ブリリア大井町ラヴィアンタワー管理組合
（大井町西地区市街地再開発組合）

一時滞在施設の提供

33 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 住友不動産株式会社 帰宅困難者対策の活動拠点の提供

34 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 株式会社　船清 一時滞在施設として使用、人員・物資の海上輸送

35 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定（津波含む）
株式会社新日比谷ビル
（新南大井ビル）

一時滞在施設、津波避難ビル

36 災害発生時および平素における協力に関する協定 第一三共株式会社、同友会町会 一時滞在施設の提供

37
品川区立荏原平塚総合区民会館の避難所機能維持管理等に関する
協定書

公益財団法人品川文化振興事業団 補完避難所の提供

38 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 東京都競馬株式会社・特別区競馬組合 補完避難所の提供

39 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 立正佼成会品川教会 一時滞在施設の提供

40
ウェルカムセンター原・交流施設の避難所機能維持管理等に関する
協定書

ウェルカムセンター原・交流施設運営協議会 補完避難所の提供
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災害時協力協定の状況 (別紙）

協定名 協定先 内容No.

41 災害時における品川区とインドネシア共和国大使館との協力協定 インドネシア共和国大使館 一時滞在施設の提供

42 災害時における被災者支援に関する協定書 有限会社勝田食品　料亭「秀」 一時滞在施設の提供、炊出しの労務提供

43 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 第一ホテル東京シーフォート 一時滞在施設、津波避難ビル

44
災害時における民間事業者施設の使用および応急衛生管理物品の
優先供給に関する協定

東京サラヤ株式会社
一時滞在施設の提供、トイレ・災害情報の提供、衛生管理
物資の優先的提供

45
旧原小学校跡の社会福祉施設の避難所機能維持管理等に関する
協定

社会福祉法人こうほうえん 福祉避難所の提供

46 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 大蔵映画株式会社目黒本社 一時滞在施設の提供

47 災害時における被災者支援に関する協定 株式会社味工房スイセン 一時滞在施設の提供

48 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 株式会社ティップネス 一時滞在施設の提供

49 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 東大井スカイハイツ管理組合 津波避難ビル

50 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 第三東個マンション管理組合 津波避難ビル

51 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 有限会社リバーサイドマンション 津波避難ビル

52 災害時における帰宅困難者の受け入れ等に関する協定（A敷地）
目黒駅前ビル全体管理組合
（目黒駅前地区市街地再開発組合）

一時滞在施設の提供

53 災害時における帰宅困難者の受け入れ等に関する協定（B敷地）
ブリリアタワー目黒サウスレジデンス管理組合
（目黒駅前地区市街地再開発組合）

一時滞在施設の提供

54 災害時における民間共同住宅施設の使用に関する協定 トヨタ自動車株式会社 一時滞在施設の提供

55 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 ステーションプラザ立会川管理組合 津波避難ビル

56
杜松特別養護老人ホーム等の避難所機能維持管理等に関する
協定書

社会福祉法人　若竹大寿会 二次避難所の提供

57 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 サンライフ東品川管理組合 津波避難ビル

58 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定
日産東京販売ホールディングス株式会社
東京日産自動車販売株式会社

一時滞在施設の提供

59 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 フジタ製薬株式会社 一時滞在施設の提供

60 災害時における民間共同住宅施設の使用に関する協定
ザ・パークハウス品川荏原町
（荏原町駅前地区防災街区整備事業組合）

一時滞在施設の提供

61 災害時における民間共同住宅施設の使用に関する協定 住友不動産株式会社 一時滞在施設の提供

62 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 ニックハイム北品川管理組合 津波避難ビル

63 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 株式会社コナミスポーツ＆ライフ 津波避難ビル

64 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 来福寺 一時滞在施設の提供、津波避難ビル

65 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 株式会社齋藤商店 津波避難ビル

66 災害時における津波避難に係る民間施設の使用に関する協定 一般財団法人六行会 津波避難ビル

67 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 株式会社信興テクノミスト 一時滞在施設の提供

68 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 寺田倉庫株式会社 一時滞在施設の提供、桟橋等の使用

69 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 山下マテリアル株式会社 一時滞在施設の提供

70 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 幸福の科学 一時滞在施設の提供

71 災害時における民間共同住宅施設の使用に関する協定 大井一丁目南第1地区市街地再開発組合 一時滞在施設の提供

72
災害時における民間事業者施設の使用に関する協定（A街区）
災害時における民間共同住宅施設の使用に関する協定（B街区）

大崎ガーデンタワー
（西品川一丁目地区市街地再開発組合）

Ａ：一時滞在場所の提供
Ｂ：公開空地を避難スペースとして提供

73 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 一般社団法人　品川法人会 一時滞在施設の提供

74 災害時における帰宅困難者等の受け入れに関する協定 武蔵小山パルム駅前地区市街地再開発組合 一時滞在施設の提供

75 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 日本聖公会　東京教区　三光教会 一時滞在施設の提供

76 災害時における施設使用に関する協定 社会福祉法人　愛生福祉会 福祉避難所の提供

77 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 宗教法人妙光寺 一時滞在施設の提供

78 災害時における帰宅困難者の受け入れ等に関する協定
中延二丁目旧同潤会地区防災街区整備事業
組合

一時滞在施設の提供

79 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 株式会社第一テクノ 一時滞在施設の提供

80 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 前田道路株式会社 一時滞在施設の提供、津波避難ビル

81 災害時における帰宅困難者の受け入れに関する協定 大崎再開発ビル株式会社 一時滞在施設の提供
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災害時協力協定の状況 (別紙）

協定名 協定先 内容No.

82 災害時における民間事業者施設の使用等に関する協定 株式会社ＪＲ西日本ヴィアイン 応援職員等への宿泊施設の提供

83 災害時における施設使用に関する協定 公益財団法人河野臨牀医学研究所 福祉避難所の提供

84 災害時における民間共同住宅施設の使用に関する協定
京浜急行電鉄株式会社、大和ハウス工業株式
会社、総合地所株式会社、三菱地所レジデン
ス株式会社、京急不動産株式会社

一時滞在施設の提供

85 災害時における施設使用に関する協定 社会福祉法人慈雲福祉会 福祉避難所の提供

86 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 ケイ・アンド・エム・インターナショナル株式会社 一時滞在施設の提供

87 災害時における品川区立総合区民会館の使用に関する協定
公益財団法人品川文化振興事業団
大井町再開発ビル管理組合

補完避難所および一時滞在施設の提供

88 災害時における施設使用に関する協定 株式会社アライブメディケア 福祉避難所の提供

89 災害時における施設使用に関する協定 リアルカンパニー株式会社 福祉避難所の提供

90 大規模な水害時における緊急避難に関する覚書 東京都住宅政策本部長 都営住宅等の緊急避難先確保

91 災害時における施設利用に関する協定 株式会社ニチイケアパレス 福祉避難所の提供

92 災害時における民間事業者施設の使用等に関する協定 株式会社大井開発 避難所の補完機能、従事職員の宿泊施設

93 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 武蔵小山商店街振興組合 帰宅困難者一時滞在施設の提供、備蓄倉庫

1 大震災時飲料水使用協定 小池ビル㈱　他２１３団体 飲料水の提供

2 災害時における応急用精米の優先供給に関する協定 東京都米穀小売商業組合品川支部 精米の確保、精米の供給（品川区の指示する場所へ）

3 給水施設の維持管理及び運用に関する協定 東京都
戸越公園内給水施設の維持管理および運用。災害時の応
急給水用施設

4 災害時における石油燃料の優先供給に関する協定
東京都石油商業組合品川目黒支部・東京都石
油業協同組合品川目黒支部

ガソリン（1店1000Ｌ）、軽油（1店1000Ｌ）の供給

5 災害時における応急物資供給に関する協定 品川区商店街連合会 応急物資の供給

6 「民間非常災害用井戸」の指定に関する協定 森トラスト株式会社 井戸、生活用水、消火用水の確保（御殿山ヒルズ）

7 都立学校内における給水施設の維持管理及び運用に関する協定 東京都知事・東京都教育委員会教育長
都立八潮高校内給水施設の維持管理および運用。災害時
の応急給水用施設

8 災害時の物資供給等に関する協定 イオン株式会社
応急活動要員の派遣、応急活動資機材・生活必需品の提
供、避難場所等の提供

9 災害時における物資の供給に関する協定 株式会社ダイエー 生活物資の供給

10 災害時における飲料供給に関する協定 サントリーフーズ株式会社 飲料の供給

11 災害時におけるプロパンガスの供給に関する協定
ミライフ株式会社
（旧：東京無煙燃料株式会社）

プロパンガス（LPガス）の優先供給

12 災害時における被災者支援に関する協定書 東京都飲食業生活衛生同業組合五反田支部
炊出し、救援物資・トイレ・避難情報・設備機器、労務の提
供

13 災害時における応急対策用無線機等の優先供給に関する協定 株式会社城山 無線機等の優先的な提供

14 災害時におけるプロパンガスおよび酸素の優先供給に関する協定 雨宮産業株式会社 プロパンガス、酸素の優先的な提供

15 災害時における畳の優先供給に関する協定 東京都畳材料商業協同組合 避難所用畳の優先的な提供

16 災害時における地図製品等の供給等に関する協定 株式会社ゼンリン 住宅地図（５冊）および広域地図（５枚）の供給

17 災害時等における管理間仕切り等の供給に関する協定
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

簡易間仕切り及び段ボールベッドの供給、組立および設置

18 災害時における資機材の優先供給に関する協定 株式会社ダイワテック ソーラーパネル等資機材の供給、組立、設置

19 災害時における液体ミルク等の優先供給に関する協定 株式会社ケイポート 液体ミルク、乳児用離乳食の提供

20
災害時における民間事業者施設の使用および応急衛生管理物品の
優先供給に関する協定

東京サラヤ株式会社
一時滞在施設の提供、トイレ・災害情報の提供、衛生管理
物資の優先的提供、備蓄

21 災害時における民間事業者施設の使用等に関する協定 大誠テクノ株式会社
一時滞在施設の提供、風力発電システムの優先供給、
語学ボランティアの派遣

22 災害時における井戸、貯水槽又は浴場の使用に関する協定 品川区公衆浴場商業協同組合 井戸・給水槽による給水、罹災者への入浴支援

23 災害時における車両の貸与に関する協定 トヨタモビリティサービス株式会社 輸送用および給電用車両の提供

24
災害時における民間事業者施設の使用および車両の貸与に関する
協定

トヨタモビリティ東京株式会社 車両の提供、一時滞在施設の提供

1 災害時における応急対策業務に関する協定 品川建設防災協議会
協力隊による区立施設、道路、橋りょうの応急補修、応急仮
設住宅の建設、路上障害物の除去

2 災害時における応急対策用重機類等の供給に関する協定 美鈴工業株式会社 障害物除去のための重機類の供給

3 災害時における応急対策業務に関する協定 株式会社協同電業社 道路・橋りょうおよび区有施設の電気設備の応急補修

4 災害時における応急対策用重機類の供給に関する協定 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 フォークリフトの提供
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災害時協力協定の状況 (別紙）

協定名 協定先 内容No.

5 災害時における応急対策用重機類の供給に関する協定 有限会社こくぼ フォークリフトの提供

6 災害時における応急対策業務に関する協定 株式会社池田工務所 協力隊による区立施設、応急仮設住宅の建設

7 災害時における障害物除去等応急措置に関する協定 東京都自動車整備振興会新品川支部 放置車両の移動、車両・資器材の優先整備、労務提供等

8 災害時における応急対策業務に関する協定 イスミ設備設計株式会社
避難所、区有施設のテレビ受信施設・通信・電気系統の応
急補修。道路・橋梁の通信・電気設備の応急補修

9 災害時における応急対策業務に関する協定 三和シヤッター工業株式会社 公共建築物のシヤッター・ドア等の緊急点検および修理

10 災害時における応急対策業務に関する協定

東京都建設組合
東京土建一般労働組合品川支部
東京南部建設技能組合
首都圏建設ユニオン城南支部

人員および資機材の提供、危険度判定と応急修理

11 災害時における住家被害認定調査等に関する協定 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 住家被害認定調査

12 災害時における応急対策業務に関する協定 株式会社右近冷暖房 冷媒配管の点検および応急修理

13 災害時における応急対策業務に関する協定 協立工業株式会社 冷媒配管の点検および応急修理

14 災害時における資機材の貸与に関する協定 株式会社アクティオ 災害時における資機材の貸与

1 品川区と山北町との災害時における相互援助に関する協定 神奈川県足柄上郡山北町
飲料水、食糧品の供給、被災者の一時受入、建築資材・仮
設住宅用地の供給、職員の派遣、資器材の供給

2 品川区と早川町との災害時における相互援助に関する協定 山梨県南巨摩郡早川町
飲料水、食糧品の供給、被災者の一時受入、建築資材・仮
設住宅用地の供給、職員の派遣、資器材の供給

3 災害時における城南５区相互応援協定 目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区
応急・復興要員の派遣、避難住民の受入、後方支援基地の
提供、応急物資、資材の供給

4 特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定 特別区
応急対策および復旧対策等に関する相互協力および相互
支援

5 東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定 大田区　他２０市町
食糧・飲料水・生活必需物資・資機材の提供、医療救護・防
疫に必要な資機材の提供、応急・復旧要員の派遣

6 品川区と宮古市との災害時における相互援助に関する協定 岩手県宮古市
飲料水、食糧品の供給、建築資材・仮設住宅用地の供給、
職員の派遣、資器材の供給

7 品川区と富岡町との災害時における相互援助に関する協定 福島県双葉郡富岡町
飲料水、食糧品の供給、建築資材・仮設住宅用地の供給、
職員の派遣、資器材の供給

8 龍馬の絆で結ぶ災害時相互応援に関する協定
鹿児島市、霧島市、長崎市、下関市、福山市、
京都市、高知市

龍馬救援隊・職員の派遣、食料・水・生活必需品・資器材の
提供、被災者の救出等応急復旧に必要な物資提供

9 品川区と大多喜町との災害時における相互援助に関する協定 千葉県夷隅郡大多喜町
飲料水、食糧品の供給、建築資材・仮設住宅用地の供給、
職員の派遣、資器材の供給

10 東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定 東京都・東京都内自治体

災害応急対策及び災害復旧に必要な職員の応援、 居住者
等の避難のための施設の提供及びあっせん、 食料、飲料
水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提
供及びあっせん

1 災害時における医療救護活動に関する協定 品川区医師会・荏原医師会 医療救護班による避難所・救護所での医療救護活動

2 災害時における救護活動に関する協定 品川歯科医師会・荏原歯科医師会 救護班による救護活動

3 災害時における医療救護活動と医薬品等の供給に関する協定 東京都薬剤師会品川支部・荏原支部
薬剤師班による救護活動（救護所等での調剤・服薬指導、
医薬品の仕分け・管理、医薬品の輸送）

4 災害時における救護活動に関する協定 東京都柔道接骨師会
傷病者に対する応急救護、応急救護に関する衛生材料の
提供

5 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 東邦薬品株式会社品川営業所 医薬品供給

6 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 株式会社スズケン城南支店 医薬品供給

7 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 アルフレッサ株式会社品川目黒支店 医薬品供給

8 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 株式会社メディセオ 医薬品供給

1 災害時における応急協力に関する覚書 品川郵便局・大崎郵便局・荏原郵便局
車両提供、避難所・集積所の提供、情報提供、臨時郵便差
出箱の設置

2 災害時におけるし尿収集車両等の供給に関する協定 協和興業株式会社 し尿収集車両等の優先供給

3 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省　関東地方整備局
公共土木施設の被災状況に関する情報、情報連絡員の派
遣

4 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 中島商事有限会社 備蓄物資の保管場所の提供

5 防災行政無線デジタル移動通信設置に関する協定 警視庁大崎警察署
情報交換を目的としてデジタル移動通信（半固定局）を設置
する

6 避難所標識の設置に関する協定 特定非営利活動法人防災標識ネットワーク 避難所周知のため、避難所の所在を表示する標識の設置

7 災害時における支援物資の受け入れ等に関する協定
株式会社テレビ東京建物
株式会社テレビ東京

支援物資受け入れおよび仕分け場所の提供

8 災害時における応急対策活動支援に関する協定
東京都印刷工業組合城南支部
東京都印刷工業組合城南支部品川区会

応急対策用重機類および労務の提供、印刷用紙・機器、印
刷サービスの提供

9 災害時における桟橋等の使用に関する協定
品川浦・天王洲地区運河ルネッサンス協議会
に係る桟橋等の所有者

桟橋等の使用

10 災害時における民間共同施設の使用に関する協定 目黒ヒルトップウォーク管理組合
防災拠点スペースの提供（目黒駅周辺帰宅困難者対策協
議会用）

11 災害時における愛護動物の救護活動等に関する協定 公益財団法人東京都獣医師会 愛護動物の救護活動等
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災害時協力協定の状況 (別紙）

協定名 協定先 内容No.

12 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 寺田倉庫株式会社 一時滞在施設の提供、桟橋等の使用

13 災害時におけるシェアサイクルの使用等に関する協定 株式会社ドコモ・バイクシェア シェアサイクルの使用、バッテリーの提供

14 災害時における区民の行政手続の支援活動に関する協定 東京都行政書士会品川支部 被災者支援に関する相談窓口業務の補助等

15 災害時における無人航空機を活用した支援業務等に関する協定 株式会社ディレック ドローンを活用した被害状況調査、避難者等の誘導

16 災害時等における無人航空機を活用した支援業務等に関する協定 株式会社FLIGHTS ドローンを活用した被害状況調査、避難者等の誘導

17 災害時における応急復旧対策への協力に関する協定 品川区社会福祉協議会
災害時ボランティアセンターの開設および運営、運営に必
要な人員の派遣、物資および車両等の提供

18
東京都立林試の森公園における災害時等の連携協力に関する
協定書

東京都建設局（東京都公園協会）
避難者の支援、防災関連施設の使用に係る支援、災害廃
棄物の一時保管場所としての協力

19 災害時等における無人航空機を活用した支援業務等に関する協定 GEOソリューションズ ドローンを活用した被害状況調査、避難者等の誘導

20 品川区防災行政無線固定系屋外受信装置の設置に関する協定 独立行政法人都市再生機構 防災行政無線固定系屋外受信装置の設置場所提供

21 災害時における井戸、貯水槽又は浴場の使用に関する協定 品川区公衆浴場商業協同組合 井戸・給水槽による給水、罹災者への入浴支援

22 災害時における理容サービス業務の提供に関する協定 東京都理容生活衛生同業組合　品川支部 被災者に対する散髪、洗顔、顔そりの提供

23 災害時における応急対策業務に関する協定 住友重機エンバイロメント株式会社 被災した避難所・区有施設への職員の応援派遣

24 災害時における棺および葬祭用品の供給等の協力に関する協定 全東京葬祭連合会
棺、葬祭用品の供給、作業等の役務の提供。ドライアイス、
骨壺の提供

25 災害時における応急対策業務に関する協定
特定非営利活動法人　難民を助ける会［ＡＡＲ
ＪＡＰＡＮ]

避難所運営の補助、救援物資等の仕分け搬送、
被災状況の調査および情報収集への協力

26 災害時における被災者支援に関する協定書 東京都飲食業生活衛生同業組合五反田支部
炊出し、救援物資・トイレ・避難情報・設備機器、労務の提
供

27 災害時における被災者支援に関する協定書 有限会社勝田食品　料亭「秀」 一時滞在施設の提供、炊出しの労務提供、備蓄

28 災害時における民間事業者施設の使用等に関する協定 大誠テクノ株式会社
一時滞在施設の提供、風力発電システムの優先供給、
語学ボランティアの派遣

29
品川区と株式会社南東京ケーブルテレビとの災害時等における緊急
放送に関する相互協定

株式会社ケーブルテレビ品川
（旧：株式会社南東京ケーブルテレビ）

区民チャンネルによる緊急放送の提供

30 災害時等における放送要請に関する協定
株式会社ＩｎｔｅｒＦＭ
（旧：エフエムインターウェーブ株式会社）

警報、地震予知情報、避難勧告・指示の伝達、避難者の救
難・救助、交通規制・緊急輸送に関する広報

31 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 防災情報をヤフーサービス上に掲載

32 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 社団法人東京都トラック協会品川支部
協力隊の出動、車両の供給。協力隊による応急救護物資
の輸送、災害対策要員の輸送。

33 災害時における応急対策用軽自動車の供給に関する協定 赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城南支部
協力隊の出動、車両の供給。協力隊による応急救護物資
の輸送、災害対策要員の輸送。

34 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 株式会社　船清 一時滞在施設として使用、人員・物資の海上輸送

35 災害時等における輸送業務等の協力に関する協定 ヤマト運輸株式会社新東京主管支店
備蓄物資の輸送、地域内輸送拠点の提供、支援物資等の
一時保管

36 災害時等における輸送業務等の協力に関する協定 佐川急便株式会社関東支店
備蓄物資の輸送、地域内輸送拠点の提供、支援物資等の
一時保管
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