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 [応援協定等一覧表] 

１ 応援協定等一覧表＜資料１－１３＞ 

 

整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

1 

九都県市災害時相互応援に関する協定 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜

市、川崎市、千葉市、さいたま市及び相模原

市 

H2.6.21 

（H26.2.13） 
被災都県市の応急対策及び復旧対策に対する応援等に係る協定 

防災危機管理部 

防災政策課 

九都県市災害時相互応援に関する協定実施細目 
H2.6.21 

（H26.2.13） 
上記協定の実施に係る必要事項 

関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に

関する協定 

関西広域連合、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいた

ま市及び相模原市 

H26.3.6 被災構成都県市の災害対策等の相互応援に係る協定 

2 

震災時等の相互応援に関する協定 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉

県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県及

び長野県 

S52.6.16 

（H25.7.31） 
関東知事会の調整の下に行われる広域応援に係る協定 

防災危機管理部 

防災政策課 
震災時等の相互応援に関する協定実施細目 

H8.9.1 

（H25.7.31） 
上記協定の実施に係る必要事項 

3 

全国都道府県における災害時の広域応援に関する

協定 
全国都道府県 

H8.7.18 

（H24.5.18） 
全国知事会の調整の下に行われる広域応援に係る協定 

防災危機管理部 

防災政策課 全国都道府県における災害時の広域応援に関する

協定実施細目 

H18.7.12 

（H24.5.18） 
上記協定の実施に係る必要事項 

4 災害時相互協力に関する申し合わせ 

国土交通省関東地方整備局企画部、茨城

県土木部、栃木県県土整備部、群馬県県

土整備部、埼玉県県土整備部、千葉県県

土整備部、東京都建設局総務部、神奈川

県県土整備局、山梨県県土整備部、長野

県建設部、さいたま市建設局、千葉市建設

局、横浜市消防局、川崎市建設緑政局及び

相模原市都市建設局 

H22.4.1 

国土交通省所管の法令等に基づき設置された公共施設に係わる災

害が発生し、あるいは発生するおそれがある場合の相互協力に係る申

し合わせ 

県土整備部 

県土整備政策課 

5 
災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関

する基本協定 
千葉県内全市町村 H8.2.23 災対法第６７条第１項による市町村相互の応援に係る協定 

防災危機管理部 

防災政策課 

6 

千葉県広域消防相互応援協定書 

千葉県下の市町村及び一部事務組合 

H4.4.1 

（H18.8.22） 
相互応援に係る協定 

防災危機管理部 

消防課 

千葉県広域消防相互応援協定書に基づく航空特別

応援実施要綱 

H4.4.1 

（H13.12.1） 
上記協定に係る実施要項 

航空特別応援実施要綱に基づく回転翼航空機による

救急活動運用要領 
H13.12.1 上記要綱に基づく必要事項 

千葉県広域消防相互応援協定書に基づく火災調査

等特別応援実施要綱 
H15.4.1 消防本部相互間における火災調査等特別応援について必要な事項 

7 千葉県消防広域応援基本計画 千葉県内市町村   
応援要請等及び応援消防部隊の派遣並びに消防部隊の運用を円滑

かつ迅速に行うための必要事項 

防災危機管理部 

危機管理課 

警察本部 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

8 東京湾アクアラインの消防活動対策に関する協定 
川崎市、木更津市及び財団法人川崎市消

防防災指導公社 
H9.11.28 

被害の軽減を図るために必要な消防活動資機材の整備、使用及び管

理に関する事項 

防災危機管理部 

消防課 

9 成田国際空港消防相互応援協定 

成田市、佐倉市八街市酒々井町消防組

合、山武郡市広域行政組合、四街道市、印

西地区消防組合、富里市、匝瑳市横芝光

町消防組合、香取広域市町村圏事務組

合、栄町、成田国際空港株式会社 

H18.7.12 航空機災害の消火救難活動に関する相互応援に係る協定 
防災危機管理部 

危機管理課 

10 

大規模特殊災害時における広域航空消防応援・千

葉県事前計画 
  

S62.3.23 

（H19.3.26） 

他の都道府県の市町村による回転翼航空機を用いた消防に関する応

援に係る千葉県の要請手続 防災危機管理部 

危機管理課 大規模特殊災害時におけるヘリコプター用燃料の供

給に関する協力について 
マイナミ空港サービス株式会社 S61.12.8 市町村等が指定する引渡場所への燃料の搬送及び給油 

11 緊急時における成田空港施設の使用について 成田国際空港株式会社 H18.6.27 緊急時における回転翼機の離発着場所等の施設の使用 
防災危機管理部 

危機管理課 

12 
ヘリコプターテレビ伝送システムによる映像情報の提

供に関する覚書 
千葉市 H11.3.31 ヘリコプターテレビ電送システムによる映像情報の提供 

防災危機管理部 

危機管理課 

13 

災害時における放送要請に関する協定 

日本放送協会千葉放送局 

S55.5.1 

（H22.4.1） 
災害対策基本法第５７条の規定に基づく放送要請に係る協定 

総合企画部 

報道広報課 

災害時における放送要請に関する協定締結に関する

覚書 
S55.5.21 上記協定に係る覚書 

緊急警報放送の実施に伴う災害時における放送要

請について 
― 緊急警報放送の実施に伴う災害時の放送要請 

14 災害時における放送要請に関する協定 

株式会社ニッポン放送 
S55.4.25 

（H22.4.1） 
災害対策基本法第５７条の規定に基づく放送要請に係る協定 

総合企画部 

報道広報課 
千葉テレビ放送株式会社 S54.12.1 災害対策基本法第５７条の規定に基づく放送要請に係る協定 

株式会社ベイエフエム 
H2.3.20 

（H22.4.1） 
災害対策基本法第５７条の規定に基づく放送要請に係る協定 

15 災害時における報道要請に関する協定 

千葉県、千葉県公安委員会、千葉日報社 
H9.4.1 

（H22.4.1） 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

防災危機管理部 

危機管理課 

警察本部 

千葉県、千葉県公安委員会、朝日新聞社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

千葉県、千葉県公安委員会、毎日新聞社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

千葉県、千葉県公安委員会、読売新聞社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

千葉県、千葉県公安委員会、産経新聞社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

千葉県、千葉県公安委員会、東京新聞 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

15 災害時における報道要請に関する協定 

千葉県、千葉県公安委員会、日本経済新

聞社 
H9.4.1 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

防災危機管理部 

危機管理課 

警察本部 

千葉県、千葉県公安委員会、日刊工業新

聞社 
H9.4.1 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

千葉県、千葉県公安委員会、日本工業新

聞社 
H9.4.1 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

千葉県、千葉県公安委員会、時事通信社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

千葉県、千葉県公安委員会、共同通信社 H9.4.1 
県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

千葉県、千葉県公安委員会、日本テレビ放

送網株式会社 
H9.4.1 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

千葉県、千葉県公安委員会、株式会社東

京放送 
H9.4.1 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

千葉県、千葉県公安委員会、株式会社フジ

テレビジョン 
H9.4.1 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

千葉県、千葉県公安委員会、全国朝日放

送株式会社 
H9.4.1 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

16 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 H29.1.16 
千葉県の運営するホームページのアクセス負荷軽減及び県が持つ避

難所等の情報の提供を通じた県民への周知 

防災危機管理部 

危機管理課 

17 
災害時等における外国人県民等への報道要請に関

する協定 
エフエムインターウェーブ株式会社 H19.3.20 

県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に係る

協定 

防災危機管理部 

危機管理課 

18 千葉県水道災害相互応援協定 
県内の水道事業体及び水道用水供給事業

体並びに芝山町 

H7.11.2 

(H26.9.30) 
県の調整の下に行う応援活動に係る協定 

総合企画部 

水政課 

19 

東京都水道局と千葉県水道局との災害相互応援に

関する協定 
東京都水道局、千葉県水道局 

H9.5.30 円滑かつ迅速な相互応援の実施に係る協定 

水道局 
東京都水道局と千葉県水道局との災害相互応援に

関する協定の了解 事項 
H10.3.4 上記協定に係る了解事項 

20 

神奈川県企業庁水道局と千葉県水道局との災害相

互応援に関する協定 
神奈川県企業庁水道局、千葉県水道局 

H10.3.25 円滑かつ迅速な相互応援の実施に係る協定 

水道局 
神奈川県企業庁水道局と千葉県水道局との災害相

互応援に関する協定の了解事項 
H10.3.25 上記協定に係る了解事項 

21 

横浜市水道局と千葉県水道局との災害相互応援に

関する協定 
横浜市水道局、千葉県水道局 

H9.5.30 円滑かつ迅速な相互応援の実施に係る協定 

水道局 
横浜市水道局と千葉県水道局との災害相互応援に

関する協定の了解 事項 
H10.3.4 上記協定に係る連絡事項 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

22 

川崎市水道局と千葉県水道局との災害相互応援に

関する協定 
川崎市水道局、千葉県水道局 

H9.5.30 円滑かつ迅速な相互応援の実施に係る協定 

水道局 
川崎市水道局と千葉県水道局との災害相互応援に

関する協定の了解 事項 
H10.3.4 上記協定に係る連絡事項 

23 

災害時等における水道復旧活動に関する協定 

千葉県水道管工事協同組合 H26.3.4 

水道復旧活動（復旧工事、被害調査、後方支援、応急給水等)に関

する協定 
水道局 

災害時等における水道復旧活動に関する細目協定 上記協定に係る必要事項 

24 
災害時等における水道施設の復旧工事に関する協

定 
日本水道鋼管協会 

H17.3.31 

(H22.8.24) 
水道施設（導水管、送水管、配水管等）の復旧工事に関する協定 水道局 

25 
災害時等における水道施設の応急復旧工事に関す

る協定 
一般社団法人千葉県電業協会 

H19.3.28 

（H22.8.25) 
水道施設（電気設備）の応急復旧工事に関する協定 水道局 

26 
災害時等における水道施設の復旧工事に関する協

定 
一般社団法人千葉県建設業協会 

H17.3.31 

（H22.8.31) 

水道施設（導水管、送水管、配水管及び浄水場等）の復旧工事に関

する協定 
水道局 

27 
災害時等における水道施設の復旧工事に関する協

定 

(株)日立製作所 H22.8.20 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

水道局 

(株)日立国際電気 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

昱(株) H22.9.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)東芝 H22.8.25 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)明電舎 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

光商工(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

三菱電機(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

三菱電機プラントエンジニアリング(株)  H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

日新電機(株) H22.8.19 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

シンフォニアエンジニアリング(株) H22.8.23 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

横河電機(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

西川計測(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)山武アドバンスオートメーションカンパニ

ー 
H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

スイス通信システム(株) H22.8.19 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

27 
災害時等における水道施設の復旧工事に関する協

定 

新菱工業(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

水道局 

荏原実業(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

水 ing(株) 
H22.8.23

（H23.6.20） 
水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)クボタ （上下水ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部） H22.9.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)クボタ （ポンプ事業部） H22.8.30 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)電業社機械製作所 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)中央設備 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)酉島製作所 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

三機工業(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

水道機工(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)水機テクノス H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

磯村豊水機工(株) H22.8.27 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

日機装(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

前澤工業(株) H22.8.30 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)森田鉄工所 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)栗本鐵工所 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

千代田工商(株) H22.8.20 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

月島機械(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

月島テクノメンテサービス(株) H22.8.24 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

ワセダ技研(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

日本原料(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

27 
災害時等における水道施設の復旧工事に関する協

定 

オルガノ(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

水道局 

(株)沖電気カスタマアドテック H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)エス・アイ・シー H22.8.24 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)日立プラントテクノロジー H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

シンフォニアテクノロジー(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

住友重機械エンバイロメント(株) H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

メタウォーター(株)  H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

ＪＦＥエンジニアリング(株)  H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)神鋼環境ソリューション H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)石垣 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)第一テクノ H22.8.23 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

日本電気(株) H22.8.24 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

(株)安川電機 H22.8.31 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

島津システムソリューションズ(株) H22.8.27 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

石垣メンテナンス㈱ H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

オルガノプラントサービス㈱ H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

クボタ環境サービス㈱ H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

クボタ機工㈱ H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

三機環境サービス㈱ H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

㈱ジーエス・ユアサフィールディングス H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

住重環境エンジニアリング㈱ H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

27 
災害時等における水道施設の復旧工事に関する協

定 

㈱鶴見製作所 H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

水道局 

東芝プラントシステム㈱ H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

㈱日立プラントサービス H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

㈱フソウ H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

㈱前澤エンジニアリングサービス H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

㈱明電エンジニアリング東日本 H27.4.1 水道施設（電気設備及び機械設備等）の復旧工事に関する協定 

28 
災害時等における水道復旧用材料の供給に関する

協定 

日本ダクタイル鉄管協会 H17.3.24 水道復旧用材料の供給に関する協定 

水道局 

水道バルブ工業会 H17.3.31 水道復旧用材料の供給に関する協定 

冨士機材㈱ H17.3.31 水道復旧用材料の供給に関する協定 

太三機工㈱ H17.3.31 水道復旧用材料の供給に関する協定 

渡辺パイプ㈱ H17.3.31 水道復旧用材料の供給に関する協定 

29 
応急給水用仮設給水栓等による応急給水の実施等

に関する覚書 

習志野市 H27.3.19 応急給水用仮設給水栓による応急給水の実施等に関する覚書 

水道局 

鎌ヶ谷市 H28.3.25 応急給水用仮設給水栓等による応急給水の実施等に関する覚書 

浦安市 H28.3.25 応急給水用仮設給水栓等による応急給水の実施等に関する覚書 

印西市 H28.3.25 応急給水用仮設給水栓等による応急給水の実施等に関する覚書 

白井市 H28.3.25 応急給水用仮設給水栓等による応急給水の実施等に関する覚書 

習志野市 H28.3.28 応急給水用仮設給水栓等による応急給水の実施等に関する覚書 

千葉市 H29.1.12 応急給水用仮設給水栓等による応急給水の実施等に関する覚書 

船橋市 H29.1.12 応急給水用仮設給水栓等による応急給水の実施等に関する覚書 

市原市 H29.1.12 応急給水用仮設給水栓等による応急給水の実施等に関する覚書 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

30 
災害時等における水道復旧用材料の供給及び復旧

工事に関する協定 

大成機工㈱ 
H21.3.27 

（H22.8.27) 
水道復旧用材料の供給及び復旧工事に関する協定 

水道局 

コスモ工機㈱ 
H21.3.27 

（H22.8.31) 
水道復旧用材料の供給及び復旧工事に関する協定 

31 
災害時等における非常用自家発電設備燃料の供給

に関する協定 
千葉県石油協同組合 

H17.3.31     

(H21.3.30) 
非常用自家発電設備燃料の供給に関する協定 水道局 

32 
関東地域における工業用水道災害相互応援に関す

る協定書 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉

県、東京都、横浜市及び川崎市の各工業用

水道事業者 

H11.1.5 被災事業体が他の協定事業体に要請する応援活動等に係る協定 水道局 

33 災害時等における応急対策の協力に関する協定書 
公益社団法人 日本下水道管路管理業協

会 関東支部 
H22.3.26 災害時における管路調査その他応急措置に関する協力に係る協定 

県土整備部 

下水道課 

34 
関東ブロック下水道事業における災害時支援に関す

るルール 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉

県、東京都、神奈川県、山梨県、(長野県)、

(静岡県)  

H20.8.1 

(H26.5.16) 
関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール 

県土整備部 

下水道課 

35 災害時の応急仮設住宅の建設に関する協定 

一般社団法人千葉県建設業協会 S63.7.11 災害時における応急仮設住宅の建設に係る協定 

県土整備部 

住宅課 
一般社団法人プレハブ建築協会 S58.12.1 災害時における応急仮設住宅の建設に係る協定 

一般社団法人全国木造建設事業協会 H26.4.18 災害時における木造応急仮設住宅の建設に係る協定 

36 災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定 

一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 H18.5.25 災害時における民間賃貸住宅の提供に係る協定 
県土整備部 

住宅課 

公益社団法人全日本不動産協会千葉県本

部 
H20.9.5 災害時における民間賃貸住宅の提供に係る協定 

県土整備部 

住宅課 社団法人全国賃貸住宅経営者協会、社団

法人全国賃貸住宅経営者協会千葉県支部 
H23.9.14 災害時における民間賃貸住宅の提供に係る協定 

37 
関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住

宅の被災者への提供に関する協定 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉

県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡

県、関東都県宅地建物取引業協会、全日

本不動産協会関係都県本部、全国賃貸住

宅経営者協会連合会及び東京共同住宅協

会 

H29.3.27 
関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への

提供に係る協定 

県土整備部 

住宅課 

38 
災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協

定書 
住宅金融公庫首都圏支店 H17.9.1 住宅被災者に対する住宅相談窓口の開設等に係る協定 

県土整備部 

住宅課 

39 
災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関す

る協定書 
独立行政法人住宅金融支援機構 H27.8.14 住宅被災者に対する住宅相談窓口の開設等に係る協定 

県土整備部 

住宅課 

40 

地震、風水害、その他の災害応急対策に関する協定 

一般社団法人千葉県建設業協会 

H23.3.25 
公共土木施設等の機能の確保及び回復に係る災害応急業務に関す

る協定 県土整備部 

県土整備政策課 地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務

細目協定 
  上記協定の実施に係る必要事項 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

41 地震、風水害、その他の災害応急対策に関する覚書 

一般社団法人千葉県建設業協会千葉支部 H25.7.31 
公共土木施設等の機能の確保及び回復に係る災害応急業務に関す

る覚書 
企業土地管理局 

一般社団法人千葉県建設業協会京葉支部 H25.6.28 
公共土木施設等の機能の確保及び回復に係る災害応急業務に関す

る覚書 

42 地震、風水害、その他の災害応急対策に関する協定 

一般社団法人千葉県電業協会 H15.4.1 
公共土木施設の電気設備の機能の確保及び回復に係る災害応急業

務に関する協定 

県土整備部 

県土整備政策課 

公益社団法人千葉県測量設計業協会 H20.3.27 
公共土木施設等の災害応急業務に必要な技術者及び器材等の確保

及びその動員方法等に係る協定 

一般社団法人千葉県地質調査業協会、関

東地質調査業協会千葉県支部 
H23.3.9 

公共土木施設等の災害応急業務に必要な技術者及び器材等の確保

及びその動員方法等に係る協定 

一般社団法人千葉県建設コンサルタント業

協会、一般社団法人建設コンサルタンツ協

会関東支部 

H22.4.22 
公共土木施設等の災害応急業務に必要な技術者及び器材等の確保

及びその動員方法等に係る協定 

43 
地震、風水害、その他の災害応急対策に関する業務

協定 
千葉曳船協会 H24.4.2 

千葉港港湾区域内における物流機能の早期復旧に係る災害応急業

務の施行に関する協定 

県土整備部 

港湾課 

44 
地震、風水害、その他の災害応急対策に関する業務

協定 
一般社団法人日本埋立浚渫協会関東支部 H27.3.20 

港湾施設、海岸保全施設等の機能の確保と回復に係る災害応急業

務の施行に関する協定 

県土整備部 

港湾課 

45 
地震、風水害、その他の災害応急対策に関する業務

協定 
新日鐵住金㈱君津製鐵所 H27.3.27 

木更津港港湾区域内における物流機能の早期復旧に係る災害応急

業務の施行に関する協定 

県土整備部 

港湾課 

46 
地震、風水害、その他の災害応急対策に関する業務

協定 
海洋興業㈱ H27.3.27 

木更津港港湾区域内における物流機能の早期復旧に係る災害応急

業務の施行に関する協定 

県土整備部 

港湾課 

47 災害時における応急対策業務に関する協定 千葉県補償コンサルタント協議会 H26.9.17 復旧事業に必要となる用地に係る土地調査、物件調査等への協力 
県土整備部 

用地課 

48 地震災害応急復旧用仮設橋に関する協定 一般社団法人日本橋梁建設協会 H元.11.1 
県が管理する橋梁等に地震災害が発生したときの、仮設橋の確保に

係る協定 

県土整備部 

道路環境課 

49 災害時の応援業務に関する協定 一般社団法人千葉県空調衛生工事業協会 H20.9.10 
公共施設のうち建築機械設備（空調設備等）の災害時の応援業務に

係る協定 

県土整備部 

建設・不動産業課 

50 災害時における業務協力に関する協定 特定非営利活動法人防災千葉 H20.3.31 
千葉県が管理する公共土木施設にかかる被災時報の収集、被害状

況の把握に係る協定 

県土整備部 

県土整備政策課 

51 
災害時に市町村が設置する野外仮設避難所に関す

る覚書 
一般社団法人千葉県建設業協会 S63.3.25 災害時に被災者を一時的に避難させる避難所の設置に係る覚書 

県土整備部 

営繕課 

52 
地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等

に関する協定 
一般社団法人千葉県産業廃棄物協会 H15.9.11 災害廃棄物の撤去、収集・運搬及び処分に係る協定 

環境生活部 

循環型社会推進課 

53 
地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去

等に関する協定 
千葉県解体工事業協同組合 H15.9.11 

災害廃棄物の撤去等に付随して必要となる被災した建物等の解体等

に係る協定 

環境生活部 

循環型社会推進課 

54 
大規模災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥の収集

運搬に関する協定 
一般社団法人千葉県環境保全センター H19.8.3 大規模災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に係る協定 

環境生活部 

循環型社会推進課 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

55 

地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務

協定 
一般社団法人千葉県造園緑化協会 H20.5.15 

県の管理する県立都市公園の被害状況の把握、機能の確保及び回

復のための応急措置、応急復旧業務等に関する協定 県土整備部 

公園緑地課 地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務

細目協定 
上記協定の実施に係る必要事項 

56 
千葉県と東日本高速道路株式会社及び首都高速道

路株式会社との包括的連携協定書 

東日本高速道路株式会社、首都高速道路

株式会社 
H24.10.9 災害時の相互協力に係る協定 

県土整備部 

道路計画課 

57 災害時の医療救護活動についての協定書 公益社団法人千葉県医師会 S57.1.1 医療救護班の派遣、収容医療機関の選定の協力 
健康福祉部 

医療整備課 

58 災害時の救護活動についての協定書 一般社団法人千葉県歯科医師会 H8.8.30 救護班の派遣 
健康福祉部 

医療整備課 

59 災害時の医療救護活動に関する協定書 

公益社団法人千葉県看護協会 H13.8.30 医療救護班の派遣 
健康福祉部 

医療整備課 
公益社団法人千葉県接骨師会 H13.8.30 医療救護班の派遣 

60 災害時等の救護活動に関する協定書 

一般社団法人千葉県薬剤師会 
H8.8.23 

（H24.4.2） 

薬剤師の派遣（救護所等における調剤業務及び医薬品等の管理、医

薬品等の需給状況の情報把握・提供） 

健康福祉部 

薬務課 

一般社団法人千葉県病院薬剤師会 H26.3.24 
薬剤師の派遣（救護所等における調剤業務及び医薬品等の管理、医

薬品等の需給状況の情報把握・提供） 

千葉県医薬品卸協同組合 
H8.8.23 

（H21.9.2) 
医薬品等の確保・供給、医薬品等の需給状況の情報把握・提供 

千葉県医療機器販売業協会 
H8.8.23 

（H20.3.5） 
被災地の病院等に設置されている医療機器の修理・交換等 

一般社団法人千葉県製薬協会 
H8.8.23 

（H13.11.30） 
救護所等で使用する医薬品等の確保・供給 

千葉県医療機器工業会 
H8.8.23 

（H20.3.31） 

被災地内の病院等に設置されている医療機器の修理・交換、医療機

器の破損等の情報の把握・提供 

一般社団法人千葉県薬業会 
H8.8.23 

（H26.3.24） 
保健所等に備蓄する災害用医薬品等の搬送 

一般社団法人千葉県医薬品配置協会 
H8.8.23 

（H26.3.24） 
保健所等に備蓄する災害用医薬品等の搬送 

一般社団法人日本産業・医療ガス協会 
H20.3.5  

（H21.9.2) 
医療ガス等、資機材等の確保、供給及び安全確認 

61 
災害時等に使用する調整器等の保管に関する契約

書 
一般社団法人日本産業・医療ガス協会 H13.11.30 救護活動に使用する機材の保管 

健康福祉部 

薬務課 

62 災害時における老人福祉施設に関する基本協定書 一般社団法人高齢者福祉施設協会 H17.9.7 
飲料水などの生活必需物資の供給、介護職員などの必要な職員の派

遣、必要な資機材の確保等の応援・協力 

健康福祉部 

高齢者福祉課 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

63 災害時における動物救護活動に関する協定書 

公益社団法人千葉県獣医師会 H23.6.1 
千葉県動物救護本部及び動物救護センターの運営管理 

被災動物の救護、応急処置 

健康福祉部 

衛生指導課 
公益財団法人千葉県動物保護管理協会 H23.6.1 

千葉県動物救護本部及び動物救護センターの運営管理 

被災動物の救護、応急処置 

千葉県飼鳥獣商組合 H23.6.1 
千葉県動物救護本部及び動物救護センターの運営管理 

被災動物の救護、応急処置 

64 
災害時の医療救護活動に必要な資機材の保管に関

する協定 
海上自衛隊下総教育航空群司令 H26.6.12 

医療救護活動に必要な資機材を収納、保管するための倉庫の設置及

び施設の使用 

健康福祉部 

医療整備課 

65 
災害時における自治体精神病院の相互支援に関す

る協定 

宮城県立精神医療センター静岡県立こころ

の医療センター大阪府立精神医療センター

岡山県立精神科医療センター島根県立ここ

ろの医療センター山口県立こころの医療セン

ター 

H26.8.28 
医師・看護師・臨床心理技術者・精神保健福祉相談員等の派遣、病

院の支援活動に対する後方支援等 

病院局 

精神科医療センター 

66 

災害救助法の規定による救助又はその応援の実施に

関して必要な事項を日本赤十字社千葉県支部に委

託する契約書 

日本赤十字社千葉県支部 S51.4.1 医療・助産・死体の処理 
防災危機管理部 

防災政策課 

67 災害時における遺体の搬送に関する協定 一般社団法人全国霊柩自動車協会 H17.6.1 災害時に遺体の搬送 
健康福祉部 

衛生指導課 

68 
災害時における棺及び葬祭用品の供給等に関する協

定 

千葉中央葬祭業協同組合 H17.6.1 

棺及び葬祭用品の供給、遺体の搬送 
健康福祉部 

衛生指導課 
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 H17.6.1 

69 
災害時における遺体保存用ドライアイスの供給に関す

る協定 

ドライアイスメーカー会・全日本ドライアイスデ

ィーラー会 
H17.9.30 遺体保存用ドライアイス 

健康福祉部 

衛生指導課 

70 
災害時における県民生活の安定を図るための基本協

定 
千葉県生活協同組合連合会 H9.11.7 

応急生活物資の調達と安定供給、ボランティア活動、生活情報の収

集、提供等 

環境生活部 

くらし安全推進課 

71 
災害発生時等の物資の緊急・救援輸送、保管等に関

する協定書 

一般社団法人千葉県トラック協会、千葉県

倉庫協会 
H25.1.22 救援物資集積拠点、輸送車両の確保及び物流専門家の派遣等 

防災危機管理部 

危機管理課 

72 
災害時における交通誘導業務、警戒業務に関する協

定 
千葉県警備業協会 H9.5.12 

緊急交通路の確保等に関する交通誘導警備業務、避難場所等の警

戒警備業務、 その他県が必要と認める警備業務 
警察本部 

73 災害時における応急対策業務に関する協定書 千葉県解体工事業協同組合 H25.12.13 災害時における応急対策業務に関する協定 警察本部 

74 災害時における応急対策に関する協定 千葉県クレーン建設重機協同組合 H26.7.16 
応急対策業務を円滑に実施するための移動式クレーン及び運転士

（オペレーター）等の派遣 

防災危機管理部 

防災政策課 

75 
災害時における緊急通行妨害車両等の除去に関す

る協定 

一般社団法人日本自動車連盟関東本部千

葉支部 
H17.4.28 

緊急通行車両等の通行の妨害となっている放置自動車等の道路障

害物の除去業務 防災危機管理部 

危機管理課 

警察本部 千葉県レッカー事業協同組合 H19.5.30 
緊急通行車両等の通行の妨害となっている放置自動車等の道路障

害物の除去業務 

76 災害時における緊急輸送等に関する協定 一般社団法人千葉県タクシー協会 H24.7.4 応急対策に必要な県職員の輸送、災害の状況、被害情報の収集 
防災危機管理部 

防災政策課 
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77 
災害時における応急生活物資等の供給に関する協

定書 
一般社団法人千葉県ＬＰガス協会 H11.3.31 カセットコンロ、カセットコンロ用ガスボンベ、液化石油ガスの提供 

防災危機管理部 

産業保安課 

78 災害時の物資供給等に関する協定書 

イオン株式会社関東カンパニー H17.10.1 飲料品、食料品、日用生活品、その他県が指定する物資の提供 

防災危機管理部 

危機管理課 

株式会社ローソン H18.3.20 食料品、飲料水、日用品、その他県が指定する物資の提供 

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン H20.12.24 食料品、飲料水、日用品、その他県が指定する物資の提供 

株式会社サークルＫサンクス H21.2.12 食料品、飲料水、日用品、その他県が指定する物資の提供 

株式会社ファミリーマート H21.11.24 食料品、飲料水、日用品、その他県が指定する物資の提供 

79 災害時の食料供給等に関する協定書 

全国農業協同組合連合会千葉県本部 H18.10.16 
野菜、日持ちカット野菜、焼きイモ、蒸しトウモロコシ、その他県が指定

する物資の提供 農林水産部 

農林水産政策課 
全農パールライス東日本株式会社 H18.10.16 精米、無洗米、炊飯米、その他県が指定する物資の提供 

80 災害時の食料供給等に関する協定書 
特定非営利活動法人コメリ災害対策センタ

ー 
H22.3.3 

作業関係、日用品等、水関係、冷暖房機器、電気用品、トイレ関係等

の提供 

防災危機管理部 

危機管理課 

81 災害時の食料供給等に関する協定書 公益財団法人千葉県学校給食会 H22.9.7 米飯、精米、パン、副食等の提供 
防災危機管理部 

危機管理課 

82 災害時における物資の調達に関する協定書 株式会社 ケーヨー H25.2.7 災害時における警察活動に必要な物資の調達に関する協定 警察本部 

83 災害時における飲料水の調達に関する協定書 利根コカ・コーラボトリング株式会社 H25.2.7 災害時における警察活動に必要な飲料水の調達に関する協定 警察本部 

84 災害時における飲料水等の提供協力に関する協定 株式会社アペックス H26.5.26 
災害時における、災害対応型飲料用自動販売機による飲料水等の提

供協力 

防災危機管理部 

防災政策課 

85 災害時における自動車等の提供に関する協定書 千葉県レンタカー協会 H25.4.16 災害時における自動車の提供に関する協定 警察本部 

86 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書 千葉県石油商業組合 H23.12.13 
公用車燃料、自家発電設備等に使用する石油類燃料の供給（ガソリ

ン、灯油、軽油及び重油等） 

防災危機管理部 

防災政策課 

87 災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書 石油連盟 H25.11.29 
大規模災害時における重要施設への燃料の直接供給を行うための情

報共有に係る覚書 

防災危機管理部 

防災政策課 

88 
油流出事故時における千葉県と特定事業所等との資

機材等の相互応援協定 

千葉県、及び京葉臨海北部地区、京葉臨海

中部地区、京葉臨海南部地区の各石油コン

ビナート等特別防災区域に所在し、油防除

資機材等を有する特定事業所及び海上共

同防災組織 

H11.3.23 

オイルフェンス、油吸着マット、油回収ネット、油処理剤（油分散剤）、

油導入式浮枠及び油回収用ポンプ等、 ドラム缶（缶の上部は開放

型）、 その他支援すべき資機材等して扱えるもの 

防災危機管理部 

危機管理課 

89 アマチュア無線による災害時応援協定書 
一般社団法人日本アマチュア無線連盟千葉

県支部 
H13.1.29 災害に関する情報の収集及び伝達に係る協定 

防災危機管理部 

危機管理課 
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90 ちば減災プロジェクト 
株式会社 ベイエフエム 

株式会社 ウェザーニューズ 
H29.7.11 県民等の自助及び共助による減災行動を支援するための情報の提供 

防災危機管理部 

危機管理課 

91 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定書 千葉県石油商業組合 H16.11.2 
一時休憩所として、飲料水、トイレの提供、ラジオ、テレビ等による情報

の提供、地図等による通行可能な道路に関する情報の提供 

防災危機管理部 

防災政策課 

92 
災害時における帰宅困難者支援に関する協定書（九

都県市） 

株式会社サークルＫサンクス H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

防災危機管理部 

防災政策課 

株式会社スリーエフ H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

山崎製パン株式会社 H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社ファミリーマート H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

ミニストップ株式会社 H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社ローソン H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社吉野家 H17.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

国分グローサーズチェーン株式会社 H17.9.22 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社ココストア H17.9.22 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社ポプラ H17.9.22 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

山田食品産業株式会社 H17.9.22 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ H19.2.8 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社モスフードサービス H20.6.11 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た災害に

関する情報等、一時的な休憩の場の提供 

株式会社壱番屋 H22.8.20 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

ワタミ株式会社 H23.6.20 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

チムニー株式会社 H23.6.20 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 
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整理 

番号 
協定・契約等の名称 相手方・対象 

締結（契約）日 

（  ）は最新変更 
内   容 担当部署 

92 
災害時における帰宅困難者支援に関する協定書（九

都県市） 

株式会社第一興商 H23.9.1 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

防災危機管理部 

防災政策課 

株式会社ビーアンドブィ H23.9.1 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社サガミチェーン H24.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

味の民芸フードサービス株式会社 H24.8.31 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

千葉県カラオケ事業者防犯協会 H24.9.18 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

サトレストランシステムズ株式会社 H24.12.1 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社ダスキン H25.3.11 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

タリーズコーヒージャパン株式会社 H25.3.11 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社ストロベリーコーンズ H25.10.8 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

ロイヤルホールディングス株式会社 H26.3.26 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た交通可

能な道路、近隣の避難場所に関する情報等の提供 

株式会社オートバックスセブン H26.11.6 
水道水及びトイレ、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た災害に

関する情報等、一時的な休憩の場の提供 


