
 

 

災害時における協定書一覧 

○相互応援協定 

№ 相互応援協定名 協定締結先 締結年月日 協定内容 

1 災害時相互応援協定 
鴻巣市 福島県
金山町 

H9.3.22 

支援物資の提供等、車
両等の提供、職員の派
遣等、避難施設の提
供、被災者の一時受入 

2 災害時相互応援協定 行田市、加須市 H10.5.8 
支援物資の提供等、車
両等の提供、職員の派
遣等、避難施設の提供 

3 
大規模災害時の相互
応援協定 

春日部市、富士
見市、群馬県藤
岡市、群馬県富
岡市、神奈川県
藤沢市、静岡県
藤枝市、愛知県
江南市、愛知県
津島市 

H16.9.1 
支援物資の提供等、職
員の派遣等 

4 
大規模災害時の相互
応援協定 

富士河口湖町 H25.4.20 

支援物資の提供等、ホ
ームページの代理掲
載、その他災害時の情
報発信協力、職員の派
遣等、避難施設の提供 

5 
原子力災害における水

戸市民の県外広域避難

に関する協定 

茨城県水戸市 H30.12.25 

原子力災害時の水戸市
民の県外広域避難の受
入。当市被災時の水戸
市からの支援。 

6 
災害時における利根
川両岸３市３町相互
応援に関する協定 

行田市、加須市、群

馬県板倉町、群馬県

明和町、群馬県千代

田町 

H31.2.4 

支援物資の提供等、車
両等の提供、職員の派
遣等、避難施設の提
供、被災者の一時受入 

｢消防相互応援協定｣、「県と県内市町村間の応援協定」は含まない。 

令和元年 10 月 1 日現在 

 

○その他の応援協定 

№ 相手方 応援協定名 締結年月日 協定内容 

1 国土交通省関東地方整備局 災害時の情報交換に関する協定 H23.1.7 災害時における各種情報交換等 

2 羽生市内郵便局 

災害発生時における羽生市と

羽生市内郵便局の協力に関す

る協定 

Ｈ28.8.29 

災害時における車両の提供、情報

の相互提供、郵便局ネットワーク

を活用した広報活動、災害特別事

務取扱及び援護対策、避難所にお

ける臨時の郵便差出箱の設置及び

郵便物の取集・交付等並びにこれ

らを行うために必要な事項、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り

扱い、その他協力できる事項 

3 埼玉県営繕・公園事務所 

災害時における避難地及び防

災施設の運営に関する協定書

（羽生水郷公園） 

H23.3.4 
災害時における避難地及び防災施

設の活用 



 

 

№ 相手方 応援協定名 締結年月日 協定内容 

4 ほくさい農業協同組合 
災害時における救援物資の供

給協力に関する協定書 
H3.4.1 

保有商品の優先的供給 

（米穀等の調達） 

5 羽生菓子商工組合 
災害時における救援物資の供

給協力に関する協定書 
H3.4.1 

保有商品の優先的供給 

（副食、調味料の調達） 

6 羽生正味会 
災害時における救援物資の供

給協力に関する協定書 
H3.4.1 

保有商品の優先的供給 

（副食、調味料の調達） 

7 
社団法人埼玉県エルピー

ガス協会北埼支部 

災害時における救援物資の供

給協力に関する協定書 
H3.4.1 

保有商品の優先的供給 

（燃料等の調達） 

8 羽生市建設業協会 
災害時における救援物資の供

給協力に関する協定書 
H3.4.1 

保有商品の優先的供給 

（応急仮設住宅の建築、住宅修理

用資材の調達） 

9 羽生市薬業協同組合 
災害時における救援物資の供

給協力に関する協定書 
H3.4.1 

保有商品の優先的供給 

（薬の調達） 

10 羽生市書店商業組合 
災害時における救援物資の供

給協力に関する協定書 
H3.4.1 

保有商品の優先的供給 

（文房具、学用品の調達） 

11 
ジャスコ羽生店、イオンモ

ール羽生（株） 

災害時における被災者に対す

る防災活動協力に関する協定

書 

H19.10.26 
災害時における保有物資等の供

給、駐車場を避難場所として提供 

12 
コカ・コーラボトラーズジ

ャパン（株） 

災害時における救援物資提供

に関する協定書 
H20.11.14 

地域貢献型自動販売機の機内在庫

品の無償提供、飲料水の優先的供

給 

13 建設災害防止協力会 
災害時における応急対策業務

協力に関する協定書 
H20.6.2 災害時における応急復旧活動 

14 埼玉県電気工事工業組合 
災害時における電気設備等の

復旧に関する協定書 
H21.4.15 

公共施設等の電気設備の優先的供

給 

15 
東京電力パワーグリッド

（株）熊谷支社 

災害時における電気復旧に関

する協定書 
H23.2.23 

災害時における電力復旧に関する

情報の提供、広報活動、市有地の優

先使用 

16 （株）東洋食品 
大規模災害時における炊き出

し等に関する協定書 
H24.3.30 

災害時における炊き出し等による

食事の提供 

17 
（社）埼玉県トラック協会

北埼支部 

災害時における物資の輸送に

関する協定書 
H24.6.1 災害時における物資の輸送 

18 埼玉土地家屋調査士会 
災害時における家屋被害認定

調査に関する協定書 
H24.6.1 

災害時における家屋被害認定調査

に対する支援 

19 羽生市建設業協会 
災害時における応急対策業務

協力に関する協定書 
H29.6.8 

災害時における建設資機材・労力

等の提供 

20 羽生市管工事業協同組合 
災害時における応急復旧活動

に関する協定書 
H26.11.1 

水道管の応急復旧活動及び応急給

水活動の協力、応急復旧資機材の

提供 

21 
生活協同組合コープみら

い 

災害時における応急生活物資

供給等の協力に関する協定書 
H27.1.1 

応急生活物資の調達及び供給、物

資搬送車両の確保、被災状況等の

情報提供 

22 
東電タウンプランニング

株式会社 

地域貢献型電柱広告に関する

協定書 
H27.4.1 地域に必要な公共的な情報を発信 

23 
ルートインジャパン株式

会社 

大規模災害時における宿泊施

設等の確保に関する協定書 
H28.5.25 

大規模災害時における宿泊施設等

の確保 

24 埼玉司法書士会 
災害時における被災者等相談

の実施に関する協定書 
H28.7.27 

災害発生時における被災者等相談

の実施 

25 株式会社ゼンリン 
災害時における地図製品等の供給

等に関する協定 
H29.8.18 

災害対策本部を設置したときの

地図製品等の供給及び利用等に

関すること 



 

 

№ 相手方 応援協定名 締結年月日 協定内容 

26 

公益社団法人  日本

下水道管路管理業協

会 

災害時における埼玉県内の

下水道管路施設の復旧支援

協力に関する協定 

H29.9.20 

単独では災害時に下水道管路施

設の被害に対して十分な応急対

応を実施することができない場

合において、復旧支援を要請で

きる。 

27 埼玉県行政書士会 
災害時における被災者支援に関す

る協定 
H30.3.26 

災害時における被災者支援のため

の業務相談の実施に関すること。 

28 
一般社団法人全国防災

共助協会 

減災を目的とした防災ＡＲに関す

る協定書 
H30.4.11 

スマートフォン等の携帯端末向

け防災ＡＲシステム等を活用し

た情報伝達に関すること 

29 
一般社団法人羽生市医

師会 

災害時の医療救護に関する

協定書 
H30.4.25 災害時の医療救護に関すること  

30 羽生市歯科医師会 
災害時の歯科医療救護に関

する協定書 
H30.4.25 

災害時の歯科医療救護に関する

こと 

31 羽生市薬剤師会 
災害時の医療救護に関する

協定書 
H30.4.25 災害時の医療救護に関すること  

32 
埼玉県北部生コンクリ

ート協同組合 

大規模火災発生時の消火用水搬送

協力に関する協定 
H30.7.5 

大規模火災発生時における消火用

水の搬送協力に関すること。 

33 (有)県北自動車バス 
災害時におけるバス利用に関

する協定書 
H30.8.9 

災害時における避難所への移動手

段又は一時的な避難所としてのバ

ス利用に関すること 

34 東武総合観光社 
災害時におけるバス利用に関

する協定書 
H30.8.9 

災害時における避難所への移動手

段又は一時的な避難所としてのバ

ス利用に関すること 

35 (株)スター交通 
災害時におけるバス利用に関

する協定書 
H30.8.9 

災害時における避難所への移動手

段又は一時的な避難所としてのバ

ス利用に関すること 

36 館林観光バス(株) 
災害時におけるバス利用に関

する協定書 
H30.8.9 

災害時における避難所への移動手

段又は一時的な避難所としてのバ

ス利用に関すること 

37 朝日自動車 (株) 
災害時におけるバス利用に関

する協定書 
H30.8.9 

災害時における避難所への移動手

段又は一時的な避難所としてのバ

ス利用に関すること 

38 
社会福祉法人羽生市

社会福祉協議会 

羽生市災害ボランティアセ

ンター設置及び運営に関す

る協定書 

R1.8.16 

災害時におけるボランティアセ

ンターの設置及び運営に関する

こと 

39 ヤフー（株） 
災害に係る情報発信等に関

する協定書 
R2.4.1 

災害に係る情報発信等に関する

こと 

40 
セッツカートン（株） 

J パックス（株） 

災害発生時における応急生

活物資の供給に関する協定

書 

R2.7.1 

災 害時にお ける応 急生活 物資

（段ボールベッド、段ボール製

シート、段ボール製間仕切り等）

の供給に関すること 

41 
(株 )テクノフォーム

ジャパン埼玉工場 

災害発生時における応急生

活物資の供給に関する協定

書 

R2.8.21 

災 害時にお ける応 急生活 物資

（ジョイントマット等）の供給

に関すること 

42 羽生市防災協議会 
災害時における応急対策業

務協力に関する協定書 
R2.8.27 

災害時における公共公益施設に

おける応急対策業務の協力に関

すること 

43 （株）カインズ 
災害時における生活物資の

供給協力に関する協定書 
R2.10.22 

災害時における生活物資の供給

協力に関すること 

44 （株）アクティオ 
災害時におけるレンタル機

材の提供に関する協定書 
R2.11.11 

災害時におけるレンタル機材の

提供に関すること 

45 （株）ケンゾー 

災害発生時における応急生

活物資の供給に関する協定

書 

R2.12.22 
災害発生時における応急生活物

資の供給に関すること 

46 県立羽生実業高等学校 
災害時における県立学校の使

用に関する覚書 
R3.3.16 

災害時における県立学校等の使用

に関すること 



 

 

№ 相手方 応援協定名 締結年月日 協定内容 

47 県立羽生第一高等学校 
災害時における県立学校の使

用に関する覚書 
R3.3.16 

災害時における県立学校等の使用

に関すること 

48 県立誠和福祉高等学校 
災害時における県立学校の使

用に関する覚書 
R3.3.16 

災害時における県立学校等の使用

に関すること 

49 県立羽生高等学校 
災害時における県立学校の使

用に関する覚書 
R3.3.16 

災害時における県立学校等の使用

に関すること 

50 県立羽生ふじ高等学園 
災害時における県立学校の使

用に関する覚書 
R3.3.16 

災害時における県立学校等の使用

に関すること 

51 

(有 )羽生モータース

クール行田ドローン

スクール 

災害時における無人航空機

による協力活動等に関する

協定書 

R3.4.19 
災害時における無人航空機によ

る協力活動等に関すること 

52 三協フロンテア (株) 
災害時における物資の供給

に関する協定書 
R3.9.1 

災害時における物資の供給に関

すること 

53 
NPO 法人コメリ災害

対策センター 

災害時における物資の供給

に関する協定書 
R3.9.1 

災害時における物資の供給に関

すること 

54 
学 校法人  純真学 園 

埼玉純真短期大学 

災害時における民間建物等

の利用に関する協定書 
R3.10.14 

災害時における建物等の避難所

としての利用に関すること 

55 佐川急便(株) 

災害時における支援物資の

受入及び配送等に関する協

定書 

R3.12.7 
災害時における支援物資の受入

及び配送等に関すること 

令和４年８月１日現在 

 


