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№３０　民間委託等の導入に伴うモニタリングの仕組みと基準等の整理

抜粋
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平成 29年度に締結した協定の概要 

（１）災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定 

（ア）協定締結先   愛知県行政書士会尾北支部 

 （イ）協定概要    災害時の行政手続きに不安を抱える被災市民への相談や

書類作成の体制を整備することができる。 

 （ウ）締結日     平成 29 年５月 15 日（月） 

（２）災害時要支援者の避難施設として民間社会福祉施設等を使用することに関す

る協定 

 （ア）協定締結先   社会福祉法人いわくら福祉会 

 （イ）協定概要    大規模災害発生時に、知的障害者等の福祉避難所とし

て、みのりの里の使用について協力をいただく。収容人

員は、家族の付き添いを想定して、10 組 20 人とする。 

 （ウ）締結日     平成 29 年６月 20 日（火） 

（３）災害時におけるレンタル資機材の提供に関する協定 

 （ア）協定締結先   株式会社アクティオ名古屋支店 

 （イ）協定概要    避難所等で使用する仮設トイレ、発電機等の生活関連資

機材や物資の運搬等に必要な車両等、株式会社アクティ

オが保有するレンタル資機材の優先的な提供を受ける 

 （ウ）締結日     平成 30 年２月 21 日（水） 
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№３１　民間企業等との災害時応援協定の締結
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1 水道災害相互応援に関する覚書

日本水道協会愛知県支部  ，愛知県公営企業管理者水道局  ，名古屋市水道事業管理
者水道局
愛知県 瀬戸市 ，愛知県 尾張旭市 ，愛知中部水道企業団
日本住宅公団中部支社  ，愛知県 半田市 ，愛知県 常滑市
愛知県 東海市 ，愛知県 大府市 ，愛知県 知多市
愛知県三島水道企業団  ，愛知県 阿久比町 ，愛知県 東浦町
愛知県 南知多町 ，愛知県 美浜町，愛知県 武豊町
愛知県 一宮市 ，愛知県 春日井市 ，愛知県 津島市
愛知県 犬山市 ，愛知県 江南市 ，愛知県 幸田町 ，豊橋市水道事業管理者水道局  ，
愛知県 豊川市
愛知県 蒲郡市 ，愛知県 新城市 ，愛知県 豊橋市
愛知県 小牧市 ，愛知県 清須市
愛知県 木曽川町 ，愛知県 あま市
愛知県 蟹江町 ，愛知県 愛西市
稲沢中島水道企業団  ，西春日井郡頭部水道企業団  ，海部南部水道企業団
尾張北部水道企業団  ，愛知県 岡崎市 ，愛知県 碧南市
愛知県 刈谷市 ，愛知県 豊田市 ，愛知県 安城市
愛知県 知立市 ，愛知県 高浜市 ，西三河南部水道企業団  ，愛知県 田原市 ，愛知県
設楽町
愛知県 東栄町 ，愛知県 豊根村

S53.3.29 水道

2 災害時における飲料水の供給に関する協定書 ミヨシ油脂株式会社名古屋工場 S61.12.1 飲料水

3 災害時における飲料水の供給に関する協定書 石塚硝子株式会社 S61.12.1 飲料水

4 災害時における相互応援に関する協定 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、大口町、扶桑町 H8.8.30 相互応援

7 災害時における食糧・生活必需品等の確保に関する協定書 ユーストア八剱店 (現ピアゴ八剱店) H13.7.16 食料等

8 災害支援協力に関する協定 愛知県エルピーガス協会尾張支部愛北分会 H13.8.1 燃料

9 災害時における応急対策業務に関する協定書 岩倉市建設協力会 H14.7.25 道路

10 愛知県下広域消防相互応援協定書

愛知県 名古屋市  ，愛知県 豊橋市  ，愛知県 岡崎市
愛知県 一宮市  ，愛知県 瀬戸市  ，愛知県 半田市
愛知県 春日井市  ，愛知県 豊川市  ，愛知県 津島市
愛知県 碧南市  ，愛知県 刈谷市  ，愛知県 豊田市
愛知県 安城市  ，愛知県 西尾市  ，愛知県 蒲郡市
愛知県 犬山市  ，愛知県 常滑市 ，愛知県 江南市
愛知県 小牧市  ，愛知県 稲沢市  ，愛知県 新城市
愛知県 東海市  ，愛知県 大府市  ，愛知県 知多市
愛知県 知立市  ，愛知県 尾張旭市  ，愛知県 高浜市  ，愛知県 豊明市  ，愛知県 日進
市
愛知県 田原市  ，愛知県 愛西市  ，愛知県 清須市
愛知県 北名古屋市  ，愛知県 弥富市  ，愛知県 みよし市
愛知県 あま市  ，愛知県 長久手市  ，愛知県 東郷町
愛知県 豊山町  ，愛知県 大口町  ，愛知県 扶桑町
愛知県 大治町  ，愛知県 蟹江町  ，愛知県 飛島村
愛知県 阿久比町  ，愛知県 東浦町  ，愛知県 南知多町
愛知県 美浜町  ，愛知県 武豊町  ，愛知県 幸田町
愛知県 設楽町  ，愛知県 東栄町  ，愛知県 豊根村
稲沢市ほか二町消防組合  ，西春日井郡東部消防組合  ，西春日井郡西部消防組合
海部東部消防組合  ，尾三消防組合  ，海部南部消防組合
海部西部消防組合  ，丹羽消防組合  ，幡豆郡消防組合
知多南部消防組合  ，あすけ地域消防組合

H15.4.1 消防

11 災害時非常無線通信の協力に関する協定 岩倉アマチュア無線クラブ  ，岩倉４４ハムクラブ  ，岩倉市役所アマチュア無線クラブ H15.10.14 通信

12 災害医療救護に関する協定書 （社）岩倉市医師会 H18.3.1 医療

13 災害時における相互応援協定確認書 福井県大野市 H19.1.17 相互応援

14 愛知県防災ヘリコプター応援協定

愛知県  ，愛知県 名古屋市 ，愛知県 豊橋市
愛知県 岡崎市 ，愛知県 一宮市 ，愛知県 瀬戸市
愛知県 半田市 ，愛知県 春日井市 ，愛知県 豊川市
愛知県 津島市 ，愛知県 碧南市 ，愛知県 刈谷市
愛知県 豊田市 ，愛知県 安城市 ，愛知県 西尾市
愛知県 蒲郡市 ，愛知県 犬山市，愛知県 常滑市
愛知県 江南市 ，愛知県 小牧市 ，愛知県 稲沢市
愛知県 新城市 ，愛知県 東海市 ，愛知県 大府市
愛知県 知多市 ，愛知県 知立市 ，愛知県 尾張旭市
愛知県 高浜市 ，愛知県 豊明市
愛知県 日進市 ，愛知県 田原市 ，愛知県 愛西市
愛知県 清須市 ，愛知県 北名古屋市 ，愛知県 弥富市
愛知県 みよし市 ，愛知県 あま市 ，愛知県 長久手市
愛知県 東郷町 ，愛知県 豊山町 ，愛知県 大口町
愛知県 扶桑町 ，愛知県 大治町 ，愛知県 蟹江町
愛知県 飛島村 ，愛知県 阿久比町 ，愛知県 東浦町
愛知県 南知多町 ，愛知県 美浜町 ，愛知県 武豊町
愛知県 幸田町 ，愛知県 設楽町 ，愛知県 東栄町
愛知県 豊根村 ，知多中部広域事務組合  ，西春日井郡東部消防組合
西春日井郡西部消防組合  ，海部東部消防組合  ，尾三消防組合
海部南部消防組合  ，海部西部消防組合  ，稲沢市ほか二町消防組合
丹羽消防組合  ，幡豆郡消防組合  ，知多南部消防組合
あすけ地域消防組合

H19.8.1 支援

15 災害時における食糧・生活必需品等の確保に関する協定書 名古屋勤労市民生活協同組合 H20.5.1 食料等

16 地域ボランティア支援本部の開設及び運営に関する協定書 岩倉市社会福祉協議会 H21.8.10 ボランティア

17 災害時における応急対策（建築）の協力に関する協定書 岩倉市建築災害協力会 H22.4.1 建物

18 災害時の医療救護に関する協定書 尾北薬剤師会 H22.7.15 医療

19 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省　中部地方整備局 H23.7.12 情報

20 災害時における支援協力に関する協定書 セッツカートン株式会社 H23.10.31 物資

21
災害時要援護者の避難施設として民間社会福祉施設等を使用すること
に関する協定書

社会福祉法人一期一会福祉会 H23.11.9 福祉避難所

22 災害時における食料供給等の協力に関する協定 株式会社　アイラ H25.5.1 食料等

種類協定名称 協定締結先 締結年月日順番

7
9



種類協定名称 協定締結先 締結年月日順番

23 一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定書

愛知県  ，愛知県 名古屋市 ，愛知県 豊橋市
愛知県 岡崎市 ，愛知県 一宮市 ，愛知県 瀬戸市
愛知県 半田市 ，愛知県 春日井市 ，愛知県 豊川市
愛知県 津島市 ，愛知県 碧南市 ，愛知県 刈谷市
愛知県 豊田市 ，愛知県 安城市 ，愛知県 西尾市
愛知県 蒲郡市 ，愛知県 犬山市，愛知県 常滑市
愛知県 江南市 ，愛知県 小牧市 ，愛知県 稲沢市
愛知県 新城市 ，愛知県 東海市 ，愛知県 大府市
愛知県 知多市 ，愛知県 知立市 ，愛知県 尾張旭市
愛知県 高浜市 ，愛知県 豊明市
愛知県 日進市 ，愛知県 田原市 ，愛知県 愛西市
愛知県 清須市 ，愛知県 北名古屋市 ，愛知県 弥富市
愛知県 みよし市 ，愛知県 あま市 ，愛知県 長久手市
愛知県 東郷町 ，愛知県 豊山町 ，愛知県 大口町
愛知県 扶桑町 ，愛知県 大治町 ，愛知県 蟹江町
愛知県 飛島村 ，愛知県 阿久比町 ，愛知県 東浦町
愛知県 南知多町 ，愛知県 美浜町 ，愛知県 武豊町
愛知県 幸田町 ，愛知県 設楽町 ，愛知県 東栄町
愛知県 豊根村 ，愛北衛生処理組合  ，中部知多衛生組合
新城広域事務組合  ，東部知多衛生組合  ，衣浦衛生組合
西尾幡豆広域圏組合  ，常滑武豊衛生組合  ，蒲郡市幸田町衛生組合
豊川宝飯衛生組合  ，逢妻衛生処理組合  ，稲沢市外二町衛生組合
渥美郡清掃施設組合  ，尾張東部衛生組合  ，津島市ほか十一町村衛生
小牧岩倉衛生組合  ，知多南部衛生組合  ，海部津島衛生組合
刈谷知立環境組合  ，江南丹羽環境管理組合  ，西知多厚生組合
北設衛生処理組合  ，西春日井郡東部衛生組合  ，宝飯地区広域市町村圏組合
豊田加茂広域市町村圏事務処理組合  ，尾三衛生組合日東衛生組合  ，日東衛生組合
尾張旭市長町衛生組合

H26.1.1 廃棄物

24 災害時相互応援協定 宮城県岩沼市 H26.5.8 相互応援

25 災害時における放送要請に関する協定 スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 H26.7.1 通信

26
災害時要支援者の避難施設として民間社会福祉施設等を使用すること
に関する協定書

医療法人　ようてい会 H26.7.17 福祉避難所

27
名古屋市近隣市町村と生活協同組合コープあいちとの災害時応急生活
物資供給等の協力に関する協定

愛西市・阿久比町・あま市・一宮市・稲沢市・犬山市・大口町・大治町・大府市・尾張旭市・
春日井市・蟹江町・刈谷市・北名古屋市・清須市・江南市・小牧市・瀬戸市・武豊町・知多
市・津島市・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊田市・豊山町・長久手市・名古
屋市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市
生協法人　生活協同組合コープあいち

H26.7.22 物資等

28 災害時の歯科医療救護に関する協定書 尾北歯科医師会岩倉支部 H26.8.1 医療

29 災害時における応急対策の協力に関する協定書 公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 H27.4.6 被害調査等

30 災害時における避難所等に関する協定書 愛知北農業協同組合 H27.7.1 避難所

31 災害時における廃棄物の処理等に関する協定 一般社団法人　愛知県産業廃棄物協会 H27.7.1 廃棄物

32 災害時における医療品等に関する協定書 オオサキメディカル株式会社 H27.8.19 物資等

34 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 株式会社ゼンリン H28.11.18 物資等

35 災害発生時における岩倉市と岩倉市内郵便局の協力に関する協定 日本郵便株式会社　岩倉郵便局、岩倉神野郵便局 H29.1.24 その他

36 災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書 愛知県行政書士会　尾北支部 H29.5.15 その他

37
災害時要支援者の避難施設として民間社会福祉施設等を使用すること
に関する協定書

社会福祉法人　いわくら福祉会 H29.6.20 福祉避難所

38 愛知県西尾張市町村の災害対応に関する相互応援協定
一宮市、津島市、犬山市、江南市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、大口町、扶桑町、
大治町、蟹江町、飛島村

H29.7.6 相互応援

39 災害時におけるレンタル資機材の提供に関する協定書 株式会社アクティオ  名古屋支店 H30.2.21 資機材
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