防災協定締結一覧
平成31年４月１日現在
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協定名

相手方の名称

締結年月日

内容

1

埼玉県防災ヘリコプター応援協定

埼玉県

平成03年03月29日

防災ヘリコプターの出動要請

2

震災時における緊急設備支援に関する協定

株式会社セレスポ

平成08年04月01日

地震災害時の緊急設備支援

3

災害時における相互応援に関する協定書

川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・川島町・毛呂山町・越生町

平成10年06月01日

情報、救援物資の提供、職員派遣、避難施設提供等

4

全国日高災害時相互応援に関する協定

北海道日高町・兵庫県日高町・和歌山県日高町・高知県日高村

平成10年12月25日

職員の派遣、救援物資の提供

5

災害時における応急食糧供給等の協力に関する協定書

丸美屋食品工業株式会社

平成11年04月14日

保有する食糧品の供給

6

災害時における人員、物資等の輸送に関する協定書

社団法人埼玉県トラック協会飯能支部

平成11年05月13日

救援物資の輸送

7

災害時等の食糧品の優先供給に関する協定書

株式会社ヤオコー

平成12年04月03日

保有する食糧品の供給

8

災害時等の食糧及び生活必需品の優先供給に関する協定書

株式会社丸広百貨店

平成12年04月03日

保有食糧及び生活必需品の供給

9

災害時等の食糧品の優先供給に関する協定書

いるま野農業協同組合

平成12年04月03日

保有する食糧品の供給

10 大規模災害時における相互応援に関する協定書

飯能市

平成16年02月23日

情報、救援物資の提供、職員派遣、避難施設提供等

11 平成３年生まれ同期市自治体災害時相互応援に関する協定

千葉県袖ヶ浦市・鶴ヶ島市・大阪府阪南市・奈良県香芝市・東京都羽村市

平成16年05月01日

救援物資の提供、職員派遣、ボランティアの斡旋

12 災害時等の食糧及び生活必需品の優先供給に関する協定書

株式会社ベイシア

平成18年04月27日

保有食糧及び生活必需品の供給

13 災害時における飲料水の優先供給等に関する協定書

コカ・コーライーストジャパン株式会社

平成19年01月25日

保有飲料水の供給

14 災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定

県内市町村

平成19年05月01日

食糧等の提供、職員派遣、施設提供等

15 災害時における応急対策活動に関する協定書

日高鳶組合

平成19年05月30日

人命救助、復旧作業等への協力

16 災害時における霊柩車及び棺等葬祭用品の供給に関する協定書

一般社団法人全国霊柩自動車協会・埼玉葬祭業協同組合

平成20年04月14日

霊柩車・棺等の葬祭用品供給

17 災害時における応急絆創膏等の優先提供に関する協定書

ニチバン株式会社

平成20年11月14日

絆創膏等の衛生用品供給

18 災害時等における情報提供に関する協定書

東京電力パワーグリッド株式会社川越支社

平成20年12月17日

災害時等の情報提供

19 災害時における食糧品の優先提供に関する協定書

東洋水産株式会社

平成20年12月17日

保有する食糧品の供給

20 災害時における社会福祉施設への要援護者等の受入れに関する協定書

医療法人和会 （日高の里）

平成21年01月21日

災害時の要援護者等の避難施設 (受入人数： ８０人)

21 災害時における社会福祉施設への要援護者等の受入れに関する協定書

社会福祉法人武蔵会 （清流苑）

平成21年01月21日

災害時の要援護者等の避難施設 (受入人数：１００人)

22 災害時における社会福祉施設への要援護者等の受入れに関する協定書

社会福祉法人晃和会 （清雅園）

平成21年01月21日

災害時の要援護者等の避難施設 (受入人数：１００人)

23 災害時における飲料水の優先供給等に関する協定書

サントリービバレッジソリューション株式会社

平成21年02月20日

保有飲料水の供給

24 災害時における支援協力に関する協定書

株式会社日高カントリー倶楽部

平成21年02月21日

災害時の避難施設

25 災害時における電気設備等の復旧に関する協定書

埼玉県電気工事工業組合

平成21年06月25日

公共施設等の電気設備の復旧活動

26 災害時におけるバス等による緊急輸送活動に関する協定書

社団法人埼玉県バス協会西部地区部会

平成21年11月17日

被災者及び物資の輸送

27 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

平成23年03月01日

災害情報の交換

28 災害時における緊急放送の協力に関する協定書

飯能ケーブルテレビ株式会社

平成23年04月15日

市が実施する情報提供手段の協力

29 災害時における避難所用仮設品の優先供給に関する協定書

モスト技研株式会社

平成25年01月24日

避難所用品としての段ボール製家具（ベッドなど）の供給

30 災害時における救援物資（飲料水）の提供に関する協定書

株式会社伊藤園

平成26年02月19日

飲料水の調達及び供給
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協定名

相手方の名称

締結年月日

内容

31 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書

県立日高特別支援学校

平成26年03月19日

災害時の要援護者等の避難施設（福祉避難所）

32 日高市と大磯町の災害時相互応援に関する協定

大磯町（神奈川県）

平成27年11月08日

食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提
供、救援・応急復旧に必要な職員の派遣、被災者の受け入れなど

33 災害時における支援協力に関する協定書

日高市食品衛生協力会

平成28年01月12日

帰宅困難者等の一時的避難場所の提供、軽食等の提供（おにぎり、
湯茶等）、トイレの使用など

34 災害時における廃棄物処理に関する協定書（環境課所管）

日高環境保全協同組合

平成28年01月13日

避難所を開設した際、市の要請に応じ、仮設トイレの設置や生活用
水給水車の配備、災害により発生した廃棄物の収集、運搬など

35
災害時の医療救護活動についての協定書（医師会）
～
災害時の医療救護活動に関する協定書（医師会以外の三師会）
38

一般社団法人飯能地区医師会、一般社団法人飯能地区歯科医師会、飯能
地区薬剤師会、日高市柔道整復師会

平成28年01月19日

39 災害時における寝具類の優先提供に関する協定書

株式会社東基

平成28年04月25日

40 災害時における仮設設備類の優先提供に関する協定書

グランド産業株式会社

平成28年07月06日

避難所への仮設トイレ・仮設ハウスなどの優先的な供給

41 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

平成28年10月27日

住宅地図、広域図及びネット配信サービスの供給

42 災害時における被災者等相談の実施に関する協定書

埼玉司法書士会

平成28年12月16日

被災者に対する相続、不動産登記、財産管理等に関する相談

43 地域貢献型広告に関する協定書

東電タウンプランニング株式会社

平成29年02月23日

電柱を利用した避難場所への誘導看板の設置

44 大規模災害時における相互応援に関する協定書

所沢市・飯能市・狭山市・入間市

平成29年03月07日

情救援物資の提供、職員派遣、避難所の相互利用

45 災害時等の応急作業に関する協定書（建設課所管）

井上土建、猪俣産業、駒井建設、埼京建設興業、栄興業、サンワーク、高沢
工務店、比留間重機、山口建設工業

日高市地域防災計画、日高市災害時医療救護活動マニュアルに基
づく、定められた業務の遂行（傷病者に対するトリアージ、応急処置
及び医療、歯科応急処置、遺体検案、医薬品の管理、避難所・救護
所の衛生管理など）
リネンサプライ及びリース事業等で取り扱う布団・毛布・タオルケット
など

平成29年07月22日

災害時の応急作業への協力

日高市と日高市内郵便局との地域における協力に関する協定書（政策秘書
46
市内6郵便局
課所管）

平成29年12月08日

災害発生時の協力

47 災害時の食糧等の提供に関する協定書

アスクル株式会社

平成30年01月12日

「ASKUL Value Center日高」として運営している物流施設の在庫品
の中から必要な日用品等の供給

48 災害時における燃料等の優先供給に関する協定書

埼玉県石油商業組合飯能支部日高班
（㈱オノダ、かわばた石油、㈱清水商会、(有)コイズミ）

平成30年03月15日

燃料等の優先供給

49 災害時におけるＬＰガス等の提供に関する協定書

一般社団法人埼玉県ＬＰガス協会西武支部
(有)なかや商店、(有)河内屋酒店、㈱サイサン日高販売営業所、中沢輪店プ
ロパン部、日高ガス㈱、日高都市ガス、(有)山岸屋商店、山本商亊）

平成30年03月20日

ＬＰガス及びガス設備の供給

50 災害時における井戸水の供給に関する協定書

東洋水産株式会社外

平成30年03月20日

井戸水（生活用水）の供給

51 災害時における井戸水の供給に関する協定書

社会福祉法人晃和会 清雅園

平成30年03月20日

井戸水（生活用水）の供給

52 災害時における井戸水の供給に関する協定書

西武酪農乳業株式会社

平成30年03月30日

井戸水（生活用水）の供給

53 災害時における井戸水の供給に関する協定書

医療法人積仁会 旭ヶ丘病院

平成30年04月11日

井戸水（生活用水）の供給

54 災害時における井戸水の供給に関する協定書

社会医療法人至仁会 日高日生病院

平成30年09月21日

井戸水（生活用水）の供給

55 災害時における避難所等の施設利用等に関する協定書

埼玉女子短期大学

平成30年10月01日

指定緊急避難場所及び指定避難所登録

56 災害時における井戸水の供給に関する協定書

株式会社日高フレッシュ

平成30年10月01日

井戸水（生活用水）の供給

57 災害時における井戸水の供給に関する協定書

株式会社ファーストフーズ日高工場

平成30年10月15日

井戸水（生活用水）の供給

災害時における無人航空機（ドローン）を活用した被害状況調査等に関する
58
協定書

司測量設計調査株式会社

平成30年12月25日

無人航空機ドローンよる被害調査等の情報収集への協力

59 災害に係る情報発信等に関する協定

ヤフー株式会社

平成31年01月31日

市民に対して必要な緊急情報等の発信

