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1
成田国際空港消防相互応援
協定

成田市、香取広域市町村圏事務組合
消防本部、佐倉市八街市酒々井町消
防組合、山武郡市広域行政組合、匝
瑳市横芝光町消防組合、栄町、富里
市、成田国際空港㈱、四街道市、印
西地区消防組合

昭和53年3月18日
成田空港及びその周辺の消火救難活
動

2
成田市・富里市消防相互応
援協定

成田市、富里市
昭和55年3月1日
平成11年6月1日

再締結

協定区域内における消防、救急隊等
の応援出動

3
千葉県広域消防相互応援協
定

県内市町村等
昭和40年7月19日
平成4年4月1日

再締結

消防応援隊の出動、回転翼航空機の
出動

4
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

県内市町村 平成4年4月1日 回転翼航空機による航空特別応援

5
東関東自動車道及び新空港
自動車道消防相互応援協定

千葉市、市川市、船橋市、成田市、
佐倉市、習志野市、浦安市、四街道
市、酒々井町、富里市、香取広域市
町村圏事務組合消防本部、佐倉市八
街市酒々井町消防組合、潮来市、鹿
行広域事務組合

昭和46年10月15日
東関東自動車道、新空港自動車道に
おける消防隊、救急隊の出動

6
千葉県水道災害相互応援協
定

千葉県、県内市町、県内水道事業体
等

平成7年11月2日
応急給水作業、応急復旧作業、応急
復旧用資機材の供出

7
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、県内市町村 平成8年2月23日

○食料・飲料水・生活必需物資等の
提供　○救出・医療・防疫等に必要
な資機材等の提供　○車両等の提供
○職員の派遣　○収容施設の提供
○傷病者の受入等

1
災害時における富里郵便
局、富里市間の協力に関す
る覚書

富里郵便局 平成9年10月17日
郵政事業に係わる災害特別事務取
扱、避難場所、物資集積場所等の提
供、情報の相互提供等

2
災害発生時における富里市
と富里市内郵便局の協力に
関する協定

日本郵便　株式会社　富里市内郵便局 令和2年10月1日

○郵便局ネットワークを活用した広
報活動業務中に発見した道路等の損
傷状況の市への情報提供
○避難所における臨時の郵便差出箱
の設置及び郵便局員による郵便物の
取集・交付等並びにこれらを確実に
行うための必要な事項緊急車両等と
しての車両の提供等

1
災害時の歯科医療活動に関
する協定

2
災害時の歯科医療活動実施
細目

3
災害時の歯科医療活動に係
る費用弁償等に関する覚書

1
災害時の医療救護活動に関
する協定

2
災害時の医療救護活動実施
細目

3
災害時の医療救護活動に係
る費用弁償等に関する覚書

11
震災時における協力に関す
る協定

富里市管工事業協同組合 平成16年4月1日
災害時における水道施設が被災した
場合の協力

12 災害応急対策に関する協定 富里市商工業促進協議会 平成18年7月12日
災害箇所・予想箇所への人員、資機
材の出動

13
災害時等における水道用資
材供給に関する協定

株式会社　小泉東関東　成田営業所 平成23年5月23日
水道施設の応急修理・応急措置に必
要な資材一式の供給

社団法人　印旛市郡医師会 平成14年4月1日10

災害時応援協定締結先一覧

災害時の医療救護活動、防災訓練へ
の参加

災害時の歯科医療活動、防災訓練へ
の参加

社団法人　印旛郡市歯科医師会 平成13年4月1日

8

9
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14
災害時等における水道用資
材供給に関する協定

成田機材　株式会社 平成23年5月23日
水道施設の応急修理・応急措置に必
要な資材一式の供給

15
災害時等における水道用資
材供給に関する協定

渡辺パイプ　株式会社
　成田サービスセンター

平成23年5月23日
水道施設の応急修理・応急措置に必
要な資材一式の供給

16
災害時の応援業務に関する
協定

ヴェオリア・ジェネッツ　株式会社 平成23年11月1日 災害時における業務の応援

17
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24年6月20日 災害時における各種情報交換

18
災害時における支援協力に
関する協定

千葉中央葬祭業協同組合 平成24年6月20日
遺体の収容及び安置に必要な資機材
及び消耗品並びに作業などの役務な
ど

19
災害時における応急生活物
資等の供給に関する協定

千葉県ＬＰガス協会印旛支部 平成24年6月26日
液化石油ガス、カセット用コンロ、
カセットコンロ用ガスボンベなどの
供給

20
災害時における物資供給等
に関する協定

富里市農業協同組合 平成24年6月29日
食糧、食料品及び日用品等の応急生
活物資などの調達及び供給

21
災害時における支援協力に
関する協定

株式会社　ナリコー 平成24年7月20日
遺体の収容及び安置に必要な資機材
及び消耗品並びに作業などの役務な
ど

22
災害時における物資の供給
協力に関する協定

株式会社　ベイシア 平成24年10月22日
食料品、飲料品、衣料品、日用生活
品などの物資

23
災害時における飲料水の調
達及び供給等の協力に関す
る協定

株式会社　トーエル 平成24年12月1日 飲料水の調達及び供給

24
災害時における物資の供給
協力に関する協定

株式会社　ジョイフル本田 平成25年3月29日
日用生活品、飲料品、衣料品等の物
資

25
地震災害発生時における応
急対策活動に関する協定

一般社団法人　千葉県建築士会 平成26年2月12日
災害時における被災建築物応急危険
度判定等応急対策活動への協力

26
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26年9月26日

市ホームページのキャッシュサイ
ト、災害情報ブログ、避難所情報、
避難勧告等の緊急情報のヤフーサー
ビス掲載など災害に係る情報発信等

27
災害発生時における福祉避
難所の設置運営に関する協
定

社会福祉法人　清郷会 平成27年4月30日
障害者支援施設十倉厚生園、協和厚
生園、日吉厚生園において、災害発
生時に福祉避難所の設置運営

1
災害時における相互応援に
関する協定

2
災害時における相互応援に
関する協定書実施細目

29
広告付避難所等電柱看板に
関する協定

東電タウンプランニング　株式会社 平成27年9月28日
広告付避難所等電柱看板として、東
電柱に避難所の案内表示の掲出

30
災害時の物資供給及び店舗
営業の継続又は早期再開に
関する協定

セブンイレブンジャパン　株式会社 平成27年11月2日
食料品、飲料品、日用生活品などの
物資提供・店舗の営業および早期復
旧等を支援

31
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

イオンタウン㈱
マックスバリュ㈱

平成27年11月13日
食料品、生活物資の提供
施設等を一時避難所として提供
避難者への水道水、トイレ等の提供

28

○食糧、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
○被災者の救出、医療及び防疫並び
に施設の応急復旧に必要な物資及び
資機材の提供
○救援及び救助活動に必要な車両等
の提供
○救助及び応急復旧に必要な職員の
派遣
○被災者を一時的に収容するための
施設の提供
○上記に掲げるもののほか、特に要
請があった事項

岩手県雫石町 平成27年6月29日
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32
災害時における家屋被害認
定調査等に関する協定

千葉県土地家屋調査士会 平成27年12月15日

認定調査等の実施協力
○市内の家屋の調査
○り災証明について市民からの相談
の補助
○建物滅失登記申請手続きに関する
相談

1
災害時における相互応援に
関する協定

2
災害時における相互応援に
関する協定書実施細目

34
災害時における物資供給に
関する協定

株式会社　マツモトキヨシ 平成28年4月1日
医薬品、食料品、飲料品、衣料品、
日用生活品などの物資

35
災害時におけるキッチン
カーによる物資の供給等に
関する協定

株式会社　うまかっ部屋 平成28年8月10日

キッチンカーによる炊出し調理全般
調達可能な物資の供給
市が提供する米等の炊飯及び食材の
調理

36
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 平成28年10月12日
地図製品等の供給、貸与及び保管、
利用

37
地震災害発生時における応
急対策活動に関する協定

公益社団法人
　千葉県建築士事務所協会

平成29年1月17日
災害時における被災建築物応急危険
度判定等応急対策活動への協力

38
災害発生時における福祉避
難所の設置運営に関する協
定

社会福祉法人　清郷会 平成29年1月17日
老人福祉施設九十九荘において、災
害発生時に福祉避難所の設置運営

39
災害発生時における福祉避
難所の設置運営に関する協
定

医療法人社団　知己会
　龍岡ケアセンター

平成29年1月17日
介護老人保健施設龍岡ケアセンター
において、災害発生時に福祉避難所
の設置運営

40
災害発生時における福祉避
難所の設置運営に関する協
定

社会福祉法人福葉会 平成29年1月17日
障害者支援施設富里福葉苑におい
て、災害発生時に福祉避難所の設置
運営

41
災害発生時における福祉避
難所の設置運営に関する協
定

特定非営利活動法人　恵み野会 平成29年1月17日

特定非営利活動法人恵み野会（地域
生活支援大地、地域生活支援太陽、
在宅介護支援つくしんぼ）におい
て、災害発生時に福祉避難所の設置

42
災害発生時における福祉避
難所の設置運営に関する協
定

医療法人社団　聖母会 平成29年1月17日
地域活動支援センターⅠ型成田地域
生活支援センターにおいて、災害発
生時に福祉避難所の設置運営

43
災害発生時における福祉避
難所の設置運営に関する協
定

株式会社千葉総合介護サービス 平成29年1月17日
ＣＳＫシニアハウスにおいて、災害
発生時に福祉避難所の設置運営

44
災害時における動物救護活
動に関する協定

公益社団法人
　千葉県獣医師会
　　印旛地域獣医師会

平成29年2月28日
災害時における動物による人への危
害防止、動物愛護及び管理等のため
に行う動物救護活動等

45
災害時における福祉用具等
物資の供給等の協力に関す
る協定

一般社団法人
　日本福祉用具供給協会

平成29年3月17日
災害時における避難所等で必要とさ
れる介護用品・衛生用品等の福祉用
具等物資の確保への協力

46
災害時における石油類燃料
の供給に関する協定

千葉県石油商業組合富里支部 平成29年3月17日
災害時等における応急・復旧対策活
動を実施するための石油類燃料の供
給に関する協力

47
災害時における防災行政無
線設備等の運用支援協力に
関する協定

三信電気　株式会社
　ソリューション営業本部

平成29年3月24日
災害時において、住民へ情報を提供
するための防災行政無線設備の動作
確認及び運用等の協力

48
停電時等における富里市防
災行政無線の活用に関する
協定

東京電力パワーグリッド
　株式会社　成田支社

平成29年6月1日
市内に停電が発生し、または発生す
るおそれがある場合において、防災
無線を通じて停電情報の提供をする

33

○食糧、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
○被災者の救出、医療及び防疫並び
に施設の応急復旧に必要な物資及び
資機材の提供
○救援及び救助活動に必要な車両等
の提供
○救助及び応急復旧に必要な職員の
派遣
○被災者を一時的に収容するための
施設の提供
○上記に掲げるもののほか、特に要
請があった事項

高知県安芸市 平成28年3月29日
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49
消防活動の協力に関する協
定

富里市商工業促進協議会 平成30年3月22日

○消防活動に支障となる焼き堆積物
等の除去
○救助活動に支障となる障害物等の
除去
○危険要因となる物質等の除去
○消火活動を円滑にするための外壁
開口部の設定

50
災害時における消防用水等
の確保に関する協定

千葉県北総生コンクリート協同組合 平成30年5月29日

大規模な火災が発生し、消防用水の
確保が困難となった場合にコンク
リートミキサー車による消防用水の
搬送協力。

51
原子力災害におけるひたち
なか市民の県外広域避難に
関する協定

茨城県ひたちなか市 平成30年7月24日

東海第二原子力発電所から30㎞圏内
(ＵＰＺ圏内)に位置する茨城県ひた
ちなか市が避難対象となった場合
に、市民約1万4千人を成田市・佐倉
市・四街道市・八街市・印西市・白
井市・富里市・酒々井町・栄町・神
崎町で受け入れる。

52
災害時における物資（ユ
ニットハウス等）の供給に
関する協定

三協フロンテア株式会社 平成31年3月29日
災害時における、ユニットハウス等
（災害用トイレ、仮設住宅）の供給

53
災害時における物資の保管
等の協力に関する協定

富里市農業協同組合 平成31年4月19日

災害時、国や県等から送られてくる
救援物資の集積場所が不足した際、
一時保管場所としての施設使用の協
力

54
災害時等における協力に関
する基本協定

成田国際空港　株式会社 令和2年3月25日
災害時、被災者の一時収容施設の提
供。食糧、飲料水及び生活必需品、
資機材の提供

55
災害時の物流に係る協力に
関する協定

ヤマト運輸　株式会社 令和2年4月7日
災害時、国や県等から送られてくる
救援物資の集積場所での物資管理及
び各避難所への配送協力。

56
災害時等における避難者輸
送等に関する協定

株式会社　旅友 令和2年6月9日

○要配慮者等の避難所間移送
○避難施設としての携帯電話充電機
能付き車両の提供
○ペット同行避難者への車両提供等

57
災害時における停電復旧の
連携に関する基本協定

東京電力パワーグリッド
　株式会社　成田支社

令和2年7月1日

○災害時に停電復旧の連携
○停電復旧作業等に伴う障害物除去
の連携
○災害時における連絡調整員の派遣
○災害時における電源車の配備に関
する事

58
災害時における支援協力に
関する協定

千葉県行政書士会 令和2年7月28日
災害復旧復興支援手続きの相談及び
申請手続に関する協力

59
災害時における飲料水の供
給協力に関する協定

株式会社　伊藤園 令和2年9月17日
ライフライン途絶時の飲料水等の供
給協力

60
災害時における柔道整復師
による医療救護活動に関す
る協定

公益社団法人　千葉県柔道整復師会 令和2年9月30日 災害時の医療救護活動

61
災害時等における宿泊施設
の提供に関する協定

富里商事　株式会社
　インターナショナルリゾートホテ
ル
　湯楽城

令和2年11月18日

災害時等において富里市の指定する
避難所が定員超過するおそれがある
場合に、高齢者等特段の配慮が必要
な方などの避難場所を確保するため
の宿泊施設の提供協力

62
災害時における通信設備復
旧の連携等に関する基本協
定等

東日本電信電話　株式会社
　千葉事業部(ＮＴＴ東日本)

令和2年12月24日

広範囲にわたる通信障害が発生した
場合に、早期復旧に向けて、富里市
とＮＴＴ東日本が相互に連携し対応
を行うための協定

63
災害時における被災者支援
活動協力に関する覚書

医療法人社団　誠和会
　長谷川病院

令和3年1月7日

災害時における被災者支援
○被災者に対し、施設の一部を開放
○食事、飲料、携帯電話等の充電、
トイレ、入浴施設等の提供
○被災者等に対し、テレビ・ラジオ
等で知り得た災害情報の提供
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64
災害時における電動車両等
の支援に関する協定書

千葉三菱自動車販売　株式会社
成田三菱自動車販売　株式会社
三菱自動車工業　株式会社

令和4年8月9日
災害時に給電機能を備える電動車両
等を貸与する協定
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