
○災害時応援協定 

 

 災害時に、各種業務に支障が生じ、独自では適正に遂行できない場合において、市町村等の間に

相互応援に関する協定等を締結することにより、その業務の円滑な処理を行うものとする。 

 

１ 愛知県下広域消防相互応援協定 

（１）応援内容等 

大規模な地震、風水害等の自然災害、火災等の災害又は救急業務を必要とする事故が発

生した場合に、人員、車両及び資機材等の応援を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

愛知県内市町村及び一部事務組合 

 

２ 知多地域消防相互応援協定 

 （１）応援内容等 

消防業務、救急業務又は救助業務を必要とする災害が発生した場合に、人員、機械器具、

資材等の応援を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

知多５市５町、知多中部広域事務組合及び知多南部消防組合 

 

３ 水道災害相互応援に関する覚書 

 （１）応援内容等 

災害その他非常の場合に応急給水作業、応急復旧作業等の応援を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

日本水道協会の正会員でその愛知県支部に所属するもの、及び三河山間地域水道整備促

進連盟に所属するもの 

 

４ 災害時等水道緊急連絡管に関する協定 

 （１）応援内容等 

災害、その他非常の場合に緊急連絡管を用いて給水を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

武豊町、東浦町 

 

 

 

 



５ 愛知県における航空機を用いた市町村等の消防支援協定 

 （１）応援内容等 

消防組織法第１条による場合に人員、資機材等の応援を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

愛知県及び市町村等 

 

６ 災害支援協力に関する覚書 

 （１）応援内容等 

災害対策基本法第２条第１号に定める災害が発生した場合に、郵政事業に係わる災害特

別事務扱い及び救護対策、施設の相互提供等を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

半田郵便局 

７ 災害時における葬祭用品の供給等の協力における協定 

 （１）応援内容等 

   ア 遺体の収容、安置及びこれらの必要な資材、機材、消耗品等の提供 

   イ 遺体を安置する施設(葬儀式場等)の提供 

   ウ 遺体搬送用寝台車及び霊柩車等の提供 

 （２）協定締結市町村等 

(社)全日本冠婚葬祭互助協会 

 

８ 災害時の放送に関する協定 

 （１）応援内容等 

半田市が、災害発生の防止または応急対策を実施するうえで、有効な通信・伝達手段と判

断する場合、放送を依頼する。 

 （２）協定締結市町村等 

シーエーシー株式会社 

 

９ 災害時の医療活動に関する協定 

 （１）応援内容等 

半田市が、地域防災計画に基づき医療活動を実施する必要が生じた場合に、医療救護班の

編制及び派遣を要請する。 

 （２）協定締結市町村等 

社団法人半田市医師会 

 

 

 



１０ 災害救助に必要な物資の調達に関する協定 

 （１）応援内容等 

半田市が発災前後において必要となる物資が不足した際に、市内商業者に対し、調達又は

製造が可能な物資を要請する。 

 （２）協定締結市町村等 

    半田市商店街連合会 

    半田市大型店連絡協議会 

・ユニー㈱ピアゴ半田店、ラ・フーズコア半田清城店 

・㈱イシハラフード星崎店、東洋店、成岩店 

・㈱カーマホームセンター半田店、乙川店 

・㈱フィールコーポレーション 

・ジャスコ半田店 

・山田紡績㈱ 

    社団法人愛知県ＬＰガス協会知多東分会 

    愛知県石油商業組合知多第１地区 

    あいち知多農業協同組合半田事業本部 

 

１２ 災害発生時における災害復旧用オープンスペースに関する協定 

 （１）応援内容等 

災害が発生した際に、半田市の所有する用地を災害復旧活動場所や資機材置場の用地と

して使用を許可する。 

 （２）協定締結市町村等 

東邦ガス株式会社 

 

１３ 災害時における応急対策の協力に関する協定 

 （１）応援内容等 

地震、台風その他の災害時における上下水道施設の応急対策の協力を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

半田市水道指定工事店協同組合 

 

 

 

 

 

 

 



１４  災害時の応急対策の協力に関する基本協定 

（１）応援内容等 

①半田市内の公共施設等の被災状況の調査 

②半田市内の公共施設等の応急対策、災害復旧のため筆界点情報の収集及び復元  

③登記及び境界関係の相談所の開設 

④平常時における半田市内の公共施設等の筆界に関する災害予防対策の策定等  

⑤その他特に必要な応急対策業務 

また、本協定は第９条に人道的支援として、各県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の社

員に対し、被災者に対する人道的支援を呼びかけるものとしている。  

（２）協定締結市町村等  

社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会  

 

１５  災害救助に必要な資機材等の調達に関する協定  

（１）応援内容等 

市内に、震度５弱以上の地震またはこれと同等以上の災害が発生若しくは発生するおそれが

ある場合において、市から要請があった時、調達が可能な資機材等を提供する。  

（２）協定締結市町村等 

瀧上工業株式会社  

 

１６  災害時の医療救護に必要な医薬品等に関する協定 

 （１）応援内容等  

市内に災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、薬剤師の派遣及び要請す

る医薬品等の調達について、以下のとおりとする。 

①半田市が設置する救護所における医療救護活動  

②半田市が指定する医薬品の集積場所における医薬品の管理及び仕分け並びに救護所等

への医薬品の供給 

③半田市が必要と認めた医薬品の服薬指導及び医薬品等に関する相談業務への協力 

④医薬品等の供給への協力 

（２）協定締結市町村等  

知多薬剤師会 

 

 

 

 

 

 



１７ 半田市・南砺市災害時相互応援協定 

（１）応援内容等 

地震等の大規模な災害時において、被害を受けた市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ

円滑に行われるために、人員、物資、資機材等の応援を行う。 

（２）協定締結市町村等 

富山県南砺市 

 

１９ 災害時における一般廃棄物の処理などに関する協定 

 （１）応援内等 

地震、津波、水害等が発生した時におけるし尿、浄化槽汚泥及び災害廃棄物の収集並びに

運搬に関し、人員、車両、資機材等の応援を行う。 

（２）協定締結市町村等 

半田衛生事業組合 

 

２０ 石油基地自治体協議会加盟団体災害時相互応援協定 

（１）応援内容 

コンビナート事故、地震等の災害発生時において被災自治体独自では、十分な応急措置が

できない場合に、相互に応援協力し、被災団体への災害対応を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

千葉県市原市はじめ石油基地自治体協議会加盟団体（５６市町） 

 

２１ 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 

 （１）応援内容 

市内に災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、歯科医師、口腔外科医、

歯科衛生士及び歯科技工士の派遣を要請する。 

 （２）協定締結市町村等 

一般社団法人 

半田歯科医師会 

    

２２ 災害時における生活物資の供給協力に関する協定 

 （１）応援内容等 

半田市が災害時において生活物資を必要とする時は、生活物資の供給について協力を要請

する。 

（２）協定締結先 

株式会社カインズ 

 



２３ 災害時における廃棄物の処理等に関する協定 

（１）応援内等 

地震又は水害等の大規模災害が発生したときおける災害廃棄物の処理等について協力を要

請する。 

（２）協定締結市町村等 

一般社団法人 

愛知県産業廃棄物協会 

 

２４ 小樽市・半田市・日南市災害時相互応援協定 

（１）応援内容等 

地震等の大規模な災害時において、被害を受けた市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ

円滑に行われるために、人員、物資、資機材等の応援を行う。 

（２）協定締結市町村等 

北海道小樽市 

宮崎県日南市 

 

２５ 大規模災害時における応急復旧工事等の協力に関する協定 

（１）応援内容等 

地震、津波、高潮、大雨等の大規模な災害により被害が発生した場合又はその恐れがある

場合に応急復旧工事又は応急対策工事の協力を行う。 

（２）協定締結市町村等 

半田建設防災協会 

 

２６ 災害時における緊急物資輸送等に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時における救援・支援物資の避難所等への配送等の支援協力を行う。 

（２）協定締結市町村等 

ヤマト運輸株式会社 

 

２７ 広告付き避難場所看板の設置に関する協定 

（１）応援内容等 

避難場所の案内標識となる看板設置の協力を行う。 

（２）協定締結市町村等 

中電興業株式会社 

テルウェル西日本株式会社 

 



２８ 災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定 

 （１）応援内容等 

災害の発生により、一般廃棄物処理業務、あるいは下水処理業務を独自に遂行できない場

合に、相互に応援を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

愛知県内市町村及び一部事務組合 

愛知県流域下水道管理者及び愛知県内の公共下水道管理者 

 

２９ 地震災害時の応急対策活動の支援協力に関する協定 

 （１）応援内容等 

地震災害が発生した場合に、被災建築物に対する応急対策活動の支援を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

公益社団法人 愛知建築士会 

 

３０ 災害時における井戸水の供給に関する協定 

 （１）応援内容等 

災害により水道が断水した場合に、浄水処理された井戸水の提供を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

一般社団法人 半田市医師会 

一般社団法人 半田市医師会健康管理センター 

 

３１ 災害時における電気の保安に関する協定 

 （１）応援内容等 

災害時における電気の保安等の支援協力を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

一般財団法人 中部電気保安協会 名古屋支店 

 

３２ 半田市・安城市新美南吉ゆかりの地交流協定 

（１）応援内容等 

災害時における支援を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

安城市 

 

 

 

 



３３ 災害時におけるアクアマジックミネラルウォーター他の調達に関する協定 

 （１）応援内容等 

災害時において飲料水を必要とする場合に、飲料水調達の協力を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

株式会社中京医薬品 

 

３４ 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 

 （１）応援内容等 

広域的かつ大規模な災害が発生した場合に、応急生活物資の供給を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

生活協同組合コープあいち 

 

３５ 災害に係る情報発信等に関する協定 

 （１）応援内容等 

災害に係る情報発信等を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

ヤフー株式会社 

 

３６ 災害における支援協力に関する協定 

 （１）応援内容等 

災害時の応急給水活動等の支援協力を行う。 

 （２）協定締結市町村等 

株式会社フューチャーイン自治体・文教ソリューション本部 

 

３７ 大規模災害時における緊急物資輸送等に関する協定 

 （１）応援内容等 

    災害時における救援・支援物資の輸送等の支援協力を行う。 

 （２）ＪＦＥスチール株式会社 知多製造所 

 

３８ 知多地域災害時相互応援協定 

 （１）応援内容等 

    知多５市５町において、災害が発生した場合に相互応援を行う。 

 （２）知多５市５町 

 

 



３９ 災害時における廃棄物の処理等に関する協定 

 （１）応援内容等 

    地震又は水害等の大規模災害が発生したときおける廃棄物の処理等の支援協力を行う。 

 （２）豊田ケミカルエンジニアリング株式会社 

 

４０ 防災・減災まちづくり推進に関する協定 

 （１）応援内容等 

    大規模な地震災害等を想定し、連携して災害に強いまちづくりを進めるとともに、発災時におい

ては相互に協力し市民・学生の生命を守る。 

 （２）学校法人日本福祉大学 

 

４１ 災害時における公共土木施設の緊急対応業務に関する協定 

 （１）応援内容等 

    災害が発生したとき又は発生する恐れがある場合に行う公共土木施設の状況確認のための巡

視業務及び災害応急工事の協力を行う。 

 （２）半田建設防災協会 建設部会 

 

４２ 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 

 （１）応援内容等 

    知多地域に地震、風水害その他の災害が発生した場合、被災者支援のため行政書士業務の

協力を行う。 

 （２）愛知県行政書士会 知多支部 

 

４３ 災害時における地図製品等の供給等に関する協定 

 （１）応援内容等 

    災害時において、地図製品等の供給を行う。 

 （２）株式会社ゼンリン  

 

４４ 災害発生時における特設公衆電話の設置・利用・管理等及び半田市で開催の 

防災訓練における備蓄品の一部提供に関する覚書 

 （１）応援内容など 

    災害時において、非常用電話の設置・利用・管理等に関すること及び市の 

防災訓練において要請があった際の災害時用備蓄品の一部提供を行う。 

 （２）西日本電信電話株式会社 名古屋支店 

 

 



４５ 災害時における緊急物資輸送等に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時における救援・支援物資の避難所等への配送等の支援協力を行う。 

（２）協定締結市町村等 

佐川急便株式会社 

 

４６ 半田市・恵那市災害時相互応援協定 

（１）応援内容等 

災害時において、被害を受けた市の応急対策及び普及活動を行う。 

（２）協定締結市町村等 

岐阜県恵那市 

 

４７ 大規模災害時における「知多南部総合卸売市場」の使用に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、「知多南部総合卸売市場」を支援物資の集積及び仕分け作業の用に供す

る。 

（２）協定締結市町村等 

知多南部卸売市場株式会及び株式会社知多総合卸売市場 

 

４８ 災害時における生活物資の供給協力に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、生活物資の供給協力を行う。 

（２）協定締結市町村等 

中北薬品株式会社 

 

４９ 災害時における廃棄物の処理等に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、災害廃棄物の処理等を行う。 

（２）協定締結市町村等 

東海衛生有限会社、株式会社アグメント、株式会社エイゼン、 

トーエイ株式会社半田支店 

 

 

 

 

 



５０ 災害時における被災者等への入浴支援に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、被災者等への入浴支援を行う。 

（２）協定締結市町村等 

有限会社東海維持管理興業  

 

５１ 災害時の柔道整復師救護活動に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、救護活動を行う。 

（２）協定締結市町村等 

公益社団法人 愛知県柔道整復師会  

 

５２ 災害時におけるレンタル資機材の提供に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、資機材のレンタルを行う。 

（２）協定締結市町村等 

株式会社アクティオ名古屋支店  

 

５３ 災害時における無人航空機による支援協力に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、映像・画像等の情報収集等を行う。 

（２）協定締結市町村等 

株式会社ＤＳＡ  

 

５４ 半田市・東松島市災害時相互応援協定  

（１）応援内容等 

地震等の大規模災害時の迅速な応急対策、復旧活動を行う。 

（２）協定締結市町村等 

宮城県東松島市 

 

５５ 半田市・名取市災害時相互応援協定 

 （１）応援内容等 

地震等の大規模災害時の迅速な応急対策、復旧活動を行う。 

（２）協定締結市町村等 

宮城県名取市 

 



５６ 大規模災害時における労働・社会保険等の相談に関する協定 

（１）応援内容 

    災害時において、労働・社会保険等の相談業務を行う。 

（２）協定締結市町村等 

   愛知県社会保険労務士会 

 

５７ 災害時における相互協力に関する協定 

（１）応援内容 

    災害時において、災害ボランティアセンターにおける、災害ボランティア活動支援に関する協力を行

う。 

（２）協定締結市町村等 

   社会福祉法人 半田市社会福祉協議会、公益社団法人 半田青年会議所 

 

５８ 大規模災害時における炊出し等に関する協定 

（１）応援内容 

    大規模災害時における炊出し等の協力を行う。 

（２）協定締結市町村等 

   マルテツフーズ株式会社 

 

５９ 災害時における生活物資等の供給協力に関する協定 

（１）応援内容 

    大規模災害時における一般用医薬品を中心とした生活物資の供給協力を行う。 

（２）協定締結市町村等 

   株式会社スギ薬局 

 

６０ 半田市・山元町災害時相互応援協定 

 （１）応援内容等 

地震等の大規模災害時の迅速な応急対策、復旧活動を行う。 

（２）協定締結市町村等 

宮城県山元町 

 

 

 

 

 

 



６１ 災害時における宿泊施設の一時使用に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、所有する宿泊施設での避難者の受入れ協力を行う。 

（２）協定締結会社等 

有限会社半田ステーションホテル（半田ステーションホテル） 

有限会社坂野（サンポートホテル半田） 

フリックイン福井株式会社（ビジネスホテルアズイン半田インター） 

ファーストホテル株式会社（ファーストホテル半田亀崎） 

ルートインジャパン株式会社（ホテルルートイン半田亀崎） 

株式会社セブンシード（天然温泉サウナ＆ホテル みどり館） 

 

６２ 災害時における液化石油ガス等の優先供給に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、液化石油ガス及び燃料器具の優先供給を行う。 

（２）協定締結会社等 

    株式会社エネチタ 

 

６３ 災害時における緊急通行妨害車両等の排除に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、緊急通行車両等の通行の妨害となる車両等の排除業務を行う。 

（２）協定締結会社等 

    ユニーオイル株式会社 

 

６４ 災害時におけるダンボール製品等の供給に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、ダンボール製品等の供給を行う。 

（２）協定締結会社等 

    東明工業株式会社 

 

６５ 災害時における停電の早期復旧に向けた連携に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、停電の早期復旧に向け、双方が連携し復旧作業を行う。 

（２）協定締結会社等 

    中部電力パワーグリッド株式会社 



６６ 災害時における支援協力に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、自動車等の提供を行う。 

（２）協定締結会社等 

    Ｊ-ｎｅｔレンタリース株式会社 

 

６７ 災害時における法律相談業務等に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、法律相談業務等を行う。 

（２）協定締結会社等 

    愛知県弁護士会 

 

６８ 災害時における相互連携に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、通信障害の早期復旧に向け、双方が連携し復旧作業を行う。 

（２）協定締結会社等 

    西日本電信電話株式会社 

 

６９ 災害時における相互協力に関する協定 

（１）応援内容等 

災害時において、災害ボランティア支援を行う。 

（２）協定締結会社等 

    半田南ロータリークラブ、社会福祉法人 半田市社会福祉協議会 

 

７０ 災害ボランティアセンター設置・運営等に関する協定 

（１）応援内容等 

    災害時において、災害ボランティアセンターの設置・運営等を行う。 

（２）協定締結会社等 

   社会福祉法人 半田市社会福祉協議会 

 

７１ 災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定 

（１）応援内容等 

    災害時において、生活物資の供給協力を行う。 

（２）協定締結会社等 

   一般社団法人 日本福祉用具供給協会 


