
令和3年4月1日現在

No 締結先 締結年月日 協定書名称 内容等

1
新潟市、新津市、亀田町、
黒埼町、阿賀北広域組合

平成6年7月19日
北陸、磐越及び日本海東北自動車道消
防相互応援協定

高速道における災害発生時、消防
隊等の派遣

2 新潟県 平成7年4月1日 新潟県消防防災ヘリコプター応援協定 防災ヘリの応援

3
新潟市～いわき市
（五泉含め１６市町）

平成10年5月21日
磐越自動車道沿線都市交流会議　災害
時における相互応援に関する要綱

食糧提供、救援、医療、応急復旧

4 県内市町村 平成13年4月1日 新潟県広域消防相互応援協定書 消防の相互応援

5 南部郷厚生病院 平成16年4月1日 災害時協力協定書
救急医療の提供
市は医療に支障のある道路、上下
水道施設等の復旧措置を講じる。

6
社会福祉法人
茨塚福祉会(山王苑)

平成17年9月1日 避難所に関する協定書 避難所の開設

8
信越ペプシコーラ販売
株式会社

平成17年12月1日
緊急時飲料提供自販機設置に関わる協
定書

自販機内の飲料を無償提供
４年ごとに備蓄飲料無償提供（２
ℓ×1,200本）

9 北陸地方整備局 平成17年4月25日
「災害時の相互協力に関する申し合わ
せ」における北陸地方整備局の運用

災害対策用建設機械の貸付

10 新潟県 平成18年1月8日
豪雪災害救助法適用市町村の災害時要
援護世帯の除雪のための消防団派遣

除雪のための消防団の派遣

11 信越地方非常通信協議会 平成18年4月18日 信越地方非常通信協議会会則
信越地方における非常通信の円滑
な運用

12 新潟地域振興局長 平成18年5月1日
早出川ダム放流警報設備を利用した避
難情報の提供に関する協定書

避難勧告等の放送

13 五泉管工事業協同組合 平成18年8月11日
災害時における水道施設の応急復旧に
関する協定書

応急復旧

14 五泉高等学校 平成18年11月1日 協定書 避難所の開設及び運営

15 村松高等学校 平成18年11月1日 協定書 避難所の開設及び運営

16
東北電力ネットワーク株式会社
新津電力センター

令和2年4月1日 災害時の協力に関する協定

情報の提供、市災害対策本部への
社員派遣、電力設備の復旧、復旧
作業に対する協力、資材置場等の
確保に対する協力

17 新潟県農業土木技術協会 平成20年8月1日 災害時の応援業務に関する協定

農地･農業用施設等の被災状況の
調査
応急対策及び復旧のための測量及
び設計

18 横須賀市 平成21年1月15日 災害時における相互応援に関する協定

食糧、飲料水、生活必需物資など
の提供
救出、医療、防疫、施設の応急復
旧等に必要な資機材及び物資の提
供
職員の派遣、車両等の提供

五泉市における災害協定の状況

7

近隣市町村
新潟市
長岡市
三条市
新発田市
加茂市
燕市
阿賀野市
佐渡市
聖籠町
弥彦村
田上町

平成17年10月17日
(平成18年8月1日再
締結）

災害時における近隣市町村相互援助協
定

相互援助



19
三国コカ・コーラボトリング
株式会社

平成22年7月16日
災害時における救援物資提供に関する
協定

飲料水の安定供給、地域貢献型自
動販売機の機内在庫製品の無償提
供

20 新潟県測量設計業協会 平成22年12月20日 災害時の応援業務に関する協定
公共土木施設等の被災状況の調
査、応急対策及び災害復旧のため
の測量及び設計

21 国土交通省北陸地方整備局 平成23年3月1日 災害時の情報交換に関する協定
被害状況の情報交換、情報連絡員
の派遣

22
社団法人
新潟県エルピーガス協会
新潟支部

平成23年3月3日
災害時におけるＬＰガス供給に関する
協定

ＬＰガスの確保及び供給

23 新潟みらい農業協同組合 平成24年9月12日
災害時における物資等の供給協力に関
する協定

食料品、燃料等の供給協力

24 新津さつき農業協同組合 平成24年9月12日
災害時における物資等の供給協力に関
する協定

食料品、燃料等の供給協力

25 東京電力株式会社 平成25年1月9日
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電
所に係る住民の安全確保に関する協定

連絡会の設置、通報連絡、現地確
認（原則30km圏内の市町村）、損
害の補償

26 五泉管工事業協同組合 平成25年4月18日
災害時におけるパトロールに関する覚
書

上水道施設のパトロール及び簡易
な応急措置

27
ＮＰＯ法人
コメリ災害対策センター

平成25年4月18日 災害時における物資供給に関する協定 作業関係、日用品等の供給協力

28 ㈱アクティオ 平成25年6月4日 災害時における物資供給に関する協定
レンタル機械、日用生活雑貨品の
供給協力

29
東京電力株式会社柏崎刈羽原子
力発電所

平成25年8月23日
緊急時連絡用衛星FAX設備の設置ならび
に維持管理等に関する覚書

通報連絡を迅速かつ確実に行うた
めに設置する設備の円滑な運用

30 五泉市建築組合 平成25年9月26日
災害時における応急対策に関する応援
協定

公共建築物の修繕、民間建築物の
修繕及び屋根雪おろし

31
新潟県建築士会
新津支部五泉分会

平成25年9月26日 災害時における応援業務に関する協定
公共施設・民間住宅・空き家の危
険度判定

32 株式会社伊藤園 平成26年1月20日
災害時における飲料水の提供に関する
協定

災害用自動販売機内の在庫提供、
飲料水の供給協力

34 ㈱五泉の水Prj. 平成26年8月8日
災害時における飲料水の提供に関する
協定

飲料水の提供、在庫のうち1,000
リットルを市の備蓄に充てる
市が行う行事の際に、可能な限り
使用する

35
日本電信電話㈱埼玉事業部
新潟支店

平成27年9月1日
災害時における特設公衆電話の設置・
利用に関する覚書

特殊公衆電話の設置及び利用・管
理について

33

茨城県日立市
北海道新ひだか市
秋田県仙北市
宮城県柴田市
福島県富岡町
群馬県前橋市
埼玉県幸手市
岐阜県本巣市
奈良県吉野町
島根県雲南市
長崎県大村市
宮崎県日南市

平成26年4月17日
全国さくらサミット加盟自治体
災害時における相互応援に関する協定
書

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、防疫、施設
等の応急復旧等に必要な資機材及
び物資の提供
救援及び救助活動に必要な車両等
の提供
消火、救援、医療、防疫、応急復
旧等に必要な職員の派遣
被災児童・生徒の教育機関への受
入れ及びあっせん
ボランティアのあっせん



36
シダックス大新東ヒューマン
サービス㈱

平成27年9月9日
災害時等における食事等の提供に関す
る協定

災害時等の食事等の提供、調理施
設・器具の使用

37 ㈱メフォス 平成27年9月9日
災害時等における食事等の提供に関す
る協定

災害時等の食事等の提供、調理施
設・器具の使用

38
一般社団法人
五泉市建設業協会

平成28年4月21日
災害時における応急対策等に関する協
定

災害応急対策、建設資機材等の体
制整備、道路・水路・下水道施設
のパトロール及び簡易な応急措置
等

39 東京都葛飾区 平成28年10月21日 連携・協力に関する協定書
大規模災害時の相互応援に関する
こと

40
東京電力ホールディングス株式
会社

平成29年7月1日
緊急時連絡設備の設置ならびに保守・
運用に関する覚書

設置した設備の保守ならびに緊急
時通報連絡の円滑な運用

41 株式会社加藤生コン 平成30年11月19日
災害時における消防用水の確保に関す
る協定書

災害時に必要な消防用水の確保に
関すること

42 泉観光バス株式会社 平成30年11月21日
災害時における要配慮者等の避難輸送
の協力に関する協定

災害時における要配慮者等の避難
輸送手段の確保（指定避難所から
福祉施設等）

43
損害保険ジャパン日本興亜
株式会社

平成30年12月18日
五泉市と損害保険ジャパン日本興亜株
式会社との地方創生に関する包括連携
協定書

災害発生時等におけるドローンの
活用、住民等への災害・減災力の
向上に向けた研修等

44 株式会社ゼンリン新潟営業所 平成30年12月19日
災害時における地図製品等の供給等に
関する協定

災害時における地図製品等の供給
等

45
あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社

平成30年12月27日
五泉市とあいおいニッセイ同和損害保
険株式会社との地方創生に関する包括
連携協定書

大規模地震から学ぶ「地震BCP」
セミナーの開催、地震BCPの作成
支援等

46
チームにいがた
新潟県
県内市町村

平成31年3月11日
大規模災害時における「チームにいが
た」による相互応援等に関する協定

県内外の被災市町村への人的応援

47 新潟県中東福祉事務組合 平成31年3月29日
災害発生時における協力体制に関する
協定書

障がい者等要配慮者の避難生活の
支援についての協力体制

48 さくら福祉保険事務組合 令和1年7月31日
災害発生時における協力体制に関する
協定書

高齢者等要配慮者の避難生活の支
援についての協力体制

49
日本郵便株式会社
（五泉市内郵便局）

令和2年1月23日
五泉市と五泉市内郵便局との包括連携
に関する協定書

災害救助法の対応、情報の相互提
供、避難所に差出箱設置、物資集
積所の提供、生活関連情報の提供
等

50 社会福祉法人　中東福祉会 令和2年3月25日
災害発生時における協力体制に関する
協定書

要配慮者の避難生活の支援につい
ての協力体制

51
医療法人社団　真仁会
五泉中央病院

令和2年4月1日 災害時協力協定書
救急医療の提供
市は医療に支障のある道路、上下
水道施設等の復旧措置を講じる。

52
公益社団法人
日本下水道管路管理協会

令和3年3月8日
災害時における下水道管路施設の復旧
支援協力に関する協定

復旧支援
人員、機材等の支援協力

53
一般社団法人
新潟県下水道維持改築協会

令和3年3月8日
災害時における下水道管路施設の復旧
支援協力に関する協定

復旧支援
人員、機材等の支援協力

54
公益財団法人
全国上下水道コンサルタント協
会中越支部

令和3年3月8日
災害時における下水道施設の技術支援
に関する協定

下水道施設の早期復旧
応急復旧方法の検討
災害査定資料の作成　等



55 ヤフー株式会社 令和3年4月1日 災害に係る情報発信等に関する協定
災害時における市ホームページの
キャッシュサイトの掲載、防災情
報の周知　等


