
№ 協定名 相手先 内容 備考 締結日 担当課

種
別

1 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
信愛会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、
物資の調達、介護支援者の確保

特別養護老人ホーム
  ぬまづホーム

H8.6.3 長寿福祉課

2 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
三保会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、
物資の調達、介護支援者の確保

特別養護老人ホーム
  ひだまりの郷

H12.9.27 長寿福祉課

3 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
駿河厚生会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、
物資の調達、介護支援者の確保

特別養護老人ホーム
  沼津フジビューホーム

H12.9.27 長寿福祉課

4 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
信愛会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、
物資の調達、介護支援者の確保

特別養護老人ホーム
  和みの郷

H14.7.15 長寿福祉課

5 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
宏寿会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、物
資の調達、介護支援者の確保

養護老人ホーム
  遊法苑

H16.7.22 長寿福祉課

6 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
春風会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、物
資の調達、介護支援者の確保

特別養護老人ホーム
  みはるの丘浮島

H16.7.26 長寿福祉課

7 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
炉暖会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、物
資の調達、介護支援者の確保

特別養護老人ホーム
  炉暖の郷

H16.7.30 長寿福祉課

あまぎ学園

ワークスうしぶせ

かぬき学園

ワークスとおがさ

沼津のぞみの里

沼津のぞみの園

ビーンズ

いずみ

10 災害時に要介護者等の避難施設として社会福
祉施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
共生会

被災した在宅要介護障害者の避難所としての施設の使
用、物資の調達、介護支援者の確保

きさらぎ H28.9.23 障害福祉課

11 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
珀寿会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、物
資の調達、介護支援者の確保

特別養護老人ホーム
  陽光園

H19.8.8 長寿福祉課

12 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
駿河厚生会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、物
資の調達、介護支援者の確保

軽費老人ホーム
  岡宮グリーンヒル

H20.3.11 長寿福祉課

13 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
博友会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、物
資の調達、介護支援者の確保

特別養護老人ホーム
  高砂

H23.5.6 長寿福祉課

特別養護老人ホーム
  （ニュー）あしたかホーム

H23.11.10

地域密着型特別養護老人ホーム
プレーゲあしたか

R3.9.8

15 沼津市立救護施設の管理運営に関する基本協
定書

社会福祉法人
春風会

災害時における要介護者等の避難施設としての使用 沼津市立高尾園 H29.4.1 社会福祉課

16 沼津市立あしたか学園の管理運営に関する基
本協定書

社会福祉法人
輝望会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、物
資の調達、介護支援者の確保

沼津市立あしたか学園 H25.3.29 こども家庭課

17 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
信愛会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、物
資の調達、介護支援者の確保

特別養護老人ホーム
土肥ホーム

H29.12.26 長寿福祉課

18 災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
珀寿会

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、物
資の調達、介護支援者の確保

特別養護老人ホーム
沼津南陽光園

R1.6.5 長寿福祉課

種
別

1 災害時における協力に関する協定書 （株）農協葬祭
遺体の収容及び安置に必要な機材、施設等の提供、
帰宅困難者に対する仮宿泊場所の提供

H18.4.1 社会福祉課

2 災害時における協力に関する協定書 （有）光秀堂
遺体の収容及び安置に必要な機材、施設等の提供、
帰宅困難者に対する仮宿泊場所の提供

H18.4.1 社会福祉課

3 災害時における協力に関する協定書
社団法人　全日本冠婚葬
祭互助協会

遺体の収容及び安置に必要な機材、施設等の提供、
帰宅困難者に対する仮宿泊場所の提供

H18.4.1 社会福祉課

4 災害時における協力に関する協定書 （株）天華葬祭
遺体の収容及び安置に必要な機材、施設等の提供、
帰宅困難者に対する仮宿泊場所の提供

H28.4.1 社会福祉課

5 災害時における霊柩自動車等による輸送
等の協力に関する協定書

霊柩自動車協会 遺体の搬送及び収容に必要な機材の提供 H18.4.1 社会福祉課

長寿福祉課
災害時に要介護者の避難施設として社会福祉
施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
あしたか太陽の丘

被災した在宅要介護者の避難所としての施設の使用、物
資の調達、介護支援者の確保

社会福祉法人
春風会

遺体安置・輸送等

災害時に要介護者等の避難施設として社会福
祉施設等を使用することに関する協定書

障害福祉課8 H17.6.2被災した在宅要介護障害者の避難所としての施設の使
用、物資の調達、介護支援者の確保

14

災害時協定一覧表
(令和４年２月１日現在)

H17.6.2災害時に要介護者等の避難施設として社会福
祉施設等を使用することに関する協定書

社会福祉法人
輝望会

障害福祉課9

災害時要援護者

被災した在宅要介護障害者の避難所としての施設の使
用、物資の調達、介護支援者の確保



№ 協定名 相手先 内容 備考 締結日 担当課

種
別

1 地震災害支援に関する協定
沼津市環境整備事業協同組
合

災害時、避難地、病院の仮設トイレ、浄化槽汚泥の処理
前線基地・一次避難地55箇所及
び医療助産計画に定める12病院

H18.11.13 環境政策課

種
別

1 災害廃棄物の処理に関する基本協定 大栄環境（株）

①災害廃棄物処理を円滑に実施するための計画等の策
定及び策定支援
②災害廃棄物の撤去、積込作業
③災害廃棄物等の収集運搬
④災害廃棄物等の処分

R1.9.10 環境政策課

種
別

1 災害時における家屋被害認定調査に関する協
定書

静岡県土地家屋調査士会 災害時における家屋被害の認定調査への協力 H21.4.1 資産税課

2 災害時における測量設計等業務委託に関する
協定書

（一社）静岡県測量設計業協
会

災害時における測量・設計・用地測量及び用地調査 H26.3.24 道路建設課

種
別

1 漁船による緊急輸送活動に関する協定 沼津我入道漁業協同組合・
県（三者）

①災害救助に必要な生活必需品等の輸送活動
②災害応急対策に必要な資機材等の輸送活動

H9.4.23 県・市水産海浜課

2 漁船による緊急輸送活動に関する協定 静浦漁業協同組合・県（三
者）

①災害救助に必要な生活必需品等の輸送活動
②災害応急対策に必要な資機材等の輸送活動

H9.4.23 県・市水産海浜課

3 漁船による緊急輸送活動に関する協定 内浦漁業協同組合・県（三
者）

①災害救助に必要な生活必需品等の輸送活動
②災害応急対策に必要な資機材等の輸送活動

H9.4.23 県・市水産海浜課

4 漁船による緊急輸送活動に関する協定 戸田漁業協同組合・県（三
者）

①災害救助に必要な生活必需品等の輸送活動
②災害応急対策に必要な資機材等の輸送活動

H9.7.10 県・市水産海浜課

5 災害支援に関する協定書 静岡県タクシー協会沼津支部 被災状況の情報提供、緊急輸送活動
H17年度沼津警察署管内タクシー
防犯組合18社540台

H10.6.26 危機管理課

6 災害等における応急対策活動の協力に関する
協定

沼津市指定給水工事店協同
組合

災害応急対策活動 H15.3.6 水道部
 （水道総務課）

7 建設業者による災害応急対策に関する協定書 沼津市建設事業協同組合
①避難路,輸送路の応急復旧工事
②被災地の応急復旧工事

H9.9.9締結を一部手直し再締結 H17.7.11 建設デザイン調整
室

8 建設業者による災害応急対策に関する協定
沼津セントラル・コンストラク
ション協同組合

①避難路,輸送路の応急復旧工事
②被災地の応急復旧工事

H17.7.11締結を組織変更のため
再締結

H18.4.25 建設デザイン調整
室

9 建設業者による災害応急対策に関する協定

（株）エヌケーシー、オリエント
工業（有）、（有）松和建設、
（有）芹澤建設、（有）丸勝建
設、（有）匠組、（有）マルス杉
山興業、（株）牧野組、（株）平
成建設、（株）大成工務店

※沼津市建設事業協同組合
と沼津セントラル・コンストラク
ション協同組合に加入してい
ない建設業者との協定

①避難路,輸送路の応急復旧工事
②被災地の応急復旧工事

H21.4.1　常峰建設が沼津セントラ
ル・コンストラクション協同組合に
加入したことにより脱退。
H23.4.1　（組合に加入していない）
匠組から協定締結の申し出が
あったため協定を締結した。
H29.6.14　マルス杉山興業と協定
締結
H29.10.12　（株）牧野組と協定締
結
H31.4.24　（株）平成建設、（株）大
成工務店と協定締結

H19.10.1 建設デザイン調整
室

10 災害における測量設計等業務委託に関する協
定

（一社）静岡県測量設計業協
会

災害応急復旧工事又は緊急的な事故応急対策等に必要
な測量設計業務

H26.3.24 建設デザイン調整
室

11 災害における測量設計等業務委託に関する協
定

（有）浦野建設、（株）ケイ・
ビー・エム、（株）テクノスジャ
パン

災害応急復旧工事又は緊急的な事故応急対策等に必要
な測量設計業務

H26.4.16 建設デザイン調整
室

12 沼津市・日本下水道事業団災害支援協定 日本下水道事業団
災害時における下水道施設の維持又は修繕に関する工
事その他支援業務

毎年4月1日付で更新 H31.4.1 下水道整備課

13 災害発生時における沼津市と沼津市内郵便局
の協力に関する協定

沼津郵便局
市内特定郵便局代表局

沼津市と郵便局が、それぞれ収集した災害情報を共有
し、被災者への迅速な情報提供を図る

災害時対応の相互連携の強化を
図るため「災害発生時における覚
書」を廃止し、新たに締結した。

H29.6.29 危機管理課

14 大規模災害時における鍼灸・マッサージ施術等
の支援に関する協定

（公社）静岡県鍼灸マッサー
ジ師会沼津地区師会
（公社）静岡県鍼灸師会東部
支部

大規模災害が発生した場合、被災者等に対し鍼灸・マッ
サージ施術等による支援を行う。

R1.8.9 危機管理課

15 災害時における学習活動支援に関する協定書 静岡県駿沼学校生活協同組
合

市立小中学校が被災した際に、衛生管理用品、学用品、
体育衣料等を調達し、提供する。楽器演奏会等を開催
し、子どもたちの心のケアに取り組む。

R2.1.15 学校教育課

16 災害時における緊急通行妨害車両等の排除業
務に関する協定書

（株）馬力
（株）馬力が保有するレッカー車両等の資機材を活用した
緊急通行妨害車両等の排除業務

R2.10.27 道路管理課

17 災害時における支援協力に関する協定書 綜合警備保障（株）
被災地の防犯パトロール、避難場所等の警戒活動警備
業務、その活動中に得られた被災状況等の情報の報告

R3.10.18 危機管理課

18 災害時における帰宅困難者の避難誘導に関す
る協定書

東海旅客鉄道（株）静岡支社

災害時の帰宅困難者に対する帰宅困難者用の一時滞在
施設（プラサヴェルデ）への避難誘導、一時滞在施設が
開設されない場合については、近隣の指定緊急避難場
所に関する情報提供

R4.2.1 危機管理課

汚泥処理

調査協力

災害廃棄物処理

災害救援活動



№ 協定名 相手先 内容 備考 締結日 担当課

種
別

1 ｱﾏﾁｭｱ無線による災害情報提供（連絡）に関す
る協定

沼津市役所
裾野市役所
沼津警察署
伊豆っ子ハムクラブ
各アマチュア無線クラブ

災害情報の提供と連絡 H8.8.29 沼津警察署

2 緊急情報放送に関する協定 エフエムぬまづ（株） 災害時の緊急情報放送 市役所5階 H10.8.18 危機管理課

3 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
局長

各種情報交換（一般被害状況・公共土木施設等） H23.2.28 危機管理課

4 災害時における放送要請に関する協定 静岡エフエム放送（株） 災害時の放送要請 H23.4.7 危機管理課

5 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー（株）
ヤフー（株）が主要なポータルサイトの運営者として、沼津
市の情報発信をサポートする。

H26.12.8 危機管理課

6 沼津市の避難所等情報提供に関する協定 ファーストメディア（株）
三井住友海上火災保険（株）

災害時にスマートフォンから沼津市内の避難所等の位置
情報を確認できるよう、防災アプリへ沼津市の避難所等
情報を提供する。

H27.7.7 危機管理課

7 減災を目的とした防災ＡＲに関する協定書 （一社）全国防災共助協会
災害時にスマートフォンから沼津市内の避難所等の位置
情報を確認できるよう、防災アプリへ沼津市の避難所等
情報を提供する。

H27.7.7 危機管理課

8 停電時における情報発信に関する協定 東京電力（株）　静岡総支社
東京電力（株）が沼津市危機管理情報メール配信サービ
スを利用して停電情報を配信する。

H27.9.1 危機管理課

9 災害時における地図製品等の供給等に関する
協定書

（株）ゼンリン　神奈川・静岡
統括部、（株）ゼンリン東海

災害時において、沼津市に対し地図製品等の供給等を行
うことにより、防災・減災に寄与する。

H29.11.20 危機管理課

10 災害時等における無人航空機の活用に関する
協定

（株）イーシーセンター

市内で地震等による災害が発生した際に、市からの要請
に基づき、無人航空機（ドローン）を活用して、空撮画像等
の提出等による被害状況の調査、救助活動における必
要な情報収集、医薬品や食料等の運搬等を行う。

H31.1.25 危機管理課

11 災害時等における無人航空機の活用に関する
協定

企業組合フジヤマドローン

市内で地震等による災害が発生した際に、市からの要請
に基づき、無人航空機（ドローン）を活用して、空撮画像等
の提出等による被害状況の調査、救助活動における必
要な情報収集、医薬品や食料等の運搬等を行う。

H31.2.14 危機管理課

12 災害時における緊急放送に関する協定 （株）TOKAIケーブルネット
ワーク

災害が発生または発生する恐れがある場合、（株）TOKAI
ケーブルネットワークのコミュニティチャンネルで緊急放送
を行う。

R1.5.28 危機管理課

13 災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定
東京電力パワーグリッド（株）
静岡総支社

大規模な災害により停電が発生した場合に、電力の早期
回復を図るため、相互に情報を提供し、連携する。

R3.5.10 危機管理課

種
別

1 災害時相互応援に関する協定

沼津市、熱海市、三島市、伊
東市、御殿場市、下田市、裾
野市、伊豆市、伊豆の国市、
東伊豆町、河津町、南伊豆
町、松崎町、西伊豆町、函南
町、清水町、長泉町、小山町

被災者の一時収容のための施設の提供、応急処置及び
応急復旧に必要な資機材生活物資等の斡旋及び提供、
職員の派遣ほか特に必要と認めるもの

市町合併のため新たに締結
H17.4.1

H2.12.27 危機管理課

2 災害時相互応援に関する協定 長野県上田市
食料、飲料水,生活必需品、車両及び必要な資機材の提
供、応急復旧に必要な物資、災害復旧に必要な職員の
派遣ほか要請のあった事項

上田市の合併に伴い、新上田市
とH18．8.16再協定締結

H10.11.5 危機管理課

3 水道災害相互応援に関する協定書
三島市・御殿場市・裾野市・
長泉町・小山町

東部4市2町の水道災害時における応援対策及び復旧対
策を円滑にするための相互応援※覚書あり

H12.10.2 水道部

4 一般廃棄物に関する災害時等の相互援助に関
する協定

静岡県・県下市町（一部事務
組合を含む）

施設又は業務の提供、斡旋、一般廃棄物の処理に必要
な職員等の派遣、物資等の提供、特に必要な事項

H13.3.30 生活環境部

5 水道災害相互応援実施に関する覚書 三島市 応援給水のための連結管設置 県道清水函南停車場線 H13.8.31 水道部

6 水道災害相互応援実施に関する覚書 三島市 応援給水のための連結管設置
三島市道広小路加屋町線清水町
道1号線

H13.8.31 水道部

7 水道災害相互応援実施に関する覚書 長泉町 応援給水のための連結管設置
沼津市道1905号線長泉町道城山
尾尻線　　清水町道127号線長泉
町道104号線

H13.8.31 水道部

8 環富士山地域における災害時の相互応援に関
する協定

静岡県側　沼津市、三島市、
富士宮市、富士市、御殿場
市、裾野市、長泉町、小山
町、
山梨県側　富士吉田市、西桂
町、忍野村、山中湖村、富士
河口湖町、鳴沢村、身延町

構成市町村内に、富士山火山災害、地震災害、風水害そ
の他の災害が発生した場合に、相互に応援・協力する。

H18.5.10 危機管理課

9 施行時特例市災害時相互応援に関する協定 施行時特例市19市
（沼津市を含む）

食料、飲料水,生活必需品、車両及び必要な資機材の提
供、応急復旧に必要な物資、災害復旧に必要な職員の
派遣ほか要請のあった事項

R2.4.1 危機管理課

10 災害時相互応援に関する協定 埼玉県戸田市
食料、飲料水,生活必需品、車両及び必要な資機材の提
供、応急復旧に必要な物資、災害復旧に必要な職員の
派遣ほか要請のあった事項

H18.9.1 危機管理課

11 富士箱根伊豆交流圏市町村ﾈｯﾄﾜｰｸ会議構成
市町村災害時相互応援に関する協定書

静岡県20市町
神奈川県10市町
山梨県8市町村

構成市町村内に災害が発生し、または発生する恐れがあ
る場合に、
①食料飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に
必要な資機材の提供
②被災者の救助、医療及び防疫並びに応急復旧に必要
な資機材及び物資の提供
③被災者の一時受け入れ施設の提供
④応急対策及び復旧活動に必要な職員派遣ほかの応援
を行う

H18.11.30

（総合）
政策企画課
（防災部会）
危機管理課

12 災害時相互応援に関する協定 富山県高岡市
食料、飲料水,生活必需品、車両及び必要な資機材の提
供、応急復旧に必要な物資、災害復旧に必要な職員の
派遣ほか要請のあった事項

H23.11.14 危機管理課

13 災害時相互応援に関する協定 東京都江東区
食料、飲料水,生活必需品、車両及び必要な資機材の提
供、応急復旧に必要な物資、災害復旧に必要な職員の
派遣ほか要請のあった事項

H23.12.26 危機管理課

14 災害時相互応援に関する協定 滋賀県長浜市
食料、飲料水,生活必需品、車両及び必要な資機材の提
供、応急復旧に必要な物資、災害復旧に必要な職員の
派遣ほか要請のあった事項

H24.1.17 危機管理課

15 静岡県消防相互応援協定 静岡県下市町
静岡県下消防組合

静岡県内市町及び消防組合相互の消防力（ヘリコプター
を使用するものを除く）を活用して、災害による被害を最
小限に防止するための消防の相互応援

H29.3.10 危機管理課

相互応援

災害情報



№ 協定名 相手先 内容 備考 締結日 担当課

種
別

1 災害時等に必要な資機材の調達に関する協定
書

（株）伊藤商事 仮設ﾄｲﾚ、テント、発動発電機その他の貸与の要請 H16.3.30 危機管理課

2 災害時等に必要な資機材の調達に関する協定
書

大興産業（株）リース事業部
沼津営業所

仮設ﾄｲﾚ、テント、発動発電機その他の貸与の要請 H16.3.30 危機管理課

3 災害時等に必要な資機材の調達に関する協定
書

（株）レント沼津営業所 仮設ﾄｲﾚ、テント、発動発電機その他の貸与の要請 H16.3.30 危機管理課

4 災害時等に必要な資機材の調達に関する協定
書

（株）レンタルのニッケン沼津
出張所

仮設ﾄｲﾚ、テント、発動発電機その他の貸与の要請 H16.3.30 危機管理課

5 災害時等に必要な資機材の調達に関する協定
書

太陽建機レンタル（株） 仮設ﾄｲﾚ、テント、発動発電機その他の貸与の要請 H16.3.30 危機管理課

6 災害時等に必要な資機材の調達に関する協定
書

（株）アクティオ沼津営業所 仮設ﾄｲﾚ、テント、発動発電機その他の貸与の要請 H16.3.30 危機管理課

種
別

1 緊急物資荷さばき・輸送業務に関する協定書
（株）サカイ引越センター沼津
支社

緊急物資の荷おろし,仕分け、積込み管理及び緊急物資
集積所から各避難地等への輸送

H17.3.31 危機管理課

2 緊急物資荷さばき・輸送業務に関する協定書 近物レックス（株）沼津支店
緊急物資の荷おろし,仕分け、積込み管理及び緊急物資
集積所から各避難地等への輸送

H17.3.31 危機管理課

3 緊急物資荷さばき・輸送業務に関する協定書 西濃運輸（株）沼津支店
緊急物資の荷おろし,仕分け、積込み管理及び緊急物資
集積所から各避難地等への輸送

H17.3.31 危機管理課

4 緊急物資荷さばき・輸送業務に関する協定書 三光運輸（株）
緊急物資の荷おろし,仕分け、積込み管理及び緊急物資
集積所から各避難地等への輸送

H17.3.31 危機管理課

5 緊急物資荷さばき・輸送業務に関する協定書
赤帽静岡県軽自動車運送協
同組合

緊急物資の荷おろし,仕分け、積込み管理及び緊急物資
集積所から各避難地等への輸送

H17.3.31 危機管理課

6 緊急物資荷さばき・輸送業務に関する協定書
セイノースーパーエクスプレ
ス（株）沼津支店

緊急物資の荷おろし,仕分け、積込み管理及び緊急物資
集積所から各避難地等への輸送

H17.3.31 危機管理課

7 緊急物資荷さばき・輸送業務に関する協定書 日本通運（株）沼津支店
緊急物資の荷おろし,仕分け、積込み管理及び緊急物資
集積所から各避難地等への輸送

H17.3.31 危機管理課

8 災害の発生時における輸送業務等の協力に関
する協定書

（一社）静岡県トラック協会

①物資の緊急・救援輸送
（車上受け、車上渡しを原則とする）
②資機材の提供
③緊急・救援輸送業務に関する情報収集

R3.2.4 危機管理課

種
別

1 災害時の医療救護活動に関する協定 （一社）沼津医師会 医師の派遣等災害時の医療救護活動への協力 協定書の内容変更H24.9.3 H17.3.31 健康づくり課

2 災害時の医療救護活動に関する協定 （一社）沼津薬剤師会 薬剤師の派遣等災害時の医療救護活動への協力 協定書の内容変更H24.9.3 H20.2.25 健康づくり課

3 災害時の医療救護活動に関する協定 （一社）沼津市歯科医師会 歯科医師の派遣等災害時の医療救護活動への協力 協定書の内容変更H24.9.3 H20.7.10 健康づくり課

4 災害時の医療救護活動に関する協定 （一社）田方歯科医師会 歯科医師の派遣等災害時の医療救護活動への協力 協定書の内容変更H24.9.3 H23.7.1 健康づくり課

5 災害時の医療救護活動に関する協定 わいわい薬局 薬剤師の派遣等災害時の医療救護活動への協力 協定書の内容変更H24.9.3 H23.7.1 健康づくり課

6 静岡ＤＭＡＴの出動に関する協定 県
災害等の急性期に、静岡ＤＭＡＴが被災現場等に出動
し、迅速な医療救護活動を行う。

H24 病院管理課

7 災害発生時における応急生活用物資の確保に
関する協定書

（株）光洋
災害時に市立病院の病院機能を維持するために必要な
飲料水、食料、生活用品等を確保についての協力

H28.4.1 病院管理課

医療救護

荷さばき

資機材調達



№ 協定名 相手先 内容 備考 締結日 担当課

種
別

1 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）イトーヨーカ堂 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

2 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）スーパーマルトモ 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

3 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）マキヤ 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

4 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 ピアゴ香貫店 災害救助に必要な物資の調達
名称変更等に伴い締結更新
（H26.10.20）

H26.10.20 商工振興課

5 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）エース 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

6 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）ゴトー 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

7 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）綿安商店 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

8 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）イマイ 災害救助に必要な物資の調達
名称変更等に伴い締結更新
（H28.9.1）

H15.11.5 商工振興課

9 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 川崎商事（株） 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

10 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 山本被服（株） 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

11 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 静岡ガス（株）東部支社 災害救助に必要な物資の調達
名称変更等に伴い締結更新
（H28.9.1）

H26.10.20 商工振興課

12 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 沼津米穀卸（株） 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

13 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 沼津魚市場（株） 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

14 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 大津屋物産（株）沼津支店 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

15 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 沼津魚仲買商協同組合 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

16 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）東洋ベーカリー 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.5 商工振興課

17 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 沼津塩業（株） 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.25 商工振興課

18 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）桃中軒 災害救助に必要な物資の調達 H15.11.25 商工振興課

19 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）バンデロール 災害救助に必要な物資の調達 H15.12.10 商工振興課

20 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 ウェルシア薬局（株） 災害救助に必要な物資の調達
経営統合等に伴い締結更新
（H28.9.1）

H16.1.7 商工振興課

21 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）ケーヨー 災害救助に必要な物資の調達 H19.5.1 商工振興課

22 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 ニッキ工業（株） 災害救助に必要な物資の調達 H20.2.15 商工振興課

23 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 生活協同組合ユーコープ 災害救助に必要な物資の調達 H26.11.13 商工振興課

24 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）エンチョー 災害救助に必要な物資の調達 H24.6.19 商工振興課

25 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書
（株）ココカラファインヘルスケ
ア

災害救助に必要な物資の調達
平成25年4月変更（変更前（株）セ
イジョー）

H24.9.18 商工振興課

26 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 マックスバリュ東海（株） 災害救助に必要な物資の調達 H24.12.20 商工振興課

27 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）伊藤園 災害救助に必要な物資の調達 H25.8.28 商工振興課

28 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）静鉄ストア 災害救助に必要な物資の調達 H25.11.22 商工振興課

29 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）カインズ 災害救助に必要な物資の調達 H29.5.23 商工振興課

30 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）クリエイトエス・ディー 災害救助に必要な物資の調達 H29.5.23 商工振興課

31 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）ＺＯＡ 災害救助に必要な物資の調達 H29.5.23 商工振興課

32 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 ＤＣＭカーマ（株） 災害救助に必要な物資の調達 H29.5.23 商工振興課

33 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）ノジマ 災害救助に必要な物資の調達 H29.5.23 商工振興課

34 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 旭産業（株） 災害救助に必要な物資の調達 H30.12.11 商工振興課

35 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）カドイケ 災害救助に必要な物資の調達 H30.12.11 商工振興課

36 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）スギ薬局 災害救助に必要な物資の調達 H30.12.11 商工振興課

37 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 （株）タカラ・エムシー 災害救助に必要な物資の調達 H30.12.11 商工振興課

物資調達



№ 協定名 相手先 内容 備考 締結日 担当課

種
別

1 災害時における飲料水の供給に関する協定 （株）TOKAI 災害が発生し、または発生する恐れがある場合に、市民
に飲料水を供給する。

R1.5.28 危機管理課

種
別

1 災害時における物資提供等の協力に関する協定 王子コンテナー（株）富士工場
災害が発生し、または発生する恐れがある場合に、避難
所内居住スペース設営用段ボール、間仕切り用段ボール
等の段ボール製品を供給する。

R2.10.8 危機管理課

2 災害時における物資提供等の協力に関する協定 （株）木村鋳造所 災害が発生し、または発生する恐れがある場合に、避難
所用のパーテーション及び床材を供給する。

R2.10.12 危機管理課

種
別

1 災害時における石油燃料の供給に関する協定
静岡県石油商業組合沼津支
部

災害時における市民生活の安全の確保に必要な燃料の
供給。

H19.8.21 資産活用課

種
別

1 静岡県立沼津城北高校のグランドの使用に関
する覚書

沼津城北高校学校長 応援消防部隊の集結地及び活動拠点地として使用 沼津城北高校グランド H8.3.25 危機管理課

2 静岡県立沼津城北高校のグランドの使用に関
する覚書に基づく承諾書

沼津城北高校 消防集結地としての使用 沼津城北高校グランド H11.11.11 危機管理課

3 東芝機械㈱愛鷹グランドの使用に関する覚書 東芝機械（株） 防災関係機関集結地としての使用
東芝機械グランド（H12自衛隊の
集結地に）

H11.11.18 危機管理課

4 緊急物資集積場使用に関する覚書 県
災害時に緊急に必要な食料及び生活必需品の荷さばき
及び輸送の拠点としての使用

愛鷹広域公園（多目的競技場、多
目的広場、野球場、スポーツ広
場、駐車場他）

H12.4.5 危機管理課

5
富士通㈱と沼津市とは富士通㈱沼津工場を自
衛隊が沼津市で活動するときの集結地及び活
動拠点地として使用することについての覚書

富士通（株）沼津工場 市の要請に基づく自衛隊の集結地及び活動拠点
野球場、サッカーグランド、テニス
コート、駐車場

H15,9.11 危機管理課

6 有限会社常盤館所有の土地使用に関する覚書 （有）常盤館
沼津市の大規模災害時集結地及び活動拠点用地を、消
防並びに防災関係機関が使用することについて確認

東京電力(株)伊豆支社との確認
書H21.9.8

H21.6.19 危機管理課

7 大規模災害における応急仮設住宅建設用地の
確保に関する覚書

（株）サンウッド
大規模災害時において、相手先所有の土地を応急仮設
住宅建設用地として提供する。

提供土地：沼津市足高字尾上
170-7及び170-8の一部

H29.1.16 住宅営繕課

8 災害時における支援協力に関する協定 IHI運搬機械（株）

市内に大規模な地震や風水害などの災害が発生した際
に、市の要請に基づき、IHI運搬機械（株）沼津工場敷地
内にある、従業員向け自走式駐車場の一部を支援物資
の受け入れ、荷さばき、保管、搬送等を行う場所として、
また、工場周辺の河川が氾濫した際に、周辺住民に対す
る一時待避所としても提供する。

IHI運搬機械（株）沼津工場敷地内
にある自走式駐車場の一部等

H30.11.22 危機管理課

9 災害時における支援協力に関する協定 三井不動産（株） 支援物資の一時集積場所等として使用する
三井ショッピングパークららぽーと
沼津の駐車場の一部

R1.10.1 危機管理課

種
別

1 静浦漁港海岸陸閘操作協定 静岡県沼津土木事務所長 静浦漁港海岸陸閘操作要領に基づいて行うものとする

閉鎖条件
①地震警戒宣言発令
②津波警報又は高潮警報発令
③緊急やむを得ないとき
④沼津土木事務所長が必要と認
めたとき

H4,3.26 水産海浜課

2 静浦漁港海岸獅子浜（国道414号）陸閘操作委
託契約書

県知事（漁港管理者の長）
静浦漁港海岸獅子浜（国道414号）陸閘操作要領により
陸閘操作

閉鎖条件
①警戒宣言発令かつ操作準備完
了した場合
②津波警報発令に伴い避難勧告
が行われた場合

H4,4.1 危機管理課

3 沼津海岸（牛臥地区海岸）陸閘操作協定 静岡県沼津土木事務所長
沼津海岸（牛臥地区海岸）陸閘操作要領に基づいて行う
ものとする

閉鎖条件
①地震警戒宣言発令
②津波警報又は高潮警報発令
③波浪警報等緊急やむを得ない
とき
④沼津土木事務所長が必要と認
め指示したとき

H5,4.1 緑地公園課

4 沼津港航路水門操作委託契約書 県 沼津港航路水門操作規則による水門操作の一部
閉鎖条件
①警戒宣言発令
②津波警報発令の場合

H16.10.1

（連絡調整）
水産海浜課
（水門操作）
危機管理課

5 井田漁港陸閘の操作に関する協定 井田自治会長 井田漁港陸閘の操作
閉鎖条件
①警戒宣言発令
②津波・高潮警報発令の場合

H25.4.1 水産海浜課

6 沼津津波・高潮ステーション　操作管理にかか
る協定書

静岡県沼津土木事務所長 沼津津波・高潮ステーションの操作 H25.7.18 危機管理課

燃料の供給

陸閘・水門操作等

場所提供

飲料水の供給

避難所用物資の供給



№ 協定名 相手先 内容 備考 締結日 担当課

種
別

1 災害時における(株)黄瀬川自動車学校の一時
使用等に関する協定

（株）黄瀬川自動車学校
ボランティアの活動拠点のため敷地と校舎の一部を開放
及び教習車以外の車両の使用。

H24.11.20 危機管理課

種
別

1 災害時における支援協力に関する協定 （株）ジョイランド

①避難者等に施設照明及びコンセント等の電力や温浴施
設（風呂及びシャワー等の給湯）の提供
②市民等の車両の一時的な避難場所としての駐車場使
用
③支援物資の一時集積場所としての駐車場使用

①ジョイランド原店「天然温泉ざぶ
～ん」
②、③ジョイランド原店敷地内駐
車場

R3.12.24 危機管理課

種
別

1 避難施設として使用することの覚書 静岡県立沼津西高等学校 避難地として屋外施設を、避難所として屋内施設を使用。 H9.4.1 危機管理課

2 避難施設として使用することの覚書 静岡県立沼津工業高等学校 避難地として屋外施設を、避難所として屋内施設を使用。 H11.4.1 危機管理課

3 避難施設として使用することの覚書 静岡県立沼津東高等学校 避難地として屋外施設を、避難所として屋内施設を使用。 H15.4.1 危機管理課

4 避難施設として使用することの覚書
学校法人加藤学園・加藤学
園高等学校

避難地として屋外施設を、避難所として屋内施設を使用。 H15.4.1 危機管理課

5 避難施設として使用することの覚書
学校法人沼津学園・飛龍高
等学校

避難地として屋外施設を、避難所として屋内施設を使用。
平成１８年１１月2４日内容一部改
正

H15.4.1 危機管理課

6 避難施設として使用することの覚書
独立行政法人国立高等専門
学校機構沼津工業高等専門
学校

避難地として屋外施設を、避難所として屋内施設を使用。
平成２４年3月27日内容一部改正
避難所に第一体育館を加える。

H18.12.27 危機管理課

7 避難施設として使用することの覚書
学校法人誠恵学院・誠恵高
等学校

避難所として屋内施設を使用。 H24.3.21 危機管理課

8 避難施設として使用することの覚書
静岡県立沼津視覚特別支援
学校

避難所として屋内施設を使用。 H24.3.30 危機管理課

9 避難施設として使用することの覚書
学校法人沼津学園・桐陽高
等学校

避難所として屋内施設を使用。 H24.3.30 危機管理課

10 避難施設として使用することの覚書
静岡県立沼津聴覚特別支援
学校

避難所として屋内施設を使用。 H24.4.2 危機管理課

11 避難施設として使用することの覚書
学校法人沼津精華学園・沼
津中央高等学校

避難所として屋内施設を使用。 H24.7.20 危機管理課

12 災害時等における施設利用の協力に関する協
定書

公益財団法人沼津市振興公
社

災害時、沼津市民文化センターを救護所として使用する
際の、物資・資器材の備蓄スペースの確保及び救護所開
設に協力する。

H30.4.1 文化振興課

13 災害時における帰宅困難者の受入れ等に関す
る協定書

静岡県
プラサヴェルデ運営共同事業
体

沼津市内の帰宅困難者が安全に滞在するため、一時滞
在施設として使用し、必要な支援を行うことを目的として、
受入れ及び支援の実施に関し必要な事項を定める。

プラサヴェルデ会議場施設 R2.3.19 危機管理課

14 災害時における支援協力に関する協定 沼津信用金庫 周辺住民等に対する一時避難場所として使用する 沼津信用金庫の店舗のロビー等 R2.3.23 危機管理課

種
別

1 災害時における宿泊施設等の提供に関する協
定書

伊豆戸田温泉民宿組合
災害時において、要配慮者等に対し、宿泊、入浴及び食
事などのサービスを提供する。

H26.12.18 危機管理課

2 災害時における宿泊施設等の提供に関する協
定書

井田民宿組合
災害時において、要配慮者等に対し、宿泊、入浴及び食
事などのサービスを提供する。

H26.12.18 危機管理課

3 災害時における宿泊施設等の提供に関する協
定書

沼津ホテル旅館協同組合
災害時において、要配慮者等に対し、宿泊、入浴及び食
事などのサービスを提供する。

H26.12.18 危機管理課

4 災害時における宿泊施設等の提供に関する協
定書

奥駿河沼津民宿協会
災害時において、要配慮者等に対し、宿泊、入浴及び食
事などのサービスを提供する。

H26.12.18 危機管理課

5 災害時における宿泊施設等の提供に関する協
定書

戸田温泉旅館組合
災害時において、要配慮者等に対し、宿泊、入浴及び食
事などのサービスを提供する。

H26.12.18 危機管理課

6 災害時における宿泊施設等の提供に関する協
定書

沼津三津大瀬旅館組合
災害時において、要配慮者等に対し、宿泊、入浴及び食
事などのサービスを提供する。

H26.12.18 危機管理課

7 災害時における宿泊施設等の提供に関する協
定書

伊豆長岡温泉旅館協同組合
災害時において、要配慮者等に対し、宿泊、入浴及び食
事などのサービスを提供する。

H27.7.13 危機管理課

8 災害時における旅行者の受入れ等に関する協
定書

沼津ホテル旅館協同組合
災害時において、帰宅困難者に対し、客室、ロビー等の
安全に滞在することができる場所を提供する。

R1.7.17 危機管理課

宿泊施設の提供

避難施設

場所・車両提供

場所・温浴施設の提供



№ 協定名 相手先 内容 備考 締結日 担当課

種
別

1 災害時相談業務等に関する沼津市と静岡県弁
護士会との協定書

静岡県弁護士会
災害時において、被災者に対して行う被災者法律相談を
実施。

H25.3.21 生活安心課

2 大規模災害時における被災者支援協力に関す
る協定書

静岡県行政書士会
災害時において、被災者が官公署に提出する申請書類
の作成及び提出手続きの代理等を実施。

H25.12.24 生活安心課

3 大規模災害時における被災者支援協力に関す
る協定書

静岡県司法書士会
災害時において、被災者が官公署に提出する申請書類
の作成及び提出手続きの代理等を実施。

H26.2.27 生活安心課

種
別

1 非常時における飲料供給に関する覚書 ダイドードリンコ（株）
災害時、沼津市民体育館に設置の自動販売機機内在庫
の製品を被災者に対して無償提供する。

H30.6.22に締結更新 H25.4.24 ウィズスポーツ課

2 非常時における飲料供給に関する覚書 ダイドードリンコ（株）
災害時、沼津市大岡市民運動場に設置の自動販売機機
内在庫の製品を被災者に対して無償提供する。

H30.6.22 ウィズスポーツ課

3 災害時における救援物資提供に関する協定書
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパ
ン（株）

災害時、沼津市民文化センターに設置の自動販売機機
内在庫の製品を被災者に対して無償提供する。

H30.8.20 文化振興課

4 非常時における飲料供給に関する覚書
ダイドービバレッジサービス
（株）

災害時、沼津市役所地下１階に設置の自動販売機機内
在庫の製品を被災者に対して無償提供する。

R3.2.26 資産活用課

5 災害時における救援物資提供に関する協定書
コカ・コーラ イースト ジャパン
（株）

災害時、沼津市保健センター本館１階に設置の自動販売
機機内在庫の製品を被災者に対して無償提供する。

H29.4.1 健康づくり課

6 災害時における救援物資提供に関する協定書 （株）ジャパンビバレッジ
災害時、沼津市立図書館４階に設置の自動販売機機内
在庫の製品を被災者に対して無償提供する。

H30.11.26 市立図書館

7 災害時における救援物資提供に関する協定書
ダイドービバレッジサービス
（株）

災害時、沼津市民文化センターに設置の自動販売機内
在庫の製品を被災者に対して無償提供する。

H30.8.28 文化振興課

8 災害時における救援物資提供に関する協定書
（株）パブリック・ベンディング・
サービス

災害時、沼津市民文化センターに設置の自動販売機機
内在庫の製品を被災者に対して無償提供する。

H30.10.23 文化振興課

9 災害時における救援物資提供に関する協定書
ダイドービバレッジサービス
（株）

災害時、沼津市立図書館１階に設置の自動販売機機内
在庫の製品を被災者に対して無償提供する。

R3.2.24 市立図書館

10 災害時における救援物資提供に関する協定書
コカ・コーラ　ボトラーズジャパ
ン（株）

災害時、ぬまづ健康福祉プラザに設置の自動販売機機
内在庫の製品を被災者に対して無償提供する。

R3.7.1 社会福祉課

相談業務

救援物資の提供


