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部 課

全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
資機材、物資及び施設の提供や人的・
物的支援など

全都道府県
H30.11.9

（前回締結
H24.5.18）

近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定
食料、飲料水及び生活必需品の提供、
資機材及び物資の提供など

近畿２府７県
（２府４県＋福井、三重、徳島）
＋広域連合

H24.10.25
（前回締結
H18.4.26）

関西広域連合と鳥取県との危機発生時の相互応援に関する覚書 応急活動の実施 鳥取県 H24.10.25

関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定
食料、飲料水、生活必需物資及びその
供給に必要な資機材の提供等

九州地方知事会 H23.10.31

関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定
食料、飲料水、生活必需物資及びその
供給に必要な資機材の提供等

九都県市 H26.3.6

関西広域連合と中国地方知事会との災害時の相互応援に関する協定書
人的・物的支援、施設若しくは業務の
提供等

中国地方知事会 H29.6.5

関西広域連合と四国知事会との災害時の相互応援に関する協定
食料、飲料水、生活必需物資及びその
供給に必要な資機材の提供等

四国知事会 H29.6.6

岡山県 H8.5.31
鳥取県 H8.5.31
新潟県 H17.10.23

災害時における帰宅困難者支援に対する支援に関する協定書 帰宅困難者に対する支援
コンビニエンスストア、
外食事業者26事業者　※１

R4.9.23
（前回締結
R3.9.23）

船舶による災害時の輸送等に関する協定書 被災者・物資・要員等の輸送
近畿旅客船協会
神戸旅客船協会

H25.3.27

復興まちづくりの支援に関する協定書 まちづくりの専門相談等 阪神・淡路まちづくり支援機構 H25.3.29

危機発生時の支援協力に関する協定 被災者の収容、飲料水の提供等
一般社団法人　関西ゴルフ連盟
徳島県ゴルフ協会

H25.8.29

災害時におけるボランティア支援に関する協定書 ボランティアへの支援
ライオンズクラブ国際協会335複合
地区

H27.5.17

原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する協定
原子力災害時の汚染スクリーニング等
への協力

近畿２府８県放射線技師会、日本診
療放射線技師会

H27.8.17

大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定
民間賃貸住宅の被災者への提供等の協
力

近畿２府８県宅建業協会、全日本不
動産協会近畿２府８県本部、全国賃
貸住宅経営者協会連合会、日本賃貸
住宅管理協会

H27.8.17

大規模広域災害時におけるバスによる緊急輸送に関する協定 バスによる緊急輸送への協力 近畿２府８県バス協会 H27.12.2

災害時における被災地支援に関する協定書
物的・人的支援、ボランティア活動へ
の資機材提供等

(公社)日本青年会議所近畿地区協議
会

H29.7.19
（前回締結
H28.8.28）

安定ヨウ素剤の貸与に関する覚書 原子力災害時の安定ヨウ素剤の貸与 関西電力(株) H28.9.21

大規模広域災害時におけるフォークリフトの提供に関する協定
物資拠点等へのフォークリフトの提供
等

トヨタL&F近畿株式会社、トヨタL&F
兵庫株式会社、トヨタL&F奈良株式
会社、トヨタL&F和歌山株式会社、
トヨタL&F岡山株式会社、トヨタL&F
徳島株式会社

R2.3.19

大規模広域災害における連携・協力に関する協定
情報共有体制の構築、道路啓開及びラ
イフライン設備の復旧事業の協力等

西日本電信電話(株)
関西電力(株)
大阪ガス(株)

R2.3.26

災害時における愛玩動物への救護活動に関する協定
大規模広域災害発生時に愛玩動物への
救護活動等を円滑に実施する体制の構
築

近畿地区連合獣医師会 R4.3.24

防災支援課
(災害対策課
と共同)

災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定 ヘリコプターの運航

民間航空事業者６社　朝日航洋
(株),中日本航空(株),四国航空
(株),アカギヘリコプター(株),東邦
航空(株),学校法人ヒラタ学園

H25.3.5
(前回締結

H21.2.23）

大規模災害時における救援物資の提供及び調達に関する協定
平常時、救援物資の無償提供
災害時の救援物資供給

プロクター・アンド・ギャンブル・
ジャパン㈱（P&G)

H25.2.25

災害時における応急対策用物資の供給等に関する協定 応急対策用物資の供給等

ホームセンター６社　コーナン商事
(株),(株)コメリ,(株)ジュンテン
ドー,ダイキ(株),(株)ナフコ,(株)
ホームセンターアグロ

H19.1.12

NHK神戸放送局,(株)ラジオ関西,
(株)サンテレビジョン,
兵庫エフエム放送(株)

S53.4.1～
H3.4.1

(株)毎日放送,朝日放送(株),関西テ
レビ放送(株),讀賣テレビ放送(株),
大阪放送(株)(ﾗｼﾞｵ大阪)

H8.6.14

(株)FM802 H24.4.1
緊急警報放送の要請に関する覚書 緊急警報放送の要請 NHK神戸放送局 S60.9.1
防災情報の提供と放送に関する覚書 防災情報の放送実施 (株)ラジオ関西 H13.4.1

災害時等における報道要請に関する協定 報道要請

新聞通信社１０社　神戸新聞社,朝
日新聞社神戸総局,讀賣新聞社神戸
総局,毎日新聞神戸支局,産経新聞神
戸総局,日本経済新聞社神戸支社,日
刊工業新聞社神戸支局,時事通信社
神戸総局,共同通信社神戸支局,日本
工業新聞社神戸総局(ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｱｲ)

H9.5.15

災害救助に必要な食料の調達に関する協定 弁当、おにぎりの供給

弁当給食業者１０社　(株)いだかﾌｰ
ﾄﾞｻｰﾋﾞｽ,(株)淡路屋,三木給食協同
組合,(株)中央食品,まねき食品
(株),山陽給食(株),(株)神崎ﾌｰﾄﾞ,
ブンセン(株),(株)健食ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ,ﾕﾆ
ﾄﾋﾟｱささやま

H17.9.15

災害救助に必要な食料等の調達に関する協定 食料品、日用品等の調達
コンビニ４社　(株)ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ,(株)ﾛｰｿﾝ,(株)ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ,(株)ﾃﾞ
ｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ

H17.11.1～
H18.7.1

災害時における災害救助犬の出動に関する協定 災害救助犬の出動 認定NPO法人　日本レスキュー協会 H11.11.10
災害時における物資等の輸送に関する協定 緊急・救援物資等輸送応援 (一社)兵庫県トラック協会 H10.9.1
災害時における物資の緊急輸送及び物資受入・配送拠点の運営等に関する協
定書

緊急・救援物資等輸送応援 ヤマト運輸(株)関西支社 H29.2.15

災害時における応急対策用物資の供給等に関する協定 応急対策用物資の供給等 西日本段ボール工業組合 H29.8.30

災害時における応急対策用物資の供給等に関する協定 応急対策用物資の供給等
(特非)ボランタリー･アーキテク
ツ・ネットワーク

H30.11.27

船舶による輸送等災害応急対策に関する協定書 海上における緊急輸送
(一社)日本ﾏﾘｰﾅ･ﾋﾞｰﾁ協会兵庫県支
部

H21.1.15

災害時におけるクレーン等の供給に関する協定 クレーン等の供給 全国クレーン建設業協会兵庫支部 H27.9.29
災害時における被災建築物の解体撤去等に関する協定 被災建築物の解体撤去等 兵庫県解体工事業協会 H27.9.29
災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書 重要施設への燃料供給 石油連盟 H28.7.15

(公財)高輝度光科学研究センター H15.1.23
(公社)県放射線技師会 H20.9.19

兵庫県及び市町相互間の災害時相互応援に関する協定
資機材、物資及び施設の提供や人的・
物的支援など

兵庫県内４１市町 H18.11.1

災害時における救援物資の保管等に関する協定
救援物資の保管等の助言を行う専門家
の派遣

県倉庫協会 H25.1.17

放送要請

名　　称

緊急時モニタリングの実施等における協力に関する協定

食料、飲料水、生活必需物資及びその
供給に必要な資機材の提供等

（予１－１－１）協　定　締　結　状　況

災害時における放送要請に関する協定

災害時の相互応援に関する協定

内　　容  締結年月日
担当課等

（令和４年６月１日現在）

締結相手方

緊急時モニタリングの実施等

防災支援課

災害対策課

災害対策課

危機管理部

危機管理部

＊一覧には、関西広域連合として締結した協定を含む

Administrator
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部 課
名　　称 内　　容  締結年月日

担当課等
締結相手方

災害に係る情報発信等に関する協定 情報発信の協力 ヤフー株式会社 H30.5.24
消防保安課 災害時等における消防用水の確保に関する協定 災害発生時の消防用水供給 大阪広域生コンクリート協同組合 R2.11.16

総務部 市町振興課 大規模災害時における被災者支援協力に関する協定書
兵庫県内に大規模災害が発生した場合
の、県の要請による、無料相談窓口設
置や被災市町への行政書士派遣等

兵庫県行政書士会 H28.8.18

情報政策課 災害時における臨時災害放送局開設に関する協定 臨時災害放送局開設に係る手続き等 ㈱NHKアイテック H25.3.27

兵庫県とイオン株式会社との連携と協力に関する協定
食料品や衣料品、医薬品等の調達協
力、避難場所やトイレの提供、

イオン株式会社 H24.2.15

兵庫県と西日本高速道路株式会社との連携と協力
に関する協定

食料品や衣料品、医薬品等の調達協力 西日本高速道路(株) H24.3.16

兵庫県と大塚製薬株式会社との連携と協力に関する協定 先遣隊への栄養補助食品等の提供協力 大塚製薬株式会社 H28.10.31

兵庫県とヤマト運輸株式会社との連携と協力に関する協定
災害時における物資の緊急輸送及び物
資拠点の運営

ヤマト運輸(株) H29.11.30

兵庫県と住友大阪セメント株式会社との連携と協力に関する協定
大規模災害時におけるセメント関連製
品等の資材調達

住友大阪セメント株式会社 R3.11.16

兵庫県とアース製薬株式会社との連携と協力に関する協定
災害時における被災者の衛生環境確保
のための用品提供

アース製薬株式会社 R3.12.23

兵庫県とコニカミノルタ株式会社との連携と協力に関する協定
災害発生時における業務の最適化やIoT
デバイスの利活用支援

コニカミノルタ株式会社 R4.3.29

災害時を想定した相互協力に関する協定
被災地において活動するボランティア
に対する支援等

日本青年会議所近畿地区兵庫ブロッ
ク協議会

H26.9.14

災害ボランティアの宿泊支援に関する協定
県内での大規模災害時に災害ボラン
ティアへの宿泊場所の提供・割引

兵庫県旅館ホテル生活衛生同業組合 H28.3.31

災害時におけるボランティア支援に関する協定書
被災地において活動するボランティア
に対する支援等

ライオンズクラブ国際協会335－A地
区

H28.4.24

災害時におけるボランティア支援に関する協定書
被災地において活動するボランティア
に対する支援等

ライオンズクラブ国際協会335－D地
区

H28.6.6

生活安全課 緊急時における応急生活物資供給等に関する協定書
応急生活物資の供給、医療救護活動へ
の協力等

兵庫県生活協同組合連合会 H20.1.12

ユニバーサル推進課 災害時における障害福祉施設の応援・協力に関する基本協定
職員等の派遣、利用者の避難、障害者
の一時受け入れ、救援物資の輸送等に
関する調整

（一社）兵庫県知的障害者施設協会
兵庫県身体障害者支援施設協議会

H26.5.27

障害福祉課 兵庫県こころのケアチーム「ひょうごＤＰＡＴ」の出動等に関する協定 ＤＰＡＴの派遣

（一社）兵庫県精神科病院協会、兵
庫県立ひょうごこころの医療セン
ター、兵庫県淡路医療センター、公
立豊岡病院、兵庫医科大学病院、神
戸大学医学部附属病院、神戸市

H26.12.19
H30.7.1

児童課 災害時における児童福祉施設の応援・協力に関する基本協定書
職員等の派遣、入所児童の避難、在宅
要保護児童の一時受け入れ、救援物資
の輸送等に関する調整

(一社）兵庫県児童養護連絡協議
会、兵庫県乳児院連盟

H28.8.1

災害時における棺及び葬祭用品の供給、
遺体の搬送等の協力に関する協定

棺及び葬祭用品の供給や作業等
遺体安置施設の提供や遺体の搬送

兵庫県葬祭事業協同組合連合会、
全日本葬祭業協同組合連合会

H24.11.8

災害時における遺体の搬送等の協力に関する協定 遺体の搬送 (一社)全国霊柩自動車協会 H24.11.8

災害時における支援に関する協定 入浴施設及び食事等の提供 兵庫県生活衛生同業組合連絡協議会 H27.1.13

災害時における棺及び葬祭用品の供給、遺体の搬送等の協力に関する協定
棺及び葬祭用品の供給並びに作業等
遺体安置施設等の提供、遺体の搬送

(一社)全日本冠婚葬祭互助協会 H31.1.18

災害時の医療救護についての協定 の派遣 (一社)兵庫県医師会 H2.8.18
災害時におけるボランティア活動に関する覚書 応急救護の実施 (公社)兵庫県柔道整復師会 H9.10.21
災害時の医療救護活動に関する協定書 医療救護班の派遣 (独)労働者健康福祉機構 H9.11.28

兵庫DMATの出動に関する協定 兵庫DMATの派遣
公立病院、民間病院等　１７病院
※２

H21.4.1～
H4.5.1

災害等発生時の広域医療搬送拠点臨時医療施設（SCU)の運用に関する協定 SCUの運用
関西エアポート神戸株式会社、
神戸市

H30.3.26

広域医療搬送拠点臨時医療施設（SCU)の運用に関する協定 SCUの運用
但馬空港ターミナル株式会社。
兵庫県（但馬空港所有者として）

H28.1.4

災害時における医療救護活動に関する協定書 災害支援班の派遣 (公社)兵庫県柔道整復師会 R2.9.1
災害時等における医療機器の供給に関する協定 緊急用医療機器の供給 兵庫県医療機器協会 H19.1.16
災害時における医療用ガス等の供給に関する協定 医療用ガス等の供給 (一社)日本産業・医療ガス協会兵庫県支部 H19.1.16

健康増進課 災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書
避難所及び仮設住宅等の健康対策のう
ち巡回栄養相談等にかかる協力

（公社）兵庫県栄養士会 H29.5.22

災害時における生活必需物資の供給に関する協定書
生理用品、大人用おむつ、紙おむつ、
ほ乳瓶の供給

兵庫県医薬品卸業協会 H8.11.22

災害時における生活必需物資の供給に関する協定書 毛布の供給 日本毛布工業組合 H8.6.11
災害時における生活必需物資の供給に関する協定書 ポリタンクの供給 (一社)西日本ﾌﾟﾗｽﾃｯｸ製品工業協会 H8.11.26

災害時における生活必需物資の供給に関する協定書
トイレットペーパー、生理用品、大人
用紙おむつの供給

関西家庭紙同業会 H24.3.27

地域経済課 災害時の支援等における相互協力に関する協定 石油燃料等の供給他 兵庫県石油商業組合 H20.5.12

災害救助に必要な米穀の調達に関する協定 米穀の調達

米穀販売事業者９社　(株)ヒョウベ
イ、淡路米穀(株)、(株)トウバン、
西播米穀(株)、(株)神明ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞ、阪神米穀(株)、伊丹産業(株)、
但馬米穀(株)、全農ﾊﾟｰﾙﾗｲｽ西日本
(株)

H8.3.29～
H13.6.1

災害救助に必要な食料の調達に関する協定書
パン、育児粉乳、調理缶詰、レトルト
食品、ハム、ソーセージ、即席麺、漬
物、味噌、醤油、ビスケット等の調達

製造業者、販売業者３０社　※３
H8.4.1～
H23.4.6

災害時における飲料の提供・調達に関する協定 アサヒ飲料(株)明石工場 H18.10.2
災害救助に必要な食料の調達に関する協定 キンキサイン(株) H17.7.21
災害時における飲料の提供・調達に関する協定 ダイドードリンコ(株)西日本第一営業部 H19.4.27

(災害対策課と共同) 災害時における飲料の提供・調達に関する協定書 コカ・コーラボトラーズジャパン(株) H18.3.9

(生活衛生課と共同) 災害時における食料等の提供・調達に関する協定書
飲料、粉末コーヒー、菓子類、ヘルス
ケア食品、ペットフードの調達

ネスレ日本(株) R1.7.31

兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定
災害廃棄物処理に必要な資機材等の提
供や職員の派遣など

兵庫県内４１市町、
兵庫県内関係事務組合

H17.9.1

災害時の廃棄物処理に関する応援協定
災害廃棄物処理に必要な資機材等の提
供や人員の派遣など

(一社)兵庫県水質保全センター、
(一社)兵庫県産業資源循環協会、
神戸市安全協力会、
兵庫県環境整備事業協同組合、
(一社)日本建設業連合会関西支部、
兵庫県環境事業商工組合

H17.9.1～
H26.12.25

飲料の調達

薬務課

環境整備課

県民生活課

地域産業立地課

医務課

産業労働部

生活衛生課

県民生活部

企画部

福祉部

保健医療部

地域振興課

環境部

農林水産部

流通戦略課

＊一覧には、関西広域連合として締結した協定を含む
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部 課
名　　称 内　　容  締結年月日

担当課等
締結相手方

水大気課 災害時における空調機器の応急対策に関する協定 可搬式空調機器の設置など 兵庫県冷凍空調設備工業会 R2.6.30
災害時の応援に関する申し合わせ 被害情報の収集、災害応急復旧等 国、近畿２府４県＋福井県 H17.6.14

災害時における調査等の相互協力に関する協定
災害時の被災状況の調査や復旧・復興
に向けた技術的提言

(公社)土木学会関西支部 H27.5.13

災害時等における交通誘導業務に関する基本協定
災害時等において実施する交通誘導業
務

(一社）兵庫県警備業協会 H28.8.5

災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定書
災害時における災害応急対策業務及び
建設資機材調達

国、近畿２府５県,関係市・団体
※４

H29.2.20

災害時等における相互協力に関する協定 西日本高速道路(株)関西支社 H22.1.13
災害時等における相互協力に関する協定 本州四国連絡高速道路(株) H22.12.21
災害時等における相互協力に関する協定 阪神高速道路(株) H22.12.21
災害時における被害状況調査の応援協力に関する基本協定 初期対応における測量・設計 (一社)兵庫県測量設計業協会本部 H24.3.6
災害時における応急対策業務に関する協定 激甚災害時の二次災害の防止 兵庫県安全協力会 H18.1.17
災害時における兵庫県県土整備部及び兵庫県道路公社所管施設等の緊急災害
応急対策調査・設計業務に関する協定

緊急的な応急対策調査・設計
(一社)建設コンサルタンツ協会近畿
支部、兵庫県道路公社

H18.3.29

災害時における兵庫県県土整備部所管施設の緊急災害応急業務に関する協定 緊急的な応急対策調査
(一社)全国地質調査業協会連合会関
西地質調査業協会

H24.10.1

契約管理課
(災害対策課と共同)

災害時の緊急対応への協力に関する協定 災害復旧事業等の迅速な用地確保
(公社)兵庫県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会

H24.3.30

災害時の緊急対応への協力に関する協定 災害復旧事業等の迅速な用地確保
（一社）兵庫県公共嘱託登記司法書
士協会

H24.3.30

災害時における災害応急対策業務に関する協定
大規模災害時における災害応急対策業
務に伴う車両の移動

兵庫県自動車修理業・レッカー事業
協同組合、(一社）日本自動車連盟
兵庫支部

H27.8.12
H27.8.20

災害時における道路啓開や電気設備等の復旧に係る相互連携・協力に関する覚書
大規模災害時における災害応急対策業
務に伴う道路啓開

関西電力送配電（株） R3.11.30

砂防課 土砂災害時における緊急点検調査に関する協定
災害の状況把握や砂防関係施設の臨時
点検等への協力

NPO法人 兵庫県砂防ボランティア協
会

R1.6.3

下水道課 下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ 下水道災害時応援
近畿２府７県（２府４県＋福井、三
重、徳島）、関係市・団体　※５

H16.4.1

港湾課 災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する包括的協定書
災害に伴う被害の拡大防止及び被災施
設の早期復旧

国、２府１県２市、11関係団体
R3.3.26

(H28.2.19)
(一社)ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築協会 H9.1.4
(一社)全国木造建設事業協会 H29.3.16
(一社)日本木造住宅産業協会 R4.1.7

災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書 臨時住宅相談窓口の設置等 住宅金融支援機構近畿支店 H16.1.16
災害時における協力に関する協定 職員派遣、用地・住宅の提供等 (独)都市再生機構西日本支社(ＵＲ) H23.1.14

大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定
災害時に民間賃貸住宅の被災者への提
供等への協力

①神戸市、②兵庫県宅地建物取引業
協会、②全日本不動産協会兵庫県本
部、②全国賃貸住宅経営者協会連合
会、②日本賃貸住宅管理協会兵庫県
支部

H31.3.28

災害時における機能復旧対策業務応援に関する協定
県有施設の空調設備・衛生設備等の機
能復旧

(一社)兵庫県空調衛生工業協会、
(社)兵庫県管工事業協同組合連合会

H18.12.1

災害時における機能復旧対策業務応援に関する協定 県有施設の電気設備等の機能復旧
(一社)兵庫県電業協会、兵電協同組
合、兵庫県電気工事工業組合

H18.12.1～
H21.12.18

兵庫県水道災害相互応援に関する協定 応急給水・復旧、資機材の拠出等
兵庫県内４１市町,兵庫県内関係水
道企業団,日本水道協会兵庫県支部,
兵庫県簡易水道協会

H10.3.16

近畿２府４県内の工業用水道事業者の震災時等の相互応援に関する覚書 職員の派遣、資機材の提供等
福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、和
歌山の２府４県、地方公共団体が営
む工業用水事業者

H31.4.1

近畿２府５県の府県営及び大規模水道用水供給事業者の震災時等の
相互応援に関する覚書

職員の派遣、資機材の提供等
福井、三重、滋賀、京都、大阪、兵
庫、奈良の２府５県営及び大規模水
道用水供給事業者

R2.3.31

災害発生時における日本水道協会関西地方支部の相互応援に関する協定 応急給水・復旧、資機材の拠出等 日本水道協会関西地方支部会員 H9.7.10

企画課 兵庫県自治体病院開設者協議会災害初動時相互応援協力に関する協定
医療救護チーム派遣、患者受入れ､医師
等の応急医薬品等の提供等

兵庫県自治体病院開設者協議会に属
する公立病院

H8.1.16

尼崎総合医
療センター

姉妹病院提携に関する協定 災害等緊急時の優先的相互支援 公立豊岡病院 H24.12.12

西宮病院 H25.12.6
加古川医療
センター

H22.11.1

丹波医療セ
ンター

日清医療食品（株） R1.7.1

こども病院 (株)ニチダン R1.10.1
がんセンター 朝日給食(株) H31.3.31
姫路循環器
病センター

(株)日米クック H27.8.7

加古川医療
センター

災害等における緊急時相互支援
給食提供が困難となった場合の支援要
請に応ずる物的、人的支援

加古川,髙砂,加古郡給食施設協議会
(緊急時相互支援ﾏﾆｭｱﾙで規定)

H24.3.15

各健康福祉事務所単位に設置された各地域の給食協議会での相互支援体制の
利用

災害発生時の相互支援
丹波市給食施設協議会（相互支援マ
ニュアルで規定）

H9.12.15

災害時における飲料水の供給に関する協定書 災害時における飲料水の優先供給 丹波市 R2.1.1
各健康福祉事務所単位に設置された各地域の給食協議会での相互支援体制の
利用

一部の特別食など代替給食で対応でき
ない患者給食の提供

淡路圏域内の給食施設等
（相互支援マニュアルで規定）

H15.3

淡路島牛乳(株) R1.10.1
淡路米穀(株) R1.10.1
マルハ物産(株) R1.10.1
日清医療食品（株） R2.7.1
(株)RCフードサービス R1.11.1

災害救助に必要な食料及び飲料水の調達に関する協定 患者食等の食料及び飲料水の供給 (株)住吉屋 R1.10.1
災害時等における相互協力に関する協定 ガスの早期復旧、ガスの臨時供給等 洲本瓦斯（株） R1.12.10
災害時等における石油類燃料の供給に関する協定 石油燃料等の優先供給等 兵庫県石油商業組合　淡路支部 R2.2.1

こども病院 日本小児総合医療施設協議会における広域災害時総合支援に関する協定書 診療支援 日本小児総合医療施設協議会 H29.4.1

各健康福祉事務所単位に設置された各地域の給食協議会での相互支援体制の
利用

災害発生時の相互支援
明石給食施設協議会
（相互支援マニュアルで規定）

H10.5.28

緊急時における給食（弁当）業務代行保証に関する契約 患者食の給食業務代行 京都ケータリング（株） R3.3.1

災害時における食料・飲料水等の支援協力に関する協定 医療スタッフへの食料・飲料水の供給 マックスバリュ西日本(株) R1.8.30

災害時の支援活動等における相互協力に関する協定 石油燃料等の優先供給等 兵庫県石油商業組合 姫路支部 R1.9.26
粒子線医療
センター

災害時における相互応援に関する協定
必要な職員の派遣、必需物資の提供、
被災者の一時的な受け入れ等

播磨科学公園都市内
(医療健康福祉ゾーン)設置４施設

H25.9.1

武力攻撃事態等及び緊急対処事態における避難所利用に関する協定書
武力攻撃事態等及び緊急対処事態が発
生した場合に、避難所として使用

猪名川町 R4.3.29

災害時における施設使用に関する協定書
大規模災害等が発生した場合に、災害
警備本部として使用

兵庫県飾磨警察署 R1.12.3

(株)光洋

住宅政策課

水道課

(一社)兵庫県建設業協会 H9.1.13

用地課

道路保全課

災害応急対策業務の応援

患者食等の代替給食の供給災害時等における代替給食に関する業務提携

応急仮設住宅の建設

被災地の応急対策・復旧業務の実施及
び道路利用者の安全確保に係る相互協
力

災害時における応急対策業務に関する協定

患者食等の食料の供給

丹波医療セ
ンター

がんセンター

姫路循環器
病センター

災害救助に必要な食料の調達に関する協定

企業庁

設備課

病院局

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定

技術企画課

土木部

道路企画課

契約管理課

教育委員会 体育保健課

淡路医療セ
ンター

まちづくり部

公営住宅課

＊一覧には、関西広域連合として締結した協定を含む
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※１　災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定の締結先

締結相手方

1 味の民芸ﾌｰﾄﾞサービス株式会社

2 株式会社壱番屋

3 株式会社イデアプラス

4 株式会社オートバックスセブン

5 株式会社サガミチェーン

6 サトフードサービス株式会社

7 株式会社スギ薬局

8 株式会社ストロベリーコーンズ

9 株式会社セブン－イレブン・ジャパン

10 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ

11 株式会社第一興商

12 株式会社ダスキン

13 チムニー株式会社

14 株式会社ファミリーマート

15 株式会社ポプラ

16 ミニストップ株式会社

17 株式会社モスフードサービス

18 山崎製パン株式会社

19 株式会社ユタカファーマシー

20 株式会社吉野家

21 ロイヤルホールディングス株式会社

22 株式会社ローソン

23 ワタミ株式会社

24 損害保険ジャパン株式会社

25 AIRオートクラブ

26 ケアパートナー株式会社
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※２　兵庫DMATの出動に関する協定締結先

締結相手方 締結年月日

1 日本赤十字社兵庫県支部 H21.4.1

2 兵庫県災害医療センター H21.4.1

3 神戸市立医療センター中央市民病院 H21.4.1

4 神戸大学医学部附属病院 H21.4.1

5 兵庫県立尼崎総合医療センター H27.7.1

6 兵庫県立西宮病院 H24.1.29

7 兵庫医科大学病院 H21.4.1

8 宝塚市立病院 H25.1.27

9 兵庫県立加古川医療センター H21.4.1

10 西脇市立西脇病院 H21.4.1

11 国立病院機構姫路医療センター H22.4.1

12 兵庫県立はりま姫路総合医療センター R4.5.1

13 製鉄記念広畑病院 H25.6.22

14 赤穂市民病院 H21.4.1

15 公立豊岡病院 H21.4.1

16 公立八鹿病院 H25.6.1

17 兵庫県立淡路医療センター H21.4.1

18 兵庫県立丹波医療センター H21.4.1

Administrator
18



※３　災害救助に必要な食料の調達に関する協定締結先

締結相手方 締結年月日 物資の種類

1 ﾋﾞｰﾝｽﾀｰｸ・ｽﾉｰ㈱西日本統括支店 H15.4.24

2 森永乳業㈱西日本支店 H8.7.25

3 ヒガシマル醤油㈱ H8.7.15

4 日本丸天醤油㈱ H8.7.12

5 盛田㈱（旧：忠勇㈱） H12.5.1

6 (有)六甲味噌製造所 H8.7.24 味噌

7 東海漬物㈱大阪支店 H8.7.13

8 フジッコ㈱ H8.7.11

9 イトメン㈱ H8.7.18

10 日清食品ホールディングス㈱ H8.7.16

11 エースコック㈱ H8.4.1

12 東洋水産㈱関西事業部 H8.7.12

13 エスビー食品㈱ H8.7.15

14 大塚食品㈱大阪支店 H8.10.24

15 ㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ食品関西支社 H8.7.11
ﾚﾄﾙﾄ食品、
調理缶詰、ﾊ
ﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ

16 エム・シーシー食品㈱ H8.10.31

17 キューピー㈱大阪支店 H8.10.3

18 日本水産㈱大阪支社 H8.7.17

19 伊藤ハム㈱ H8.11.26

20 プリマハム㈱西日本支社 H8.7.10

21 日本ハム㈱ H8.8.10

22 ㈱明治 大阪工場 H8.12.12

23 江崎グリコ㈱ H8.7.12

24 前田クラッカー㈱ H8.7.17

25 山崎製パン㈱ H8.7.18

26 敷島製パン㈱ H8.7.26

27 フジパン㈱ H8.8.12

28 ㈱神戸屋 H8.11.21

29 第一屋製パン㈱ H8.7.16

30 兵庫県パン協同組合 H28.4.1

ﾊﾑ
ｿｰｾｰｼﾞ

ビスケット

パン

育児用
調製粉乳

醤油

漬物
調理食品

即席めん

レトルト
食品

調理缶詰
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※４　災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定締結先

締結相手方

近畿地方整備局

近畿２府５県

４政令指定市

水資源機構関西・吉野川支社

NEXCO中名古屋・金沢支社

NEXCO西関西支社

阪神高速

本四高速

(一社)日本建設業連合会関西支部

※５　下水道事業災害時近畿ブロック応援に関する申し合わせ

締結相手方

近畿２府７県
（２府４県＋福井、三重、徳島）

国土交通省

大阪、京都、神戸、堺、福井、大津、福知山、
姫路、奈良、和歌山、津、徳島の各市

日本下水道事業団

(公社)日本下水道協会

(公社)全国上下水道コンサルタント協会

(一社)日本下水道施設業協会

(公社)日本下水道管路管理業協会

(一社)日本下水道施設管理業協会

全国管工事業協同組合連合会
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