
災害時における応援協定一覧（民間企業等） 令和4年2月1日現在

№ 協定名 相手方 協定の概要 協定締結日

1
日立市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協
定

日立市医師会 災害時の医療救護活動 昭和59年3月28日

2 災害時における生活必需物資の供給協力等に関する協定 生活協同組合パルシステム茨城栃木 飲食物、生活必需品の優先供給 平成8年6月20日

3 災害応急復旧工事に関する協定 日立市建設業協会 災害時の応急復旧工事 平成12年7月31日

4 災害救助に必要な物資の調達に関する協定 いばらきコープ生活協同組合 飲食物、生活必需品の優先供給
平成13年6月27日
(十王町からの承継)

5 災害時における救援物資の提供に関する協定 コカ・コーラボトラーズジャパン（株） 飲料水の優先供給 平成18年4月28日

6 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）サンユーストアー 飲食物、生活必需品の優先供給 平成19年3月26日

7 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 砂川産業（株） 生活必需品の優先供給 平成19年3月26日

8 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）カスミ 飲食物、生活必需品の優先供給 平成19年4月9日

9 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）カワチ薬品 飲食物、生活必需品の優先供給 平成19年4月9日

10 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）セイブ 飲食物、生活必需品の優先供給 平成19年4月9日

11 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）マルトグループホールディングス 飲食物、生活必需品の優先供給 平成19年4月9日

12 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）カインズ 生活必需品の優先供給 平成19年4月9日

13 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）かわねや 飲食物、生活必需品の優先供給 平成19年4月9日

14 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）ベイシア 飲食物、生活必需品の優先供給 平成19年5月10日

15 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）エコス 飲食物、生活必需品の優先供給 平成19年5月10日

16 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）伊藤園 飲料水の優先供給 平成20年3月26日

17 災害時におけるレンタル資機材の提供に関する協定 西尾レントオール（株） レンタル資機材の優先供給 平成20年3月26日

18 災害時におけるクリーニングサービス業務の提供に関する協定 ホワイト急便　（株）テイクオフ
災害時に使用した衣類、寝具類のクリーニングサー
ビスの供給

平成20年3月26日

19 災害時における緊急放送の要請に関する協定 （株）えふえむひたち 災害緊急放送の実施 平成22年11月30日

20 災害応急復旧に関する協定（企業局） 日立市指定管工事協同組合、日立下水道維持管理協議会 災害時の上下水道施設の応急復旧工事 平成23年11月1日

21 災害応急復旧に関する協定（企業局） 日立市建設業協会 災害時の上下水道施設の応急復旧工事 平成23年11月1日

22 災害時の井戸の使用に関する協定 （株）日立製作所エネルギービジネスユニット日立事業所 災害時の井戸水供給 平成23年12月28日

23 災害時の井戸の使用に関する協定 日立グローバルライフソリューションズ（株）多賀事業所 災害時の井戸水供給 平成23年12月28日
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24 災害時の井戸の使用に関する協定 日立金属（株）茨城工場 災害時の井戸水供給 平成23年12月28日

25 地震等大規模災害に関する基本覚書 東日本旅客鉄道（株）水戸支社 災害時の鉄道利用者の避難、早期復旧等の協力 平成24年3月7日

26 アマチュア無線による災害時の情報収集伝達に関する協定 日立アマチュア無線クラブ アマチュア無線による災害情報収集及び伝達 平成24年3月23日

27 災害時における必要な物資の調達に関する協定 （一社）茨城県高圧ガス保安協会日立地方支部 災害時の避難所用燃料の供給 平成24年5月22日

28 要援護者見守り活動事業等への協力に関する協定
生活協同組合パルシステム茨城栃木、いばらきコープ生活協同組
合

要援護者の見守り活動の協力 平成24年9月3日

29 災害時の緊急救援輸送に関する協定 （一社）茨城県トラック協会日立支部 災害時の人員、物資の輸送 平成24年10月31日

30 地震等大規模災害に関する確認書 日立駅、常陸多賀駅、大甕駅、小木津駅、十王駅 災害時の鉄道利用者の避難、早期復旧等の協力 平成24年11月16日

31 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定
（福）日立高寿園、（福）松濤会、（福）山桜会、（福）愛孝会、（福）正
和会、（福）春陽会、（福）秀和会、（福）克信会、（福）山水苑、（福）ひ
たちの森会、（福）愛正会

福祉避難所の設置運営 平成25年3月28日

32 災害時の医療救護活動への応援協力に関する協定 （医）愛宣会 ひたち医療センター 災害時の医療救護活動 平成25年3月28日

33 日立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）茨城総支社 停電情報の防災無線による広報 平成25年11月15日

34 災害時における避難所等施設利用に関する協定
日立北高、日立第一高、日立第二高、日立工業高、多賀高、日立商
業高、日立工業専修学校、茨城キリスト教学園

避難所、避難場所の供給 平成25年12月19日

35 災害時の歯科医療救護に関する協定 日立歯科医師会 災害時の歯科医療救護 平成26年7月3日

36 災害時における支援協力に関する協定 茨城県行政書士会 被災者支援のための行政書士業務の協力 平成26年8月8日

37 災害時における支援に関する協定 茨城県開発公社 国民宿舎「鵜の岬」での災害時支援 平成26年8月22日

38
災害時における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送等の協
力に関する協定

茨城中央葬祭業協同組合 葬祭用品等の優先供給及び遺体搬送の協力 平成26年10月3日

39 要援護者見守り活動事業等への協力に関する協定
（株）常陽銀行、（株）みずほ銀行、（株）筑波銀行、（株）東日本銀行、
（株）東邦銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合、中央労働金庫、常
陸農業協同組合、日立市多賀農業協同組合

要援護者の見守り活動の協力 平成27年1月5日

40 日立市緊急情報発信機器等の活用に関する協定 東京ガス（株）日立支社 ガス供給情報の防災無線等による広報 平成27年3月9日

41 日立市緊急情報発信機器等の活用に関する協定 東日本電信電話（株）茨城支店 NTT通信サービス情報の防災無線等による広報 平成27年3月9日

42 日立市緊急情報発信機器等の活用に関する協定 （株）JWAY JWAY通信サービス情報の防災無線等による広報 平成27年3月25日

43 災害時の薬事に関する医療救護についての協定 日立薬剤師会 災害時の薬事に関わる医療救護 平成27年3月27日

44 災害時におけるレンタル資機材の優先供給に関する協定
（株）アクティオ茨城支店、（株）常南日立営業所、西尾レントオール
（株）茨城営業部、日東レンタル（株）日立営業所、日立建機日本
（株）日立営業所、（株）レンタルのニッケン日立営業所

レンタル資機材の優先供給 平成28年1月21日

45
災害時における建物の汚泥洗浄等応急対策の支援協力に関する
協定

日立市建設塗装組合 災害時の建物の汚泥洗浄 平成29年10月12日



災害時における応援協定一覧（民間企業等） 令和4年2月1日現在

№ 協定名 相手方 協定の概要 協定締結日

46 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）ナフコ 生活必需品の優先供給 平成30年11月14日

47 災害時における土地等の使用に関する協定 （株）ジェイ・パワーシステムズ日高事業所 災害時の井戸水供給 平成30年12月1日

48 災害時における井戸の使用に関する協定 日立金属（株）茨城工場日高分工場 災害時の井戸水供給 平成30年12月1日

49
災害時における建物の汚泥洗浄等応急対策の支援協力に関する
協定

茨城県塗装工業組合 災害時の建物の汚泥洗浄 令和元年7月9日

50 災害時に係る情報発信等に関する協定 ヤフー（株） 災害時の情報発信 令和2年3月25日

51 災害時における妊産婦避難所の設置運営に関する協定 （公財）日立メディカルセンター 妊産婦避難所の設置運営 令和2年3月30日

52 災害時における施設使用に関する協定 日立警察署 災害時の代替警察施設として施設提供 令和2年7月7日

53 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）茨城総支社 災害時の停電早急復旧の連携 令和3年1月15日

54
災害時における地域見守り活動や空き家の情報提供、ｼﾃｨｰﾌﾟﾛﾓｰ
ｼｮﾝ活動等を含めた包括連携に関する協定

日本郵便（株）日立郵便局ほか市内全局（29局）
安全・安心な暮らし、都市の魅力向上・発信等の連
携

令和3年5月10日

55 災害時における緊急避難場所としての施設利用に関する協定 （株）日立リアルエステートパートナーズ 避難場所の供給 令和3年5月11日

56 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）ビバホーム 生活必需品の優先供給 令和3年5月11日

57 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）ヨークベニマル 飲食物、生活必需品の優先供給 令和3年5月11日

58 災害時における生活必需物資の提供に関する協定 （株）JWAY 災害時の緊急放送、情報提供等 令和3年5月11日


