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Ⅸ 災害時相互応援及び物資供給協力等協定（R４.３月現在） 
 

１．消防相互応援協定 （協定７件） 

  応援協定等の名称 協定先(機関) 締結年月日 担当課 協 定 内 容 

1 東三河地区消防相互応援協定 東三河 5 市 
S44.4.30 

(H26.3.31) 
消防救急課 

消防業務または救急業務に

おける協力 

2 
高速道路における消防相互応

援協定 

豊川市、新城市、浜

松市 

S59.4.1 

(H24.4.14) 
消防救急課 

消防業務または救急業務に

おける協力 

3 浜松市、豊橋市消防相互応援協定 浜松市 
S59.6.1 

(H17.7.1) 
消防救急課 

消防業務または救急業務に

おける協力 

4 豊橋市、湖西市消防相互応援協定 湖西市 H23.12.1 消防救急課 
消防業務または救急業務に

おける協力 

5 愛知県内広域消防相互応援協定  県内 34消防本部 
H2.4.1 

(H15.4.1) 
消防救急課 

消防業務または救急業務に

おける協力 

6 
愛知県下高速道路における消

防相互応援協定 
県内 23消防本部 

H14.8.2 

(H30.7.31) 
消防救急課 

消防業務または救急業務に

おける協力 

7 浜松市、豊橋市航空消防応援協定 浜松市 H22.3.30 消防救急課 
消防業務または救急業務に

おける協力 

 

２．災害時相互応援協定 （協定５件） 

  応援協定等の名称 協定先(機関) 締結年月日 担当課 協 定 内 容 

1 

三遠南信災害

時相互応援協

定 

三遠南信 

39 市町村 

H8.7.8 

(R2.3.31) 
防災危機管理課 

職員の派遣、救出、医療、防疫、施設等必要な資機材

及び物資の提供又は貸与、食料、飲料水、生活必需品

等の救援物資の提供、被災児童生徒等被災者の一時受

入れ等 

2 
災害時相互応

援協定 
尼崎市 H9.12.24 防災危機管理課 

食糧、飲料水及び生活必需物資、救出、医療、防疫、

施設の応急復旧等必要な資機材及び物資の提供、救援

及び救助活動車両等の提供、職員の派遣 

3 
災害時相互応

援協定 
横須賀市 H10.2.18 防災危機管理課 

食糧、飲料水及び生活必需物資、救出、医療、防疫、

施設の応急復旧等必要な資機材及び物資の提供、救援

及び救助活動車両等の提供、職員の派遣 

4 
中核市災害相

互応援協定 

中核市 

62 市 

H11.5.19 

(R3.4.1） 
防災危機管理課 

食糧、飲料水及び生活必需物資、救出、医療、防疫、

施設の応急復旧等必要な資機材及び物資の提供、救援

及び救助活動車両等の提供、職員の派遣 

5 

豊橋市と菊川

市との間の災

害時相互応援

に関する協定 

菊川市 R1.12.6 防災危機管理課 
食糧、飲料水及び生活必需物資、救出、医療、防疫、

施設の応急復旧等必要な資機材及び物資の提供、救援

及び救助活動車両等の提供、職員の派遣 

 

３．水道応援協定等 （協定 16 件） 

  応援協定等の名称 協定先(機関) 締結年月日 担当課 協 定 内 容 

1 
水道災害相互応援に関す

る覚書 
県下 72市町村等 

S53.3.29 

(H16.7.30) 

(上下水) 

総務課 

応急給水作業、応急復旧作業
（原則として仮復旧、第 1 次
応急復旧作業）、応急復旧資材
の供出、工事業者の斡旋 

2 
災害時等水道緊急連絡管

の取扱いに関する協定 

湖西市 S60.11.20 

(上下水) 

総務課 

隣接する水道事業者間を事前

に配管連絡し、緊急時の水道

水の相互援助体制の確立を図

る 

豊川市(旧小坂井町) 
S54.1.11 

(H22.2.1) 

豊川市(旧御津町) 
H9.4.3 

(H20.1.15) 

田原市 H24.8.23 

3 
水道災害相互応援に関す

る覚書 

浜松市 
S55.9.9 

(上下水) 

総務課 

応急給水作業、応急復旧作業

（原則として仮復旧、第 1 次

応急復旧作業）、応急復旧資材

の供出、工事業者の斡旋 
湖西市 
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  応援協定等の名称 協定先(機関) 締結年月日 担当課 協 定 内 容 

4 

公益社団法人日本水道協

会中部地方支部災害時相

互応援に関する協定 

中部９県 
H20.2.7 

(H29.10.15) 

(上下水) 

総務課 

応急給水活動、応急復旧活動、

応急復旧用資機材の提供、工

事業者の斡旋 

5 
災害時の上下水道に係る

応急活動に関する協定 

豊 橋 上 下 水 道 工

事業協同組合 
H30.4.13 

(上下水) 

総務課 

被災した上下水道施設の応急

活動 

6 
災害時における水道資材

の供給協力に関する協定 

㈱丸金商会 

H16.12.24 
(上下水) 

水道管路課 
水道資材の供給 

山信㈱ 

渡辺パイプ㈱豊橋サ

ービスセンター 

大成機工㈱名古屋支

店 

7 
災害時における応急対策

の協力に関する協定 
民間協力会社 16社 H17.4.1 

(上下水) 

浄水課 

応急復旧活動、応急復旧用資

機材の提供 

8 

災害時における水道施設

等の応急復旧に関する協

定 

日本水道協会愛知県

支部 
H20.5.27 

(上下水) 

総務課 

被災した水道施設等の応急復

旧 愛知県管工事業協同

組合連合会 

9 
水道施設の災害に伴う応

援協定 第一環境株式会社中

部支店 

H25.12.1 

(R2.3.13) 

(上下水) 

営業課 

災害による水道施設の被災に

伴うライフライン回復のため

の応援要請 

10 
渇水時の節水対策に伴う

応援協定 

渇水時における市民生活確保

のための応援要請 

11 

災害時における豊橋市上

下水道施設の応急復旧に

関する協定 

東三河電気工事協同

組合 H27.1.28 

(上下水) 

浄水課、 

下水道施設課 

災害時の上下水道施設 (電

気・機械設備)の応急復旧活

動、応急復旧用資機材の提供 民間協力会社 16社 

12 

災害時における豊橋市上

下水道施設の薬品供給に

関する協定  

民間協力会社 10社 H28.2.18 

(上下水) 

浄水課  

下水道施設課 

災害時の上下水道施設の薬品

供給 

13 

災害時における豊橋市下

水道施設の応急復旧に関

する協定 

市外プラントメーカ

ー等 28社 
H29.2.13 

(上下水) 

下水道施設課 

災害時の下水道施設の緊急的

な施設の復旧工事、応急復旧

用資機材の提供 

14 
緊急連絡管の使用に関す

る協定 
愛知県企業庁 R2.3.31 

(上下水) 

浄水課 
緊急時の水道用水の援助 

15 
支援連絡管の管理及び使

用に関する協定 
愛知県企業庁 H19.3.30 

(上下水) 

水道管路課 
緊急時の水道用水の援助 

16 

災害時における下水道管

路施設の復旧支援に関す

る協定 

公益社団法人 日本下

水道管路管理業協会 

中部支部 愛知県部会 

R3.3.31 
(上下水) 

下水道整備課 

現地調査、災害報告に必要な

資料作成、復旧工事が完了す

るまで暫定的な機能を保持す

るための維持または修繕に関

する工事 

 

４．廃棄物災害時相互応援協定 （協定５件） 

  応援協定等の名称 協定先(機関) 締結年月日 担当課 協 定 内 容 

1 

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 

ごみ・し尿及び下水を

処理する県内全自治

体 

H26.1.1 環境政策課 
し尿又はごみ及び下水が発生

したとき等の処理及び必要と

する人員、車両、資機材等 

2 
災害時における廃棄物の

処理等に関する協定 

東三河廃棄物処理事

業協同組合 
H23.1.13 廃棄物対策課 

災害廃棄物の処理に必要な要

員、車両及び資機材を調達及

び処理 （一社）愛知県産業資

源循環協会 

3 
災害時におけるし尿等の

処理に関する協定 

豊橋市清掃事業協同

組合 
H23.1.13 廃棄物対策課 

災害時のし尿等の処理に必要

な要員、車両及び資機材を調

達及び処理 
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 応援協定等の名称 協定先(機関) 締結年月日 担当課 協 定 内 容 

4 
災害時における応急対策

の協力に関する協定書 

JFE 環境テクノロジー

㈱ 

H23.8.4 資源化センター 

災害時の焼却処理施設、粗大

ごみ処理施設及び共通施設の

応急復旧・応急措置 

三菱重工環境・化学エ

ンジニアリング㈱ 

災害時の焼却処理施設、粗大

ごみ処理施設及びし尿処 

理施設の応急復旧・応急措置 

㈱イー・メンテ豊橋 

災害時のリサイクルセンター

及びプラスチックリサイクル

センターの応急復旧・応急措

置 

5 

災害時における災害廃棄

物の仮置場用地の確保等

に関する協定 

㈱ミダック R1.12.20 
環境政策課 

廃棄物対策課 

災害廃棄物の仮置場用地の確

保及び災害廃棄物の処理 

 

５．輸送協定 （協定３件） 

  応援協定等の名称 協定先(機関) 締結年月日 担当課 協 定 内 容 

1 
災害時における救援物資

輸送に関する協定 

愛知県トラック協会

東三支部 
H8.8.30 商工業振興課 物資の輸送 

2 

災害時における物資等の

船舶又は車両による輸送

及び保管場所の確保に関

する協定 

日本通運㈱豊橋支店 H10.2.20 防災危機管理課 
応急生活物資、資機材等の船

舶又は車両による輸送及び保

管場所の確保 

3 
災害時における緊急物資

輸送等に関する協定 
佐川急便㈱東海支店 H30.2.16 防災危機管理課 

支援物資の受入、仕分け及び

避難所等への配送等 

 

６．災害復旧協定等 （協定９件） 

  応援協定等の名称 協定先(機関) 締結年月日 担当課 協 定 内 容 

1 

豊橋市と東三クレーン協

会との消防活動の協力に

関する協定 

東三クレーン協会 R3.4.27 消防救急課 クレーン車による応援 

2 
ガス災害対策に関する業

務協定書 

サーラエナジー㈱東

三河支社 
R3.4.1 消防救急課 

ガスの漏えいに起因する災害

の防止、鎮圧、被害の軽減 

3 

豊橋市と東三建設業協会

との間の災害時における応

急対策業務に関する協定 

東三建設業協会 
H11.3.30 

(H17.12.8) 
土木管理課 

災害応急対策業務、建設資機

材等の提供 

4 
消防協力隊の災害応急活

動に関する協定 

事業所に設置された

自衛消防組織 22団体 
H11.8.2 防災危機管理課 

事業所から半径２キロメート

ルの範囲内における消火、救

急及び救助の活動 

5 

豊橋市と愛知県公共嘱託

登記土地家屋調査士協会

との間の災害時の応急対策

の協力に関する基本協定 

愛知県公共嘱託登記

土地家屋調査士協会 
H22.2.5 土木管理課 

管理公共施設等の被害状況の

調査、登記・境界関係相談所

の開設等 

6 
災害時における砕石類等

の供給協力に関する協定書 
三河砕石業組合 H22.2.5 土木管理課 

災害復旧に伴う砕石類等の供

給の協力 

7 

災害時における公園樹木

等の応急対策業務に関す

る協定 

豊橋造園工事業協同

組合 
H22.8.19 公園緑地課 

災害時の公園や街路樹の緊急

応急対策業務 

8 

災害時における市有建築

物の電気設備の応急処置

に関する協定書 

東三河電気工事協同

組合 
H22.11.22 建築課 

災害時における市有建築物の

電気設備の応急処置に関する

協定 

9 

豊橋市と東三河建設業協

会との消防活動の協力に

関する協定 

東三河建設業協会 R3.4.27 消防救急課 
土砂崩れや大型重量物の下敷

きなどの災害時に大型重機等

を活用した消防業務協定 
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７．医療応援協定等 （協定７件） 

  応援協定等の名称 協定先(機関) 締結年月日 担当課 協 定 内 容 

1 

地震等広域災害発生時に

おける相互医療協力に関

する協定 

飯田市立病院 H17.3.29 市民病院 
患者搬送に伴う病床の確保、薬

剤・診療材料の提供、医師その

他の人材の提供、その他医療

サ ー ビ スの提供等 横須賀市立市民病院 H18.2.3 市民病院 

2 
災害時の医療救護に関す

る協定書 
(社)豊橋市医師会 H26.11.4 健康政策課 

診察、傷病者に対する処置、傷

病者の医療機関への搬送要否

の判断及び搬送順位の決定、死

亡の確認及び検死等医療救護 

3 
災害時の歯科医療救護に

関する協定書 

(社)豊橋市歯科医師

会 
H18.9.27 健康政策課 

診察、傷病者に対する処置、傷

病者の医療機関への搬送要否

の判断、死体の身元確認等 

4 
災害時の医療救護に関す

る協定書 
(社)豊橋市薬剤師会 H20.8.18 健康政策課 

医薬品の供給、服薬指導、保

管・管理等の医療救護 

5 
災害時における食品の衛生

確保等の協力に関する協定 

愛知県食品衛生協会

豊橋支部 
H27.7.3 生活衛生課 

災害時における食品の衛生確

保等の協力 

6 

災害時における医薬品及び

医療用品の供給協力に関す

る協定 

㈱スズケン豊橋支店 

H8.4.1 防災危機管理課 医薬品、医療用品の供給 

㈱メディセオ豊橋支

店 

東邦薬品㈱豊橋営業

所 

中北薬品㈱豊橋支店 

アルフレッサ㈱豊橋

支店 

7 

災害・事故などの緊急時に

おける情報システムの業務

継続に関する協定書 

キヤノンメディカル

システムズ㈱三河支

店 

R2.10.1 
(市民病院) 

医療情報課 

市民病院において使用する情

報システム及び情報通信ネッ

トワークが被災した場合の応

急復旧その他の応急処置への

協力 

㈱アールテック 

㈱グリーム 

㈱スズケン 豊橋支店 

㈱八神製作所 豊橋営

業所 

㈱ユヤマ 名古屋エム

エス部 

コニカミノルタジャ

パン㈱ ヘルスケアカ

ンパニー  中部支店 

名古屋営業所 三河サ

テライト 

日本光電工業㈱ 中部

支店 病院営業部 

モアシステム㈱ 

富士フィルム医療ソ

リューションズ㈱ 

協和医科器械㈱ 豊橋支店 

日本ファイリング㈱ 

名古屋支店 
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８．物資協定等 （協定 17 件） 

 応援協定等の名称 協定先(機関) 締結年月日 担当課 協 定 内 容 

1 

食
料
品
・
日
用
品 

災害時における牛乳類

の供給協力に関する協定 
中央製乳㈱ S57.3.30 防災危機管理課 牛乳類の供給 

2 
災害時におけるパン類

の供給協力に関する協定 
千賀製菓 S57.3.30 防災危機管理課 パン類の供給 

3 
災害時における飲料水

の供給に関する協定 

三菱ケミカル㈱愛知事

業所 

S61.3.5 防災危機管理課 
飲料水用井戸による飲料水の

供給に関する協力 
福井酒造㈱ 

シンフォニアテクノロ

ジー㈱豊橋製作所 

4 

災害時におけるラーメ

ン及び飲料水等の供給

協力に関する協定 

㈱アクセス浜松支店 H8.4.1 防災危機管理課 
ラーメン・飲料水等の供給に関

する協力 

5 
災害時における米穀の

売却に関する協定 
東三河食糧株式会社 R2.7.1 防災危機管理課 精米の供給に関する協力 

6 
災害時における飲料水の

供給協力に関する協定書 

サンポッカ㈱ H18.10.6 防災危機管理課 飲料水の供給に関する協力 

㈱サン・カンパニー H18.10.6 防災危機管理課 飲料水の供給に関する協力 

7 
災害時における青果物等

の供給協力に関する協定 

ＮＰＯ法人若手農業者

育成チームＣＲＪ 
H22.8.16 農業支援課 青果物等の供給に関する協定 

8 
災害時における物資の

供給に関する協定 
伊藤ハム㈱ H29.6.1 防災危機管理課 食料品等の供給に関する協定 

9 

災害時における応急生

活物資供給等の協力に

関する協定書 

イオンリテール㈱中部

カンパニー 
H18.10.17 防災危機管理課 

ジャスコ豊橋南店における応

急生活物資供給等の協力 

10 
災害等の支援協力に関

する協定 

生活協同組合コープあ

いち 
H24.12.13 防災危機管理課 

食料及び飲料水その他応急生

活物資の供給 
㈱エンチョー H24.12.15 防災危機管理課 

マックスバリュ東海㈱ H25.4.1 防災危機管理課 

㈱カーマ H25.4.1 防災危機管理課 

11 
災害時における物資供

給に関する協定 

ＮＰＯ法人コメリ災害

対策センター 
H27.7.13 防災危機管理課 

飲料水その他応急生活物資の

供給 

12 
災害時における寝具類

の供給協力に関する協定 
佐藤繊維㈱ H8.4.1 防災危機管理課 寝具類の供給に関する協力 

13 

災害時における紙オム

ツ及び生理用品等の供

給協力に関する協定 

花王㈱豊橋工場 H8.4.1 防災危機管理課 
紙オムツ、生理用品等の供給に

関する協力 

14 

 

そ
の
他 

災害時における建設資

機材等の供給協力に関

する協定 

レンテック大敬㈱豊橋

営業所 

H9.11.27 防災危機管理課 

仮設トイレ、建設資機材（高所

作業車、掘削機、照明機、道路・

土木機械、揚重・フォークリフ

ト・運搬機、電動・エンジン工

具等）等の供給 

レンテック大敬㈱港営

業所 

山崎産業㈱ 

災害時における建設資

機材等の供給協力に関

する協定 

太陽建機レンタル㈱豊

橋支店 

H9.11.27 

防災危機管理課 

仮設トイレ、建設資機材（高所

作業車、掘削機、照明機、道路・

土木機械、揚重・フォークリフ

ト・運搬機、電動・エンジン工

具等）等の供給 

㈱レンタルのニッケン

豊橋営業所 

(有)ニシヤマ工営 

向和リース㈱ 

㈱アクティオ H29.10.12 建設資機材等の供給に関する

協力 日立建機日本株式会社 R3.3.1 
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15 

そ

の

他 

災害時における畳の提

供に関する協定 

５日で 5,000枚の約束。

プロジェクト実行委員

会 

H28.2.29 防災危機管理課 避難所への畳無償提供 

16 
災害時における物資の

供給に関する協定 
レンゴー㈱ H28.4.1 防災危機管理課 

段ボール製品の供給、輸送に関

する協力 

17 
災害等の支援協力に関

する協定書 

協同組合豊橋総合卸セ

ンター 
R3.9.1 防災危機管理課 

応急生活物資の供給、機械器具

の貸与、応急生活物資等の運

搬、情報提供 

 

９．その他の協定等 （協定 78 件） 

  応援協定等の名称 協定先(機関) 締結年月日 担当課 協 定 内 容 

1 

緊急事態に際し消防と警

察相互の援助協力に関す

る協定 

愛知県公安委員会 S29.12.20 消防救急課 

緊急事態（騒じょう若しくは暴動又

は地震、暴風、大水火災等の天災の

起こった場合）における、消防と警

察の相互に特別な協力 

2 
三河海上保安署と豊橋市

との消防業務協定 
三河海上保安署 H23.7.1 消防救急課 

豊橋港及び豊橋市海岸線付近にお

ける消防業務の協力 

3 
災害時における救援物資

受入れ基地使用に関する協定 

シンフォニアテクノ

ロジー㈱豊橋製作所 
H8.8.30 商工業振興課 

救援物資受入れ基地として施設を

使用する 

4 
プール水の使用に関する

協定 

㈱ホエックス邦泳グ

ループスイミングス

クール 
H8.10.1 防災危機管理課 

大規模な災害が発生し、緊急に消火

活動等を行うため、プール水又は井

戸水を使用する 
㈱パシフィックスポ

ーツクラブ 

㈱オータワールド 

5 
愛知県防災ヘリコプター

支援協定 

愛知県、 

県内 54市町村等 

H8.10.1 

(H19.11.1) 
消防救急課 

愛知県が所有する防災ヘリコプタ

ーの応援 

6 災害支援協力に関する覚書 豊橋郵便局 H10.2.23 防災危機管理課 

災害特別事務取扱い及び援護対策、

救援物資集積場所等の提供、収集し

た被災住民の避難先及び被災状況

等の情報の提供、避難所への臨時郵

便差出箱の設置等 

7 
災害時の情報提供に関す

る協定 

豊橋タクシー協会(東

海交通㈱内) 
H11.4.1 防災危機管理課 

営業車の運行中における災害情報

の提供 

8 

災害時における情報及び

救助作業等応急措置用資

機材の提供並びに燃料油

類の供給に関する協定 

豊橋石油業協同組合 

愛知県石油商業組合

東三河第１地区 

H14.11.28 防災危機管理課 

災害時に知り得た災害情報、応急措

置用資機材の提供及び自動車用燃

料油類の優先供給並びに被災者、帰

宅困難者への支援活動 

9 
災害時における燃料油類

の供給に関する協定 
マルシメ㈱ H26.10.16 防災危機管理課 災害時における燃料油類の供給 

10 
災害時における情報提供

に関する協定 
豊橋鉄道㈱ H15.10.24 防災危機管理課 

鉄道軌道線車両を運転する者にお

ける災害情報の提供 

11 

災害時対応型情報伝達機

能付自動販売機の設置及

び災害時における救援物

資提供に関する協定 

コカ･コーラセントラ

ルジャパン㈱ 
H17.9.21 防災危機管理課 

自動販売機による災害情報伝達、自

動販売機内の飲料水提供 

12 

災害発生時における火葬

場の相互応援協力に関す

る協定 

県内 23市町、8 組合 

H18.3.30 

R4.3.31 

(更新) 

福祉政策課 
遺体の火葬、火葬場の業務に必要な

物資等の提供及び斡旋、火葬場の業

務に係る人員の派遣等 
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13 
災害時における協力業務

等に関する協定書 

㈱天國典礼 

R3.4.1 市民課 
遺体の収容、安置及び搬送並びに当

該収容等に必要な棺、ドライアイ

ス、消耗品等の物品 

㈱出雲殿 

有限会社たなか葬祭

センター 

㈱田中仏具店 

㈱ちぎり葬祭 

有限会社中央葬祭 

㈱ティア 

㈱東海典礼 

東三葬具有限会社 

豊橋葬具霊柩㈱ 

㈱トワーズ 

㈱富士通商 

㈱ブレス 

㈱ベルコ三河 
有限会社丸金横江仏

具店 
三河葬具愛心殿㈱ 
メモリアル第一 

14 
エフエム豊橋放送業務委

託（緊急時） 
㈱エフエム豊橋 

H12.4.1～ 

(毎年度更新) 
広報広聴課 

災害時における非常災害情報の放

送 

15 
大規模災害時における情

報提供業務に関する協定 
㈱エフエム豊橋 H23.3.29 広報広聴課 

災害時における非常災害情報の放

送 

16 
ティーズ市政番組制作放

送業務委託（緊急時） 

豊橋ケーブルネット

ワーク㈱ 

H15.4.1～ 

(毎年度更新) 
広報広聴課 

災害時における非常災害情報の放

送 

17 
大規模災害時における情

報提供業務に関する協定 

豊橋ケーブルネット

ワーク㈱ 
H23.3.29 広報広聴課 

災害時における非常災害情報の放

送 

18 
災害時における相互連携

に関する協定 
西日本電信電話株式

会社名古屋支店 
R3.6.28 防災危機管理課 

災害による大規模通信障害の情報

共有、道路啓開、迅速な災害復旧の

連携 

19 

豊橋市災害ボランティア

センター本（支）部の開設

及び運営に関する協定 

（福）豊橋市社会福祉

協議会 
H20.3.31 市民協働推進課 

災害時のボランティア活動支援に

ついて、災害ボランティアセンター

本(支)部の共同開設及び運営協力 

20 
災害時通訳ボラ ンティア

の活動に関する協定書 

(公財)豊橋市国際交

流協会 
H22.6.25 多文化共生・国際課 災害時の通訳ボランティアの派遣 

21 
災害時における要援護者

の受入れに関する協定 

（福）さわらび会 

H23.6.24 福祉政策課 
災害時に指定避難所での避難生活

が困難な障害者等の人々を民間施

設で受入れる 

（福）豊生会 

（福）双樹会 

（福）豊橋市福祉事業

会 

（福）永信会 

H23.6.24 

福祉政策課 
災害時に指定避難所での避難生活

が困難な障害者等の人々を民間施

設で受入れる 

（福）一誠福祉会 

（福）王寿會 

（福）寿宝会 

（福）松竹会 

（医）さわらび会 

H25.12.1 

（福）豊生会 

（福）一誠福祉会 

（福）寿宝会 

（医）光生会 

（医）尽誠苑 
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21 
災害時における要援護者の

受入れに関する協定 

（医社）誠淳会 

H25.12.1 

福祉政策課 
災害時に指定避難所での避難生活

が困難な障害者等の人々を民間施

設で受入れる 

（医）常念会 

（社医）明陽会 

（福）童里夢 

（福）ふたば 

（福）豊生ら・ばるか 

（福）さわらび会 

H27.12.2 

（福）一誠福祉会 

（福）王寿會 

（医）信愛会 

（有）ナーシングーホ

ム気の里 

（株）オリジン 

（福）王寿會 R3.1.4 

22 
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 
H23.7.13 防災危機管理課 

現地調査情報連絡員を派遣し情報

交換を行う 

23 

災害時における豊橋市指定

金融機関との公金取扱事務

に関する協定書 

㈱三菱ＵＦＪ銀行 H25.3.25 会計課 
災害発生時の公金の円滑な取り扱

い 

24 
災害時における家屋被害認

定業務に関する協定 

公益社団法人愛知県

建築士事務所協会 

公益社団法人愛知建

築士会 

愛知県土地家屋調査

士会 

公益社団法人愛知県

不動産鑑定士協会 

R2.5.29 市民税課 
大規模災害時における家屋の被害

状況調査の際の会員の派遣 

25 
災害時における棺等葬祭用

品の供給に関する協定書 

愛知県葬祭業協同組

合 
H23.12.7 市民課 

棺、骨壷、ドライアイス、防腐剤等

の葬祭用品の供給 (社)全日本冠婚葬祭

互助協会 

26 
災害時における遺体搬送の

支援協力に関する協定書 

(社)全国霊柩自動車

協会 
H23.12.7 市民課 

霊柩自動車等による遺体搬送、必要

機材や作業等役務の提供 

27 
災害時における避難者の受

け入れに関する協定 
学校法人愛知大学 H24.12.19 防災危機管理課 

避難施設としての施設利用（第二指

定避難所） 

28 
災害時における避難者の受

け入れに関する協定 

㈱サイエンス・クリエ

イト 
H26.3.5 防災危機管理課 

避難施設としての施設利用（第二指

定避難所） 

29 

豊橋市が愛知県立時習館高

等学校に開設する避難所に

関する覚書 

愛知県立時習館高等

学校 
H25.3.27 防災危機管理課 

避難施設としての施設利用（第二指

定避難所） 

30 

豊橋市が愛知県立豊橋東高

等学校に開設する避難所に

関する覚書 

愛知県立豊橋東高等

学校 
H25.3.27 防災危機管理課 

避難施設としての施設利用（第二指

定避難所） 

31 

豊橋市が愛知県立豊丘高等

学校に開設する避難所に関

する覚書 

愛知県立豊丘高等学

校 
H25.3.27 防災危機管理課 

避難施設としての施設利用（第二指

定避難所） 

32 

豊橋市が愛知県立豊橋商業

高等学校に開設する避難所

に関する覚書 

愛知県立豊橋商業高

等学校 
H25.3.27 防災危機管理課 

避難施設としての施設利用（第二指

定避難所） 

33 
災害時における避難者の受

け入れに関する協定 

愛知県立豊橋工科高

等学校 
H26.3.5 防災危機管理課 

避難施設としての施設利用（第二指

定避難所） 
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34 
災害時における避難者の受

け入れに関する協定 

学校法人高倉学園 豊

橋中央高等学校 
R3.3.2 防災危機管理課 

避難施設としての施設利用（第二指

定避難所） 

35 
災害時における避難者の受

け入れに関する協定 
学校法人藤ノ花学園 R3.3.15 防災危機管理課 

避難施設としての施設利用（第二指

定避難所） 

36 ため池管理に関する協定 

豊橋北部土地改良区 

H25.7.1 

(R3.7.1) 

更新 

農地整備課 ため池の適正管理 

二川土地改良区 

豊橋北西部土地改良

区 

豊橋南部土地改良区 

37 
外国人集住都市会議災害時

相互応援協定 
会員都市 13 市町 H22.11.8 多文化共生・国際課 

言語支援等が必要な外国人に対し

十分な応急措置が困難である場合

に、翻訳・通訳、職員の派遣、大使

館等との連絡調整等の相互支援 

38 

災害・事故などの緊急時に

おける情報システムの業務

継続に関する協定 

豊橋ケーブルネット

ワーク㈱、他 10社 
H24.4.2 情報企画課 

自然災害又は事故等により、豊橋市

の使用する情報システム、情報通信

ネットワークが被災した場合にお

ける応急復旧その他の応急処置の

協力 

39 

災害時における被災者支援

システムの相互支援に関す

る協定 

豊川市 

H25.3.29 情報企画課 

地震等の災害時により被災者支援

システムの運用が困難になった場

合の被災者支援システムの稼働に

必要な機器の貸与及び職員の派遣 

蒲郡市 

新城市 

田原市 

設楽町 

東栄町 

40 
災害時における環境安全の

調査等に関する協定 

(一社)愛知県環境測

定分析協会 
H26.2.12 環境保全課 災害時の環境安全調査 

41 

一般国道２３号の一部を緊

急避難場所として使用する

ことに関する覚書 

国土交通省中部地方

整備局名古屋国道事

務所 

H24.8.20 

（H29.9.12） 
防災危機管理課 

一般国道２３号線の緊急避難場所

としての利用 

42 
災害時における隊友会の協

力に関する協定 

愛知県隊友会豊川支

部 
H25.2.6 防災危機管理課 

被災状況の情報収集・提供、応急対

策業務の援助 

43 

津波発生時における一時避

難場所としての使用に関す

る協定書 

㈱大木家 H27.3.20 防災危機管理課 
オーギヤ WO 立体駐車場を津波発生

時の一時避難場所として利用 

44 

津波発生時における一時避

難場所としての使用に関す

る協定書 

㈱伸喜 H27.3.20 防災危機管理課 
タイキ藤沢店立体駐車場を津波発

生時の一時避難場所として利用 

45 

大規模地震災害時における

応急仮設住宅用地の提供に

関する協定 

シンフォニアテクノ

ロジー㈱豊橋製作所 
H16.12.1 住宅課 応急仮設住宅建設用地の提供 

45 

大規模地震災害時における

応急仮設住宅用地の提供に

関する協定 

日東電工㈱豊橋事業

所 
H16.12.24 

住宅課 応急仮設住宅建設用地の提供 
三菱ケミカル㈱愛知

事業所 
H17.2.14 

46 

津波発生時における一時避

難施設としての使用に関す

る協定 

㈱シーパレス 他17施

設 
H24.2.27 

防災危機管理課 
津波の被害が発生するおそれがあ

る場合における一時避難施設とし

ての利用 

(社福)寿宝会 他３施

設 
H25.2.1 

㈱睦運送 他１施設 H25.7.1 

おかだ家 H29.6.9 
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47 
災害時における要支援者等

の輸送協力に関する協定 
愛知県タクシー協会 H26.11.21 

福祉政策課 

健康政策課 

災害時において、高齢者、障害者及

び負傷者等の要支援者等に対する

福祉避難所又は医療機関への輸送

協力 

48 
災害時安否確認情報の提供

に関する協定 

豊橋市介護保険関係

事業者等連絡会 
H26.5.1 長寿介護課 

災害時における、居宅介護サービス

利用者の安否確認情報提供 

49 
災害時における地図製品等

の供給等に関する協定 
㈱ゼンリン H27.4.20 防災危機管理課 災害時等における地図製品の供給 

50 
災害時等における給食支援

業務等の協力に関する協定 
豊北学校給食㈱ H27.8.26 保健給食課 

北部学校給食共同調理場における

炊き出しと避難所への配送に関す

る協定 

51 
災害時等における給食業務

等の協力に関する協定 
㈱ミツオ H27.8.26 保健給食課 

南 部 学 校 給 食 共 同 調 理 場 に

おける炊き出しに関する協力 

52 
災害時等における給食配送

業務等の協力に関する協定 

愛知県東部貨物運送

事業協同組合 
H27.8.26 保健給食課 

共同調理場における炊き出しの配

送に関する協定 

53 

災害時等における給食支援

業務等の協力に関する協定

書 

㈱豊橋スクールラン

チ 
R4.3.3 保健給食課 

曙学校給食センターにおける炊き

出しと避難所への配送に関する協

定 

54 
災害時における防災活動拠

点の提供に関する協定 

シンフォニアテクノ

ロジー㈱豊橋製作所 
H28.2.25 防災危機管理課 

防災活動拠点として技術開発セン

ター（コミュニケーションエリア、

202会議室）と運動場を使用する 

55 
災害時における 

バス利用に関する協定 

豊鉄バス㈱ 

H28.8.18 防災危機管理課 
大規模災害時に被災者（帰宅困難者

及び要搬送患者を含む）のバスによ

る輸送、支援業務に関する協力 
豊鉄観光バス㈱ 

東神観光バス㈱ 

56 

災害時における要支援者等

の輸送に伴うタクシーへの

優先的な燃料供給に関する

協定 

愛知県タクシー協会 

H28.9.1 防災危機管理課 

災害時において、タクシーに

よる要支援者等の輸送を行う 

中部プロパンスタン

ド有限会社 

災害時において、要支援者等の輸送

に 協 力 す る タ ク シ

ーへ優先的に燃料供給を行う 

57 

災害時における液化石油ガ

ス等の優先供給に関する協

定書 

愛知県ＬＰガス協会

東三河支部 
H28.9.26 防災危機管理課 

災害時に液化石油ガス及び燃焼器

具の優先供給 

58 

豊橋市と中部電力株式会社

電力ネットワークカンパニ

ー豊橋営業所の災害時にお

ける相互協力に関する協定

書 

中部電力パワーグリ

ッド㈱豊橋営業所 

H28.10.12 

(R2.2.26) 
防災危機管理課 

非常時の停電情報の提供、優先的な

電力復旧、道路の啓開、敷地および

施設の提供並びに定期的な情報交

換の実施 

59 
特設公衆電話の設置・利用

に関する覚書 

西日本電信電話㈱名

古屋支店 
H29.1.27 防災危機管理課 

非常時の特設公衆電話の設置及び

利用・管理等について定め、被災者

の通信手段を確保する 

60 
災害時の支援協力に関する

協定書 
豊橋開拓土地改良区 H29.2.１ 農地整備課 

大規模災害時に浄水装置を利用し

た 生 活 用 水 や 蓄 電 池

等を利用した電力の無償提供 

61 
大規模災害時における情報

提供に関する協定 

豊橋ステーションビ

ル㈱ 
H29.3.10 土木管理課 

豊橋駅東西自由連絡通路内カルミ

ア壁面のデジタルサイネージを利

用し滞留者への情報提供を行う 

62 

災害時等における小型無人

機による情報収集等に関す

る協定 

㈱サイエンス・クリエ

イト H29.3.27 

防災危機管理課 
災害時に被災状況の確認のため小

型無人機の出動を要請し、情報収集

活動を行う 

三信建材工業㈱ 

㈱あづま H29.5.11 

日本スカイフロント

㈱ 
H29.8.24 
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63 
災害時等における情報提供

に関する協定 

独立行政法人水資源

機構豊川用水総合事

業部 

H29.3.31 農地整備課 
災害時に河川等に関する情報提供

が受けられるもの 

64 
豊橋市と豊橋市内郵便局等

との包括連携協定 
豊橋市内で業務を行

う郵便局 48 局 
R3.3.2 政策企画課 

郵便局所有車両の提供や避難者の

避難先リストの相互提供等 

65 

豊橋市と三河湾明海地区産

業基地運営自治会及び株式

会社デンソー豊橋製作所と

の応急救護所包括連携に関

する協定書 

三河湾明海地区産業

基地運営自治会 
H30.9.3 産業政策課 

防災倉庫、防災備蓄品等の維持管

理、応急救護所の運営、連絡通路の

運用及び維持管理 ㈱デンソー豊橋製作

所 

66 
地方創生と SDGsの推進に

関する包括連携協定 

東京海上日動火災保

険㈱ H30.12.6 政策企画課 
豊橋市における地方創生とＳＤＧ

ｓ（持続可能な開発目標）の推進 
豊橋信用金庫 

67 

災害時における生活用水の

確保及び消火活動支援に関

する協定書 

東愛知生コンクリー

ト協同組合 

H30.12.26 

（R2.1.8） 
防災危機管理課 

災害時における生活用水（飲料水を

除く）の確保、消火活動支援の協力 

68 

道の駅「とよはし」の防災

活動拠点としての活用に関

する協定 

国土交通省中部地方

整備局 H31.4.17 防災危機管理課 
防災活動拠点として道の駅「とよは

し」を使用 
愛知県 

69 

道の駅「とよはし」の防災

活動拠点としての活用に関

する協定 

株式会社ＪＡあぐり

パーク食彩村 
H31.4.17 防災危機管理課 

防災活動拠点として道の駅「とよは

し」を使用 

70 

災害時における豊橋市河川

施設（排水機場等）の応急

対策業務に関する協定書 

音羽電機㈱ 

R1.8.30 河川課 
災害時に市が管轄する河川施設の

応急業務を行うための資材、労力等

の提供を受けられるもの 

㈱アイテム 

㈱ケイテック 

㈱マナック 

㈱豊設備 

71 
災害に係る情報発信等に関

する協定 ヤフー㈱ R1.10.1 防災危機管理課 
災害時における市民への情報発信

の協力 

72 

豊橋市立八町小学校他７校

に設置する災害対応型自販

機に係る災害時救援物資提

供に関する協定 

コカ・コーラボトラー

ズジャパン㈱ＶＭ岡

崎支店豊橋セールス

センター 

R2.3.25 教育政策課 
災害対応型自販機の機内在庫の商

品の提供 

73 
災害時における相談業務等

に関する協定 

愛知県弁護士会 

愛知県司法書士会 

公益財団法人愛知県

宅地建物取引業協会 

東三河支部 

愛知県行政書士会東

三支部 

愛知県土地家屋調査

士会 

愛知県社会保険労務

士会 

豊橋市社会福祉協議

会 

R2.8.19 安全生活課 
被災者等の生活再建を目的とした、

専門家による相談会を実施 

74 
災害時におけるトレーラー

ハウス提供に関する協定 

一般社団法人日本Ｒ

Ｖ・トレーラーハウス

協会 

R3.3.11 防災危機管理課 
トレーラーハウスを避難所、福祉避

難所、応急仮設住宅、ボランティア

センター等として提供 

75 

災害時等における電気自動

車からの電力供給に関する

協定 

東愛知日産自動車株

式会社 

日産自動車株式会社 

R2.7.28 防災危機管理課 
電気自動車による避難所及び関連

施設への電力の供給をするもの 
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76 

豊橋市とサーラエナジー株

式会社との災害時にお

ける相互協力に関する協定 

サーラエナジー株式

会社東三河支社 
R2.11.27 防災危機管理課 

円滑な相互連携・協力を図ることを

目的とするもの 

77 
災害発生時における防疫活

動の協力に関する協定 

公益社団法人愛知県

ペストコントロール

協会 

R2.8.24 防災危機管理課 

地震及び風水害その他の災害又は

感染症の発生があった場合におい

て、感染症の拡大を防止し、市民生

活の安定を図るもの 

78 
災害等における捜索救助犬

の出動に関する協定 災害救助犬 HDS K9 R4.3.30 防災危機管理課 
大規模災害等の発生時、人命救助の

ため、災害救助犬による迅速な捜索

活動を可能にするもの 

 




