
No. 協定名 相手方

1 災害時における相互応援に関する協定 川口市

2 災害時における市町村相互応援に関する協定 県内市町（１３市１２町）

3 災害時における相互応援に関する協定 郡山市

4 災害時における相互援助に関する協定
水戸市，前橋市，千葉市，さいたま市

甲府市，横浜市（首都圏県都市長懇話会構成市）

5 災害時における備蓄品の共同利用に関する協定 県内市町（６市４町）（県央都市圏首長懇談会構成市町）

6 中核市災害相互応援協定 中核市（60市）

7 北関東中核都市連携会議災害時相互支援に関する協定 水戸市・前橋市・高崎市

8 栃木県災害廃棄物等の処理における市町村等相互応援に関する協定 栃木県，県内市町村，一部事務組合

9 全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定 全国中央卸売市場協会

10 水道災害相互応援に関する覚書 川口市，前橋市，水戸市

11 宇都宮芳賀緊急時連絡管の設置に関する基本協定 芳賀中部上水道企業団

12 消防相互応援協定 鹿沼地区広域行政事務組合

13 消防相互応援協定 真岡市，芳賀町，芳賀地区広域行政事務組合

14 消防相互応援協定 石橋町，上三川町，壬生町，石橋地区消防組合

15 特殊災害消防相互応援協定 県内の常設消防機関設置市町及び一般事務組合

16 消防相互応援協定 高根沢町，塩谷広域行政組合

17 消防相互応援協定 日光市

18 原子力災害における水戸市民の県外広域避難に関する協定 水戸市

19 農業集落排水施設災害対応に関する協定 （一社）地域環境資源センター

20 日本水道協会関東地方支部災害時相互応援に関する協定
横浜市，東京都，川崎市，千葉県，
さいたま市，前橋市，日立市，甲府市

21 災害時における応急対策業務に関する協定
宇都宮中央警察署，宇都宮東警察署

宇都宮南警察署，（一社）宇都宮建設業協会

22 災害時における応急対策業務の協力に関する協定 宇都宮市管工事業協同組合

23 災害時における食糧・生活必需品等の輸送協力に関する協定 赤帽栃木県軽自動車運送協同組合

24 災害時における応急対策業務に関する協定 （株）永神工業

25 災害時における応急対策業務に関する協定 エステート住宅産業（株）

26 災害時における電気設備の応急対策業務に関する協定 栃木県電気工事業工業組合

27 災害時における公共建築物等の応急対策活動に関する協定 三和シヤッター工業（株）関東営業部

28 災害時における応急対策業務に関する協定 （株）清建

29 災害時における応急対策業務に関する協定 （有）菊池建材工業

30 災害時の支援等に関する協定 財務省関東財務局，同宇都宮財務事務所

31 災害時の応急対策業務の実施に関する協定
㈱新日本建設コンサルタンツ，㈱シー・アイ・エス，㈱ダイミック，㈱ニューフロンティ
ア，㈱ピーシーレールウェイコンサルタント，㈱富貴沢建設コンサルタンツ，富士コンサル

タンツ㈱

32 災害時における物資等の緊急輸送に関する協定 栃木県トラック協会宇都宮支部・宇都宮中央支部・宇都宮東支部

33 宇都宮市内郵便局との地域における包括連携協力に関する協定 宇都宮市内郵便局

34 災害時における法律相談業務に関する協定 栃木県弁護士会

35 災害時の情報収集業務の実施に関する協定 （一社）栃木県測量設計業協会

36 災害時における人員等の緊急輸送等に関する協定 栃木県個人タクシー協会

37 災害時の応急対策業務の実施に関する協定 （一社）栃木県地質調査業協会

38 災害時における応急対策業務に関する協定 ㈱インターテクノ建設

39 災害時における応急対策業務に関する協定 有限会社清明建設

40 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式会社

41 災害時等の医療救護活動に関する協定 （一社）宇都宮市医師会

42 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 （一社）宇都宮市歯科医師会

43 災害時の医療救護活動に関する協定 （一社）宇都宮市薬剤師会

44 災害時の医療救護活動に関する協定 （公社）栃木県柔道整復師会

45 災害時の医療救護活動に関する協定 （公社）栃木県看護協会

46 災害時における医薬品等の供給に関する協定 （公財）宇都宮市医療保健事業団

47 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 宇都宮市歯科衛生士会

48 災害時における救護所の設置及び医療救護活動に関する協定 市内の医療機関（現在：14機関）

49 災害時における救護所の設置に関する協定 学校法人船田教育会

50 災害時における被災動物の救護及び管理に関する協定 公益社団法人　栃木県獣医師会

51 ドクターカーに関する協定 栃木県済生会宇都宮病院，塩谷広域行政組合

52 災害時における食糧・生活必需品等の確保に関する協定 県内９市町・（株）東武宇都宮百貨店・（株）福田屋百貨店

53 災害時における食糧・生活必需品等の確保に関する協定 県内９市町・とちぎコープ生活協同組合

54
宇都宮市と社団法人全国霊柩自動車協会による

災害時における霊柩自動車・棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定書
（社）全国霊柩自動車協会

55
宇都宮市と栃木県葬祭事業協同組合による

災害時における霊柩自動車・棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定書
栃木県葬祭事業協同組合
　※（株）浄邦堂内

56
宇都宮市と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会による

災害時における霊柩自動車・棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定書
（社）全日本冠婚葬祭互助協会

57 災害時における物資の確保に関する協定書 関東フーズサービス（株）

58 災害時における仮設トイレの供給に関する協定書 旭ハウス工業（株）関東営業部宇都宮営業所

59 災害時における生鮮食料品等の調達に関する協定 卸売業者等（４７社）

60 災害時における物資の確保に関する協定書 （株）伊藤園
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61 災害時における救援物資の提供に関する協定書 （社福）宇都宮市母子寡婦福祉連合会

62 災害時における救援物資の提供に関する協定書 （株）ダイドードリンコサービス関東

63 災害時における救援物資の提供に関する協定書 （有）富士屋食品

64 災害時における救援物資の提供に関する協定書 宇都宮ヤクルト販売株式会社

65 災害時における畳の提供に関する協定書 「5日で5000枚の約束」プロジェクト実行委員会

66 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 東日本電信電話（株）（栃木支店）

67 災害時における生活物資の供給協力に関する協定 株式会社カインズ

68 災害時における物資供給に関する協定書 NPO法人コメリ災害対策センター

69 災害時に必要な物資の供給に関する協定 （一社）栃木県ＬＰガス協会宇都宮支部

70 災害時における物資の確保に関する協定書 コカ・コーラボトラーズジャパン（株）東日本営業本部

71 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 株式会社ゼンリン

72 宇都宮市と宇都宮農業協同組合との地方創生に関わる包括連携協定 宇都宮農業協同組合

73 災害時等における物資供給等防災に関する協力協定 王子コンテナー株式会社　宇都宮工場

74 災害時における電動車両等の支援に関する協定 三菱自動車工業株式会社，東日本三菱自動車販売株式会社

75 災害時における被害情報の提供に関する協定書 宇都宮ヘリコプター倶楽部

76 危険箇所の情報提供に関する協定書 東京電力（株）宇都宮支社

77 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省関東地方整備局

78 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー（株）

79 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定 （株）とちぎテレビ，（株）栃木放送

80 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定 （株）エフエム栃木

81 災害時の放送要請に関する協定 宇都宮ケーブルテレビ（株）

82 広告付避難場所等電柱看板に関する協定 東電タウンプランニング（株）栃木総支社

83 広告付避難場所等電柱看板に関する協定 三信電工（株）

84 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定 （株）宇都宮コミュニティメディア

85 災害時における無人航空機による情報収集業務の実施に関する協定書 一般社団法人栃木県測量設計業協会

86 防災情報等の提供に関する協定書 ファーストメディア株式会社

87 災害時における情報収集・支援に関する協定 北関東綜合警備保障株式会社

88 災害時における一時避難場所の開設に係る協定書 栃木県立宇都宮高等学校

89 災害時における一時避難場所の開設に係る協定書 栃木県立宇都宮女子高等学校

90 災害時における一時避難場所の開設に係る協定書 栃木県立宇都宮中央高等学校

91 災害時における一時避難場所の開設に係る協定書 栃木県立宇都宮東高等学校

92 災害時における一時避難場所の開設に係る協定書 栃木県立宇都宮商業高等学校

93 災害時における一時避難場所の開設に係る協定書 栃木県立宇都宮白楊高等学校

94 災害時における一時避難場所の開設に係る協定書 栃木県立宇都宮南高等学校

95 災害時における一時避難場所の開設に係る協定書 栃木県（とちぎ福祉プラザ）

96 災害時における一時避難場所の開設に関する覚書 （株）宇都宮ゴルフクラブ

97 火災被災者等への宿泊支援に関する協定書 宇都宮ホテル旅館協同組合

98 災害時に要援護者の福祉避難所として民間社会福祉施設等を使用することに関する協定書 市内の民間福祉施設（現在：４３施設）

99 災害時における神社施設の利用に関する協定 二荒山神社

100 自然災害時における負傷者等の受入等の協力に関する同意書 （学法）宇都宮海星学園（宇都宮海星女子学院）

101 自然災害時における負傷者等の受入等の協力に関する同意書 （医）報徳会（報徳会宇都宮病院）

102 災害時における帰宅困難者等の支援に関する協定書 宇都宮ＰＥＡＫＳ管理組合

103 災害時における施設の利用に関する協定 国立大学法人宇都宮大学

104 緊急時における継続的な保育実施体制の確保に関する協定 宇都宮共和大学，作新学院大学

105 災害時における施設の使用に関する協力協定 株式会社カンセキ

106 災害時における施設の使用に関する協力協定 株式会社ＳＵＢＡＲＵ航空宇宙カンパニー


