
千葉県長生村　災害協定一覧 令和５年１月１日現在

NO 協定主体 協定名称 協定締結先 締結年月日 協定内容

1 長生村 災害時の医療活動に関する協定
（社）茂原市長生郡医師
会

S63.10.1 医療救護活動

2 長生村 千葉県水道災害相互協定 県内水道事業体 H7.11.2
応急給水／応急復旧／資機材の提供／応援職
員【負担金：被災地／職員費用：応援側】

3 長生村
災害時における千葉県内市町村間の相互
応援に関する基本協定

県内５６市町村及び千葉
県

H8.2.23
食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供
給に必要な資機材の提供

4 長生村
災害時における長生郵便局、長生村役場
間の協力に関する覚書

長生郵便局 H9.11.1 避難場所、物資集積場所等の提供等

5 長生村 災害時における応急業務に関する協定 長生村土建組合 H19.2.1
災害時の道路、河川等の公共土木施設の機能
確保及び回復

6 長生村
災害時における緊急対応生活物資等の供
給に関する協定

（社）千葉県エルピーガ
ス協会

H20.7.4 液化石油ガス等の提供

7 長生村 長生村防災行政無線の活用に関する協定
東京電力（株）木更津支
社

H20.7.23
大規模停電時、防災行政無線を活用し広報を
実施する

8 長生村
災害時における災害応急対策に関する協
定

千葉土建一般労働組合
長生支部

H20.12.15 救出救援活動、被災した収容施設の補修

9 長生村 一時避難所の施設利用に関する協定
（株）デーベロップヤリ
タ

H23.7.11 津波避難に対する一時避難施設利用

10 長生村 災害用飲料水等の供給協力に関する協定
利根コカコーラボトリン
グ（株）

H23.7.20
・災害対応型自動販売機内の飲料水の提供
・ミネラルウオーターの提供

11 長生村 一時避難所の施設利用に関する協定 千葉県長生郡一宮町 H23.8.18
一宮町からの避難住民受入れ
（長生村立八積小学校）

12 長生村 緊急速報「エリアメール」送信サービス （株）ＮＴＴドコモ H23.9.30 緊急速報「エリアメール」送信サービス

13 長生村 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

H24.12.12 災害時情報交換、情報連絡員の派遣

14 長生村 一時避難所の施設利用に関する協定
（株）合同資源
千葉事業所

H25.9.6
地震・津波避難に対する一次避難所としての
施設利用

15 長生村 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）
千葉支店

H26.6.30 非常用電話の設置及び利用・管理等

16 長生村
災害時における家屋被害認定調査等に関
する協定

千葉県土地家屋調査士会 H26.7.28 災害時係る住家の被害認定調査

17 長生村 緊急速報メール送信サービス ＫＤＤＩ（株） 緊急速報メールの送信サービス

18 長生村 緊急速報メール送信サービス ソフトバンク（株） 緊急速報メールの送信サービス

19 長生村 包括連携協定
日本郵便（株）
茂原郵便局・一宮郵便局
長生郵便局・一松郵便局

H27.9.1
災害時に郵便車両の貸出し、被災者からの郵
便物にかかる料金の減免等

20 長生村 公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）千葉総支社

H27.9.10
電柱看板を利用した災害時避難場所等の案内
表示

21 長生村
災害時の物資供給及び店舗営業の継続又
は早期再開に関する覚書

（株）セブン-イレブン・
ジャパン

H27.12.1
災害時における物資供給・店舗での災害情報
提供　及び店舗の早期再開への協力



22 長生村 アマチュア無線による災害時応援協定
外房ネットワークアマ
チュア無線クラブ

H28.2.13
災害時における情報の収集・伝達についての
協力

23 長生村
大規模災害時における広域医療救護所に
関する協定

公立長生病院
(広域医療救護所）

H29.4.1
長生病院敷地内に救護所を設置し、トリアー
ジ、傷病者に対する応急処置、災害拠点病院
等への後方搬送依頼を実施

24 長生村 福祉避難所の開設及び運営に関する協定
（福）愛の友協会
（福）徳生会
（福）長生会

H29.8.1
避難行動要支援者の受け入れに対し、各施設
と福祉避難所の開設及び運営

25 長生村 災害時における物資供給に関する協定 （株）コメリ H30.2.15 災害時における物資供給

26 長生村 災害時における物資供給に関する協定 長生農業協同組合 H30.4.10 災害時における物資供給

27 長生村
大規模災害時における相互応援に関する
協定

埼玉県児玉郡上里町 H30.8.1
大規模災害時における物資の供給、職員の派
遣、施設の提供等の相互応援

28 長生村 災害時における物資供給に関する協定 （株）ナフコ H30.8.29 災害時における物資供給

29 長生村
災害時における物資（ユニットハウス
等）の供給に関する協定

三協フロンテア（株） H31.1.29
災害時における救援物資（ユニットハウス、
仮設事務所、仮設トイレ等）の供給

30 長生村
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 H31.3.4
災害時に重機、発電機その他応急対策全般に
係る資機材の供給

31 長生村
災害時における救援物資の供給等の支援
協力に関する協定

（株）アベクラ R1.8.1 災害時における段ボール製ベッド等の供給

32 長生村
災害時における入浴施設等の供給に関す
る協定

（株）デーベロップヤリ
タ

R2.3.2
災害時における被災者への入浴施設・消耗品
等の提供（施設利用料５００円/人　村負
担）

33 長生村
災害時における物資の供給協力に関する
協定

（株）せんどう R2.4.1 災害時における物資の供給協力に関する協定

34 長生村
大規模災害時における広域医療救護所に
関する協定

（医）ＳＨＩＯＤＡ
 塩田記念病院

R2.4.1 大規模災害時における広域医療救護所

35 長生村
災害時における生活物資の供給協力に関
する協定

（株）カインズ R2.4.27 災害時における生活物資の供給協力

36 長生村 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー（株） R2.7.1 災害に係る情報発信

37 長生村
災害時における停電復旧の連携等に関す
る基本協定及び覚書

東京電力パワーグリッド
（株）木更津支社

R2.7.1 災害時における停電復旧の連携

38 長生村
災害時における石油類燃料の供給に関す
る協定

千葉県石油商業組合茂原
支部

R2.8.5 災害時における石油類燃料の供給

39 長生村
災害時における飲料水等の供給に関する
協定

（株）伊藤園 R2.10.1 災害時における飲料水等の供給

40 長生村
災害時における応急物資の供給等に関す
る協定

（社）日本チェーンド
ラッグストア協会　千葉
支部

R2.12.1 災害時における応急物資供給（医薬品等）

41 長生村 災害時における支援協力に関する協定 千葉県行政書士会 R2.12.18 災害発生時における被災者支援

42 長生村
大規模災害時における広域医療救護所に
関する協定

（医）正朋会　宍倉病院 R3.4.1 大規模災害時における広域医療救護所

43
県及び
県内全市

町村

災害時における外部給電可能車両等の貸
与に関する協定（に係る市町村同意）

千葉トヨタ自動車（株）
外、トヨタ販売店

R3.7.15 災害時における外部給電可能車両等の貸与

44 長生村
災害ボランティアセンターの設置及び運
営に関する協定

（福）長生村社会福祉協
議会

R3.9.2
災害発生時における災害ボランティアセン
ターの設置及び運営



45 長生村 災害時における支援協力に関する協定
（特非）ロボットビジネ
ス支援機構

R3.9.10 災害時におけるドローン等を用いた支援

46 長生村
災害時におけるレンタル機材の優先供給
に関する協定

新光重機（株） R3.12.27
災害時における重機、発電機その他応急対策
全般に係る資機材の供給

47 長生村
災害時における支援物資の受入及び配送
等に関する協定

佐川急便（株） R4.3.15
災害時における物資の配送及び集積拠点場所
の提供

48 長生村
災害時の復旧活動と防災減災活動の協力
に関する協定

（一社）全日本災害住宅
レジリエンス協会

R4.7.19
災害時の住宅被害に対する被害調査及び復旧
工事に係る事業者派遣

49 長生村
災害時における地図製品等供給に関する
協定

（株）ゼンリン R4.9.2
災害時における住宅地図等の提供及び複写許
可

50 長生村
災害時等における施設利用の協力に関す
る協定

（株）ダイナム R4.12.22 災害時における一時滞在施設の提供


