協同組合、卸売市場、地方行政機関、民間企業等との協定
№

協定名

協定機関名

締結年月日

1

災害応急復旧工事等に関する業務協定

甲府市管工事協同組合

平成4年12月4日

2

災害時における応急対策業務に関する協定

甲府市建設安全協議会

平成10年2月24日

3

災害時における物資の供給に関する協定

㈱岡島

平成11年2月8日

4

災害時における物資の供給に関する協定

㈱オギノ

平成11年2月8日

5

災害時における物資供給に関する協定

生活協同組合市民生協やまなし

平成11年5月21日

6

災害時における物資供給に関する協定

生活クラブ生活協同組合

平成11年5月21日

(一社)山梨県トラック協会

平成11年8月27日

赤帽山梨県軽自動車運送協同組合

平成11年8月27日

㈱エフエム甲府

平成16年8月25日

㈱レンタルのニッケン

平成17年4月1日

太陽建機レンタル㈱

平成17年4月1日

㈱日本ネットワークサービス

平成18年1月31日

7

8

9

10

11

災害時における物資等の緊急輸送に関する
協定
災害時における物資等の緊急輸送に関する
協定
災害防災情報等の放送に関する協定
災害時における仮設資機材の供給に関する
協定
災害時における仮設資機材の供給に関する
協定

12 災害防災情報等の放送に関する協定

13

14

災害時における情報伝達手段の提供及び救

コカ・コーライーストジャパン㈱

援物資提供に関する協定

※55

災害時における石油燃料等の供給に関する
協定

15 災害時における応急対策業務に関する協定

平成18年3月30日

山梨県石油協同組合

平成19年5月10日

甲府市電設協力会

平成19年7月1日

16

17

災害時における仮設資機材の供給に関する
協定
災害時における仮設資機材の供給に関する
協定

18 災害時における応急対策業務に関する協定

19 災害時における応急対策業務に関する協定

㈱アクティオ

平成20年1月15日

甲陽建機リース㈱

平成20年6月26日

(一社)全国クレーン建設業協会山梨
県支部

平成21年3月10日

協同組合甲府市造園協会※66

平成22年4月1日

山梨県土地家屋調査士会

平成23年4月27日

21 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

平成23年5月6日

22 災害時における応急対策業務に関する協定

山梨県消防設備事業組合

平成23年5月24日

23 災害時における支援に関する協定

国立大学法人山梨大学

平成23年12月21日

24 災害時における支援に関する協定

公立大学法人山梨県立大学

平成23年12月21日

25 災害時における支援に関する協定

山梨学院大学

平成23年12月21日

26 災害時における支援に関する協定

山梨英和大学

平成23年12月21日

27 帰宅困難者に対する支援に関する協定

甲府ホテル旅館協同組合

平成24年7月17日

28 帰宅困難者に対する支援に関する協定

湯村温泉旅館協同組合

平成24年7月17日

29 帰宅困難者に対する支援に関する協定

山梨県ビジネスホテル協会

平成24年7月17日

30 災害時における応急対策業務に関する協定

（一社）甲府地区建設業協会

平成24年8月17日

31 災害時における炊き出し等に関する協定

㈱東洋食品

平成24年8月17日

32 災害時における炊き出し等に関する協定

山梨県学校給食協同組合

平成24年8月17日

20

災害時における被害家屋状況調査に関する
協定

33 災害時における氷の供給に関する協定

山梨県氷雪組合甲府支部

平成24年11月17日

山梨県トラック協会

平成24年12月25日

35 災害時における物資の保管等に関する協定

山梨県倉庫協会

平成25年2月22日

36 災害時の医療救護活動に関する協定

(一社)甲府市医師会

平成25年2月27日

37 災害時の歯科医療救護活動に関する協定

(一社)甲府市歯科医師会

平成25年2月27日

(公社)甲府市薬剤師会

平成25年2月27日

イオンビッグ㈱

平成25年3月1日

厚生労働省山梨労働局

平成25年11月11日

34

38

災害時における遺体の搬送等の支援に関す
る協定

災害における応急医薬品等の優先供給及び
医療救護活動に関する協定

39 災害時における支援協力に関する協定

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

災害時における帰宅困難者に対する支援に
関する協定
地域情報ポータルサイトにおける行政情報

㈱フューチャリンクネットワーク・

等の発信に関する協定

アルファシステムサービス㈱

災害時におけるし尿等の収集運搬の協力に
関する協定
災害時における応急活動の協力に関する協
定
災害時におけるＬＰガスの供給等に関する
協定
災害時における応急活動の支援に関する協
定
災害時における帰宅困難者に対する支援に
関する協定
災害時における応急活動の支援に関する協
定

富士環境センター・㈲環境整備・昭
和衛生社・東八商事㈲・㈱クリーン 平成26年4月11日
ライフ
㈱坂本建運・千塚地区自治会連合会

平成26年4月25日

山梨県エルピーガス協会甲府地区

平成26年6月23日

山梨積水㈱・大国地区自治会連合会

平成26年10月30日

帝京山梨看護専門学校

平成26年11月19日

齋藤建設㈱・東地区自治会連合会

平成26年12月16日

災害時における応急活動の支援に関する協 ㈱ホンダ四輪販売甲信・国母地区自
定
災害時における応急活動の支援に関する協
定

平成26年2月20日

治会連合会
早野組㈱・里垣地区自治会連合会

平成27年2月23日

平成27年3月23日

50 災害時における炊き出し等に関する協定

㈱レパスト

平成27年4月1日

51 災害時における炊き出し等に関する協定

一冨士フードサービス㈱関東支社

平成27年4月1日

山梨県立甲府第一高等学校

平成27年4月1日

山梨県立甲府西高等学校

平成27年4月1日

山梨県立甲府南高等学校

平成27年4月1日

山梨県立甲府東高等学校

平成27年4月1日

山梨県立甲府工業高等学校

平成27年4月1日

山梨県立甲府城西高等学校

平成27年4月1日

地建工業㈱・大里地区自治会連合会

平成27年7月6日

日本レスキュー協会

平成27年8月25日

日本郵便㈱南関東支社

平成27年9月1日

宏和建設㈱・甲運地区自治会連合会

平成27年11月13日

63 避難所等情報提供に関する協定

ファーストメディア㈱

平成27年11月30日

64 災害時における相互協力に関する協定

生活協同組合パルシステム山梨

平成28年2月8日

甲府警察署

平成28年2月18日

52

53

54

55

56

57

59

60

61

62

65

災害時等における山梨県立甲府第一高等学
校の避難所及び避難地の利用に関する協定
災害時等における山梨県立甲府西高等学校
の避難所及び避難地の利用に関する協定
災害時等における山梨県立甲府南高等学校
の避難所及び避難地の利用に関する協定
災害時等における山梨県立甲府東高等学校
の避難所及び避難地の利用に関する協定
災害時等における山梨県立甲府工業高等学
校の避難所及び避難地の利用に関する協定
災害時等における山梨県立甲府城西高等学
校の避難所及び避難地の利用に関する協定
災害時における応急活動の支援に関する協
定
災害時における災害救助犬及びセラピード
ッグの出動に関する協定
災害発生時における甲府市と日本郵便株式
会社南関東支社との協力に関する協定
災害時における応急活動の支援に関する協
定

大規模災害時における施設の使用に関する
協定

66 災害時における畳の提供に関する協定

67 災害時における相互協力に関する協定

「5日で5000枚の約束。」
プロジェクト実行委員会
甲府刑務所

平成28年7月14日

平成28年11月25日

68

69

70

71

72

災害時における物資の緊急輸送等の協力に
関する協定
災害時における物資の緊急輸送等の協力に
関する協定
災害時における物資の緊急輸送等の協力に
関する協定

日本通運㈱山梨支店

平成28年12月20日

ヤマト運輸㈱山梨主管支店

平成28年12月20日

富岳通運㈱

平成28年12月20日

災害時における支援物資の提供に関する協 （一社）山梨県トラック協会
定
災害時における被災者等相談の実施に関す

（有）藤本運送

平成28年12月21日

山梨県司法書士会

平成29年2月13日

山梨県行政書士会

平成29年2月20日

昭和測量㈱

平成29年3月1日

75 災害時等における人員搬送の支援に関する協定

㈱ジャネット

平成29年3月17日

76 災害時等における人員搬送の支援に関する協定

東邦航空㈱

平成29年3月17日

かえで支援学校

平成29年3月17日

73

74

77

る協定
災害時における行政書士業務の協力に関す
る協定
災害時における被害調査の支援に関する協
定書

風水害時における山梨県立かえで支援学校の
避難所の利用に関する協定

78 災害時における支援に関する協定※87

79

80

災害時等における施設の使用に関する協定
大規模災害時における法律相談業務に関する協

財務省関東財務局
財務省関東財務局甲府財務事務所

荒川ダム記念館管理組合

平成29年3月29日

平成29年5月21日

山梨県弁護士会

平成29年6月1日

全国公設地方卸売市場協議会

平成29年6月23日

甲府市社会福祉協議会

平成29年8月2日

83 災害時等における施設の使用に関する協定

甲斐市

平成29年8月22日

84 甲府市防災用備蓄食糧の活用に関する業務協定

甲府市社会福祉協議会

平成29年11月30日

定

81 災害時相互応援に関する協定

82

甲府市災害ボランティアセンターの運営に関す
る協定

85

災害時における地図製品等の供給等に関する協
定

86 災害時における応急活動の支援に関する協定

87

88

89

90

91

災害時における生活物資の供給協力に関する協
定
災害時における生活物資の供給協力に関する協
定
災害時における生活物資の供給協力に関する協
定
災害時における生活物資の供給協力に関する協
定
災害時における帰宅困難者の受入れ施設に係る
管理協定

92 災害時における応急活動の支援に関する協定

93

災害時における山梨県立中央高等学校の一時避
難所の利用に関する協定

94 災害時における応急活動の支援に関する協定

95 災害時における応急活動の支援に関する協定

96

災害時における遺体安置等の支援に関する協定
書

97 災害時における応急活動の支援に関する協定

98 災害時における応急活動の支援に関する協定

99 災害時における物資の供給に関する協定書

100 災害時における応急活動の支援に関する協定書

101 災害時における施設利用の協力に関する協定

㈱ゼンリン
長田組土木㈱・穴切地区自治会連合
会

平成30年1月31日

平成30年2月21日

㈱カインズ

平成30年2月28日

㈱ケーヨー

平成30年2月28
日

ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター

ＤＣＭくろがねや㈱

㈱フージャースコーポレーション
横河電機㈱甲府事業所・大里地区自
治会連合会
山梨県立中央高等学校
(医)慶友会城東病院・琢美地区自治
会連合会

平成30年2月28日

平成30年2月28日
平成30年3月22日

平成30年3月28日

平成30年10月1日

平成30年11月5日

鈴与商事㈱・東地区自治会連合会

平成30年12月7日

㈱ジットセレモニー

平成31年2月7日

社会福祉法人和告福祉会・新田地区
自治会連合会
㈱クロスフォー・国母地区自治会連
合会
㈱ドン・キホーテ
㈱宗家日本印相協会・中道地区自治
会連合会
一般社団法人甲府市地方卸売市場協
会

平成31年4月24日

令和元年5月28日

令和元年8月9日

令和元年10月25日

令和2年4月1日

102 災害時における車両等の移動に関する協定書

103 災害時における応急活動の支援に関する協定書

104 防災力向上にかかる相互協力に関する協定

105 災害時における応急活動の支援に関する協定書

106

災害時における棺及び葬祭用品の供給等並びに
遺体の搬送等の協定に関する協定書

一般社団法人日本自動車連盟山梨支
部
株式会社ジットセレモニー
石田地区自治会連合会
損害保険ジャパン株式会社
災害保険ジャパン株式会社
相生地区自治会連合会
山梨県葬祭事業協同組合

令和2年6月29日

令和2年7月1日

令和2年7月2日

令和2年7月2日

令和2年9月16日

