
地方公共団体間の相互応援の強化について 

 

 

阪神・淡路大震災を受けて、災害対策基本法の中に地方公共団体の相互の協力

に関する規定（現行第５条の２）や地方公共団体の相互応援に関する協定の締結

に関する規定（現行第８条第２項第 12 号）が設けられ、これまで相互応援に関

する協定の締結が進められてきた。東日本大震災においても、これらの協定等に

基づく相互応援が積極的になされた。 

 

一方で、東日本大震災の教訓を踏まえると、他の地方公共団体からの応援を受

けることに備えた準備や、広域避難の受入れなどについて、さらなる充実等が求

められている。 

 

このため、地方公共団体間の相互応援を充実強化する観点から、災害対策基本

法の規定の整備を行う。 

 

① あらかじめ地域防災計画等において相互応援や広域での被災者の受入れを

想定する等、平素の備えを強化する規定を設ける。 

 

 ② 現行の第 67条（市町村間の応援の求め）、第 74条（都道府県間の応援の求

め）の対象業務を、従来の応急措置（消防、救助等に限定）から、施設の応急

復旧、保健衛生等へも拡大する。 

 

 ③ 地方公共団体間の自主的な応援を尊重しつつ、②を踏まえた都道府県や国に

よる応援の調整のための規定（応援の要求）を設ける。 
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４ 被災３県内市町村における県外市区町村との相互応援協定締結状況 
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５ 遠隔地自治体間による災害時相互応援体制の構築事例 

市町村広域災害ネットワーク（大阪府泉大津市）・・・・・・・・・１１ 

 

資料２



市区町村間における相互応援協定の 

締結市区町村数の推移 

 

 

 全市区町村数 応援協定締結市

区町村体数  

他都道府県の市

区町村との締結

市区町村数 

平成２２年 

（割合） 

１，７５０ 

（100.0%） 

１，５７１ 

（89.8%） 

８２０ 

（46.9%） 

平成２１年 

（割合） 

１，８００ 

（100.0%） 

１，６４６ 

（91.4%） 

８２７ 

（45.9%） 

平成２０年 

（割合） 

１，８１１ 

（100.0%） 

１，６５６ 

（91.4%） 

８１０ 

（44.7%） 

平成１９年 

（割合） 

１，８２７ 

（100.0%） 

１，４７１ 

（80.5%） 

７９４ 

（43.5%） 

（注）各年４月１日現在。 

 
 

1



区域 応援協定の名称 構成都道府県 締結年月日

全国
全国都道府県における
災害時等の広域応援に関する協定

全都道府県
平成19年7月12日
(既存協定見直し)

大規模災害時等の北海道・東北８道県
相互応援に関する協定

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山
形、福島、新潟

平成19年11月8日
(既存協定見直し)

山形県・新潟県
防災上の連携・協力に関する協定

山形、新潟 平成18年2月24日

山形県・福島県
防災上の連携・協力に関する協定

山形、福島 平成19年2月19日

山形県・宮城県
防災上の連携・協力に関する協定

山形、宮城 平成18年12月26日

山形県・秋田県
防災上の連携・協力に関する協定

山形、秋田 平成19年5月29日

秋田県・岩手県
防災上の連携・協力に関する協定

秋田、岩手 平成22年3月24日

災害時等における福島県、茨城県、栃木県、群馬
県及び新潟県五県相互応援に関する協定

福島、茨城、栃木、群馬、新潟 平成18年7月24日

関東1都9県
震災時等の相互応援に関する協定

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、
神奈川、山梨、長野、静岡

平成16年2月24日
(既存協定見直し)

九都県市
災害時相互応援に関する協定

東京、千葉、埼玉、神奈川、横浜市、川
崎市、千葉市、さいたま市、相模原市

平成22年4月1日
（相模原市加盟）

関東
・

中部
富士山火山防災対策に関する協定 神奈川、山梨、静岡 平成21年10月29日

中部9県1市
災害時等の応援に関する協定

富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、
愛知、三重、滋賀、名古屋市

平成19年7月26日
(既存協定見直し)

新潟県・長野県
災害時の相互応援に関する協定

新潟、長野 平成7年7月11日

新潟県・富山県
災害時の相互応援に関する協定

新潟、富山 平成7年8月24日

石川県・岐阜県
災害時等の相互応援に関する協定

石川、岐阜
平成21年10月1日
(既存協定見直し)

北陸三県
災害時等の相互応援に関する協定

石川、富山、福井
平成21年5月18日
(既存協定見直し)

岐阜県・福井県
災害時の相互応援に関する協定

岐阜、福井 平成7年10月6日

石川県・新潟県
災害時等の相互応援に関する協定

石川、新潟 平成8年1月9日

近畿2府7県
危機発生時の相互応援に関する基本協定

大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌
山、福井、三重、徳島

平成18年4月26日
(既存協定見直し)

紀伊半島三県
災害等相互応援に関する協定

三重、奈良、和歌山 平成8年8月2日

兵庫県・岡山県
災害時の相互応援に関する協定

兵庫、岡山 平成8年5月31日

兵庫県・鳥取県
災害時の相互応援に関する協定

兵庫、鳥取 平成8年5月31日

兵庫県・新潟県
防災協力及び災害時相互応援に関する協定

兵庫、新潟 平成17年10月23日

災害等発生時の中国５県
相互応援に関する協定

鳥取、島根、岡山、広島、山口
平成23年1月11日
(既存協定見直し)

中国・四国地方の
災害時相互応援に関する協定

鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、
香川、愛媛、高知

平成7年12月5日

危機事象発生時における
徳島県・鳥取県相互応援協定

徳島、鳥取
平成20年9月1日
(既存協定見直し)

岡山県・香川県
防災相互応援協定

岡山、香川 昭和48年5月10日

四国
危機事象発生時の四国4県
広域応援に関する協定

香川、徳島、愛媛、高知
平成19年2月5日
(既存協定見直し)

九州
九州・山口9県
災害時相互応援協定

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄、山口

平成7年11月8日

その他 原子力災害時の相互応援に関する協定
北海道、青森、宮城、福島、茨城、新
潟、石川、福井、静岡、京都、島根、愛
媛、佐賀、鹿児島

平成13年1月31日

中国
・

四国

都道府県相互応援協定締結状況（平成23年4月1日現在）

北海道
・

東北

関東

中部
・

北陸

近畿
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他の都道府県の
市区町村を含む
応援協定数

他都道府県の
市区町村との協定
締結市区町村数

北海道 179 51 37 179 32 100.0
青森県 40 10 9 40 13 100.0

岩手県※ 34 29 27 34 23 100.0
宮城県※ 35 21 18 35 22 100.0
秋田県 25 18 16 18 13 72.0
山形県 35 50 46 35 22 100.0

福島県※ 59 60 51 47 38 79.7
茨城県 44 49 43 44 22 100.0
栃木県 27 46 41 27 18 100.0
群馬県 35 69 55 35 23 100.0
埼玉県 64 102 79 64 38 100.0
千葉県 54 55 47 54 28 100.0
東京都 62 174 156 62 48 100.0

神奈川県 33 91 74 33 30 100.0
新潟県 30 68 57 30 23 100.0
富山県 15 45 36 14 12 93.3
石川県 19 32 25 17 11 89.5
福井県 17 34 33 17 12 100.0
山梨県 27 32 28 24 24 88.9
長野県 77 93 88 77 52 100.0
岐阜県 42 60 53 42 22 100.0
静岡県 35 73 61 35 31 100.0
愛知県 54 68 50 54 39 100.0
三重県 29 31 27 29 14 100.0
滋賀県 19 42 38 19 14 100.0
京都府 26 28 23 16 11 61.5
大阪府 43 79 36 43 24 100.0
兵庫県 41 62 43 41 28 100.0
奈良県 39 21 19 15 12 38.5

和歌山県 30 25 25 16 16 53.3
鳥取県 19 14 13 19 12 100.0
島根県 21 14 12 21 7 100.0
岡山県 27 26 21 24 18 88.9
広島県 23 7 6 23 5 100.0
山口県 19 13 12 7 7 36.8
徳島県 24 13 10 20 8 83.3
香川県 17 6 5 9 4 52.9
愛媛県 20 11 10 13 9 65.0
高知県 34 14 13 34 10 100.0
福岡県 60 13 11 60 10 100.0
佐賀県 20 4 4 3 3 15.0
長崎県 21 16 7 19 4 90.5
熊本県 45 19 10 45 6 100.0
大分県 18 31 15 18 9 100.0
宮崎県 26 10 4 26 6 100.0

鹿児島県 43 6 5 43 3 100.0
沖縄県 41 13 5 12 4 29.3
合計 1,747 1,848 1,504 1,592 840 91.1

※主な被災３県（岩手県、宮城県、福島県）についてはＨ２２．４．１時点の報告数値。

市区町村相互応援協定締結状況（平成23年4月1日現在）

都道府県内の
市区町村が
参加している
応援協定数

協定
締結率
（％）

市区町村間の
相互応援協定

締結市区町村数
都道府県 市区町村数
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市　町　村
市町村間の

相互応援協定名
協定締結先

（管外市町村）
協定締結
年月日

協定内容

1 花巻市（旧花巻市） 災害時相互応援に関する協定 神奈川県平塚市 H7.6.28
災対法第67条第1項の規定による災害応急措置
の要求手続きについて

2 花巻市（旧花巻市） 災害時相互応援に関する協定 青森県十和田市 H7.10.25 同上

3 大船渡市（旧三陸町）
銀河連邦を構成する市町の災害
時における相互応援に関する協
定

秋田県能代市・神奈川県相模原市・長野
県臼田町・鹿児島県内之浦町

H8.2.1

①災対法第６７条第１項の規定による災害応急措
置の要求手続きについて
②災対法第９２条の規定による応援に要した費用
負担等について

4 一関市（旧一関市）
災害応急対策活動の相互応援
に関する協定

北海道砂川市、山形県米沢市、茨城県笠
間市・桜川市、栃木県大田原市、群馬県
藤岡市、東京都千代田区・港区・新宿区・
墨田区、新潟県新発田市、長野県諏訪
市、愛知県吉良町・幡豆町、滋賀県大津
市・野州町、兵庫県相生市・豊岡市・赤穂
市・加西市・加東市・篠山市、広島県三次
市、熊本県山鹿市

H8.4.1 同上

5 盛岡市（旧盛岡市）
東北地区六都市災害時相互応
援に関する協定

青森市、秋田市、仙台市、山形市、福島市 H8.5.17 同上

6 一関市（旧一関市） 一関市と三春町相互応援協定 福島県三春町 H8.8.2 同上

7
盛岡市（旧盛岡市）、
遠野市（旧遠野市）、
二戸市（旧二戸市）

大規模災害時の「南部藩ゆかり
の地」相互応援に関する協定

山梨県南部町・身延町、
青森県八戸市・七戸町・三戸町・南部町

H8.10.21
災対法第67条第1項の規定による災害応急措置
の要求手続きについて

8 花巻市（旧東和町） 災害時における相互応援協定 神奈川県川崎市 H9.2.18
災対法第92条の規定による応援に要した費用負
担等について

9 一関市（旧室根村）
埼玉県吉川市・岩手県室根村災
害相互応援協定

埼玉県吉川市 H9.4.1

①災対法第６７条第１項の規定による災害応急措
置の要求手続きについて
②災対法第９２条の規定による応援に要した費用
負担等について

10

北上市、釜石市、
大船渡市、
遠野市（旧遠野市）、
花巻市（旧花巻市）、
奥州市（旧水沢市、
旧江刺市）

災害時における相互援助に関す
る協定（北東北地域連携軸構想
推進協議会）

秋田県横手市、本庄市、湯沢市、大曲市
H9.6.25 同上

11 北上市
北上市と柴田町の災害時相互応
援に関する協定

宮城県柴田町 H9.11.6 同上

12 野田村 友好町村災害相互応援協定 北海道様似郡様似町 H10.10.4 同上

13 釜石市
災害時における相互応援に関す
る協定

東京都荒川区 H11.3.25 同上

14
大船渡市、
陸前高田市

みやぎ・いわて県際沿岸三市災
害時相互応援協定

宮城県気仙沼市 H11.7.1 同上

15
一関市
（旧一関市）

豊島区と一関市の非常災害時等
における相互応援に関する協定

東京都豊島区 H13.6.30 同上

16
宮古市
（旧宮古市）

災害時における相互応援に関す
る協定

東京都品川区 H14.1.24 同上

17 釜石市
災害時における相互応援に関す
る協定

愛知県東海市 H15.2.21 同上

18 紫波町
大規模災害時の相互応援に関
する協定

福島県古殿町 H17.4.15
災対法第67条第1項の規定による災害応急措置
の要求手続きについて

19 北上市
流山市と北上市の災害時相互応
援に関する協定

千葉県流山市 H17.11.3

①災対法第６７条第１項の規定による災害応急措
置の要求手続きについて
②災対法第９２条の規定による応援に要した費用
負担等について

20
一関市、平泉町、
藤沢町、大船渡市、
陸前高田市、住田町

岩手・宮城県際市町村災害時相
互応援協定

宮城県気仙沼市、南三陸町、本吉町、栗
原市、登米市

H18.7.6 同上

21 奥州市 災害時相互応援に関する協定 静岡県掛川市 H19.1.9

①食料飲料水及び生活必需品の供給並びにその
必要な資機材の提供②被災者の救助、医療、防
疫、施設等の応急復旧に必要な資機材及び物資
の提供③その他

22

久慈市、洋野町、野
田村、普代村、二戸
市、一戸町、軽米町、
九戸村

大規模災害時における八戸・久
慈・二戸の三圏域に係る市町村
相互応援に関する協定

青森県八戸市、おいらせ町、三戸町、五戸
町、田子町、南部町、階上町、新郷村 H19.6.27

①食糧、飲料水、日用品等生活必需物資及びそ
の供給に必要な資機材の提供並びにあっせん②
被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急措置
等に必要な資機材並びに物資の提供並びにあっ
せん③その他

23 二戸市
二戸市及び取手市災害時相互
応援に関する協定

茨城県取手市 H19.8.21

①災対法第６７条第１項の規定による災害応急措
置の要求手続きについて
②災対法第９２条の規定による応援に要した費用
負担等について

24 遠野市 大規模災害時相互応援協定 愛知県大府市 H20.2.1
災対法第67条第1項の規定による災害応急措置
の要求手続きについて

（平成２２年４月１日）

岩手県内市町村における県外市区町村との相互応援協定締結状況
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市　町　村
市町村間の

相互応援協定名
協定締結先

（管外市町村）
協定締結
年月日

協定内容

25
盛岡市、宮古市、雫
石町

大規模災害時における秋田・岩
手横軸連携相互援助に関する協
定

秋田県秋田市、潟上市、大仙市、仙北市 H20.5.23

災対法第67条第1項の規定による災害応急措置
の要求手続きについて
①食料、飲料水、生活必需品並びにこれらの供給
に必要な資機材の提供
②救援に必要な車両等の提供
③被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧
等に必要な資機材及び物資の提供
④被災者を一時入所させるための施設の提供
⑤応急復旧に必要な職員の派遣
⑥そのほか、被災自治体が特に必要があると認
めるものの提供

26 宮古市
大規模災害時における本州四端
協議会を構成する地方公共団体
の相互援助に関する協定

青森県大間町
和歌山県串本町
山口県下関市

H21.1.23

①食料、飲料水、生活必需品並びにこれらの供給
に必要な資機材の提供
②救援に必要な車両等の提供
③被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧
等に必要な資機材及び物資の提供
④応急復旧に必要な職員の派遣
⑤そのほか、被災自治体が特に必要があると認
めるものの提供

27 盛岡市 中核市災害相互応援協定

函館市，旭川市，青森市，秋田市，郡山
市，いわき市，宇都宮市，川越市，船橋
市，柏市，横須賀市，相模原市，富山市，
金沢市，長野市，岐阜市，豊橋市，岡崎
市，豊田市，高槻市，東大阪市，姫路市，
西宮市，奈良市，和歌山市，岡山市，倉敷
市，福山市，下関市，高松市，松山市，高
知市，久留米市，長崎市，熊本市，大分
市，宮崎市，鹿児島市

H20.10.20

①災対法第６７条第１項の規定による災害応急措
置の要求手続きについて
②災対法第９２条の規定による応援に要した費用
負担等について
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市町村の相互応援協定 締結市町村（県内） 締結市町村（県外） 協定締結年月日

1 災害時相互応援協定 石巻市 茨城県ひたちなか市 平成18年2月13日

2 災害時相互応援協定 石巻市 神奈川県平塚市 平成18年4月1日

3
大崎市と台東区との災害における相
互援助協定

大崎市 東京都台東区 ###############

4 目黒区と気仙沼市との相互援助協定 気仙沼市 東京都・目黒区 平成13年9月23日

気仙沼市 栗原市 登米市 一関市 平成18年7月6日

南三陸町 平泉町

藤沢町

大船渡市

陸前高田市

住田町

6
災害時における相互応援に関する協
定

白石市 神奈川県海老名市 平成7年3月1日

7
災害時における相互応援に関する協
定

白石市 北海道登別市 平成7年3月14日

白石市 名取市 平成9年1月16日

角田市 岩沼市

蔵王町 亘理町

七ヶ宿町 山元町

大河原町

村田町

柴田町

川崎町

丸森町

9 目黒区と角田市との相互援助協定 角田市 東京都目黒区 平成4年7月21日

10 災害時相互応援協定 岩沼市 山形県・尾花沢市 平成12年8月25日

11
北上市と柴田町の災害時相互応援に
関する協定

柴田町 岩手県北上市 平成9年11月6日

柴田町 亘理町 伊達市、新地町 平成13年11月8日

山元町

13 災害時の相互応援に関する協定 色麻町 茨城県牛久市 ###############

14
大崎市と遊佐町との非常災害におけ
る相互応援に関する協定

大崎市 山形県遊佐町 平成7年5月19日

15
南三陸町と庄内町との災害時におけ
る相互応援に関する協定

南三陸町 山形県庄内町 平成18年5月17日

16 友好姉妹都市災害時相互応援協定 栗原市 東京都あきる野市 平成18年2月10日

17
災害時における宮城県市町村相互協
定

多賀城市 山形県天童市 平成20年10月1日

18 姉妹都市災害時相互支援協定 東松島市 北海道更別村 平成18年7月1日

宮城県内市町村における県外市区町村との相互応援協定締結状況

伊達藩「ふるさと姉妹都市・歴史友好
都市」連絡協議会の災害時における
相互応援協定

5

8

12

（平成２２年４月１日）

岩手・宮城県際市町村災害時相互応
援協定

福島・宮城・山形広域圏災害時相互
応援協定

宮城県南・山形県南及び福島県
北で構成した４４市町村
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（平成２２年４月１日現在）

市町村名 相互応援協定名
協定締結先
（管外市町村）

締結年月日 協定内容

1
福島市 東北地区六都市災害時相

互応援に関する協定
東北各県の県庁所在都
市

H8.5.17 食糧・生活必需物資の提供、
応急対策、職員の派遣等

2
福島市 災害時における相互援助協

定書
埼玉県さいたま市 H9.2.19 食糧・生活必需物資の提供、

応急復旧、職員の派遣等

3
福島市 災害時における相互応援に

関する協定書
東京都荒川区 H18.4.17 食糧・生活必需物資の提供、

応急復旧、職員の派遣等

4

福島市
いわき市

全国中央卸売市場協会災
害時相互応援に関する協
定

東京都、大阪府、奈良
県、沖縄県他県外４１市

H20.9.1 全国中央卸売市場協会加盟
都市が災害やテロ攻撃を受
け、独自で生鮮食料品を被災
都市の住民に十分供給できな
い場合、相互応援協力とし
て、被災都市の住民に供給す
る生鮮食料品の提供を行う

5

会津若松
市
郡山市
いわき市
田村市
西会津町
磐梯町
猪苗代町
会津坂下
町
会津美里
町

磐越自動車道沿線都市交
流会議、災害時における相
互応援に関する要綱

磐越道沿線市町村（新潟
県管内）

H10.5.21 生活必需物資、応急対策等

6
会津若松
市

会津若松市・米沢市災害時
相互応援協定

山形県米沢市 H8.11.18 救出活動、食糧・生活必需物
資等の供給、被災児童生徒
受入、被災者の住宅斡旋等

7

会津若松
市

全国青年市長会災害相互
応援に関する要綱

全国６０市 H7.10.27 食糧・生活物資等の供給等、
救助活動、被災者収容施設
の提供、被災児童生徒の一
時受入れ等

8
会津若松
市

会津若松市・長岡市災害時
相互応援協定

新潟県長岡市 H8.10.15 食糧・生活物資の供給、職員
の派遣、被災児童生徒受入
れ、被災者の住宅斡旋等

9
会津若松
市

日野市・会津若松市災害時
相互応援協定

東京都日野市 H20.9.22 食糧・生活必需物資等の供
給、職員の派遣、被災児童生
徒の受入れ、救出活動等

10

郡山市 災害時における相互応援に
関する協定

栃木県宇都宮市 H8.9.25 食料・生活物資の提供、救援
に必要な人員の派遣等
被災者一時収容施設提供等

11
郡山市 災害時相互応援に関する

協定
奈良県奈良市 H8.9.26 食料・生活物資の提供、救援

に必要な人員の派遣等

12
郡山市
いわき市

中核市災害時相互応援に
関する協定

県外３７市 H20.10.20 食糧･飲料水、生活必需物資
及び資器材の供給、職員の
派遣等

13

郡山市 災害時相互応援に関する
協定

鳥取県鳥取市 H21.5.22 食料、飲料水及び生活必需
物資並びにその供給に必要
な資機材の提供等

14

いわき市 水道相互応援協定書 茨城県北茨城市 H8.1.16 上水道配管又は給水車によ
る応急給水、水道用資機材の
調達、人的派遣等

福島県内市町村における県外市区町村との相互応援協定締結状況
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市町村名 相互応援協定名
協定締結先
（管外市町村）

締結年月日 協定内容

15
いわき市 災害時における相互応援協

定書
茨城県高萩市・北茨城市 H10.5.11 食糧、生活必需品等の供給、

救助活動、児童生徒受入、被
災者住宅の斡旋等

16
白河市 災害時における相互応援に

関する協定書
三重県桑名市 H11.1.17 食糧・生活物資の提供、救助

に必要な人員の派遣等
被災者一時受入等

17
白河市 災害時における相互応援に

関する協定書
埼玉県行田市 H11.1.17 食糧・生活物資の提供、救助

に必要な人員の派遣等
被災者一時受入等

18
白河市 災害時における相互援助に

関する協定
東京都板橋区他１３市町
村

H15.10.22 生活必需物資、応急復旧用
資機材の提供

19
白河市 災害時における相互応援に

関する協定書
埼玉県戸田市 H7.5.22 生活必需物資、応急復旧用

資機材の提供、被災者及び
被災児童生徒の一時受入等

20

須賀川市 全国青年市長会災害相互
応援に関する要綱

全国４８市 H20.9.8 食糧・生活物資等の供給等、
救助活動、被災者収容施設
の提供、被災児童生徒の一
時受入れ等

21
相馬市 災害時の応援に関する協

定書
千葉県流山市 H8.5.30 食糧・生活物資・資機材の提

供及び職員の派遣
被災者の一時収容施設提供

22

相馬市 災害時の相互応援に関す
る協定

静岡県裾野市 H19.2.7 生活必需物資等の提供、応
急復旧等に必要な資材の提
供及び職員の派遣

23

相馬市 災害時における相互応援に
関する協定

東京都足立区 H19.5.16 生活必需物資等の提供、応
急復旧等に必要な資材の提
供及び職員の派遣

24

二本松市 災害時における二本松市と
葛飾区との相互応援に関す
る基本協定

東京都葛飾区 H8.2.19 食料・生活物資の提供、救援
に必要な人員の派遣、被災住
民の受入れ及び収容施設提
供等

25

二本松市 災害時における相互応援に
関する協定

埼玉県越谷市 H8.7.2 食料・生活物資・資機材の提
供及び職員の派遣
被災者の収容施設提供等

26

二本松市 災害時の相互応援に関す
る協定

長野県駒ヶ根市 H17.10.14 資機材、生活必需物資等の
提供、職員の派遣、被災者一
時収容施設の提供、ボラン
ティアの斡旋

27

田村市 災害時における相互応援に
関する協定書

東京都中野区 H20.10.11 食糧･飲料水・生活必需品等
の提供、車両等応急対策用
資器材の提供・貸与、被災者
の一時収容施設の提供及び
職員の派遣

28

福島市
南相馬市
伊達市
大玉村
新地町
相馬市
二本松市
桑折町
国見町
川俣町
本宮市
飯舘村

福島・宮城・山形広域圏災
害相互応援協定

福島・宮城・山形隣接３４
市町村

H9.1.16 生活必需物資、応急対策等

8



市町村名 相互応援協定名
協定締結先
（管外市町村）

締結年月日 協定内容

29

南相馬市 杉並区及び南相馬市の災
害時相互援助に関する協
定

東京都杉並区 H19.2.19 物資、資財等の提供
人員派遣等

30
南相馬市 災害時相互応援に関する

協定関する協定
茨城県取手市 H19.7.23 生活必需物資等の提供、応

急復旧等に必要な資材の提
供等

31

鏡石町 福島県鏡石町・岡山県鏡野
町・高知県香南市・防災協
定

岡山県鏡野市
高知県香南市

H19.3.1 食糧・生活物資等の提供、救
助活動、被災者一時収容施
設の提供、職員の派遣、ボラ
ンティアの斡旋

32

下郷町 災害時における相互応援協
定書

東京都西東京市 H17.10.28 食糧・生活必需品等の供給、
救助、被災者一時収容施設
の提供、児童生徒一時受入
等

33
只見町 災害時における相互応援に

関する協定
千葉県柏市 H17.7.23 職員の派遣、食料・生活必需

品等の供給、医療救護班の
派遣等

34

猪苗代町 猪苗代町と豊島区との非常
災害時等における相互応援
に関する協定

東京都豊島区 H7.7.6 食糧・飲料水・生活必需物資
等の提供
被災者一時収容施設提供等

35
会津坂下
町

災害時等の相互応援に関
する協定書

埼玉県北本市 H8.8.3 食糧・飲料水・生活必需物資
等の提供等

36

金山町 災害時における相互応援に
関する協定書

埼玉県羽生市、鴻巣市
（合併により吹上町より
承継）

H9.3.22 食糧・生活必需物資・職員の
派遣
被災者一時収容施設提供
被災者及び被災児童、生徒

37

会津美里
町
鏡石町

全国市町村あやめササミッ
ト連絡協議会の災害時にお
ける相互応援に関する協定
書

鏡石町、会津美里町ほ
か全国３２市町村

H12.4.26 職員の派遣、備蓄物資等の
提供、被災者一時収容施設
の提供等

38
会津美里
町

災害時相互応援協定 東京都台東区 H19.10.20 生活必需物資、応急対策等

39
南会津町 南会津町と台東区との災害

時相互応援協定書
東京都台東区 H19.10.20 食糧・生活必需物資の提供、

応急対策、職員の派遣等

40
南会津町 災害時における相互応援に

関する協定書
栃木県日光市 H20.4.1 食糧・生活必需物資の提供、

応急対策、職員の派遣等

41
矢吹町 姉妹市町災害相互応援協

定
東京都三鷹市 S60.10.1 救急活動用車両・機械・生活

必需品等の提供等

42
棚倉町 災害時における相互応援に

関する協定
埼玉県川越市 H11.1.25 生活必需物資、応急復旧用

資機材の提供等

43
塙町 練馬区と福島県塙町との災

害時における相互援助協定
書

東京都練馬区 H7.12.5 応急対策等に必要な食料・物
資・資機材等の供給等

44

塙町 災害時における相互応援協
定

茨城県北茨城市 H7.12.27 食糧・飲料水・生活必需物資
等の提供、被災児童生徒受
入れ、被災者収容施設提供
等

45

塙町 災害時における葛飾区と塙
町との相互応援に関する基
本協定

東京都葛飾区 H10.11.4 食糧・生活必需物資等の提供
被災住民受入及び者収容施
設提供等
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市町村名 相互応援協定名
協定締結先
（管外市町村）

締結年月日 協定内容

46

石川町 石川町と荒川区との非常災
害時等における相互応援に
関する協定

東京都荒川区 H8.1.17 食糧・生活必需品の提供、応
急対策用資機材の提供、被
災者一時収容施設提供と受
入れ等

47

古殿町 大規模災害時における相互
応援に関する協定書

岩手県紫波町 H17.4.15 食糧・生活必需品等の供給、
職員の派遣、児童生徒受入、
被災者住宅あっせん等

48
三春町 災害相互応援協定に関す

る協定書
岩手県一関市 H8.8.2 食糧・飲料水その他の物資等

の提供、人員の派遣等

49

富岡町 品川区と富岡町との災害時
における相互援助に関する
協定書

東京都品川区 H17.4.27 食糧、生活必需品等の供給、
仮設住宅の供給、職員の派
遣等

50

広野町 災害時における相互応援協
定書

埼玉県三郷市 H20.7.29 食料・飲料水・生活必需物資
の供給及び救出活動・医療・
防疫・施設の応急復旧に必要
な資機材・物資の提供、車両
等の提供、職員の派遣、ボラ
ンティアの斡旋、被災者一時
収容施設等の斡旋等

51

新地町 伊達藩「ふるさと姉妹都市・
歴史友好都市」連絡協議会
の災害時における相互応援
協定書

北海道伊達市・宮城県亘
理町・山元町・柴田町

H13.11.8 食料、生活必需品等の提供、
資機材等の提供、職員の派
遣等
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１ 概要   
 
○ 泉大津市長（神谷昇氏）の発案・提唱により構築。  
○ 泉大津市（人口約77,000人）は、東海・東南海地震で大きな災害が発生する可 

能性があるうえ、上町断層帯が縦断。大規模災害時には近隣自治体と協力すること

が困難なため、同時被災する可能性が低い遠隔地の自治体で、人口が同規模程度の

自治体（３万人～20 万人）に参加を呼び掛け、利害の一致した、近畿、四国、九州

の８市１町と平成 21 年１月、災害時の応急対応や復旧活動などにあたる災害時相

互応援協定を締結し、広域応援のネットワークを構築。 
 
 

２ 主な取組実績   
 
（１） 災害時相互応援協定の締結 

① 締結団体 全１８団体（１７市１町）         【平成 24 年１月末現在】 
 

ブロック名 構成団体名（加盟年度） 

東海（４市） 岐阜県可児市（㉑）、愛知県刈谷市（㉒）、三重県亀山市（㉒）、 

静岡県磐田市（㉓） 

近畿（６市） 大阪府泉大津市（⑳）【幹事市】、滋賀県野洲市（⑳）､京都府八幡市（⑳）､

兵庫県高砂市（⑳）、奈良県大和郡山市（⑳）、和歌山県橋本市（⑳） 

中国・四国 

（４市） 

高知県香南市（⑳）、岡山県玉野市（㉑）、島根県益田市（㉒）、 

山口県柳井市（㉓） 

九州 

（３市１町） 

福岡県行橋市（⑳）、福岡県苅田町（⑳）、 

宮崎県日向市（㉓）、佐賀県神埼市（㉓） 
 

② 協定の主な内容 
・ 地震等による災害が発生し、被災団体独自では応急措置が出来ない場合、 
相互に救援協力し､被災団体の応急･復旧対策を円滑に実施。  

・ 応援を調整する団体（応援取りまとめ団体）を優先順位を付けて予め設定。 
※ 震度６弱以上の地震が構成団体で発生した場合、応援取りまとめ団体が自動的に被 

害情報の収集、先遣隊の派遣等を行う。 
 

＜協定に基づく主な応援内容＞ 

資機材及び物資の提供､職員の派遣､医療機関への被災傷病者等の受入れ 等 

 

（２）構成団体による防災合同訓練等の実施 
・ 平成 21 年９月  高知県香南市総合防災訓練に参加【高砂市、橋本市、泉大津市】 
・ 平成22年11月  兵庫県高砂市総合防災訓練に併せて実施【全構成団体参加】 

 

（３）構成団体間の防災担当職員の短期研修派遣 

防災担当職員の防災訓練を中心とした短期研修派遣（２週間程度） 
 

21年度：泉大津市→行橋市、泉大津市→香南市、 
22年度：行橋市→泉大津市、香南市→泉大津市、泉大津市→高砂市 
23年度：泉大津市→刈谷市 

 【遠隔地自治体間による災害時相互応援体制の構築事例】  

市町村広域災害ネットワーク  
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