
協定締結一覧
令和４年２月２１日現在

協　　定　　名 協　　定　　先 協定締結日

1 1 光ケーブルネットワークを活用した防災情報の共有化に関する基本協定 国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所 平成16年4月1日

2 2 「道の駅　カモンパーク新湊」防災施設利用に関する覚書 国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所 平成22年8月24日

3 3 富山県消防防災ヘリコプター応援協定 富山県 平成8年3月28日

4 4 警察署使用不能時における施設使用に関する協定 射水警察署 平成24年8月10日

5 5 富山県市町村消防相互応援協定 県内市町村 昭和44年2月7日

6 6 隣接市町村防災協力体制協定 富山市 昭和55年2月14日

7 7 高岡市と射水市との防災相互応援協定 高岡市 平成17年11月28日

8 8 災害時の相互応援協定　 長野県千曲市 平成18年7月26日

9 9 災害時における相互応援協定 東京都荒川区 平成26年7月15日

10 10 災害時における相互応援協定 愛知県稲沢市 平成27年11月25日

11 11 原子力災害時における掛川市民の県外広域避難に関する協定 静岡県掛川市 令和元年11月20日

12 1
射水市と射水ケーブルネットワーク株式会社との災害時におけ
る緊急放送及び緊急情報提供に関する相互協定 射水ケーブルネットワーク（株） 平成29年8月1日

13 2 非常時非常無線通信の協力に関する協定 射水市アマチュア無線非常通信協力会 平成24年5月8日

14 3 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー（株） 平成25年4月1日

15 4 災害情報に関する放送の実施協定 （株）エフエムいみず 平成29年4月1日

16 5 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 西日本電信電話株式会社富山支店 令和3年9月16日

17 1 メッセージボード等搭載自動販売機の運用及び災害時における協力に関する協定 北陸コカ・コーラボトリング（株） 平成18年9月6日

18 2 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 平成19年7月5日

19 3 災害時における生活必需物資の供給に関する協定 （株）大阪屋ショップ 平成19年10月11日

20 4 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 （株）アクティオ 平成19年11月6日

21 5 災害時における緊急用燃料の供給等に関する協定 富山県エルピーガス協会射水北支部・南支部 平成20年5月30日

22 6 サントリーフーズ（株）

23 7 サントリービバレッジサービス（株）

24 8 災害時における石油燃料の供給に関する協定 富山県石油商業組合　射水支部 平成23年9月30日

25 9 災害時等における物資の供給協力に関する協定 （株）平和堂 平成23年11月18日

26 10 災害救助物資の供給等に関する協定 アルビス（株） 平成26年3月26日

27 11 災害救助物資の供給等に関する協定 三幸（株） 平成26年3月26日

28 12 災害救助物資の供給等に関する協定 （有）ほりた商店 平成26年3月26日

29 13 災害救助物資の供給等に関する協定 （株）フードプラス 平成26年3月26日

30 14 災害救助物資の供給等に関する協定 新湊商業開発（株） 平成26年3月26日

31 15 災害救助物資の供給等に関する協定 協同組合太閤山ショッピングセンター 平成26年3月26日

32 16 災害救助物資の供給等に関する協定 ウエルシア関東（株） 平成26年3月26日

33 17 災害救助物資の供給等に関する協定 （株）示野薬局 平成26年3月26日

34 18 災害救助物資の供給等に関する協定 中部薬品（株） 平成26年3月26日

35 19 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 千代田機電（株） 平成26年12月24日

36 20 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 （株）ヨシカワ 平成26年12月24日

37 21 災害時における福祉用具等物資の供給及び貸与に関する協定 （株）ウィル 平成27年3月20日

38 22 災害時における福祉用具等物資の供給及び貸与に関する協定 （株）ダスキン高岡 平成27年3月20日

39 23 災害時における物資調達に関する協定 コストコホールセールジャパン㈱ 平成27年8月21日

40 24 災害時における畳の提供に関する協定 「５日で５０００枚の約束。」プロジェクト実行委員会 平成28年11月30日

災害時における飲料水の供給に関する協定 平成21年6月5日

国・県・市町村　１１件

民間事業者等との協定

①　情報通信　５件

②　飲料・生活物資、燃料供給、資機材　２４件
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協定締結一覧
令和４年２月２１日現在

協　　定　　名 協　　定　　先 協定締結日

41 1 災害時における射水市と郵便事業株式会社との協力に関する協定 射水市内日本郵便株式会社 平成19年11月20日

42 2 災害時における救助物資の緊急・救援輸送に関する協定 赤帽富山県軽自動車運送協同組合 平成26年3月26日

43 3 災害時における被災者救援の支援のための船舶運航に関する協定 国立高等専門学校機構富山高等専門学校 令和4年2月21日

44 1 災害時による応急活動の協力に関する協定 射水市管工事協同組合 平成18年8月8日

45 2 災害時における応急対策業務に関する基本協定 射水市建設業協会 平成19年11月22日 

46 3 災害時における公共土木施設の応急対策業務に関する協定 中部交通標識（株） 平成20年6月2日

47 4 災害時における公共土木施設の応急対策業務に関する協定 加州建設（株） 平成20年6月25日

48 5 災害時における応急対策業務に関する協定 （一財）北陸電気保安協会 平成20年7月14日

49 6 災害時における応急対策業務に関する協定 射水市電設工業会 平成20年7月14日

50 7 災害時における一般廃棄物収集運搬等に関する協定 射水市一廃収運業者協議会 平成20年9月26日

51 8 災害時における車両等障害物除去等に関する協定 （株）事故救援センター富山 平成20年10月21日

52 9 災害時における応急対策業務に関する協定 コロムビア電設工業（株） 平成21年5月18日

53 10 災害時における応急対策業務に関する協定 赤尾電設（株） 平成22年2月19日

54 11 災害時における応急対策業務に関する協定 クレーン建設業協会富山支部・高岡地区支部 平成22年2月24日

55 12 災害時における応急対策業務に関する協定 北陸電気工事（株）射水営業所 平成22年3月31日

56 13 災害時における応急対策業務に関する協定 （株）菅原電気 平成22年4月12日

57 14 災害時における調査、測量等の応急対策業務に関する協定 （一社）富山県測量設計業協会 平成22年12月16日

58 15 災害時における応急対策業務に関する協定 （一社）斜面防災対策技術協会富山県支部 平成23年2月28日

59 16 災害時における応急対策業務に関する協定 富山県地質調査業協会 平成23年2月28日

60 17 災害時における応急対策業務に関する協定 （公社）富山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 平成25年9月2日

61 18 災害時における応急対策業務に関する協定 射水造園業協同組合 平成26年5月12日

62 19 災害時における応急対策業務に関する協定 射水造園業組合 平成26年5月12日

63 20 災害時における応急対策業務に関する協定 （一社）射水地域建築組合 平成27年3月20日

64 21 災害時における応急対策業務に関する協定 新湊地域建築組合 平成27年3月20日

65 22 災害時における応急対策業務に関する協定
（公社）日本下水道管路管理業協会
中部支部富山県部会

平成27年10月14日

66 23 災害時における建築物等の解体撤去の実施に関する協定 （一社）富山県構造物解体協会 平成28年2月26日

67 24 災害時における応急対策業務に関する協定 富山県電気工事工業組合 平成28年7月29日

68 25 災害時における応急対策業務に関する協定 オリックス・ファシリティーズ株式会社富山支店 平成31年3月29日

69 26 災害時における応援業務に関する協定 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 令和元年10月1日

70 27
地震災害時における被災建築物の応急対策活動
の協力に関する協定

一般社団法人富山県建築士事務所協会、公益社団法
人富山県建築士会、公益社団法人日本建築家協会北
陸支部富山地域会

令和3年3月22日

71 28 災害時における応急対策活動に関する協力協定書 富山県西部森林組合 令和3年11月9日

72 1 災害救助犬の出動に関する協定  ＮＰＯ法人全国災害救助犬協会 平成22年5月11日

73 2 防災協力体制協定  ＪＦＥマテリアル（株）、ＪＦＥ健康保険組合 平成17年3月22日

74 3 災害時における救護活動支援に関する協定 射水市柔道整復師会 平成28年3月24日

75 4 災害時における協力に関する協定
（福）射水市社会福祉協議会
（公社）射水青年会議所

令和元年5月15日

76 1 災害時における避難施設としての使用に関する協定 高岡地区陸運事業協同組合 平成18年9月8日

77 2 災害時における避難施設としての使用に関する協定 株式会社大阪屋ショップ 平成21年1月14日

78 3 災害時における避難施設としての使用に関する協定 （福）射水万葉会（射水おおぞら保育園） 平成23年3月1日

79 4 災害時における避難施設としての使用に関する協定
（福）射水万葉会
（新湊中部保育園、海老江こども園、大島つばさ保育
園）

平成24年4月1日

③　運送　３件

④　災害応急復旧　２８件

⑤　その他　４件

⑥　避難施設　１８件
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協定締結一覧
令和４年２月２１日現在

協　　定　　名 協　　定　　先 協定締結日

80 5 災害時における避難施設としての使用に関する協定
（福）浦山学園福祉会
（小杉西部保育園、三ケ児童館、新湊作道保育園） 平成24年4月1日

81 6 災害時における避難施設としての使用に関する協定
（福）鷹寺福祉会
（小杉東部保育園、戸破児童館） 平成24年4月1日

82 7 災害時における避難施設としての使用に関する協定 （福）大門福祉会（水戸田保育園） 平成25年4月1日

83 8 災害時における避難施設としての使用に関する協定 （福）かづみ野（堀岡保育園） 平成26年4月1日

84 9 災害時における避難施設としての使用に関する協定 （福）黒河児童福祉会（黒河保育園） 平成27年4月1日

85 10 災害時における避難施設としての使用に関する協定 （福）小杉福祉会（あいあい保育園） 平成27年4月1日

86 11 災害時における避難施設としての使用に関する協定 （福）杉の子保育園（杉の子保育園） 平成27年4月1日

87 12 災害時における避難施設としての使用に関する協定
（学）鷹寺学園
（あおい幼稚園、第三あおい幼稚園、太閤山あおい園） 平成27年4月1日

88 13 災害時における避難施設としての使用に関する協定 いみず野農業協同組合（いみず野農業協同組合本店） 平成29年7月3日

89 14 災害時における避難施設としての使用に関する協定 （福）ひいらぎ会（特別養護老人ホームすずらん） 平成29年7月3日

90 15 災害時における避難施設としての使用に関する協定 （学）片山学園（片山学園初等科） 平成31年3月19日

91 16 災害時における避難施設としての使用に関する協定 （株）大塚製薬工場　富山工場 令和元年11月21日

92 17 災害時における避難施設としての使用に関する協定 JFEマテリアル（株） 令和元年11月21日

93 18 災害時における避難施設としての使用に関する協定 （福）射水万葉会（新湊うみいろこども園） 令和4年2月21日

94 1 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 （福）射水福祉会（知的障害者援護施設いみず苑） 平成19年5月21日

95 2 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定
（福）射水万葉会（特別養護老人ホーム射水万葉苑、射
水万葉苑デイサービスセンター、射水万葉苑本町サ
ポートセンター）

平成19年5月21日

96 3 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 （医）樫の木会（大島くるみ病院、くるみショートケア） 平成19年5月21日

97 4 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 （株）カツヤマ（デイサービスセンターりらいあんす） 平成19年5月21日

98 5 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定
（福）喜寿会（特別養護老人ホーム七美ことぶき苑、七
美ことぶき苑デイサービスセンター、くなとデイサービス
センター）

平成19年5月21日

99 6 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 （医）喜生会（老人保健施設サンセリテ） 平成19年5月21日

100 7 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定
ＮＰＯ法人ケアサークルひばり（ケアサークルひばり居
宅介護支援事業所） 平成19年5月21日

101 8 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定
（福）小杉福祉会（特別養護老人ホームエスポワールこ
すぎ、エスポワールこすぎデイサービスセンター、特別
養護老人ホーム大江苑、大江苑デイサービスセンター、

平成19年5月21日

102 9 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定
（福）大門福祉会（特別養護老人ホームこぶし園、こぶし
園デイサービスセンター） 平成19年5月21日

103 10 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定
（福）ひいらぎ会（特別養護老人ホームすずらん、すずら
んデイサービスセンター） 平成19年5月21日

104 11 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 （有）美里会（ぶどうの木デイサービス） 平成19年5月21日

105 12 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定
（医）矢野神経内科医院（海王デイサービス、海王ショー
トステイ） 平成19年5月21日

106 13 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 （医）楽山会（老人保健施設みしま野苑一穂） 平成19年5月21日

107 14 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 （福）新湊福祉会（和の郷） 平成30年7月6日

108 15 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定
ユニバーサル（株）（ケアホーム新湊あいの風、シル
バーホーム新湊あいの風） 平成30年11月21日

109 16 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 （株）ウェルファイン（風乃里水戸田） 令和元年7月23日

110 17 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 サンシップ（株）（橋下条テラス） 令和元年10月7日

111 18 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定
（一社）福祉・介護・地域活性化ネットワークとやま（いつ
でも来られま放生津） 令和元年10月7日

112 19 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 （株）ファミーユ（ふれあいホーム小泉） 令和元年10月15日

113 20 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 （株）望（おうちととなり） 令和元年10月21日

114 21 災害時における福祉避難所としての使用に関する協定 （株）アンジュケア（射水ハッピーホーム） 令和元年10月29日

⑦　福祉避難所　２１件
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協定締結一覧
令和４年２月２１日現在

協　　定　　名 協　　定　　先 協定締結日

115 1 津波発生時における避難施設としての使用に関する協定 新湊観光開発（株）（第一イン新湊） 平成23年8月31日

116 2 津波発生時における避難施設としての使用に関する協定 （福）海友会（ケアハウス海王） 平成23年8月31日

117 3 津波発生時における避難施設としての使用に関する協定
（福）射水万葉会
（ケアハウス万葉、本町サポートセンター） 平成23年8月31日

118 4 津波発生時における避難施設としての使用に関する協定 アパガーデンパレスなかしん管理組合 平成23年9月16日

119 5 津波発生時における避難施設としての使用に関する協定 姫野病院 平成25年3月11日

120 6 津波発生時における避難施設としての使用に関する協定
新湊都市開発株式会社、
リアン放生津管理組合（リアン放生津） 平成25年6月9日

121 7 雇用促進住宅片口宿舎津波避難ビル使用協定書
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
（東日本民間賃貸サービス合同会社　承継） 平成28年2月26日

122 8 津波発生時における避難施設としての使用に関する協定
新湊都市開発株式会社、
ラ・メール放生津管理組合（ラ・メール放生津） 平成28年6月1日

⑧　津波避難施設　８件
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