
  福岡県の災害時連携協定締結団体等一覧　　　　　　　　　　　

九州百貨店協会
県が指定する場所へ、寝具、被服、炊事道具、食器、保育用品、光熱材
料（マッチ、ローソク、簡易コンロ等）、日用品を供給

災害時における物資の供給に関する協定

全国農業協同組合連合会福岡県本部
県と協定相手が協議の上で指定する場所へ、物資（コメ、インスタント食
品、レトルト食品、肉類、調味料、飲料水等）を供給

（公財）福岡県学校給食会
県と協定相手が協議の上で指定する場所へ、物資（パン、米飯、精米、
副食等）を供給

福岡県ﾊﾟﾝ共同組合連合会
全日本ﾊﾟﾝ共同組合連合会九州ﾌﾞﾛｯｸ（３者協定）

県と協定相手が協議の上で指定する場所へ、物資（パン、米飯等）を供
給

災害時における物資の供給に関する協定

ｲｵﾝ九州（株）
（株）ｲｽﾞﾐ
（株）ｻﾝﾘﾌﾞ
（株）西鉄ｽﾄｱ
（株）ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ

県と協定相手が協議の上で指定する場所へ、衣料等、日用品、炊事道
具、光熱材料等を供給

嘉穂無線（株）【ｸﾞｯﾃﾞｲ】
（株）ﾅﾌｺ
NPO法人コメリ災害対策センター

県と協定相手が協議の上で指定する場所へ、資材（ブルーシート、レ
ジャーマット、ロープ、テント等）、衣料等（軍手、長靴等）を供給

災害時における物資の供給に関する協定

災害時における飲料水供給に関する協定

（株）伊藤園 県と協定相手が協議の上で指定する場所へ、飲料水を供給

（株）アペックス西日本
近隣住民が県庁舎に避難した場合等において、地下１階自販機の飲料
水等を供給

福岡県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 社会福祉法人福岡県社会福祉協議会
福岡県災害派遣福祉チームを被災地等に派遣し、高齢者、障がいのあ
る者、妊産婦、乳幼児、病弱者、外国人等要配慮者に対して適切な福
祉支援を実施

災害時における医薬品等の供給に関する協定
福岡県医薬品卸業協会
福岡県医療機器協会

県が指定する場所へ、医薬品等を供給

(株)東筑軒
(株)ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ

県が指定する場所へ、食糧（おにぎり、パン）を供給

災害時における食糧等物資の供給に関する協定
（株）ローソン
（株）セブン-イレブン・ジャパン

県と協定相手が協議の上で指定する場所へ、食糧等（食料品、飲料
水、日用品等）を供給

災害時の医療救護活動に関する協定

（公社）福岡看護協会 被災した市町村への看護師等の派遣

（公社）福岡県医師会
医療救護班（JMAT福岡）を、避難所又は災害現場等に設置する救護所
に派遣し、トリアージ等の医療救護を実施

（公社）福岡県薬剤師会

災害時の歯科医療救護活動に関する協定 （一社）福岡県歯科医師会
歯科医療救護班を、避難所又は災害現場等に設置する救護所に派遣
し、歯科医療救護を実施

薬剤師班を、救護所及び医薬品集積場所等に派遣し、調剤や服薬指
導等の医療救護活動を実施

災害派遣医療チームの派遣に関する協定

（独法）国立病院機構九州医療ｾﾝﾀｰ
福岡県済生会福岡総合病院
福岡大学病院　九州大学病院
北九州市立八幡病院
北九州総合病院　飯塚病院
久留米大学病院　聖マリア病院
福岡赤十字病院　福岡和白病院
福岡記念病院　福岡青洲会病院
福岡東医療センター
済生会二日市病院
朝倉医師会病院
大牟田市立病院　田川市立病院
産業医科大学病院
北九州市立医療センター
健和会大手町病院
九州厚生年金病院
新小文字病院　新行橋病院
小波瀬病院　ヨコクラ病院
九州労災病院　筑後市立病院
福岡徳洲会病院　戸畑共立病院
宗像水光会総合病院

災害派遣医療チーム（福岡県DMAT）を、災害現場等へ派遣し、救命措
置を実施

（公社）福岡県薬剤師会災害対応医薬品供給車両（モバイルファーマシー）の運用等に関する協定 災害対応医薬品供給車両（モバイルファーマシー）の派遣

協定相手
主な内容

ふくおか災害派遣精神医療チームの派遣に関する協定

（一財）福岡県精神科病院協会
九州大学病院　福岡大学病院
久留米大学病院
産業医科大学病院
（一財）医療・介護・教育財団

ふくおか災害派遣精神医療チーム（福岡県DPAT）を、災害現場等へ派
遣し、被災した精神科医療機関に対する専門的支援等を実施

災害時の健康管理支援活動に関する協定 （公社）福岡県医師会 保健師や栄養士を派遣し、避難所等で保健指導等を実施

災害時における医療ガス等の供給に関する協定 （一社）日本産業・医療ガス協会九州地域本部 県が指定する場所へ、医療ガス等（資機材等を含む）を供給

生活必需品・
日用品関連

項目 協定名

災害時における物資供給協力に関する協定

食糧関連

災害時における食糧供給協力に関する協定

医療・医薬品関連



協定相手
主な内容項目 協定名

福岡県生活協同組合連合会

（公社）福岡県ビルメンテナンス協会

ボランティア活動

物資の保管、荷役等

避難所におけるカーペットタイルのレンタル、設置、避難所清掃の助言

①被災者（観光客等帰宅困難者を含む）の輸送
②災害応急対策に必要な要員、資機材等の輸送
③ボランティアの輸送
④その他バスによる支援（車両のみの貸与含む）

災害時における緊急輸送に関する協定

（一社）福岡県タクシー協会
（一社）福岡市タクシー協会
（一社）北九州タクシー協会
福岡県筑豊地区タクシー協会
福岡県筑後地区タクシー協会

①被災者等（観光客等帰宅困難者を含む）の輸送
②災害応急対策に必要な要員の輸送
③その他、災害時において県が必要と認める緊急輸送

災害時における緊急支援物資の保管及び荷役等に関する協定 福岡県倉庫協会
支援物資の保管・荷役の実施、物流に関する専門的な知識を有する者
の派遣

災害時における物資の保管及び荷役等に関する協定 福岡県冷蔵倉庫協会
支援物資の保管・荷役の実施、物流に関する専門的な知識を有する者
の派遣

災害ボランティア活動の連携支援に関する協定
社会福祉法人福岡県社会福祉協議会
災害支援ふくおか広域ネットワーク

災害時における情報共有会議の開催、連携支援等

南日本ダンボール工業組合
県と協定相手の会員企業が協議の上で指定する場所へ、段ボール製
品（ベッド、シート、間仕切り等）を供給

災害時における物資の供給に関する協定 ユニ・チャームプロダクツ（株）
県と協定相手が協議の上指定する場所へ、生活必需品（生理用品、紙
おむつ、マスク）を供給

避難所用間仕切りシステムの供給等に関する協定書 NPO法人ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ･ｱｰｷﾃｸﾂ･ﾈｯﾄﾜｰｸ

緊急輸送

日本通運（株）福岡支店
九州西濃運輸（株）
九州福山通運（株）
久留米運送（株）
（株）博運社
（株）ランテック
丸善海陸運輸（株）
三友通商（株）
佐川急便㈱九州支社
（公社）福岡県トラック協会
（一社）AZ-COM丸和・支援ﾈｯﾄﾜｰｸ

災害時の緊急輸送に関する協定書 （一社）福岡県バス協会

災害時におけるリース機材の供給に関する協定 九州建設機械器具リース業協会福岡県支部
県と協定相手が協議の上指定する場所へ、レンタル機材（移動トイレ、
発電機等）を供給（レンタル）

公共建築物（学校、公民館等）の清掃、消毒等を実施

災害時における福祉避難所等への福祉等専門人材の派遣に係る協定

（公社）福岡県介護支援専門員協会
（公社）福岡県介護福祉士会
（一社）福岡県言語聴覚士会
（公社）福岡県作業療法協会
（公社）福岡県社会福祉士会
福岡県手話の会連合会
（社福）福岡県聴覚障害者協会
（公社）福岡県理学療法士会

専門人材を派遣し、福祉避難所等での生活において特別な配慮が必
要な者を支援

災害時における応援協力に関する協定 福岡県環境福祉関連事業協同組合

支援物資等の緊急輸送

①避難所の設営
②避難所への物資搬入、搬出、仕分け

災害時における避難所生活環境向上に係るカーペットタイル等の提供に
関する協定書

（一社）日本ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙﾘｾｯﾄ協会

福岡県老人福祉施設協議会
（公社）福岡県介護老人保健施設協会
（公社）北九州高齢者福祉事業協会

被災した高齢者福祉施設等への応援（被災施設入所者一時受入、物
資提供、車両提供、資機材提供等）を実施

応急生活物資の調達やボランティア活動への支援等に係る会員組合
に対する連絡調整、指導、要請を実施

応急生活物資の調達、医療・保健活動、ボランティア活動への支援等
に係る会員生協に対する、連絡調整、指導、要請を実施

災害時における畳の供給に関する協定書 福岡県畳工業組合 県が指定する場所へ、避難所等で使用する畳を供給

災害時における避難所及び応急仮設住宅等への什器・備品等の供給協
力に関する協定書

（一社）ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾚﾝﾀﾙ･ｱｿｼｴｰｼｮﾝ
県と協定相手が協議の上指定する場所へ、避難所や仮設住宅等で使
用する什器・備品を供給（レンタル）

災害時における支援・協力に関する協定

災害時における県民生活安定に関する基本協定

福岡県農業協同組合中央会

県又は市町村と協定相手が協議の上で指定する場所へ、避難所用間
仕切りシステムを供給

災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定
（株）ｱｸﾃｨｵ
太陽建機ﾚﾝﾀﾙ（株）
（株）ﾚﾝﾀﾙのﾆｯｹﾝ

県と協定相手が協議の上で指定する場所へ、レンタル機材（移動トイ
レ、発電機等）を供給（レンタル）

災害時における物資（福祉用具）の調達及び供給に関する協定 （一社）日本福祉用具供給協会 県と協定相手が協議の上定める場所へ、福祉用具を供給

生活必需品・
日用品関連

災害応急活動支援・
避難所関連

災害時における物資等の緊急輸送に関する協定

災害時等における被災した高齢者福祉施設等への応援等に関する協定

災害時における段ボール製品の供給協力に関する協定書

災害時における復旧応援業務に関する協定



協定相手
主な内容項目 協定名

徒歩帰宅者支援

宿泊施設の提供

下水道施設 下水道管路施設に関する災害支援協定 （公社）日本下水道管路管理業協会
下水道管路施設の緊急点検、一次調査、二次調査、緊急措置及び応
急復旧に関する業務

県内建設業者 道路、河川等の公共施設被災時の緊急対策工事

大規模災害時における災害応急対策支援業務に関する協定書 （一社）福錐会 道路のり面等の被害状況調査等

大規模災害時における交通安全施設に関する支援協定 （一社）福岡県交通安全施設業協会
①資機材（標示板、保安灯、防護柵、土のう等）の貸与
②交通安全施設工事

九州電力（株）
九州電力送配電（株）

災害発生時の大規模停電の復旧に係る道路啓開作業の協力等

災害時における通信障害復旧作業の連携等に関する協定 西日本電信電話（株） 災害発生時の大規模通信障害の復旧に道路啓開作業の協力等

大規模災害時における災害応急対策業務の支援に関する協定 （一社）ﾌﾟﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会九州支部 コンクリート橋等の被害状況調査や技術的助言・提案を実施

大規模災害時における災害復旧支援業務等に関する協定 （一社）福岡県測量設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会 県が所管する公共土木施設等の被害状況調査や技術的助言等を実施

西日本高速道路（株）

防災・災害対策、観光・文化・産業振興、環境保全、交通安全、技術交
流等について連携

大規模災害発生時における相互協力に関する協定書

①SA、PAの防災拠点としての利用
②緊急開口部を活用した緊急車両の通行
③災害対策等に係る資機材および物資の提供
④災害情報等の共有
⑤土木技術等に対する支援

（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 民間賃貸住宅の提供

災害時における被災住宅の応急修理に関する協定 （一社）災害復旧職人派遣協会 損壊した屋根の応急修理

災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合 要配慮者への旅館、ホテル等の宿泊施設の提供

（公社）福岡県宅地建物取引業協会
被災者向け敷金・礼金なしを条件とした民間賃貸住宅の確保及び賃貸
借契約手続の代行

災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定 独立行政法人住宅金融支援機構
①被災者の住宅再建や住宅融資債務者の相談に対応する窓口の設置
②県民のすまいに関する「復興に資する情報」を提供し、県等が行う施
策実施上の課題調整を実施

災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定

災害時における木造応急仮設住宅の建設及び物資の供給に関する協定
書

タマホーム（株）
①木造応急仮設住宅の建設
②ブルーシート、ヘルメット、飲料水等の応急資材の供給

災害時における木造応急仮設住宅の建設に関する協定
（一社）日本木造住宅産業協会
（一社）全国木造建設事業協会

木造応急仮設住宅の建設

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ（株）
福岡県石油商業・協同組合
（公社）福岡県危険物安全協会
（株）ｺｺｽﾄｱ　（株）ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
（株）ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ　（株）ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ
（株）ﾎﾟﾌﾟﾗ　（株）ﾛｰｿﾝ　（株）吉野家
JR九州ﾘﾃｰﾙ（株）【ampm】
福岡トヨペット（株）
（株）モスフードサービス
（株）ダスキン
ロイヤルホールディングス(株)
ネッツトヨタ福岡（株）
（株）壱番屋
（株）トヨタレンタリース福岡
（株）トヨタレンタリース博多
ネッツトヨタ西日本（株）
福岡トヨタ自動車(株)
トヨタカローラ博多(株）
トヨタカローラ福岡(株)
ネッツトヨタ北九州(株)
トヨタ部品福岡共販(株)

徒歩帰宅者に対し、支援ステーションとしての支援（水、トイレ、道路情
報の提供）を実施

廃棄物

災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定

（公社）福岡県産業資源循環協会
福岡県環境整備事業協同組合連合会
（一社）福岡県解体工事業協会
福岡県清掃事業協同組合連合会

災害廃棄物の撤去、収集・運搬及び処分を実施

①災害時の緊急パトロール、建築物への応急措置
②木造応急仮設住宅の建設
③被災住宅の応急修理

全日本高速道路ﾚｯｶｰ事業協同組合 応急復旧活動を阻害する障害物の除去等を実施

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定 （一社）ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築協会 応急仮設住宅の建設

災害時等における防災・減災、災害緊急活動及び木造応急仮設住宅の建
設等に関する協定

福岡県建築物災害対策協議会

災害時における障害物除去等の協力に関する協定

住まい

災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定

災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定

高速道路施設

福岡県と西日本高速道路株式会社との包括的相互協力協定

インフラ復旧

災害時における停電復旧作業の連携等に関する協定

道路・河川等公共施設

風水災害時の緊急対策工事等に関する協定書



協定相手
主な内容項目 協定名

工業用水施設

LPガス

燃料供給

車両

葬祭用品、遺体搬送等

救助犬

愛護動物の支援

放送

情報発信

警備業務

業務継続計画策定支援

外国人支援

原子力防災

総合的な協定

大規模な災害発生時における交通誘導その他の警備業務に関する協定 （一社）福岡県警備業協会
①緊急交通路の確保等に関する交通誘導警備業務
②避難場所その他の被災地における警戒活動警備業務

災害時における法律相談業務等に関する協定 福岡県弁護士会
①県が実施する無料法律相談会への弁護士の派遣
②弁護士会が実施する災害ADR業務に係る会場の提供　等

災害に関する対策のための放送要請に関する協定

日本放送協会（福岡放送局、北九州放送局）
（株）テレビ西日本　（株）福岡放送
（株）エフエム福岡
九州朝日放送（株）
アール・ケー・ビー毎日放送（株）
（株）ティー・エックス・エヌ九州
(株)CROSS　FM
（株）ラブエフエム国際放送

災害に関する対策のための放送要請

福岡県とイオン株式会社との包括提携協定 イオン（株）
地域防災への協力や地域の安全・安心など１４の広範な分野での連携
強化

原子力防災に係る福岡県民の安全確保に関する協定 九州電力（株）
玄海原子力発電所で事故等が発生した場合における情報提供に関す
ること

伊藤忠商事（株）
（株）ファミリーマート
伊藤忠エネクス（株）
（株）エコア
アイ・ティ・シーネットワーク（株）

避難所等への食糧等の供給
緊急車両への優先給油等
避難所等へのLPガスの供給等
災害時の伝言ダイヤル等の住民への普及啓発

福岡県の地域防災力向上の相互協力に関する協定書 三井住友海上火災保険（株）
①市町村の業務継続計画の策定に係る支援
②福岡県の防災への取組に関する情報発信　等

福岡県災害時多言語支援センターの設置・運営に係る協定書 （公財）福岡県国際交流センター
①被災市町村の外国人支援に係る通訳・翻訳等の支援
②多言語による災害関係情報の提供

災害時等における総合的支援体制に関する協定

住家被害認定調査・
法律相談等

災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定 福岡県行政書士会
①福岡県行政書士会による被災者支援相談センターの開設
②県又は市町村への行政書士の派遣　等

災害時における復興支援に関する協定
福岡県土地家屋調査士会
公益社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調
査士協会

①市町村が実施する住家の被害認定調査業務への支援
②不動産登記及び境界問題等の相談業務の実施　等

災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー（株） 「Ｙａｈｏｏ！防災速報」を活用した県から住民への防災情報の発信

災害救助犬の出動及び捜索活動

災害時における愛護動物の救護に関する協定 （公社）福岡県獣医師会
負傷した愛護動物（犬・猫）の治療、保護、収容及び健康管理等に関す
る支援

災害時における石油類燃料の供給に関する協定 福岡県石油商業組合 県が指定する緊急通行車両・重要施設等への石油類燃料の優先供給

災害時における電動車両等の支援に関する協定
九州三菱自動車販売（株）
三菱自動車工業（株）

電源車両等の貸与

災害時における葬祭用品の供給及び遺体の搬送等の協力に関する協定

福岡県葬祭業協同組合
北九州葬祭業協同組合
福岡県遠賀葬祭業協同組合
全日本葬祭業協同組合連合会

①葬祭用品等の供給及び役務の提供
②遺体安置施設等の提供
③遺体の搬送

災害時における災害救助犬の出動及び捜索活動に関する協定
NPO法人九州災害救助犬協会
ＮＰＯ法人日本ﾚｽｷｭｰ協会

災害時における液化石油ｶﾞｽの供給等に関する協定 （一社）福岡県LPｶﾞｽ協会 公共施設などの避難所等へのLPガスを優先供給

電気設備等

災害時における電気設備等機能復旧に関する協定
（一社）福岡電業協会
福岡県電気工事業工業組合

県庁舎・市町村庁舎・避難所等の電気設備等が被災した場合の復旧作
業

県内建設業者 風水災害時の緊急対策工事の実施

災害時における冷凍空調設備等の応急対策に関する協定書 西日本冷凍空調工業会 冷凍空調設備等の安全点検、復旧支援等

農林水産施設

風水災害時の緊急対策工事等に関する協定書 県内建設業者 農林水産部の管理する公共施設等の機能保持、復旧等

風水災害時の緊急対策工事等に関する協定

災害時における工業用水道の応急対策業務等に関する協定 中間市管工事協同組合 鞍手・宮田工業用水道の応急対策業務等を実施

自然災害による下水道機械・電気設備緊急工事に関する協定 （一社）日本下水道施設業協会 下水道機械・電気設備の緊急工事

福岡県・日本下水道事業団災害支援協定 地方共同法人日本下水道事業団

①災害の状況を確認するために行う現地調査
②公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令（昭和26年政令第
107号）第５条１項の規定による災害報告に必要な資料の作成
③協定下水道施設について、その応急工事又は復旧工事が完了する
までの間、暫定的にその機能を確保するために行う簡易消毒の実施、
仮設ポンプの設置その他の維持又は修繕に関する工事
④災害査定に必要な設計図書その他の関係資料の作成（作成のため
に行う現地調査を含む。）及び災害査定への立会

下水道施設



協定相手
主な内容項目 協定名

※　米穀の応急供給については、「災害救助用米穀等の緊急引渡しに関する協定」が平成22年10月に廃止されたが、「米穀の買入・販売等に関する基本要領」等に基づき、水田農業振興課で政府所有米穀を引き続き買い入れることができる。

(令和３年１１月１０日現在)

包括提携

災害時におけるPHV車両による給電に関する実施要領

福岡トヨタ自動車(株)
福岡トヨペット(株)
トヨタカローラ博多(株）
トヨタカローラ福岡(株)
ネッツトヨタ北九州(株)
ネッツトヨタ福岡(株)
ネッツトヨタ西日本(株)
(株)トヨタレンタリース福岡
(株)トヨタレンタリース博多

避難所や庁舎等でのPHV車両による給電

福岡県とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社との包括提携協定 あいおいニッセイ同和損害保険（株）
防災・災害時の協力や地域の安全・安心に関することなど５の広範な分
野での連携強化

福岡県と大塚製薬株式会社との包括連携協定 大塚製薬（株）福岡支店
災害時における被災者への健康貢献・協力や県民の健康づくり・食育
の推進など4の広範な分野での連携強化

災害時における輸送車両の貸し出しに関する実施要領

福岡トヨタ自動車(株)
福岡トヨペット(株)
トヨタカローラ博多(株）
トヨタカローラ福岡(株)
ネッツトヨタ北九州(株)
ネッツトヨタ福岡(株)
ネッツトヨタ西日本(株)
(株)トヨタレンタリース福岡
(株)トヨタレンタリース博多

県内外の被災地へ向かうための輸送車両の貸与

福岡県と大塚製薬株式会社との包括連携に関する覚書 大塚製薬（株）福岡支店

防災・災害時の協力や交通安全対策など6の広範な分野での連携強化

福岡県とＡＮＡホールディングス株式会社との包括提携協定
防災・災害時の協力や観光振興及び県産品振興に関することなど８の
広範な分野での連携強化

ＡＮＡホールディングス（株）

福岡県と福岡県トヨタ自動車販売店・トヨタレンタリース店・トヨタ部品共販
店との包括提携協定

福岡トヨタ自動車(株)
福岡トヨペット(株)
トヨタカローラ博多(株）
トヨタカローラ福岡(株)
ネッツトヨタ北九州(株)
ネッツトヨタ福岡(株)
ネッツトヨタ西日本(株)
(株)トヨタレンタリース福岡
(株)トヨタレンタリース博多
ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨﾊﾟｰﾂ（株）九州北部統括支社

県と協定相手が協議の上指定する場所へ、飲料、食糧を供給

福岡県と損害保険ジャパン日本興亜株式会社との包括提携協定 損害保険ジャパン日本興亜（株）
防災・災害時や地域の安全・安心の協力など6の広範な分野での連携
強化


