
吉川市における民間団体等との協定締結状況（令和４年５月６日現在）　
分類 協定名 相手方の名称 締結年月日

災害時における医薬品等の供給に関する協定書 医薬品・衛生材料等の供給等 吉川薬剤師会 平成18年9月25日

災害時の医療救護活動に関する協定 一般社団法人　吉川松伏医師会 平成29年1月27日

災害時の歯科医療救護活動に関する協定 吉川歯科医師会 平成29年5月26日

災害時等における応急対策活動の協力に関する協定
書

災害発生時の応急対策活動等 吉川市建設業協会 平成18年6月20日

災害時における電気設備等の復旧等に関する協定書 公共施設等の電気設備等の復旧活動・電気に係る事故防止活動 埼玉県電気工事工業組合越谷支部 平成21年2月9日

災害時における水道施設の応急復旧の応援に関する
協定

水道施設の応急復旧 （水道課取扱い） 吉川市管工事協同組合 平成23年1月17日

災害時における応急対策活動に関する協定 救助活動、施設の修復活動等 埼玉土建一般労働組合吉川松伏支部 平成27年7月16日

災害時における応急対策活動の協力に関する協定 吉川市造園業協会 平成28年10月12日

特設公衆電話の設置などに関する協定 東日本電信電話株式会社 平成26年8月29日

災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 東京電力パワーグリッド株式会社　川口支社 令和2年12月8日

帰宅困難者
地震災害時における帰宅困難者対応に関する協力協
定

帰宅困難者の受け入れ体制、避難誘導 東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 平成25年3月28日

吉川市防災防犯情報提供の協働事業に関する協定書 株式会社フューチャリンクネットワーク 平成26年3月16日

災害情報等の広報に関する協定書 株式会社ジェイコム(旧 株式会社ＪＣＮ関東) 平成26年4月24日

災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 平成27年5月8日

災害時における放送等に関する協定 災害及び減災に関する情報の放送 株式会社エフエムこしがや 平成30年7月31日

災害時における支援活動に関する協定 吉川青年会議所 平成28年9月1日

災害時における支援活動に関する協定 吉川工専工業組合 平成29年5月11日

災害時における支援活動に関する協定 東埼玉テクノポリス協同組合 平成29年5月25日

大規模災害時における支援活動に関する協定 一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク 平成29年8月31日

吉川市災害ボランティアセンターの設置運営等に関す
る協定

（福）吉川市社会福祉協議会 令和3年2月12日

一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク

一般社団法人環境ロボティクス協会

災害時における家屋被害認定調査に関する協定 家屋被害認定調査の支援等 埼玉土地家屋調査士会 平成27年7月27日

概要

医療救護 医療救護班を編成し、救護所及び避難所に派遣する（健康増進課取扱い）

歯科医療救護要員を、救護所及び避難所に派遣する（健康増進課取扱い）

インフラ・ライフライン復旧

災害等が発生し、又は発生が予想される場合において、応急対策活動の協力要請

災害が発生した際の通信手段としての利用する非常電話について、事前に指定避難所に配備する覚書

災害時における停電復旧連携

広報・報道

災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合において、ポータルサイトを利用した情報提供

災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合において、地域のケーブルテレビを利用した情報提供

災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合において、吉川市ホームページのキャッシュサイト（複製
したサイト）を利用した情報提供等

支援受け入れ体制
支援物資等の調達活動、受付、仕分け、輸送及び配給活動。専門的な知識や総合的な救助活動

災害ボランティアセンター（ＶＣ）に関すること

被災状況調査

小型無人機による災害対策活動支援に関する協定 令和2年8月1日小型無人機による災害対策活動支援に関する協定
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分類 協定名 相手方の名称 締結年月日概要

洪水等の災害における一時避難場所施設利用に関す
る協定

三井住友信託銀行株式会社 平成27年8月20日

洪水等の災害における一時避難場所施設利用に関す
る協定

株式会社丸和運輸機関 令和2年9月4日

洪水等の災害における一時避難場所施設利用に関す
る協定

東武商事株式会社 令和3年2月16日

災害時における協力に関する協定 アルファクラブ武蔵野株式会社 令和3年4月14日

災害時における施設の提供及び物資の供給に関する
協定

イオンタウン株式会社 令和4年5月6日

災害発生時における吉川市と吉川市内郵便局の協力
に関する協定

吉川市内郵便局代表 日本郵便株式会社 吉川郵便局 平成30年3月27日

吉川市水道事業災害時支援協定
ヴェオリア・ジェネッツ・関東サービス工社委託業務共
同企業体

令和3年3月30日

災害時における被災者等相談の実施に関する協定 被災者等へ法律相談業務の提供 埼玉司法書士会 平成27年8月20日

災害時における民間賃貸住宅の提供支援に関する協
定

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部 平成28年10月18日

災害時における被災者支援に関する協定 埼玉県行政書士会 平成29年6月28日

災害時における救援物資提供に関する協定書 地域貢献型自動販売機内の製品を無償提供、飲料水の優先的な安定供給 コカ・コーライーストジャパン株式会社 平成17年4月4日

災害時における飲料水の提供に関する協定 飲料水等の提供 株式会社伊藤園 平成27年7月27日

災害時における物資供給等の協力に関する協定 仮設トイレや発電機、その他レンタル機材、建設重機、車両の供給 株式会社アクティオ 平成27年8月7日

災害時における物資の供給協力に関する協定 避難所への段ボールベッド、間仕切り、簡易トイレ等の提供 セッツカートン株式会社 平成27年7月16日

災害時における物資の供給に関する協定 灯光機等の供給 サンマックス株式会社 平成29年7月6日

災害時における物資の供給に関する協定 (1)物資等の優先供給、(2)物資等の価格安定、(3)物資に関する情報交換 NPO法人コメリ災害対策センター 平成30年4月6日

緊急時における物資等の協力に関する協定書 緊急避難時の建物・施設の利用、車輌の使用、飲料・生活用品の提供 さいかつ農業協同組合 平成17年7月29日

災害時における物資供給等の協力に関する協定 食料や生活必需品等の提供 株式会社セキ薬品 平成27年7月30日

災害時における物資供給等の協力に関する協定 食料や生活必需品等の提供 株式会社ライフコーポレーション 平成27年9月1日

災害時における応急生活物資供給等の協力に関する
協定

食料や生活必需品等の提供 生活協同組合コープみらい 平成28年1月8日

災害時における石油燃料の優先供給に関する協定 災害時における石油燃料の優先供給 埼玉県石油業組合吉川支部 平成27年10月29日

災害時におけるＬＰガスの優先供給等に関する協定 災害時においてＬＰガスを必要とするときは、避難所等へ優先供給等について協力 一般社団法人埼玉県LPガス協会南東武支部 平成28年10月12日

災害時における物資供給等の協力に関する協定 食料や生活必需品等の提供 株式会社コモディイイダ 平成27年7月16日

災害時支援等に関する協定
市の地域計画に定める給食（炊出し）、給食（炊出し）の実施に係る食材の調達、災害時
の市民支援に係る初期対応

株式会社吉川スクールランチサービス 平成28年4月1日

避難収容

洪水等が発生した場合に施設の一部を一時避難場所（ウニクス吉川）として提供

洪水等が発生した場合に施設の一部を一時避難場所として施設の一部（㈱丸和運輸機関本社大会議室）を
提供

洪水等が発生した場合に施設の一部を一時避難場所として施設の一部（東武商事㈱）を提供

洪水等が発生した場合に施設を一時避難場所として、地震時には一時滞在場所として提供。遺体安置も

一時避難場所及び車両待避場所の提供

避難生活支援

緊急車両等としての車両の提供、収集した市内の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難
先リスト等の情報提供、郵便局ネットワークを活用した広報活動など

災害等に伴い水道施設が被災し、又は被災するおそれがある場合に応急対策活動（広報活動、電話及び
窓口対応、応急給水活動等）を行う（水道課取扱い）

被災者の応急的な住宅を確保するに当たり、民間賃貸住宅提供の協力

被災者等へり災証明、自動車登録、相続関係などの申請書類に関する相談業務の提供

物資・食料・燃料供給

飲料水

生活物資

燃料

食料等
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分類 協定名 相手方の名称 締結年月日概要

災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関す
る協定

介護用品・衛生用品等の福祉用具等物資を確保 一般社団法人日本福祉用具供給協会 平成28年9月1日

災害時における物資の供給に関する協定
福祉用具（車椅子及び付属品、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、歩行器）等物資の供
給（障がい福祉課取扱い）

社会福祉法人彩凜会（旧　特定非営利活動法人 なま
ずの里福祉会）

平成29年1月27日

災害時における物資の供給に関する協定 災害時にコンテナハウスなどを提供 三協フロンテア㈱ 令和3年4月14日

災害時における施設の提供及び物資の供給に関する
協定

食料や生活物資等の提供 イオンリテール株式会社 令和4年5月6日

輸送 災害時における人員、物資等の輸送業務に関する協定 物資の緊急輸送支援等 埼玉県トラック協会吉川支部 平成27年7月16日

災害時等における相互協力に関する協定 社会福祉法人九星会（青葉保育園） 平成25年3月28日

災害時等における相互協力に関する協定
社会福祉法人千歳会（よしかわエンゼル保育園）
（旧吉川団地保育園）

平成25年3月28日

災害時等における相互協力に関する協定 社会福祉法人育暎福祉会（育暎保育園） 平成25年3月28日

災害時等における相互協力に関する協定 社会福祉法人吉川仲よし会（吉川つばさ保育園） 平成25年3月28日

災害時等における相互協力に関する協定
社会福祉法人コビーソシオ（コビープリスクールよしか
わ・コビープリスクールよしかわステーション）

平成25年3月28日

災害時等における相互協力に関する協定 社会福祉法人祥和会（かほ保育園） 平成25年3月28日

災害時等における相互協力に関する協定 社会福祉法人創人会（きらり美南保育園） 平成27年10月6日

災害時等における相互協力に関する協定
キッズベアー株式会社（こぐま保育園、こぐま保育園マ
ミー）

平成27年10月6日

災害時等における相互協力に関する協定 株式会社フェアリィー（ふぇありぃ保育園） 平成27年10月21日

災害時等における相互協力に関する協定 社会福祉法人ちとせ交友会(吉川美南ちとせ保育園) 平成29年5月25日

災害時等における相互協力に関する協定 株式会社フロンティアキッズ（つつじ保育園） 平成29年6月28日

災害時等における相互協力に関する協定 遠藤博之(hoiku縁) 平成29年7月28日

災害時等における相互協力に関する協定
社会福祉法人すくすくどろんこの会(よしかわ杜の保育
園)

平成30年8月29日

災害時等における相互協力に関する協定 NPO法人こどもの広場おひさま(おひさま保育園) 平成30年8月29日

災害時等における相互協力に関する協定
学校法人ワタナベ学園（認定こども園　吉川さくらの
森）

令和元年5月31日

災害時における福祉避難所の開設等に関する協定書 社会福祉法人　平成会（吉川平成園） 平成25年9月17日

災害時における福祉避難所の開設等に関する協定書 社会福祉法人　楽栄会（ききょう苑） 平成25年9月17日

災害時における福祉避難所の開設等に関する協定書 医療法人社団　心明会（ケアリングよしかわ） 平成25年9月17日

災害時における福祉避難所の開設等に関する協定書 社会福祉法人 端午会（みなみの苑） 平成29年8月7日

災害時における福祉避難所の開設等に関する協定書 社会福祉法人 吉宙会（ほほえみの家） 平成29年8月7日

災害時における福祉避難所の開設等に関する協定書 有限会社 仁（夢ホームよしかわ） 平成29年8月7日

生活物資

物資・食料・燃料供給

一時保育
入所児童の緊急一時保育、保育に関する相談窓口の設置、保育物資の提供等（保育幼
稚園課取扱い）

幼児

福祉避難所 施設の一部を、被災した要援護者を対象とした避難所として開設 要配慮者

3/4



分類 協定名 相手方の名称 締結年月日概要

災害時における被災者支援協力等に関する協定 遺体収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに作業等の役務の提供など 遺体の取扱 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 平成27年9月28日

避難場所誘導案内付電柱広告に関する協定 避難場所誘導看板の設置協力 平時の取り組み 東電タウンプランニング株式会社 埼玉総支社 平成27年9月28日

災害時における地図製品等の供給等に関する協定 地図製品（最新の住宅地図）等の供給及び利用等に関する事項など 地図 株式会社ゼンリン関東エリアグループ 平成27年11月24日

吉川市とコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社との包
括連携に関する協定書

防犯・防災に関すること（政策室取扱い） 包括連携 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 令和元年11月25日

災害時における吉川市指定金融機関の事務取扱に関
する協定

吉川市指定金融機関としての公金の収納支払及び預金取扱いに関すること(会計課取扱
い)

金融 株式会社埼玉りそな銀行 平成31年4月1日

その他
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