
災害対策関連協定締結先一覧
R4.5.1現在

No. 協定等名称 締結年月日 協定の相手方 内　　容

1 東京都防災行政無線局設置等に関する協定 昭和54年4月1日 東京都 東京都防災行政無線局の設置及び管理運用等

2 災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定 昭和62年5月22日 東京トラック協会多摩支部 輸送用車両及び運転手の提供

3 震災対策井戸の指定及び管理に関する協定 井戸所有者 44名 飲料水等の供給及び井戸の維持管理

4 東京都防災行政無線端末機器の設置等に関する協定 平成2年12月19日 東京都
東京都防災行政無線に接続する端末機の設置及び管理運
用等

5 災害時における応急対策活動に関する協力協定 平成7年12月15日 東久留米市建設業協会 災害時における応急対策活動への協力

6 災害時における応急用食料品及び日用品等供給に関する協定 平成8年1月25日 （株）イトーヨーカ堂 食料品及び日用品等の供給

7 災害時等の相互応援に関する協定 平成8年3月1日 多摩３１市町村 災害時における応急対策活動への協力

8 災害時における五市相互応援に関する協定 平成8年7月30日
東村山市、清瀬市、東久留米市、埼玉県所沢市、
新座市

災害時における応急対策活動への協力

9 災害時の歯科医療救護活動についての協定 平成8年8月19日 東久留米市歯科医師会 歯科医療救護活動への協力

10 災害時における食料調達業務に関する協定 平成8年11月27日 東京都麺類協同組合東久留米支部 食料調達の協力

11 災害応急対策用貨物事業者供給協定 平成9年4月1日 東京トラック協会多摩支部 輸送用車両及び運転手の提供

12 災害時における救護活動についての協定 平成11年1月12日 東久留米市薬剤師会 薬剤医療救護活動への協力

13 災害時における外国人り災者対策に関する協定 平成13年2月1日 クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン 外国人り災者避難所及び相談所

14 災害時における動物救護活動についての協定 平成16年7月15日 東久留米市獣医師会 動物救護活動

15 東村山市、東久留米市消防相互応援協定 平成18年8月1日 東村山市 火災等発生時の消防団の相互応援

16 小平市、東久留米市消防相互応援協定 平成18年8月1日 小平市 火災等発生時の消防団の相互応援

17 清瀬市、東久留米市消防相互応援協定 平成18年8月1日 清瀬市 火災等発生時の消防団の相互応援

18 西東京市、東久留米市消防相互応援協定　 平成18年9月1日 西東京市 火災等発生時の消防団の相互応援

19 東京都東久留米市、埼玉県新座市消防相互応援協定 平成18年9月1日 埼玉県新座市 火災等発生時の消防団の相互応援

20 一時避難場所及び避難所の利用に関する協定 平成19年10月24日 国立大学法人東京学芸大学 一時避難場所及び避難所としての施設利用



No. 協定等名称 締結年月日 協定の相手方 内　　容

21 災害時における災害情報の放送等に関する協定 平成19年12月14日 （株）ジェイコム関東西東京局 市民への災害情報の伝達の協力

22 災害時における二次避難所施設利用に関する協定 平成21年11月24日 介護老人保健施設ケア東久留米 二次避難所としての施設利用

23 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成21年12月1日 社会福祉法人園盛会 二次避難所としての施設利用

24 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成21年12月1日 社会福祉法人竹恵会 二次避難所としての施設利用

25 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成21年12月1日 社会福祉法人マザアス 二次避難所としての施設利用

26 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成21年12月1日 社会福祉法人三育ライフ 二次避難所としての施設利用

27 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成21年12月1日 社会福祉法人森の会 二次避難所としての施設利用

28 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成21年12月1日 社会福祉法人イリアンソス 二次避難所としての施設利用

29
東久留米市消防団等情報伝達システムの設置、管理及び運用に関
する協定 平成22年4月1日 東京消防庁東久留米消防署

災害発生等の連絡を行う消防団等情報伝達システムの運
用の協力

30 非常通信の運用に関する協定 平成22年6月16日 東京消防庁東久留米消防署
既存通信手段が途絶した場合、消防署を非常時の情報伝
達拠点とする

31
災害時における水再生ｾﾝﾀｰへのし尿搬入及び受入れに関す
る覚書

平成23年2月25日 東京都下水道局流域下水道本部

32 東久留米市における消防水利の設置等に関する協定 平成23年3月28日 東京消防庁東久留米消防署 消防水利の確保、設置、修繕等に関する協力

33 一時避難場所及び避難所の施設利用に関する協定 平成23年12月1日 都立東久留米総合高等学校 一時避難場所及び避難所としての施設利用

34 災害時におけるボランティア活動支援に関する協定 平成24年4月19日 社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会 ボランティア活動等の支援

35 災害時の情報交換に関する協定 平成24年5月17日 国土交通省関東地方整備局 災害時の情報交換

36 災害時における燃料等の優先供給に関する協定 平成24年6月11日 （有）貫井商事 燃料等の優先的な供給

37 災害時における燃料等の優先供給に関する協定 平成24年6月11日 （株）ＪＯＭＯネット東京事業部 燃料等の優先的な供給

38 災害時における燃料等の優先供給に関する協定 平成24年9月11日 東洋カーマックス（株） 燃料等の優先的な供給

39 デジタル移動系防災無線局設置等に関する協定 平成25年2月5日 東京ガス㈱西部支店 半固定型無線機設置について

40 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書 平成25年3月29日 東京都水道局

41 災害時における応急物資の供給等に関する協定 平成25年3月31日 イオンリテール（株） 食料品及び日用品等の供給

42 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成25年4月1日 社会福祉法人リブリー 二次避難所としての施設利用



No. 協定等名称 締結年月日 協定の相手方 内　　容

43 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成25年4月22日 社会福祉法人すぎのこ 二次避難所としての施設利用

44 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成25年4月22日 社会福祉法人龍鳳 二次避難所としての施設利用

45 災害時における帰宅困難者の受入に関する覚書 平成25年7月1日 （有）源の湯 帰宅困難者の施設利用及び支援

46 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成25年7月1日 社会福祉法人椎の木会 二次避難所としての施設利用

47 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 平成25年7月16日 東京都水道局

48 一時避難場所及び避難所の利用に関する協定 平成25年12月16日 学校法人自由学園 一時避難場所及び避難所としての施設利用

49 地震災害時等における帰宅困難者の対応に関する協定 平成25年12月26日 西武鉄道（株） 帰宅困難者への対応と協力

50 災害時におけるし尿の汲み取り及び運搬に関する協定 平成26年4月1日 （株）井田環境サービス し尿の汲み取り及び運搬の協力

51 災害時におけるし尿の汲み取り及び運搬に関する協定 平成26年4月1日 （株）丸井商事 し尿の汲み取り及び運搬の協力

52 災害時における車両等の提供に関する協定 平成26年4月14日 全日本レッカー協会 災害時のレッカー車両及び運転手の提供

53 災害時における乳幼児等の緊急受入れに関する協定 平成26年4月14日 ひばり保育園 二次避難所としての乳幼児等の施設利用

54 災害時における乳幼児等の緊急受入れに関する協定 平成26年4月14日 あそか保育園 二次避難所としての乳幼児等の施設利用

55 災害時における乳幼児等の緊急受入れに関する協定 平成26年4月14日 上の原さくら保育園 二次避難所としての乳幼児等の施設利用

56 災害時における乳幼児等の緊急受入れに関する協定 平成26年4月14日 下里しおん保育園 二次避難所としての乳幼児等の施設利用

57 災害時における乳幼児等の緊急受入れに関する協定 平成26年4月14日 滝山しおん保育園 二次避難所としての乳幼児等の施設利用

58 災害時における資機材調達に関する協定 平成26年5月1日 （株）アクティオ 資機材の供給

59 災害時における資機材調達に関する協定 平成26年5月1日 （株）レンタルのニッケン 資機材の供給

60 災害時における乳幼児等の緊急受入れに関する協定 平成26年5月1日 Ｎｉｃｏｔ東久留米保育園 二次避難所としての乳幼児等の施設利用

61 災害時における乳幼児等の緊急受入れに関する協定 平成26年5月1日 くるみ保育園 二次避難所としての乳幼児等の施設利用

62 災害時におけるタクシー車両による緊急輸送に関する協定 平成26年5月12日 西武ハイヤー（株） 緊急輸送活動の協力

63 災害時における物資の供給に関する協定 平成26年6月1日 セッツカートン（株） 避難所設営等に必要な物資の供給

64 災害時における乳幼児等の緊急受入れに関する協定 平成26年6月1日 わらべみなみ保育園 二次避難所としての乳幼児等の施設利用



No. 協定等名称 締結年月日 協定の相手方 内　　容

65 災害時における物資の供給に関する協定 平成26年6月1日 大和紙器（株） 避難所設営等に必要な物資の供給

66 災害時におけるし尿の汲み取り及び運搬に関する協定 平成26年8月11日 （有）パイプ環境サービス し尿の汲み取り及び運搬の協力

67 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 平成27年4月1日 （株）スズケン小平支店 医薬品等の供給

68 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 平成27年4月1日 （株）メディセオ武蔵野北支店 医薬品等の供給

69 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 平成27年4月1日 アルフレッサ（株）小平支店 医薬品等の供給

70 災害時における応急救護活動についての協定 平成27年4月1日
東京都柔道整復師会北多摩支部
東久留米市柔道整復師会

応急救護活動への協力

71 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 平成27年4月1日 酒井薬品（株）小平第二営業所 医薬品等の供給

72 災害時の医療救護活動についての協定 平成27年4月1日 東久留米市医師会 医療救護活動への協力

73 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定 平成27年4月1日 東邦薬品（株）東久留米営業所 医薬品等の供給

74 災害時におけるバスによる緊急輸送に関する協定 平成27年5月1日 光輝観光バス（株） 緊急輸送活動の協力

75 広告付避難所等電柱看板に関する協定 平成27年10月7日 東電タウンプランニング（株） 避難所等の案内表示

76 災害時における相互応援に関する協定 平成27年10月15日
日本郵便㈱東久留米郵便局
（市内の郵便局代表）

車両、施設等の提供及び情報の相互提供

77 災害時におけるバスによる緊急輸送に関する協定 平成28年2月1日 西武バス（株） 緊急輸送活動の協力

78 災害時における相互応援に関する協定 平成28年3月29日 高崎市 応急対策及び復旧対策について相互に応援

79 災害時におけるバスによる緊急輸送に関する協定 平成28年4月1日 （有）千代田バス
被災者等の避難輸送並びに市の応急対策活動に従事する
者の移送等

80 災害時等における電気自動車及び給電装置に関する協力協定 平成28年4月1日 （株）サテライトショップ所沢中央 車両及び給電装置を必要とする車両給電装置の貸与

81 災害時における給水車による飲料水の供給に関する協定 平成28年4月1日 （株）井田環境サービス 災害時における給水車による飲料水供給

82 災害時における二次避難所の開設等に関する協定
平成22年3月1日
（初年度締結日）

社会福祉法人恩賜財団同胞援護会 二次避難所としての施設利用

83 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成28年7月1日 社会福祉法人陵風会 二次避難所としての施設利用

84 災害時における寝具類の提供に関する協定 平成28年8月1日 （株）ふとん しばた 寝具類の調達及び提供

85 災害時における畳の提供に関する協定 平成28年8月1日 （有）高野畳店 災害時における畳の提供

86 災害時における畳の提供に関する協定 平成28年8月1日 会津屋畳店 災害時における畳の提供



No. 協定等名称 締結年月日 協定の相手方 内　　容

87 災害時における地図製品等の供給等に関する協定 平成28年8月15日 （株）ゼンリン 災害時における地図製品等の供給

88
災害時における生鮮食品・日用雑貨等の提供及び物資集積場所の
敷地利用に関する協定 平成28年9月20日 東久留米卸売市場協同組合

災害時における生鮮食品・日用雑貨等の提供及び物資集
積場所の敷地利用

89 災害時における乳幼児等の緊急受入れに関する協定 平成28年10月21日 たきやま保育園 二次避難所としての施設利用

90 災害時における乳幼児等の緊急受入れに関する協定 平成28年10月21日 社会福祉法人久留米みのり保育園 二次避難所としての施設利用

91 災害時における助産師による支援活動に関する協定 平成28年11月1日 ひがしくるめ助産師会 妊産婦等の支援活動

92 災害時における飲料水の供給に関する協定 平成28年12月1日 山崎製パン（株）武蔵野工場 飲料水の供給

93 災害時における食料の調達に関する協力協定 平成28年12月1日 山崎製パン（株）武蔵野工場 食料の供給

94 災害時における外国人支援活動に関する協定 平成29年1月1日 東久留米国際友好クラブ 外国人支援活動

95
災害時における青果物の提供及び物資集積場所の敷地利用に関す
る協定 平成29年1月1日 東京多摩青果（株） 災害時に青果物の提供及び物資集積場所

96 災害時における飲料水の供給に関する協定 平成29年2月1日 コカ・コーライーストジャパン（株）多摩工場 飲料水の供給

97 大規模火災における消火活動等に関する応援協定 平成29年2月1日 神山生コン（株）
コンクリートミキサー車、人員を派遣、積載水を消火活
動等に活用

98 大規模火災における消火活動等に関する応援協定 平成29年2月1日 都屋建材（株）
コンクリートミキサー車、人員を派遣、積載水を消火活
動等に活用

99 災害時における二次避難所の開設等に関する協定 平成29年4月1日 （社福）安心会ひばりが丘ふれあいの里 二次避難所としての施設利用

100
東京都多摩広域防災倉庫の使用及び災害時の相互協力に関
する協定

平成29年6月1日 東京都
東京都多摩広域防災倉庫の使用に当たり、施設の使用条
件及び災害時の相互協力

101
震災対策井戸の指定及び管理に関する協定(防災兼用農業
用井戸）

平成29年7月1日 井戸所有者 4名 飲料水等の供給及び井戸の維持管理

102 災害時における乳幼児等の緊急受入れに関する協定 平成29年7月18日 （社福）おひさま会 東久留米おひさま保育園 二次避難所としての施設利用

103 災害時における灯油等の優先供給に関する協定 平成29年7月18日 三和エナジー（株） 災害時の灯油等の優先供給

104
災害等発生時における帰宅困難者等の一時滞在に要する施
設の提供に関する協定

平成29年8月1日 東横ＩＮＮ西武池袋線東久留米駅西口 帰宅困難者の施設利用及び支援

105 災害時における理容サービス業務の提供に関する協定 平成29年8月1日 東京都理容衛生同業組合多摩小平支部東久留米地区 長期避難障害者への理美容役務の提供

106 災害時における外国人支援活動に関する協定 平成29年8月15日 東久留米にほんごクラス 外国人支援活動

107
災害発生時における帰宅困難者等の一時滞在に要する施設
の提供に関する協定

平成29年9月21日 （株）大庄　鮮乃庄東久留米店 帰宅困難者の施設利用及び支援

108 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 平成29年11月1日 東日本電信電話株式会社東京武蔵野支店 特設公衆電話の設置



No. 協定等名称 締結年月日 協定の相手方 内　　容

109 災害時における公衆浴場等の協力に関する協定 平成29年12月20日 第二喜多の湯 水の提供、被災者等の入浴支援

110 災害時における公衆浴場等の協力に関する協定 平成29年12月20日 有限会社源の湯 水の提供、被災者等の入浴支援

111 災害時における遺体安置等の業務の協力に関する協定 平成30年2月1日 （株）奥野式典 遺体の安置、保全処理、搬送等の業務

112 防災倉庫の使用に関する協定 平成30年2月1日 （株）東邦運輸 防災倉庫の提供

113 災害時における入浴施設等の協力に関する協定 平成30年2月1日 （株）ルネサンス 水の提供、被災者等の入浴支援

114 災害時における遺体安置等の業務の協力に関する協定 平成30年2月1日 田中葬祭（株） 遺体の安置、保全処理、搬送等の業務

115 災害時における遺体安置等の業務の協力に関する協定 平成30年2月1日 有限会社ウィズセレモニー 遺体の安置、保全処理、搬送等の業務

116 災害時における遺体安置等の業務の協力に関する協定 平成30年4月1日 (株)公益社 遺体の安置、保全処理、搬送等の業務

117 災害時における緊急輸送等の協力に関する協定 平成30年4月1日 株式会社ＨＩＳＣＯ 傷病者の移送

118 災害時における緊急輸送等の協力に関する協定 平成30年4月1日 ハートフルケア株式会社 傷病者の移送

119
災害時における無人航空機を活用した支援活動等に関する
協定

平成30年4月18日 ＮＰＯ法人　クライシスマッパーズジャパン 無人航空機による被災状況の調査、情報提供

120 災害時における放送に関する協定 平成30年7月10日 (株)クルメディア 災害時の臨時放送

121 災害時における東京みらい農業組合との協力に関する協定 平成30年7月24日 東京みらい農業協同組合 災害時の生鮮食品、避難場所等の提供

122
災害時におけるし尿の汲み取り及び運搬に関する協定
【単年度協定】

平成26年4月1日
（初年度締結日）

有限会社常盤組東久留米支店 災害時のし尿の汲み取り及び運搬の協力

123 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する覚書 平成30年9月3日 東京都水道局 応急給水栓の設置、使用について

124 東久留米市煙体験テント等に関する覚書 平成30年11月9日 東京消防庁　東久留米消防署 東久留米消防署への煙体験テント貸与に関する取り決め

125 災害時における情報発信等に関する協定 平成31年1月1日 ヤフー株式会社 災害時の情報発信の協力

126 災害救助物資の供給等に関する協定 令和1年8月1日 ㈱ＬⅠⅩⅠＬビバ 災害時の日用品等の供給

127 災害救助物資の供給等に関する協定 令和1年8月1日 ㈱ケーヨー 災害時の日用品等の供給



No. 協定等名称 締結年月日 協定の相手方 内　　容

128 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する覚書
令和1年12月3日/令和
2年6月16日/令和2年
11月6日

東京都水道局、都立東久留米総合高等学校、東京
学芸大学附属特別支援学校、ｸﾘｽﾁｬﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｰ・ｲ
ﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ/学校法人自由学園/都立西高

応急給水栓の設置、使用について

129 災害時における入浴施設等の協力に関する協定 令和3年2月1日 ZIP株式会社 水の提供、被災者等の入浴支援

130 災害時における避難所施設利用に関する協定書 令和3年4月1日 東京都立東久留米特別支援学校 二次避難所としての施設利用

131 災害時における燃料等の優先供給に関する協定 令和3年6月15日 多摩商事株式会社 燃料等の優先的な供給

132 東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定 令和3年12月27日 東京都
災害時の都と区市町村における、職員の応援、食料、飲
料水及び資機材等の提供

133 災害時における相互連携に関する基本協定 令和4年2月1日 東京電力パワーグリッド株式会社 災害時の復旧業務における相互協力

134 災害時における飲料水の供給に関する協定書 令和4年5月1日 株式会社伊藤園 飲料水の供給


