
協 定 名 締 結 先 締結年月日 協定種別

災害時相互応援に関する協定 新潟県板倉町
（現 新潟県上越市）　　

平成 8年10月 4日 相互応援

災害発生時における板倉町と日
本郵便株式会社館林郵便局及び
板倉町内郵便局の協力に関する
協定

地域における協力に関する協定

館林郵便局／町内郵便局

館林郵便局／町内郵便局

平成29年 4月27日　

平成29年 4月27日

相互応援

相互応援

水道災害相互応援に関する協定 館林市／明和町／千代田町／
大泉町／邑楽町

平成 9年10月 6日 相互応援

水道配水管接続に関する覚書 館林市 平成13年 5月 1日 相互応援

群馬県災害廃棄物等の処理にか
かる相互応援に関する協定

群馬県／県内市町村／一部事
務組合

平成20年 4月 1日 相互応援

災害発生時における館林市邑楽
郡隣接一市五町相互応援協定

館林市／明和町／千代田町／
大泉町／邑楽町

平成25年 3月26日 相互応援

廃棄物と環境を考える協議会加
盟団体災害時相互応援協定書

66市町村 平成25年 7月12日 相互応援

災害時における相互協力に関す
る協定

古河市／加須市／野木町
(H27.1.28)
栃木市(H28.5.27加入)
小山市(H29.10.16加入)

平成27年 1月28日 相互応援

災害発生時における利根川両岸
３市３町相互応援に関する協定

明和町／千代田町／行田市／
加須市／羽生市

平成31年 2月 4日 相互応援

協 定 名 締 結 先 締結年月日 協定種別

災害時における民間建物の利用
に関する協定

群馬板倉農業協同組合
（現 邑楽館林農業協同組合）

平成13年10月 1日 避難所指定

災害時における民間建物の利用
に関する協定

学校法人 東洋大学 平成13年10月 1日 避難所指定

災害時における民間建物の利用
に関する協定

東毛リゾート開発(株) 平成13年10月 1日 避難所指定
（アゼリアモー

ル）

災害時における施設利用に関す
る覚書

群馬県立板倉高等学校 令和2年11月18日 避難所指定

災害発生時における福祉避難所
の設置運営に関する協定

社会福祉法人 板倉町社会福祉
協議会

平成24年 3月15日 避難所指定

災害発生時における福祉避難所
の設置運営に関する協定

社会福祉法人 ポプラ会 平成24年 3月15日 避難所指定

災害時における避難場所の指定
について（回答）

加須市 平成25年 9月20日 避難所指定
（道の駅かぞわた

らせ）

飯野地区水防拠点の維持管理に
関する協定

利根川上流河川事務所 令和元年 6月 1日 維持管理
（飯野地区洪水避

難地）

■ 災害時協定一覧（項目別分類表）

 １　相互応援　

 ２　避難所指定



協 定 名 締 結 先 締結年月日 協定種別

群馬県防災航空隊支援協定 群馬県 平成18年 3月27日 救援救護

災害時における建築物等災害応
急対策業務の応援に関する協定

(社)群馬県建設業協会館林支
部

平成23年 2月15日 応急対策

災害時における電力復旧等に関
する協定

東京電力パワーグリッド株式
会社太田支社

令和2年12月17日 電力復旧

災害時における相互協力に関す
る基本協定

東日本電信電話株式会社 令和 4年 2月21日 通信復旧

災害時における応急対策業務の
応援協力に関する協定

一般社団法人群馬県建築士会
館林支部

令和 4年 5月20日 応急対策

協 定 名 締 結 先 締結年月日 協定種別

群馬県防災情報通信ネットワー
ク端末設備の運用及び維持管理
に関する協定

群馬県 平成19年12月 1日 防災情報

群馬県防災情報通信用発動発電
機の保安管理に関する協議

群馬県 平成19年12月 1日 防災情報

安全安心に係る放送協定 ケーブルテレビ(株) 平成21年 6月25日 緊急放送

災害時の情報交換に関する協定 国土交通省 関東地方整備局 平成23年 1月17日 防災情報

災害に係る情報発信等に関する
協定

ヤフー(株) 平成26年 1月24日 防災情報

特設公衆電話の設置・利用に関
する覚書

東日本電信電話株式会社 平成29年 3月 9日 通信機器

協 定 名 締 結 先 締結年月日 協定種別

災害時における救援物資提供に
関する協定

三国コカ・コーラボトリング
(株) 群馬支社

平成20年 7月14日 救援物資

災害時における飲料水提供に関
する協定

サントリーフーズ(株) 関東甲
信越支社

平成21年 2月 2日 救援物資

非常時における飲料供給に関す
る覚書

ダイドードリンコ(株) 平成23年 6月24日 救援物資

災害時における飲料水提供に関
する協定

ダイドードリンコ(株) 平成24年 2月 2日 救援物資

災害時における飲料水提供に関
する協定

(株)伊藤園 平成24年 2月 2日 救援物資

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24年 7月24日 救援物資

 ３　救援・応急

 ４　防災情報

 ５　救援物資



災害時における物資供給に関す
る協定

邑楽館林農業協同組合 平成26年 4月14日 救援物資

災害時おける応急生活物資供給
等に関する協定

生活協同組合 コープぐんま 平成26年 4月14日 救援物資

災害時おける応急レンタル機材
供給等に関する協定

コーエィ(株) 平成26年 4月23日 救援物資

災害時におけるＬＰガス等供給
協力に関する協定

(一社)群馬県ＬＰガス協会 館
林邑楽支部

平成26年 5月12日 救援物資

災害時における物資供給に関す
る協定

富士食品工業(株) 令和3年 2月 3日 救援物資

協 定 名 締 結 先 締結年月日 協定種別

館林地区消防組合自家給油取扱
所運用に関する覚書

館林地区消防組合消防本部 令和2年 5月 1日 燃料供給

協 定 名 締 結 先 締結年月日 協定種別

警察施設が被災した際に代替施
設を設置する場所の提供につい
て（回答）

館林警察署 平成31年 3月15日 代替施設提供
（役場庁舎）

 ６　消防組合

 ７　館林警察署


