
民間団体との災害時応援協定締結状況 令和2年3月31日現在

区分 協 定 団 体 名
団体
数

協定締結（更新）日 協定内容
連絡調整担当班

(局）

（株）エフエム新津 1 H8.7.8 災害時の緊急情報伝達 災害対策本部事務局

（株）エフエムラジオ新潟 1 H24.9.25 災害時の緊急情報伝達 災害対策本部事務局

エフエム角田山コミュニティ放送(株) 1 H25.4.1 災害時の緊急情報伝達 西蒲区本部事務局

ヤフー(株) 1 H25.10.22
災害時の緊急情報伝達，キャッシュサイトの
掲載等

災害対策本部事務局

新潟市ハイヤー・タクシー協会及び
新潟市個人タクシー事業協同組合

2 H31.2.15 災害時における情報提供、人員及び物資輸送 災害対策本部事務局

損害保険ジャパン株式会社 1 H29.9.1 災害発生時等におけるドローンの活用 災害対策本部事務局

日本郵便株式会社信越支社及び新潟市内郵便局 3 H31.3.25 避難者情報の提供、車両の貸与 災害対策本部事務局

新潟交通観光バス株式会社
新潟第一観光バス株式会社

2 H18.4.1 消防団車両の提供 消防対策部　警防班

東日本高速道路株式会社 1 H17.3.19 救急活動 消防対策部　警防班

北陸ガス株式会社新潟供給センター 1 S56.4.1 消防応援 消防対策部　警防班

新潟市北区建設業協会 1 H18.8.3 道路復旧等の応急対策 北区建設班

新潟市北区建設防災組合 1 H22.9.30 道路復旧等の応急対策 北区建設班

横雲会（横越建設業協会） 1 H18.11.15 道路復旧等の応急対策 江南区建設班

亀田建設業協会 1 H19.10.15 道路復旧等の応急対策 江南区建設班

新津建設業協同組合 1 H18.5.29 道路復旧等の応急対策 秋葉区建設班

小須戸建設業協会 1 H19.10.15 道路復旧等の応急対策 秋葉区建設班

南区建設業協会 1 H30.9.14 道路復旧等の応急対策 南区建設班

新潟市西蒲区建設業協会 1 H19.10.15 道路復旧等の応急対策 西蒲区建設班

（一社）新潟市建設業協会 1 R1.10.1
施設の被災状況調査・障害物除去・応急対
策，資機材の提供

各区建設班

新潟県鳶土工職組合連合会 1 H19.4.11 障害物除去等の応急対策 各区建設班

（一社）新潟市道路保全協会 1 H19.6.21
道路障害物除去並びに車両通行規制及び迂回
路確保等の措置

各区建設班

（一社）新潟県測量設計業協会 1 H19.9.5
公共土木施設等の被害調査並びに災害復旧の
ための測量及び設計

各区建設班

（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協
会北陸支部

1 H20.8.6 市管理橋りょうの被害調査及び応急対策 各区建設班

（一社）建設コンサルタンツ協会北陸支部 1 H20.8.6 市管理公共土木施設の被害調査及び応急対策 各区建設班

新潟県鋼構造協会 1 H20.8.6
市管理橋りょう・水門等鋼構造物の被害調査
及び応急対策

各区建設班

（一社）新潟県地質調査業協会 1 H20.8.6 市管理公共土木施設の被害調査及び応急対策 各区建設班

新潟市電設業協同組合 1 H20.8.6
市管理公共土木施設の電気設備に関する被害
調査及び応急対策，電気関係資機材の提供

各区建設班

（一社）全国特定法面保護協会北陸地方支部 1 H20.8.6 市管理公共土木施設の被害調査及び応急対策 各区建設班

（一社）新潟県融雪技術協会 1 H20.8.6 市管理公共土木施設の被害調査及び応急対策 各区建設班

（一社）新潟県解体工事業協会 1 H18.3.18 建物解体除去・廃棄物の処理 建築班

（一社）新潟市造園建設業協会
※₁ 一部個別協定あり

1 H18.5.29
倒木の処理，避難場所となる公園・緑地内の
応急対策

各区建設班

新潟市北区造園建設組合 1 H21.8.14
倒木の処理，避難場所となる公園・緑地内の
応急対策

北区建設班

（一社）新潟県農業土木技術協会 1 H20.9.1 農業施設の被害調査及び応急復旧 農林水産班

小須戸管工事協会 1 H17.8.22 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

新潟市管工事業協同組合 1 H9.3.28 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

白根管工事協会 1 H17.8.17 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

（公財）新潟水道サービス 1 H26.8.1
応急給水（補助），水道施設の応急復旧（補
助）

水道対策部　統括班

敦井産業(株)及び(株)クボタ東京本社 2 H28.10.1 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

昱工業(株) 1 H28.11.1 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

株式会社荏原製作所北陸支社 1 H29.5.9 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

情報

消防

施設復
旧等



民間団体との災害時応援協定締結状況 令和2年3月31日現在

区分 協 定 団 体 名
団体
数

協定締結（更新）日 協定内容
連絡調整担当班

(局）

新潟企業(株)、水道機工(株)及び(株)水機テクノ
ス

3 H30.11.26 水道施設の応急復旧 水道対策部　統括班

（一社）新潟県下水道管路維持改築協会 1 H20.10.29
市管理下水道管路施設等の被災状況調査及び
応急対策

下水道班

（一社）新潟市下水道管路管理業協会 1 H20.10.29
市管理下水道管路施設等の被災状況調査及び
応急対策

下水道班

（公社）日本下水道管路管理業協会中部支部新潟
県部会

1 H27.7.9
市管理下水道管路施設等の被災状況調査及び
応急対策

下水道班

地方共同法人日本下水道事業団 1 H31.4.22
市管理下水道施設等の被災状況調査及び応急
対策

下水道班

新潟市橋梁維持補修技術協会 1 H21.10.30 市管理橋りょうの被害調査及び応急対策 各区建設班

新潟市管工事業協同組合 1 H22.3.26
市管理公共施設等の給排水設備冷暖房設備等
に関する被害調査及び応急対策

建築班

北陸瓦斯（株）及び
（一社）新潟県ＬＰガス協会

2 H9.3.26 ガスの供給 市民生活班

新潟県電気工事工業組合３支部
（新潟支部，燕支部，新津支部）

3 H26.8.25
市管理施設等の電気設備に関する調査・応急
対策

総務班

佐藤食品工業（株） 1 H17.4.11 食糧の供給・運搬 市民生活班

（株）日本フードリンク 1 H17.5.13 食糧の供給・運搬 市民生活班

（株）総合フードサービス 1 H17.5.13 食糧の供給・運搬 市民生活班

（株）グリーンフードサービス 1 H17.5.13 食糧の供給・運搬 市民生活班

森永製菓（株） 1 H21.6.2 食糧供給，輸送 市民生活班

亀田製菓（株） 1 H21.8.28 食糧供給，輸送 市民生活班

山崎製パン（株）新潟工場 1 H25.4.1 食糧供給，輸送 市民生活班

新潟市職員生活協同組合 1 H21.10.1 職員用食糧供給，輸送 職員班

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 1 H17.5.6
飲料水の供給・運搬，一部自動販売機内在庫
の無償提供

市民生活班

ダイドービバレッジサービス株式会社 新潟営業
所

1 H21.1.23
飲料水の供給・運搬，一部自動販売機内在庫
の無償提供

市民生活班

サントリービバレッジサービス（株） 1 H22.6.1 飲料水の供給，輸送 市民生活班

麒麟山酒造(株) 1 H19.3.18 飲料水の運搬(応急給水支援) 水道対策部　統括班

第一環境株式会社 1 H29.5.9 応急給水活動の支援、市民への広報活動 水道対策部　統括班

新潟県牛乳輸送株式会社 1 H30.11.26 飲料水の運搬(応急給水支援) 水道対策部　統括班

イオンリテール(株)　※₂ 一部個別協定あり 1 H20.7.1
食糧・衣料・日用品等の供給，店舗を避難場
所として提供

市民生活班

(株)ファミリーマート 1 H26.8.20 食料品・飲料水・日用品等の供給 市民生活班

NPO法人コメリ災害対策センター 1 H27.7.8
日用品等物資の供給，市内大型店駐車場を物
資集積拠点等として提供

市民生活班

株式会社カインズ 1 H29.3.17 日用品等物資の供給 市民生活班

株式会社バイタルネット 1 H31.2.1 一般用医薬品，衛生用品等の供給 市民生活班

株式会社セブン-イレブン・ジャパン及び株式会社
イトーヨーカ堂

2 R1.9.27
食料品・飲料水・日用品等の供給、帰宅困難
者支援

市民生活班

スポーツクラブＮＡＳ株式会社 1 R1.6.13 災害時の物資支援 市民生活班

株式会社ゼンリン新潟・長野エリアグループ 1 H29.3.21 地図製品等の供給 災害対策本部事務局

(株)アクティオ 1 H23.9.15 仮設トイレ，自家発電機

（仮設トイレ）
 環境総務班
（自家発電機）
 市民生活班

株式会社レンタルのニッケン信越支店 1 H28.12.12 仮設トイレ，発電機

（仮設トイレ）
 環境総務班
（発電機）
 市民生活班

有限会社エムテク 1 H28.12.12 仮設トイレ 環境総務班

オロシベ産業株式会社 1 H28.12.12 仮設トイレ 環境総務班

有限会社ケイ・エス・ケイ 1 H28.12.12 仮設トイレ 環境総務班

セッツカートン(株) 1 H24.1.4 段ボールパーテーション，段ボールベッド等 市民生活班

施設復
旧等

物資供
給



民間団体との災害時応援協定締結状況 令和2年3月31日現在

区分 協 定 団 体 名
団体
数

協定締結（更新）日 協定内容
連絡調整担当班

(局）

新潟市畳業組合 1 H26.3.20 避難所等への畳の搬送 市民生活班

株式会社スノーピーク 1 H30.8.29 アウトドア用品の提供 市民生活班

アークランドサカモト（株） 1 H29.9.26 支援物資の優先的提供 市民生活班

川崎グループ 1 H19.1.26 燃料供給 総務班

新潟県トラック協会新潟支部 1 H9.3.26 物資の輸送 総務班

赤帽新潟県軽自動車運送協同組合 1 H16.3.22 物資の輸送 総務班

新潟県トラック協会新津支部 1 H21.3.1 物資の輸送 総務班

ヤンマーアグリジャパン（株）
関東甲信越支社

1 H27.6.30 物資の輸送 総務班

佐川急便株式会社 1 H29.3.13 支援物資配送協力 市民生活班

新潟運輸株式会社 1 H30.2.20 支援物資配送協力 市民生活班

日本通運株式会社新潟支店 1 H30.3.8 支援物資配送協力 市民生活班

信濃川ウォーターシャトル（株） 1 H20.3.25 水上交通による物資・人員の輸送 総務班

（株）信濃川観光開発 1 H20.3.25 水上交通による物資・人員の輸送 総務班

信濃川漁業協同組合 1 H20.3.25 水上交通による物資・人員の輸送 総務班

廃棄物 新潟市清掃委託連絡会 1 H25.6.7 家庭系一般廃棄物の収集運搬 環境総務班

新潟県行政書士会 1 H25.7.9
被災者のための相談窓口の設置，官公署に提
出する書類の作成・申請手続きの代行

市民生活班

新潟県土地家屋調査士会及び
(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

2 H26.12.18
災害時における家屋調査，り災証明に係る市
民相談，登記及び境界問題並びに境界紛争に
関する相談所の開設

（家屋調査）調査班
（相談所）
 市民生活班

医療
一般社団法人新潟市医師会
一般社団法人新潟市歯科医師会
一般社団法人新潟市薬剤師会

3 R1.11.27 医療救護活動への協力 医療対策班

保健衛
生

一般社団法人新潟県ペストコントロール協会 1 H17.7.14 感染症発生時等における防疫業務 環境衛生班

遺体安
置

（一社）全日本冠婚葬祭互助協会 1 H18.6.13
遺体の搬送・安置，帰宅困難者への避難場所
提供，炊き出し支援，物資提供，入浴・洗髪
等の生活支援

（遺体関係）
 遺体埋火葬班
（避難場所）
 福祉総務班
（物資提供）
 市民生活班

社会福祉法人愛宕福祉会　他68施設 1 H24.10.1 福祉避難所の開設及び運営
要配慮者・
ボランティア班

学校法人　ノートルダム新潟清心学園 1 H25.2.1 乳幼児のいる女性等の寄宿舎等への受け入れ 西区本部事務局

新潟日報　黒埼本社 1 H26.12.24 避難者の受け入れ 西区本部事務局

JA新潟みらい 1 H26.11.5 避難者の受け入れ 南区本部事務局

新潟電子工業株式会社 1 H30.6.12 避難者の受け入れ 南区本部事務局

日本中央競馬会 新潟競馬場 1 H29.2.23 応援職員受け入れ等 総務班

公益財団法人  新潟市開発公社 1 H29.2.24 指定管理施設における災害対応への支援 災害対策本部事務局

公益財団法人  新潟市海洋河川文化財団 1 H30.1.11
指定管理施設（駐車場）における災害対応へ
の支援

水道対策部　統括班

一般社団法人全国クレーン建設業協会新潟県支部 1 H28.10.13 災害応急対策業務に伴う車両等の移動 土木班

全日本高速道路レッカー事業協同組合 1 H28.10.13 災害応急対策業務に伴う車両等の移動 土木班

一般社団法人日本自動車連盟新潟支部 1 H28.10.13 災害応急対策業務に伴う車両等の移動 土木班

122 団体

※₁ 東区本部事務局・西区本部事務局が締結

※₂ 南区本部事務局が締結

避難者
等受け
入れ

災害対
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談
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給


