
平成27年11月1日現在

番号  名称  相手先  締結年月日

1 災害時における放送要請に関する協定 ＮＨＫ鳥取放送局 昭和52年4月1日
2 災害時における放送の要請に関する協定 日本海テレビ、山陰放送、山陰中央テレビ 昭和52年4月1日
3 鳥取空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定 鳥取県東部広域行政管理組合 昭和60年7月2日
4 災害時における放送の要請に関する協定 エフエム山陰 昭和62年6月15日
5 鳥取空港医療救護活動に関する協定 鳥取県東部医師会 平成7年11月1日
6 災害時の相互応援に関する協定 県内の全市町村 平成8年3月29日
7 災害時の相互応援に関する協定 兵庫県 平成8年5月31日
8 緊急・救援輸送に関する協定 鳥取県トラック協会 平成9年1月10日

9 災害時等における報道要請に関する協定
テレビ朝日、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、
日経新聞、中国新聞、共同通信、時事通信

平成9年4月28日

10 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定 プレハブ建築協会 平成9年5月8日
11 災害時における交通誘導及び安全確保等の業務に関する協定 鳥取県警備業協会 平成10年5月1日

12
防災体制及び県政情報の提供等に関する鳥取県内郵便局と鳥取県
の協力に係る協定

鳥取県内郵便局鳥取県県本部 平成11年10月22日

13 災害時における生活関連物資の調達に関する協定

県内大規模小売店舗事業者、弁当調製事業者(県内)、農
業協同組合、鳥取県生活協同組合、避難関係用品製造販
売業者(県外)、県内パン・飲料水製造販売業者、ブルー
シート・パンの県外製造販売業者、コンビニエンスストア、鳥
取県公衆浴場業生活衛生同業組合、NPO法人コメリ災害対
策センター、日段株式会社、森紙業株式会社　等

平成12年６月30日
平成13年3月21日
平成13年12月４日
平成18年3月28日
平成19年3月29日
平成24年8月6日 他

14 鳥取県と島根県の消防防災ヘリコプター運航不能期間等における相互応援協定 島根県 平成12年10月24日
15 緊急用ＬＰガスの調達に関する協定 鳥取県エルピーガス協会 平成13年1月24日

16 災害時における応急対策業務等に関する基本協定 （一社）鳥取県建設業協会
平成13年2月2日
（最終改正：平成25
年4月1日）

17 災害映像情報の交換に関する協定 鳥取県警察本部 平成13年3月16日

18 災害時における水道及び工業用水道の応急対策業務等に関する基本協定
西部地区市町村、鳥取県管工事業協会西部支部
東部地区市町村、鳥取県管工事業教会東部支部

平成13年11月19日
平成16年3月25日

19 災害時における埋葬に必要な物資の調達等に関する協定 鳥取県葬祭業協同組合、（協）ケンユー
平成13年12月4日
平成18年3月30日

20 災害時における生活関連物資及び自動車燃料の調達に関する協定 鳥取県石油商業組合 平成13年12月4日
21 地震被災建築物応急危険度判定士の召集に関する協定 鳥取県建築士会 平成14年3月15日
22 ヘリテレ映像情報の提供に関する協定 ＮＨＫ鳥取放送局、日本海テレビ、山陰放送 平成14年5月22日

23 災害時における農業協同組合保有施設等の使用に関する協定
鳥取いなば農協、鳥取中央農協、
東伯町農協、鳥取西部農協

平成15年8月21日

24 鳥取県航空消防支援協定
鳥取県東部広域行政管理組合、鳥取中部ふるさと広域連
合、鳥取県西部広域行政管理組合

平成16年3月15日

25 災害時における応急対策業務等の実施に関する基本協定 （一社）鳥取県造園建設業協会 平成16年10月1日
26 災害時における水道施設等復旧に係る応急対策への協力に関する協定 鳥取県管工事業協会 平成16年10月1日
27 防災の連携に関する協定 鳥取大学 平成17年3月1日
28 災害時における被災車両の撤去等に関する協定 市町村、日本自動車連盟中国本部鳥取支部 平成17年6月13日
29 緊急事態における隊友会の協力に関する協定 市町村、隊友会鳥取県隊友会 平成18年3月28日
30 災害時における医薬品等の確保に関する協定 鳥取県医薬品卸業協会 平成18年8月14日
31 防災活動における鳥取県と鳥取県技術士会との相互協力に関する協定 鳥取県技術士会 平成18年8月19日
32 災害時における医療機器等の確保に関する協定 山陰医療機器販売業協会、山陰医科器械組合 平成18年8月24日
33 地震等大規模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 鳥取県産業廃棄物協会 平成18年10月27日
34 地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等の協力に関する協定 鳥取県解体工事業協同組合 平成18年10月27日
35 地震等大規模災害時における災害生活ごみの収集運搬の協力に関する協定 鳥取県清掃事業協同組合 平成18年10月27日
36 地震等大規模災害時における災害し尿等の収集運搬の協力に関する協定 鳥取県環境整備事業協同組合 平成18年10月27日
37 緊急事態における警友会の協力に関する協定 鳥取県警友会連合会 平成18年11月15日
38 災害時における飲料供給に関する協定 サントリーフーズ（株） 平成19年7月5日

39 中国地方における災害時の支援に関する申し合わせ
中国地方整備局、島根県、岡山県、広島県、山口県、岡山
市、広島市

平成20年8月20日
（最終改正：平成21
年6月17日）

40 災害時における災害救助犬等の出動に関する協定 日本レスキュー協会 平成20年10月20日

41 災害時における応急業務に関する協定 （一社）鳥取県測量設計業協会
平成21年1月20日
（最終改正：平成26
年7月2日）

42 危機情報の提供及び放送要請に関する協定 鳥取県ケーブルテレビ協議会 平成21年10月8日
43 災害時における住宅の応急修理に関する協定 鳥取県板金工業組合 平成22年3月4日
44 災害時における相互協力に関する基本協定 国土交通省中国地方整備局 平成22年8月3日

45 鳥取DMAT派遣に関する協定
鳥取県立中央病院、鳥取赤十字病院、鳥取県立厚生病
院、鳥取大学医学部附属病院

平成22年8月5日

46 災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合 平成23年1月31日
47 大規模災害発生時等における相互協力に関する協定 西日本高速道路（株）中国支社 平成23年2月4日

48 災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定
(社)鳥取県宅地建物取引業協会、(社)全日本不動産協会
鳥取県本部、(社)全国賃貸住宅経営協会

平成23年10月11日

49 鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定 徳島県 平成23年11月18日
50 中国５県災害時相互応援協定 島根県、岡山県、広島県、山口県 平成24年3月1日

51 中国・四国地方の災害時相互応援に関する協定
島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、 愛媛
県、高知県

平成24年3月1日

52 災害時における一般用医薬品等の確保・供給等に関する協定 一般社団法人鳥取県薬剤師会 平成24年3月16日
53 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定 全国知事会、各ブロック知事会 平成24年5月18日
54 災害時における医療ガス等の確保・供給等に関する協定 一般社団法人日本産業・医療ガス協会中国地域本部 平成24年8月7日

55 災害時の医療救護活動に関する協定
公益社団法人鳥取県医師会、一般社団法人鳥取県薬剤師
会、公益社団法人鳥取県看護協会

平成24年8月31日

56 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 一般社団法人鳥取県歯科医師会 平成24年8月31日
57 鳥取県と日本防災士会鳥取県支部との防災に係る相互協力に関する協定 日本防災士会鳥取県支部 平成24年9月14日

58 災害時における帰宅困難者支援に関する協定
ローソン、ファミリーマート、ポプラ、壱番屋、モスフードサー
ビス、吉野家、ダスキン

平成24年10月30日

59 災害時における鳥取県助産師会の協力に関する協定 一般社団法人鳥取県助産師会 平成25年3月22日

60 災害時における鳥取県放射線技師会の協力に関する協定 一般社団法人鳥取県診療放射線技師会 平成25年3月22日

61 災害時における鳥取県精神保健福祉士会の協力に関する協定 鳥取県精神保健福祉士会 平成25年3月22日

62 災害時における鳥取県臨床心理士会の協力に関する協定 鳥取県臨床心理士会 平成25年3月22日

63 災害時における鳥取県柔道整復師会の協力に関する協定 公益社団法人鳥取県柔道整復師会 平成25年3月22日
64 災害時における鳥取県栄養士会の協力に関する協定 社団法人鳥取県栄養士会 平成25年3月22日
65 災害時における被災車両の撤去等に関する協定 山陰ELVリサイクル協議会 平成25年3月26日
66 特設公衆電話の設置・利用及び通信の確保等の協力に関する協定 西日本電信電話株式会社・県内各市町村 平成25年9月30日
67 災害等発生時相互協力に関する協定 西日本旅客鉄道株式会社・県内全市町村 平成25年12月3日
68 大規模災害発生時における相談業務の支援に関する協定 鳥取県士業団体連絡協議会 平成25年12月16日
69 災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書 石油連盟 平成26年3月24日
70 災害時における応急業務に関する協定 （一社）建設コンサルタンツ協会中国支部 平成26年7月2日

71 災害発生時等における多目的トイレのレンタルに関する協定書
一般社団法人日本建設機械レンタル協会中国支部山陰部
会

平成27年3月6日

鳥取県が締結する災害時応援協定一覧


