
２　防災系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

1 地震対策 活動火山・大規模地震対策都道県議会協議会
火山活動、大規模地震及び津波による災害の防止、災害発生時における応急的、恒久的対策に関する諸制度の整備、充
実を促進し、もって地域住民の身体、生命の安全及び財産の保全を図ること。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県、１都14県

2 地震対策 「新しい東北」官民連携推進協議会
復興に携わる被災地内外の多様な主体が，情報の共有・交換を進めることができるようネットワークを整備すること
で，それぞれの得意分野を活かしつつ，様々な連携の推進につなげていく。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

3 地震対策
東日本大震災に対処するための要望活動(H24
～）

東日本大震災に対処すべく，政府等に対し，他の被災県と合同で予算措置等を求める要望活動を行う。 青森県、岩手県、宮城県、福島県

4 地震対策 ４県企画担当部長会議（H23～）
東日本大震災により甚大な被害を被った被災４県で，復興に向けた課題の検討及び情報を共有し，また，連携できる
テーマで合同要望をはじめとする国への働きかけを行うことを目的として，年４回程度定期的に開催する。

青森県、岩手県、宮城県、福島県

5 地震対策 東北復興連合会議（H25～）
東北及び国内外の自治体，経済団体，企業，大学など多様な主体による連携プラットフォームをつくり，オール東北と
しての災害対応力強化等について議論するもの。

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

6 地震対策 山静神土木部局相互応援訓練
隣接する３県において、地震等の発生により所管する公共土木施設に被害が発生した場合の応急対策を迅速に行うた
め、相互に救援協力する体制を構築。毎年度、応援要請や応諾事務の確認、資機材提供、応援要員の派遣など実動訓練
を実施。

山梨県、静岡県、神奈川県

7 地震対策 三県防災協定に基づく首都直下地震への対応 三県が連携した広域避難体制の整備や、平時からの協力体制を構築する取組を推進。 群馬県・埼玉県・新潟県

8 地震対策
地震防災対策強化地域内液化石油ガス保安対
策会議

地震防災対策強化地域内の関係機関相互における連絡提携の推進、液化石油ガス地震防災対策保安行政政策及び関係法
令等の研究、液化石油ガス地震防災対策保安行政に関する情報交換を行う。

経済産業省、関東経済産業局、中部経済産業局、東京
都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛
知県、三重県、高圧ガス保安協会

9 地震対策
「震災時等の相互応援に関する協定」に基づ
く連携事業

地震等による災害又は武力攻撃事態等若しくは緊急対処事態において、被災した都県独自では十分な災害応急対策が実
施できない場合において、都県が相互に救援協力し、被災都県の応急対策及び復旧対策を円滑に実施する。

東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
神奈川県、山梨県、静岡県及び長野県

10 地震対策 地震防災対策強化地域都県市連絡会 東海地震に係る地震防災対策強化地域に指定された都県市が相互に協調を保ちつつ、地震対策の円滑な推進を図る。
東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡
県、愛知県、三重県、名古屋市の地震対策所管部局長

11 地震対策 東海地震対策都県市連絡協議会
関係都県市の連携と協力により東海地震からの被害を最小限にとどめるため、東海地震からの被害が予想される地方公
共団体による連絡協議会において会議を開催する。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野
県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、横浜市、川崎
市、名古屋市、千葉市、さいたま市、静岡市、浜松市
の防災主管課

12 地震対策 東南海・南海地震に関する都府県連絡会 東海四県三市の平時からの情報交換・情報共有を行い、防災・危機管理対策の円滑な推進を図る。
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古屋市、静岡
市、浜松市

13 地震対策
南海トラフ巨大地震対策協議会の中部ブロッ
ク協議会

内閣府の「南海トラフ巨大地震対策協議会」を円滑に運営するため、地域における取組等の向上（地域における各機関
の対策及び計画の問題及び脆弱点の洗い出し、必要な施策の調整及び整合、訓練による連携体制の検証）、国及び他の
機関に対する要望等の提出を行う。

内閣府、東海四県三市防災・危機管理に関する連絡会
議（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古屋市、静
岡市、浜松市）、長野県、滋賀県、東海・東南海・南
海地震対策中部圏戦略会議（国の地方支分局、経済団
体等）

14 地震対策 南海トラフ地震対策中部圏戦略会議
南海トラフ地震等の巨大地震に対して総合的かつ広域的視点から一体となって重点的・取り組むべき事項を「中部圏地
震防災基本戦略」として協働で策定し、フォローアップする。

長野、岐阜、静岡、愛知、三重の各県知事・警察本部
長、名古屋、静岡、浜松の各市長、学識経験者、中部
管区警察局長始め20の国地方支分局等、4経済団体、ラ
イフライン関係41機関、報道関係10機関
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２　防災系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

15 地震対策
南海トラフ地震による超広域災害への備えを
強力に進める9県知事会議

特に大きな被害が想定される県が密接な連携のもとに、政府をはじめ、全国民に対して、巨大地震・津波の被害を最小
限にとどめるための備えの必要性を訴え、政府への政策提言及び広報活動、政府要職との意見交換等を行う等、その対
策の推進を強力に進める。

静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県、高知
県、愛媛県、大分県、宮崎県

16 地震対策 中部9県1市広域災害時等応援連絡協議会
地震等による大規模災害発生時に備え、中部圏の9県1市で相互応援に関する協定を締結し、広域災害時等応援連絡協議
会において会議、通信・図上訓練等の調整・実施する。

富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀県、名古屋市

17 地震対策 中部地区道路管理防災・震災対策検討会

東海地域において懸念されている大規模地震をはじめ、豪雨・津波・豪雪・高潮等の自然災害に備えて、中部地方整備
局管内の道路管理者が相互に協力して、災害時にも安定して機能する道路ネットワークを早期に構築するため、施設の
高齢化対策とあわせ防災・震災対策への投資の選択・集中を検討するとともに、道路情報の共有・伝達手法について検
討する。また、道路管理施策の具体的な検討を行い効率的な施策推進を図る。

中部地方整備局、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、
愛知県、名古屋市、静岡市、浜松市、中日本高速道路
㈱、名古屋高速道路公社

18 地震対策 東海三県地盤沈下調査会
愛知県・岐阜県・三重県における地盤沈下の実態と原因の調査究明、地盤沈下に関する調査計画の立案、連絡調整及び
資料等の収集整理・解および各関係機関相互の連絡調整を図る。

東海農政局、中部経済産業局、中部地方整備局、国土
地理院中部地方測量部の関係部長、愛知、岐阜、三重
の各県及び名古屋市の環境・農林水産・建設関係部局
長、名古屋港管理組合、四日市港管理組合の関係部室
長

19 地震対策 ４県東南海・南海地震防災連携協議会 東南海・南海地震による被害が想定される４県が地震防災対策を効果的に実施することを目的に設置。 三重県、徳島県、高知県、和歌山県

20 火山防災協議会 栗駒町火山防災協議会（H26～）
岩手県，秋田県及び宮城県並びに３県内の関係市町村並びに関係機関の連携を確立し，平時から栗駒山の噴火時の総合
的な避難対策等に関する検討を共同で行うことにより，栗駒山の火山災害に対する防災対策の構築を推進するととも
に，地域住民等の防災意識の向上を図るもの。

宮城県、岩手県、秋田県、市町、国機関など

21 火山防災協議会 蔵王山火山防災協議会(H26～）
宮城県，山形県の地域防災計画に基づき，県，関係市町並びに関係機関の連携を確立し，平常時から蔵王山の噴火時等
の総合的な避難対策等に関する検討を共同で行うことにより，火山災害に対する防災対策の推進を図るもの。

宮城県、山形県、市町、国機関など

22 火山防災協議会
富士山火山防災対策協議会（富士山火山防災
対策の推進）

富士山の噴火に備えるため、関係機関が連携し、平常時から富士山の噴火時等の総合的な避難対策等に関する検討を共
同で行うことにより、富士山の火山災害に対する防災体制の構築を推進するとともに、地域住民等の防災意識の向上に
資する。

山梨県、静岡県、神奈川県、周辺市町村、国、防災関
係機関等

23 合同訓練の実施
緊急消防援助隊北海道東北ﾌﾞﾛｯｸ合同訓練推
進協議会（H8～）

緊急消防援助隊北海道東北ブロックの合同訓練を円滑に推進する。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

24 合同訓練の実施 国民保護訓練等への相互参加
他県が行う国民保護共同訓練に本県から職員が評価者等として参加
他隣接県で実施する国民保護訓練等に相互参加し、国民保護対策に関する課題等の検討や情報交換を図る。
※23年度は山形県、宮城県、新潟県が訓練を実施予定

宮城県、秋田県、山形県、福島県

25 合同訓練の実施 総合防災対策推進事業 総合防災訓練への相互参加、担当者会議等の開催 宮城県、山形県、福島県

26 合同訓練の実施
東北３県（宮城・福島・山形）消防防災航空
隊及び開催県内防災担当機関合同訓練

「大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」に基づき、災害時等の消防防災航空隊及び各防災関係機
関との円滑な連携体制の確立を図るため、３県持ち回りにより訓練を実施。消防防災航空隊、管轄消防本部による合同
訓練（21年度から継続）※2326年度は山形宮城県内で実施予定

宮城県、山形県、福島県

27 合同訓練の実施 緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練
近畿ブロックの緊急消防援助隊が合同で訓練を行うことにより、大規模・特殊災害時における緊急消防援助隊の技術及
び連携活動能力の向上を図る。

福井県、福井県消防長会、三重県、三重県消防長会、
滋賀県消防長会、京都府、京都府消防長会、大阪府、
大阪府下消防長会、兵庫県、兵庫県下消防長会、奈良
県、奈良県消防長会、徳島県、徳島県消防長会、和歌
山県、和歌山県消防長会

28 合同訓練の実施 九都県市合同防災訓練の実施 九都県市合同で、実動訓練及び図上訓練を実施する。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市
（九都県市首脳会議 防災・危機管理対策検討委員会）
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２　防災系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

29 合同訓練の実施
和歌山県災害対策本部総合統制室運営図上訓
練

災規模災害発生時における県職員の対応能力の向上と総合統制室の運営方法の改善を図るとともに、関係機関との連携
手順の確認を行う。

和歌山県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、徳島
県、福井県、三重県、奈良県、鳥取県、内閣府、陸上
自衛隊第３師団、同第37普通科連隊、同第３飛行隊、
海上保安庁和歌山海上保安部、同田辺海上保安部、国
土交通省近畿地方整備局、同近畿運輸局・関西電力株
式会社、大阪ガス株式会社、新宮ガス株式会社、西日
本高速道路株式会社、西日本電信電話株式会社、西日
本旅客鉄道株式会社、公益社団法人和歌山県トラック
協会、和歌山県倉庫協会及び関西広域連合

30 合同訓練の実施
四国における広域応援を想定した図上訓練の
実施・検証

○図上訓練を通じ広域応援を効果的・効率的に行うための手順・要領等を四国４県で共有し、得られた教訓等を四国４
県広域応援協定に反映する。
○円滑な災害活動を可能にするため、規格を統一したヘリサインの作成。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

31
消防防災ヘリコプ
ターの相互応援

消防防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの運行不能期間等における
北海道・東北８道県相互応援協定（H12～）

消防防災ヘリコプターを使用した消防防災業務に関する応援。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

32
消防防災ヘリコプ
ターの相互応援

消防防災ヘリコプターの運航不能期間等にお
ける相互応援協定

保有するヘリが耐空検査及び整備等により運航不能又は他の用務のため出動できない場合、相互に応援を行う。 新潟県、群馬県、長野県

33
消防防災ヘリコプ
ターの相互応援

航空消防防災相互応援協定
（H11～）

保有するヘリのみでは対応できない場合、出動体制を整えるまでに時間を要する場合等において、消防防災業務に関し
て相互に応援を行う。

福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
富山県、山梨県、長野県

34
消防防災ヘリコプ
ターの相互応援

林野火災防ぎょ訓練の実施
「大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」に基づき、林野火災における消防防災航空隊及び各防災
関係機関との協力体制の確立を図る。

宮城県、山形県、福島県

35
消防防災ヘリコプ
ターの相互応援

山梨県と静岡県の消防防災ヘリコプターの運
航不能期間等における相互応援協定

それぞれ保有する消防防災ヘリコプターのいずれか出動できない場合に、消防防災ヘリコプターを使用し、消防防災業
務に関して相互に応援を行うため。

山梨県、静岡県

36
消防防災ヘリコプ
ターの相互応援

埼玉県と山梨県の防災ヘリコプターの運航不
能期間等における相互応援協定

それぞれ保有する消防防災ヘリコプターのいずれか出動できない場合に、消防防災ヘリコプターを使用し、消防防災業
務に関して相互に応援を行うため。

埼玉県、山梨県

37
消防防災ヘリコプ
ターの相互応援

四県一市航空消防防災応援協定 保有するヘリが点検、整備のため出動できない場合等の出動事案に対して、消防・防災業務に関する相互応援を行う。 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古屋市

38
消防防災ヘリコプ
ターの相互応援

鳥取県と島根県の消防防災ヘリコプター運行
不能期間等における相互応援協定

それぞれ保有する消防防災ヘリコプターのいずれか出動できない場合に、消防防災ヘリコプターを使用し、消防防災業
務に関して相互に応援を行うため。

鳥取県、島根県

39
消防防災ヘリコプ
ターの相互応援

消防防災ヘリコプター相互応援協定 消防・防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援 岡山県、香川県

40
消防防災ヘリコプ
ターの相互応援

消防・防災ヘリコプターの運航不能期間等に
おける相互応援協定

消防・防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

41
災害時における
相互応援協定

全国都道府県における災害時等の広域応援に
関する協定（H8～）

各地域ブロックで締結している相互応援協定では対処できない大災害時等（国民保護事案を含む）に広域応援を円滑に
遂行するもの。（H24.5.18協定　再締結）

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

42
災害時における
相互応援協定

大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応
援に関する協定（H7～）

大規模災害時等（国民保護事案を含む）において被災道県が他の道県にたいして応援を要請する応急措置等を円滑に遂
行するもの。（H19.11.8協定　再締結）（H26.10.21協定　再締結）

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

43
災害時における
相互応援協定

原子力災害時の相互応援に関する協定（H13
～）

原子力防災対策に特有な措置を更に充実するため，原子力災害発生時における原子力発電所立地道府県の相互による応
援活動について必要な事項を定めるもの。

北海道、青森県、宮城県、福島県、新潟県、茨城県、
石川県、福井県、愛媛県、ほか
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テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

44
災害時における
相互応援協定

平常時からの防災上の連携・協力の推進

大規模災害時等における広域応援を迅速かつ円滑に遂行するため、指定避難所、物資等備蓄状況などに関する情報の共
有化を推進するとともに、人命救助のための支援体制について検討する。併せて、隣接する道県間においては、大規模
災害時等における応援調整を円滑に実施するための取り組みや、地理的要因等から共通する防災上の課題の検討を推進
する。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

45
災害時における
相互応援協定

大規模災害時における復旧支援体制の構築
大規模災害発生時において、速やかに農地や道路等、産業基盤施設の被災状況把握や復旧計画策定を行うため、道県外
からの迅速な応援が受けられる体制を構築する。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

46
災害時における
相互応援協定

防災上の連携・協力に関する協定（H19～）
（D)

「大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」に基づく相互応援を迅速かつ円滑に遂行するため、ま
た、両県に共通する防災上の課題に対処する。（H19.5.29協定締結）

秋田県、山形県

47
災害時における
相互応援協定

防災上の連携・協力に関する協定（H22～）
（B)

応援調整体制の整備、連絡体制等の整備、政策検討等の共同実施、相互交流の推進（H22.3.24協定締結） 岩手県、秋田県

48
災害時における
相互応援協定

災害時の相互協力に関する申し合わせ（H10
～）

国土交通省所管公共施設に関する大規模災害発生時の相互応援を行う。
山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、長野県、
岐阜県、新潟市、国交省、JH

49
災害時における
相互応援協定

防災上の連携・協力に関する協定（D)
「大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」に基づく相互応援を迅速かつ円滑に遂行するため、ま
た、両県に共通する防災上の課題に対処する。（H19.2.19協定締結）

山形県、福島県

50
災害時における
相互応援協定

防災上の連携・協力に関する協定（D)
「大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」に基づく相互応援を迅速かつ円滑に遂行するため、ま
た、両県に共通する防災上の課題に対処する。（H18.2.24協定締結）

山形県、新潟県

51
災害時における
相互応援協定

災害時における五県相互応援に関する協定
（H18～）

災害が発生し、被災した県単独では十分な応急措置が実施できない場合、被災県が被災県以外の県に要請する応援業務
を円滑に行う。※その他：茨城県・栃木県・群馬県

福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県

52
災害時における
相互応援協定

防災上の連携・協力に関する協定（H18～）
（C)

「大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」に基づく相互応援協定を迅速かつ円滑に遂行するため、
平常時からの防災上の連係・協力を推進するもの。（H18.12.26協定締結）

宮城県、山形県

53
災害時における
相互応援協定

東京都と茨城県との中継水道事業体としての
活動に関する覚書

広域災害が発生した場合の遠方の水道事業体による応援を円滑かつ迅速に受け入れること
を目的とする。

東京都　茨城県

54
災害時における
相互応援協定

災害相互応援に関する協定（給水） 災害により通常の給水に支障を生じる場合における円滑かつ迅速な相互応援の実施
東京都水道局、横浜市水道局、川崎市上下水道局、神
奈川県企業庁企業局

55
災害時における
相互応援協定

近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協
定

連携団体の区域において、災害・緊急対処事態等が発生し、当該区域を所管する府県だけでは十分に応急対策が実施で
きない場合に、関西広域連合及び府県が連携して府県間の応援活動を迅速に遂行する

福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、徳島県、関西広域連合、和歌山県

56
災害時における
相互応援協定

関西広域連合と九州地方知事会との災害時の
相互応援に関する協定

被災した連合組織の構成府県だけで十分は災害対策等の応援ができないときに、相手の連合組織の構成府県の応援を受
けることにより、被災府県における災害対策等を迅速かつ円滑に実施するもの。

関西広域連合、九州地方知事会

57
災害時における
相互応援協定

紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定
三県において災害等が発生し、被災県独自では災害対策が十分実施できない場合に、三県が相互に協力し応援活動を円
滑に遂行する

三重県、奈良県、和歌山県

58
災害時における
相互応援協定

災害時の相互応援に関する協定
災害等発生時に、他の県に応援を要請する応急措置等を迅速かつ円滑に遂行するために締結。（平成８年５月31日締
結）

兵庫県、岡山県

59
災害時における
相互応援協定

災害時の相互応援に関する協定（鳥取県・兵
庫県）

災害発生時に相手県の応援により応急対策及び応急復旧を迅速かつ円滑に遂行するため。 鳥取県、兵庫県

60
災害時における
相互応援協定

鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援
協定

危機事象発生時に、円滑に応援・受援が行われることを目的に協定締結。 鳥取県、徳島県

61
災害時における
相互応援協定

防災相互応援協定
災害等発生時に、他の県に応援を要請する応急措置等を迅速かつ円滑に遂行するために締結。（昭和48年５月10日締
結）

岡山県、香川県
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62
災害時における
相互応援協定

危機事象発生時の四国4県広域応援に関する
基本協定

災害等危機事象の発生時における応援・協力体制を構築し、応急対策、応急復旧等を円滑に行おうとするもの 香川県・徳島県・高知県・愛媛県

63
災害時における
相互応援協定

九州・山口9県災害時応援協定
被災県独自では十分に災害応急や災害復旧・復興に関する対策が実施できない場合において、九州・山口9県が効率的か
つ効果的に被災県への応援を行うもの。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県及び山口県

64 その他会議 北海道・東北六県砂防主管課長会議
北海道及び東北六県における砂防担当課長を参集し、国からの連絡事項、「議題に関する討議」等を議事として、年１
回開催。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、国ほか

65 その他会議
北海道・東北六県及び札幌市、仙台市災害復
旧ブロック会議

道・県・市の災害復旧事業担当課長を参集し、国からの連絡事項、「議題に関する討議」等を議事として、年１回開
催。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、札幌市、仙台市、国

66 その他会議
北海道・東北ブロック下水道災害応援連絡会
議（H8～）

相互協力のもと、平素から連携、情報交換に努め、下水道災害時における円滑な支援活動に資するため。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県、札幌市、青森市、盛岡市、仙台市、
秋田市、山形市、郡山市、関係団体

67 その他会議 首都圏復興フォーラム運営事業（H24～）
東日本大震災の風化防止と震災復興に対する全国からの幅広い支援の継続を訴えるため，岩手県・福島県・青森県の被
災各県と連携し，被災地の復興状況や復興に向けた取組を首都圏の住民及びマスコミに広く情報提供するフォーラムを
開催する。

青森県、岩手県、宮城県、福島県

68 その他会議 国民保護南東北３県連絡会議
国民保護対策担当者が、国民保護対策に関する課題等の検討や情報交換を図るため、
毎年度3県持ち回りで担当者会議を開催（今年度は福島県）

宮城県、山形県、福島県

69 その他会議 防災・国民保護五県連絡会議の開催
北関東磐越五県知事会の構成県間で、災害時等における五県相互応援協定を締結し、相互応援体制の整備や、広域避難
への対応策の検討等を実施。

福島県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県

70 その他会議
「群馬県、埼玉県、新潟県の災害時相互応援
及び防災協力に関する協定」に基づく三県防
災連絡会議

①大規模災害が発生した場合における広域応援等に関し、応援の円滑な実施に必要な共同研究を行う。
②防災体制及び相互連携の充実強化を図るため、平素から連携して訓練や研修等を実施する。

群馬県、埼玉県、新潟県

71 その他会議 都市防災推進協議会
防災に対して重大な責任を持つ地方公共団体が、防災都市づくりを推進していくために、直面する諸問題について調査
研究及び情報交換を行うとともに、政府に対して制度要望や提案を行う。

千葉、愛知、東京、静岡、兵庫始め都府県知事、横浜
市、名古屋市、大阪市始め各市長等

72 その他会議 東海地域原子力防災連携連絡会議
福島第一原発の事故が広範囲に影響を及ぼしたことを踏まえ、東海５県が平時から顔の見える関係で情報交換・意見交
換を行い、相互に連携して防災力の向上を図る。

長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の原子力防
災に係る職員

73 その他会議
中部圏9県1市被災建築物応急危険度判定協議
会

地震による被災建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に実施するため、会員間の相互支援、協力体制の整備を目的に
設置

富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀県、名古屋市

74 その他会議 富山県・岐阜県・愛知県防災連携連絡会議
中部９県１市による災害時応援協定を補完するため、意見交換会や訓練への相互参加などを通じて顔の見える関係の構
築を図る。

富山県、岐阜県、愛知県

75 その他会議
東海三県一市・木曽三川下流域等における防
災対策連絡会議

木曽三川下流域を中心としたゼロメートル地帯に所在する関係県市が、その地域特有の「相互応援体制」や「広域避
難」などの課題について意見交換等を行い、防災対策を円滑に推進する。

愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市

76 その他会議 東海ネーデルランド高潮洪水地域協議会
東海地方に伊勢湾台風以上の台風が来襲した場合を想定し、被害を最小に止めるために、関係機関が連携して行動する
際の規範となる「危機管理行動計画」を策定する。

中部地方整備局長、岐阜、愛知県、三重の各県知事、
名古屋市長、関係市町村長等

77 その他会議
下水道事業災害時近畿ブロック支援連絡会議
（下水道事業災害時近畿ブロック支援本部）

大規模災害により、被災した自治体独自では対応がとれない下水道被害が発生した場合に備え、近畿２府７県の下水道
事業における相互支援体制の整備を目的に設置。

国土交通省、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県、和歌山県、三重県、徳島県、大阪市、京
都市、神戸市、堺市、福井市、大津市、福知山市、姫
路市、奈良市、和歌山市、津市、徳島市、日本下水道
事業団、（公社）日本下水道協会、（一社）全国上下
水道コンサルタント協会、（一社）日本下水道施設業
協会、（公社）日本下水道管路管理業協会、（一社）
日本下水道施設管理業協会、全国管工事業協同組合連
合会

78 その他会議 中部地域産業防災フォーラム 産業防災・減災という共通の目的を持った企業を始め自治体、大学、支援機関等の連携を促進する。
東海総合通信局、中部地方整備局、中部運輸局、中部
経済産業局、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重
県、大学、経済・商工団体
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79 その他会議
近畿ブロック・開発許可・宅地防災行政連絡
会議

都市計画法に基づく開発許可制度及び宅地造成等規制法に基づく宅地防災に関して近畿ブロック間の連絡調整を行うた
め、この会議を設置し、その適正化と円滑化を図る。

三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、神戸市、堺市、
姫路市、和歌山市、奈良市、高槻市、東大阪市、西宮
市、福井市、大津市、豊中市、吹田市、枚方市、茨木
市、八尾市、寝屋川市、尼崎市、岸和田市、明石市、
加古川市、宝塚市(愛知県はオブザーバー)

80 その他会議 兵庫・岡山県際県民局防災担当連絡会議
兵庫県・岡山県が締結した「災害時の相互応援に関する協定」に基づき、応援が円滑に行われるよう西播磨、備前、美
作の各県民局防災担当者が毎年協議を行い、地域防災計画その他参考資料を相互に交換する。

兵庫県、岡山県

81 その他 山のグレーディング
登山者が「自分の力量に合った山選び」をするために必要な情報提供を行い、増加する山岳遭難事故を抑制するため、
各県が共通の基準により作成した山岳ルートのグレーディング（難易度評価）を作成し、公表する。

長野県、山梨県、静岡県、新潟県

82 その他 関東甲信越ブロックにおける広域火葬応援 災害時における円滑な火葬計画に必要な火葬場のあっせん等に係る迅速な広域的対応を確保する。
東京都・新潟県・埼玉県・栃木県・茨城県・神奈川
県・山梨県・長野県・千葉県・静岡県・横浜市・川崎
市・千葉市

83 その他 帰宅困難者対策 帰宅困難者対策として、災害時帰宅支援ステーションの更なる拡充を図る。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市
（九都県市首脳会議 防災・危機管理対策検討委員会）

84 その他 中部9県災害時の火葬の相互応援 災害時における火葬の応援要請を円滑に行うことを目的として応援要請の具体的方法等について定める。
富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・静岡県・
愛知県・三重県・滋賀県

85 その他 四国４県広域火葬協議会
大規模災害時においての円滑な広域火葬実施に向け、広域火葬に関わる業務について洗い出し、その解決方法について
検討する。

四国４県広域火葬担当課（本県：薬務衛生課）

86 その他 防災用資機材の共同整備 四国４県危機管理連絡会議において管理し、大規模林野火災時には活用を図っていく。 香川県・徳島県・高知県・愛媛県

87 その他 武力攻撃災害時の避難体制の整備
大規模な武力攻撃災害が発生した場合や武力攻撃災害が長期にわたる場合に備えるため、県域を越え
た避難住民の発生を想定した広域的な応援体制を整備する。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、山口県

88 その他 愛護動物の救護に係る連携
九州・山口各県において、大規模災害発生時に、被災した愛護動物の救護活動を広域的かつ円滑に行えるよう、応援協
定の締結を含め必要な検討を行い、愛護動物の救護に係る応援体制を整備する。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県
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