
【資料1-3-①】

種別 協定または覚書の名称 趣　旨 協定締結先 協定締結年月日

1
施行時特例市災害時相
互応援に関する協定

いずれかの市の区域において地震等の大規模
な災害が発生し、被害を受けた特例市が、独自
では十分な応急対策が実施できない場合に、
被災市以外の協定市が相互に救援協力し、被
災市の応急対策及び復旧活動を円滑に遂行
する。

施行時特例市 令和2年4月1日

2
三重県水道災害広域応
援協定

地震、渇水、事故等の水道災害時において、
三重県内の全市町村及び水道用水供給事業
者が相互に応援活動を行う。

三重県及び県内市町 平成 9年10月21日

3
三重県市町村災害時応
援協定

県内の市町村において災害が発生し、被災市
町村独自では十分に被災者の救援等の応急
措置が実施できないと認められるとき、三重県
及び市町村相互の応援による応急措置等を迅
速かつ円滑に遂行する。

三重県及び県内市町 平成24年 8月23日

4 鈴鹿市 平成25年4月5日

5 川越町 平成25年4月5日

6 奈良県奈良市 平成9年7月23日

7 兵庫県尼崎市 平成14年3月28日

8 大阪府堺市 平成24年3月19日

9 長野県飯田市 平成24年3月29日

10 徳島県徳島市 平成24年8月21日

11 福島県相馬郡新地町 令和2年11月27日

12 静岡県袋井市 令和3年3月25日

13 千葉県市原市 令和3年9月22日

14
石油基地自治体協議会
加盟団体災害時相互応
援協定

石油基地自治体協議会に加盟する団体が、そ
の地域においてコンビナート事故、地震その他
住民の安全を脅かす危機事象により被災し、被
災団体独自では、十分な応急措置ができない
場合に、友愛精神及び大規模かつ広域的な災
害に対する互いのノウハウに基づき、相互に応
援協力し、被災団体への災害対応を行う。

石油基地自治体協議会加盟市
（56市町）

平成23年7月12日

15
災害時に備えた相互協
力に関する覚書

市内において災害が発生し、又は発生するお
それがある場合に、災害発生の防御又は拡大
の防止のための措置を円滑かつ迅速に講ずる
ことができるようにするため、相互協力に関し必
要な事項を定める。

四日市南警察署
四日市北警察署
四日市西警察署

平成24年4月27日

16
三重県内消防相互応援
協定、同覚書

消防組織法第３９条第２項の規定に基づき、三
重県内の市町及び消防組合が相互の消防力
を活用して災害による被害を最小限に防止す
る。

三重県、県内市町及び消防組合
平成19年3月1日

（平成10年7月1日）

17
三重県防災ヘリコプター
に関する支援協定

三重県内の市町村及び消防事務に関する一
部事務組合が災害による被害を最小限に防止
するため、三重県が所有する防災ヘリコプター
の応援を求める。

三重県及び県内市町 令和3年8月4日

18

災害発生時における四
日市市と四日市市内郵
便局の協力に関する協
定

市内に発生した地震その他による災害時にお
いて、相互に協力、必要な対応を円滑に遂行
する。

日本郵便株式会社東海支社 平成28年2月25日

19
災害時における隊友会
の協力に関する協定

市内において自然災害や大規模事故等又は
その他市民の生命、身体及び財産に重大な被
害が生じ又は生じるおそれがある大規模な災
害が発生した場合において協力を要請する。

公益社団法人隊友会
　三重県隊友会

平成20年2月20日

20
災害時における四日市
大学の支援協力に関す
る協定

地震等の大規模災害が発生した場合に、市民
の安全確保を図るための協力を要請する。

学校法人暁学園
四日市大学

平成20年3月28日

21
災害時における四日市
看護医療大学の支援協
力に関する協定

地震等の大規模災害が発生した場合に、市民
の安全確保を図るための協力を要請する。

学校法人暁学園
四日市看護医療大学

平成20年3月28日

津波災害等発生時にお
ける避難に関する覚書

災害時相互応援に関す
る協定

四日市市が締結する応援協定・覚書等一覧表

津波災害等から住民等の命を守るため、避難
に関して相互に協力する。

いずれかの市において災害が発生した際、相
互に応援及び復旧対策を遂行する。
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種別 協定または覚書の名称 趣　旨 協定締結先 協定締結年月日

22
四日市市と四日市医師
会との災害時における医
療救護に関する協定

四日市市が実施する医療救護活動に対する公
益社団法人四日市医師会の協力に関し、必要
な事項を定める。

四日市医師会 平成27年3月26日

23

四日市市と四日市歯科
医師会との災害時にお
ける医療救護に関する協
定

四日市市が実施する医療救護活動に対する一
般社団法人四日市歯科医師会の協力に関し、
必要な事項を定める。

四日市歯科医師会 平成27年3月26日

24
四日市市と四日市薬剤
師会との災害時における
医療救護に関する協定

四日市市が実施する医療救護活動に対する一
般社団法人四日市薬剤師会の協力に関し、必
要な事項を定める。

四日市薬剤師会 平成27年3月26日

25
災害時における助産師
による支援活動に関する
協定

市内に発生した地震、津波、風水害その他によ
る災害時に助産師による支援活動を行う。

一般社団法人日本助産師会
三重県支部

平成22年8月30日

26
大規模災害等の際の防
疫活動に関する協力に
ついての協定

市内に大規模な地震、風水害その他の災害又
は広範囲に渡る感染症等の発生があった場合
において、市民生活の安定を図るために相互
に協力して感染症の拡大を未然に防ぐための
防疫活動を実施する。

三重県ペストコントロール協会 平成19年9月1日

27
災害時の動物救護活動
に関する協定

災害時に動物救護活動を実施する際の協力を
要請する。

一般社団法人三重県獣医師会
三泗支部

平成20年2月20日

28

災害により市の管理する道路・河川・公園・建
築物等施設、上下水道局の管理する管路等施
設に被害が発生した際に、協力し連絡調整を
図り、速やかに調査及び災害応急復旧工事を
実施し、公共施設の機能の確保及び回復並び
に被害の拡大及び二次災害の防止を図る。

一般社団法人三重県建設業協会
四日市支部60社及び
土木建設事業者105社

平成20年7月29日

29
市内に地震、津波、風水害その他の災害が発
生した場合、調査・設計及び支援活動を実施
する。

川北電気工業株式会社三重営業
所

令和3年4月19日

30
災害時における緊急通
行妨害車両等の排除業
務に関する協定

市内において地震、風水害、大規模火災、そ
の他の原因による災害が発生した場合及び大
規模地震対策特別措置法第２条第１３号の規
定による警戒宣言が発せられた場合に、災害
応急対策として実施する緊急通行車両の通行
の妨害となる車両その他の物件の排除等を行
う。

三重県レッカー事業協同組合
平成27年 3月12日
（平成21年 3月30

日）

31
市内に地震、津波、風水害その他の災害が発
生した場合、調査及び支援活動を実施する。

一般社団法人三重県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成20年7月29日

32
地震災害時における避難所施設に対する応急
危険度判定を行い、被災住民の安全を確保す
る。

一般社団法人三重県建築士会三
泗支部

平成30年2月1日

33
災害時の情報交換に関
する協定

重大な災害が発生し又は発生のおそれがある
場合において、必要とする情報交換を実施し、
適切な災害対策に資する。

国土交通省中部地方整備局 平成23年6月1日

34
映像情報の提供に関す
る協定

提供された映像情報を活用し洪水被害予防及
び防災意識の向上を図る。

国土交通省三重河川国道事務所 平成26年12月18日

35 株式会社ＮＴジオテック中部 平成30年2月7日

36
一般社団法人災害対策建設協会
ＪＡＰＡＮ４７

平成30年2月7日

37 東洋テック株式会社 平成30年6月4日

38
トライアングル（RUSEA三重第二支
部）

平成30年11月22日

39

大規模災害が発生し、被災状況の確認が困難
である場合、二次災害の危険がある場合等に
おいて、小型無人機を利用し、災害情報の収
集活動を俯瞰的な視野で行う。

協同海運株式会社
株式会社エムズリアライズ

令和４年３月23日

40
大規模災害時における
小型無人機による情報
収集に関する協定

各種災害時において迅速な情報収集および円
滑な情報連携を実施する。

中部電力パワーグリッド株式会社 令和３年8月4日

41
アマチュア無線による災
害時の情報収集等に関
する協定書

市内で大規模な災害が発生し、又は発生する
恐れがある場合に協力して、災害時の情報収
集・伝達等を行う。

四日市市アマチュア無線
防災ボランティア

平成23年12月19日

42
災害時避難施設に係る
情報の提供に関する協
定

四日市市の避難所等に係る情報提供を行う。 株式会社バカン 令和3年2月15日

災害発生時における調
査及び災害応急復旧工
事に関する協定

大規模災害時における
小型無人機による情報
収集に関する協定

大規模災害が発生し、被災状況の確認が困難
である場合、二次災害の危険がある場合等に
おいて、小型無人機を利用し、災害情報の収
集活動を俯瞰的な視野で行う。

医
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災害発生時における調
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種別 協定または覚書の名称 趣　旨 協定締結先 協定締結年月日

43
四日市市域に災害が発生し、又は発生のおそ
れがある場合に、市はCTY-FMの放送設備を
利用して災害に関する緊急放送を行う。

株式会社シー・ティー・ワイ 平成11年11月11日

44

市域に災害が発生し、又は発生するおそれの
ある場合に、放送設備を利用して災害に関する
情報を市民に正確かつ迅速に伝達するための
緊急放送を実施する。

株式会社シー・ティー・ワイ
平成23年 7月24日
（平成18年8月30

日）

45
災害時における報道に
関する協定

災害応急対策及び災害復旧に関する報道・放
送に係る要請並びに緊急告知ラジオの起動要
請について必要な事項を定める。

三重エフエム放送株式会社 平成26年4月1日

46
緊急割込放送に関する
覚書

四日市市、菰野町及び株式会社シー・ティー・
ワイが緊急割込放送の実施に関わる条件を規
定する。

株式会社シー・ティー・ワイ、
菰野町

平成30年6月7日

47
災害時に係る情報発信
等に関する協定

地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の
災害に備え、市民に対して必要な情報を迅速
に提供し、かつ行政機能の低下を軽減させるた
め、互いに協力して様々な取組みを行う。

ヤフー株式会社 平成25年3月28日

48 四日市羽津医療センター 平成25年5月16日

49 市立四日市病院 平成25年6月12日

50
パナソニックデバイスマテリアル
四日市株式会社

平成25年6月26日

51 三重福祉会（陽光苑） 平成25年6月27日

52 三重県立医療センター 平成25年10月23日

53 四日市メリノール学院 平成31年2月25日

54 味の素株式会社東海事業所 平成31年4月１日

55
災害時における物資供
給に関する包括協定

災害・事故により被害が発生した場合、又は発
生するおそれがある場合において、物資を迅
速かつ円滑に被災地へ供給する。

明和工業株式会社 令和3年11月18日

56

災害発生時における
物資の輸送等及び応急
給水活動の支援に関す
る協定

災害が発生した際に、物資の輸送等及び応急
給水活動の支援を行う。

中日本陸運株式会社 令和4年3月23日

57
災害時における飲用水
供給に関する協定の締
結について

地震、風水害などの災害が発生した場合、避
難生活に必要不可欠である飲用水を確保し、
被災住民の避難生活に寄与する。

石井燃商株式会社 平成30年12月25日

58
災害時におけるLPガス
等の調達に関する協定

市内において地震、風水害、大火災、その他に
よる災害が発生した場合、被災者及び避難者
の救護活動を円滑に行うため必要な石油類燃
料の調達及び安定供給Bを行う。

三重県四日市ＬＰガス協議会 平成25年11月22日

59
災害時における石油類
燃料の供給に関する協
定書

市内において地震、風水害、大火災、その他に
よる災害が発生した場合及び大規模地震対策
特別措置法第2条第13号の規定による警戒宣
言が発せられた場合に相互に協力して被災者
及び避難者の救護活動を円滑に行う。

三重県石油商業組合　北勢支部 平成23年12月19日

60
災害時における電気の
保安に関する協定書

市内に発生した地震、津波、風水害その他によ
る災害時における電気施設の保安､電気使用
の安全確保のため、協力を得て災害応急対策
業務を円滑に行う｡

一般財団法人中部電気保安協会
四日市事業所

平成22年8月30日

61
災害時における電動車
両等の支援に関する協
定書

四日市市内において災害の発生時に、電動車
両等の貸与に関し相互に連携し、円滑な災害
応急対策を実施する

三重三菱自動車販売株式会社
三菱自動車工業株式会社

令和3年12月16日

62
災害時における電力供
給の協定に関する協定

地震、風水害その他の災害によって四日市市
内における電力供給が停止した場合において
相互に協力して市民生活の早期安定を図るた
め、電力を提供する。

株式会社竹中土木
松山建工株式会社
北勢開発株式会社

令和元年11月25日

災害及び緊急時におけ
る応急給水支援に関す
る協定

災害緊急放送に関する
協定

広
報

地震、風水害、その他の災害及び緊急事態の
発生時において、応急給水の必要が生じた場
合に、市民生活の早期安定を図るため、被災
住民に飲料水を供給する。

ラ
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種別 協定または覚書の名称 趣　旨 協定締結先 協定締結年月日

63
災害時における災害復
旧用オープンスペースに
関する協定

市内に地震等大規模災害が発生した時におけ
る災害復旧活動の用地等を確保し使用する。

中部電力株式会社
西日本電信電話株式会社
東邦ガス株式会社

平成18年10月30日

64

大規模災害時における
災害復旧活動のための
施設使用に関する協定
書

市内に地震等大規模災害が発生した時におけ
る災害復旧活動のための施設を確保し使用す
る。

中部電力株式会社
ＩＣＥＴＴ

令和4年４月20日

65 四日市市商店連合会 平成7年3月9日

66
イオンリテール株式会社東海カン
パニー

平成18年8月30日

67 株式会社一号舘 平成18年8月30日

68 NPO法人コメリ災害対策センター 平成18年8月30日

69 スーパーサンシ株式会社 平成18年8月30日

70 ユニー株式会社アピタ四日市店 平成18年8月30日

71 株式会社LA・PITA 令和2年6月24日

72
市内において地震、津波、風水害、その他の災
害が発生した場合に必要な物資の調達を要請
する。

一般社団法人日本非常食推進機
構

平成24年4月25日

73
災害の発生時における避難者の食品の確保を
図るため、食品の調達について協力体制を確
立し、地域住民の安定した生活の確保を図る。

オーケーズデリカ株式会社 平成29年2月1日

74
災害時における生活物
資の供給協力に関する
協定

災害時において生活物資の供給協力を行う。 株式会社カインズ 平成26年 3月19日

75
災害時における物資の
供給に関する協定

四日市市内において必要な物資の確保を図る
ため、物資の調達業務に対する協力を行う。

株式会社伊藤園 平成28年 5月 1日

76
災害時における畳の提
供等の協力に関する協
定

大規模な災害が発生し、避難所生活の長期化
が想定される場合に、避難所に畳を設置するこ
とで避難所における生活水準の向上を図る。

５日で５０００枚の約束。プロジェクト
実行委員会

平成28年11月15日

77
災害時における防災活
動協力に関する協定

地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発
生する恐れがある場合に、物資及び店舗内で
の情報収集に可能な限り協力する。

イオンタウン株式会社
マックスバリュ東海株式会社

令和元年10月30日

78
災害時における船舶輸
送等の支援協力に関す
る協定

市内又は市と「災害時相互応援に関する協定」
を締結している市の区域内のいずれかにおい
て災害が発生し、船舶による物資輸送等が必
要となった場合における当該輸送活動を円滑
に遂行する。

四日市港運協会 平成16年1月17日

79
ヤマト運輸株式会社
三重主幹支店

平成25年8月23日

80 日本通運株式会社三重支店 平成26年1月23日

81 佐川急便中部支店 平成26年3月21日

82
トナミ運輸株式会社東海主幹支店
四日市営業所

平成26年1月23日

83
新潟運輸株式会社
四日市支店

平成26年1月23日

84
赤帽三重県軽自動車運送共同組
合四日市支部

平成25年8月23日

85 三重県トラック協会北勢支部 平成26年1月23日

86
災害時におけるコンク
リートポンプ車等の活用
に関する協定

災害が発生し、又は発生する場合において、コ
ンクリートポンプ車等を活用し、被害の軽減を
図る。

東海地区コンクリート圧送有限責任
事業組合

平成29年6月27日

87
災害時における地図製
品等の供給に関する協
定

災害が発生し、またはそのおそれがある場合に
おいて、市災害対策本部を設置したときに、地
図製品等を株式会社ゼンリン中部エリアから提
供を受け、本市における情報収集体制の強化
を図り、もって災害による被害の軽減を図る。

株式会社ゼンリン中部エリア 平成29年10月12日

88 マツオカ建機株式会社 平成24年9月20日

89
株式会社レンタルのニッケン
四日市営業所

平成24年9月20日

90 東海レンタル株式会社 平成24年11月8日

91 株式会社キナン 令和3年7月20日

92 太陽工業株式会社 令和3年7月21日

災害時における資機材
等の調達に関する協定

災害時における支援物資の避難所への輸送及
び拠点防災倉庫における支援物資の荷捌きを
行う。

災害時における支援物資の避難所への輸送及
び拠点防災倉庫における支援物資の荷捌きを
行う。

オ
ー

プ
ン
ス
ペ
ー

ス

地震、風水害など大規模災害等による広域的
な被害が発生した場合、応急対策物資の供給
を行い、市民生活のより一層の早期安定を図
る。

資
機
材

市内での地震、風水害やその他による災害の
発生に際し、応急生活物資等の確保を図る。

災害時における緊急物
資輸送及び緊急物資拠
点の運営等に関する協
定

災害時における緊急物
資輸送及び緊急物資拠
点の運営等に関する協
定

災害時における応急生
活物資等の調達に関す
る協定

物
流

物
資

災害時における緊急物
資輸送に関する協定

災害時における救助・支援物資の避難所等へ
の輸送を行う。
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93
災害時における避難所
用電器資機材等の設置
支援に関する協定

四日市市により避難所が設置されたとき、環境
向上のために必要となる電器資機材の調達及
び設置の支援について必要な事項を定める。

三重県電器商業組合四日市支部
（33社）

平成28年3月8日

94
レンゴー株式会社
新名古屋工場

平成25年3月28日

95 三浜紙器株式会社 令和2年3月23日

96 株式会社丸八テント商会 令和3年8月17日

97 王子コンテナー株式会社 令和3年9月22日

98
災害時対応機器備蓄に
関する協定

災害時おける被災者の救援活動に対応した機
器の備蓄を行う。

三重県ＬＰガス協会 平成30年3月9日

99
災害時における福祉用
具等物資の供給等協力
に関する協定

災害時において、福祉避難所等において必要
とされる介護用品、衛生用品等の福祉用具等
物資の供給協力を行う。

一般社団法人　日本福祉用具供給
協会

平成30年9月20日

100
災害時における し尿収
集・仮設トイレ設置（貸
借）に関する協定

市内に発生した地震、津波、風水害その他によ
る災害時において､市が行う し尿収集業務及
び仮設トイレ設置業務に協力する｡

株式会社四日市市生活環境公社 平成22年8月30日

101
災害時における仮設トイ
レ設置などに関する協定

市内に発生した地震、津波、風水害その他によ
る災害時における応急対策業務を実施する。

株式会社瀧澤 平成23年１2月19日

102
災害時における物資の
供給に関する協定

市内に発生した地震、風水害その他による災
害時における携帯トイレの供給を実施する。

株式会社コケナワ 令和3年3月30日

103

四日市フィットネス協会
　（６社、１０施設）
　あすなろスイミングスクール
　オリンピアスポーツクラブ
　コモノ・フィットネスクラブ
　コモノ・スイミングスクール
　シティスポーツ四日市
　四日市スイミングクラブ
　パシフィックスポーツクラブ
　笹川スイミングスクール
　フィットネスブルバード
　トップスイミングクラブ

平成17年 6月27日

104
株式会社アクトス
　ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｱｸﾄｽ四日市
　ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｱｸﾄｽ四日市北

平成22年 9月30日

105
株式会社東祥
　ﾎﾘﾃﾞｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ四日市

平成22年9月30日

106
災害時支援施設の提供
に関する協定

災害が発生した場合において、所有する施設
を利用して、四日市市地域防災計画に基づく
避難所を開設及び運営する。

有限会社三重グリーンテニスクラブ 平成29年6月27日

107
津波発生時における緊
急避難場所としての使用
に関する協定

南海トラフ地震が発生したのち、地域住民が緊
急に避難しなければならないときに、所有する
施設を地域住民の緊急避難施設として使用す
る。

民間74施設   (全123施設） 平成23年8月23日

108 天然温泉　ジャブ 平成25年3月28日

109 ユーユーカイカン 平成25年3月28日

110 株式会社旅する温泉道場 令和3年3月24日

111 イオン株式会社中部カンパニー 平成18年8月30日

112 イオン株式会社SC事業部 平成18年8月30日

113 株式会社日永華陽 平成18年8月30日

114 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 平成31年4月26日

115
災害時の二次避難所に
関する協定

四日市市地域防災計画等に基づき、市が行う
二次避難所の開設に対しての協力を要請す
る。

社会福祉法人ほか
　７3施設

平成13年9月1日

116 三重県葬祭業協同組合 平成23日12月19日

117 全日本冠婚葬祭互助協会 平成26年12月19日

118 イージスグループ 令和3年2月24日

119
災害時における応急仮
設住宅等に関する協定

市内において地震、風水害その他の災害が発
生した場合、住民等に住宅供給を図る。

独立行政法人都市再生機構
中部支社（UR都市機構）

平成25年3月28日

災害時における浴場の
使用等に関する協定

市内に地震、風水害、その他の災害が発生し、
多数の死者が集中的に発生した場合における
葬祭用品の供給等について協力する。

災害時における駐車場
の一時使用に関する協
定

災害時における葬祭業
務に関する協定書

大規模災害発生時において、所有する駐車場
の一部を市の一時的な避難施設として使用す
る。

所有する施設を災害時支援施設として提供す
る。

災害時支援施設の提供
に関する協定

災害時における物資の
供給に関する協定

施
設

施
設

災害時において、避難所運営等で必要となる
段ボール製品の供給協力を行う。

地震、風水害等の災害が発生した場合、被災
者（災害による家屋の倒壊、焼失等により自宅
において入浴が困難な者）等に対し、浴場施設
を災害時支援施設として提供する。

資
機
材
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120
廃
棄
物

三重県災害等廃棄物処
理応援協定

災害等の発生時に三重県、三重県内の市町
村、一部事務組合及び広域連合が、ごみ、し尿
等一般廃棄物の処理を円滑に実施するための
応援活動を実施する。

三重県及び県内市町 平成16年10月29日

121
外国人集住都市会議災
害時相互応援協定

外国人集住都市会議会員都市の所在する地
域で地震等による災害が発生し、被災した会員
都市単独では言語支援等が必要な外国人に
対し十分な応急措置が困難である場合に、応
急対策及び復旧対策に関し相互に応援を行
う。

外国人集住都市会議会員都市
（13市町）

平成22年11月8日

122
避難場所広告付電柱看
板に関する協定

市内に「避難場所広告付電柱看板」を掲出する
ことにより、市民に対し災害発生時の地域の避
難場所を周知すること、及び平常時からの防災
意識を啓発する。

中電興業株式会社四日市営業所
テルウェル西日本株式会社
　東海支社

平成23年8月4日

123
避難誘導標識等設置に
関する協定

災害発生時の被害軽減のため、市民を避難所
へ迅速・円滑に誘導するための標識を設置す
る。

三重県防災避難誘導推進協会 平成16年12月14日

124
災害時における理容活
動に関する協定

市内に地震、風水害等の災害が発生し、避難
所生活が長期化した場合に理容活動に関して
協力体制を確立し、地域住民の安定した生活
の確保を図る。

一般社団法人四日市理容師会 平成23年12月19日

125
災害時における美容活
動に関する協定

災害発生時，避難所生活が長期化した場合に
おいて，美容活動に関して協力体制を確立し、
地域住民の安定した生活の確保を図る。

四日市美容師会 平成28年11月15日

126
災害時における協力に
関する協定

災害時において被災者支援窓口の開設等を行
う。

三重県行政書士会 平成26年1月23日

127
原子力災害時における
袋井市民の県外広域避
難に関する協定

原子力災害時に袋井市民の広域避難を受け
入れる。

静岡県袋井市 令和3年3月25日

128

災害ボランティア本部及
び災害ボランティアセン
ターの設置運営等に関
する協定

四日市市域に災害が発生した場合における災
害ボランティア本部及び災害ボランティアセン
ターの設置運営等を行う。

四日市市社会福祉協議会 令和3年7月28日

そ
の
他
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