今治市災害時応援協定一覧表

H31.2.18現在

災害時応援協定名称

Ｎｏ

締結先

締結年月日

協定の目的

1 災害時の医療救護に関する協定

愛媛県
社団法人愛媛県医師会

2 災害時における緊急放送要請に関する協定書

今治コミュニティ放送株式会社

避難に関する情報等の緊急な防災情報を伝
災害時に市民に対し、避難に関する情報等の
平成14年2月6日 達するため、甲が乙に対し、緊急放送の要請を
緊急な防災情報を伝達する。
行うことに関し、必要な事項を定める

3 災害時の医療救護活動についての協定書

社団法人 今治市医師会

今治市内において局地的かつ短時間に多数
の傷病者が発生した場合における、甲が実施
医療救護班を編成後、救護所へ派遣し、被災
平成14年3月1日
する医療救護活動に対する乙の協力に関し、必 者の救助として行う医療を実施する。
要な事項を定めること

4 大規模災害時における水道の応急活動に関する協定書

今治市管工事業協同組合

平成14年3月1日

事前に応急活動時の動員体制の確立、資機
大規模災害時の水道の断減水等の被害を早
材の保有状況等の把握。
期に回復すること。
乙による調査班、給水班及び復旧班の派遣

5 災害時の医療救護に関する協定

社団法人 愛媛県歯科医師会

平成15年4月9日

災害発生時に甲が実施する医療救護活動に
医療救護班を編成後、救護所へ派遣し、被災
対する協力
者の救助として行う医療を実施する。

6 災害時の医療救護に関する協定

社団法人 愛媛県薬剤師会

平成15年4月9日

災害発生時に甲が実施する医療救護活動に
医療救護班を編成後、救護所へ派遣し、被災
対する協力
者の救助として行う医療及び助産を実施する。

7 災害時の医療救護に関する協定

社団法人 愛媛看護協会

平成15年4月9日

災害発生時に甲が実施する医療救護活動に
医療救護班を編成後、救護所へ派遣し、被災
対する協力
者の救助として行う医療及び助産を実施する。

平成16年7月2日

大規模災害時の水道の断減水等の被害を、
大規模災害時の水道の断減水等の被害を早
管工事協同組合の協力により早急に回復す
期に回復すること。
る。

平成18年2月9日

災害時において、施設を指定避難所として提
供

同左

災害が発生し、又はそのおそれがある場合に
おいての防災活動への協力

物資の供給及び避難場所の提供を行う。

8

災害時における水道施設復旧作業の応急対策への協力に関する
越智諸島管工事業協同組合
協定書

9 災害時の避難場所として施設を使用することに関する協定書

今治立花農業協同組合

平成8年2月1日

災害発生時に甲、乙が実施する医療救護活
動に対する協力

協定の具体的な内容

医療救護班の派遣等に関する協定

10 防災活動への協力に関する協定書

マックスバリュ西日本株式会社

平成20年2月28日

11 災害時における救援物資提供に関する協定書

四国コカ・コーラボトリング株式会社

災害時における物資の提供に関し、乙の甲に
災害時における地域貢献型自動販売機の機
平成20年9月30日 対する協力について、必要な事項を定めるもの
内在庫の無償提供
とする。

12 災害時における応援出動に関する協定

今治造園建設業協会

平成20年12月19日

13 災害緊急放送に関する相互協定

今治シーエーティーブィ株式会社

緊急放送を通じて災害情報の適切な提供を行
緊急放送を通じての災害情報の適切な情報
平成20年12月21日 うことにより、被害の軽減を図り、もって市民生
提供
活の安全確保に寄与すること。

14 災害時における物資供給に関する協定書

NPO法人 コメリ災害対策センター

15 災害時における応急生活物資（ＬＰガス等）の供給に関する協定書 愛媛県エルピーガス協会今治支部

災害の発生に際する、応援出動要請に係る協 災害時における応急措置にかかる建設機械
力。
の応援出動

災害が発生し、又はそのおそれがある場合に
災害時における物資の迅速かつ円滑な調達
平成21年10月2日 おいて、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給
及び被災地への供給
すること。

平成23年6月13日

災害が発生した場合又は発生するおそれが
災害時に必要な応急生活物資（LPガス等）の
ある場合、LPガス等の調達及び運搬し供給す
調達及び運搬
るもの。

吉海町地域における災害の未然防止及び拡
大抑止を図り、災害に強い地域づくりを行うた
資機材、車両の貸出し、避難場所の提供、救
平成23年7月7日
め、乙が甲に協力して実施する応援活動に関 出救護の係る応援
し、必要な事項を定める

16 災害に強い地域づくり応援協定書

あいえす造船株式会社

17 災害時等における物資供給協力に関する協定書

生活協同組合コープえひめ

災害時等に相互に協力して生活物資の安定
平成23年10月3日 供給を行うことにより、市民生活の早期安定を
図ること

18 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書

株式会社アクティオ

災害が発生した場合に、甲が、乙の協力を得
災害時等における保有機材（レンタル機材）の
平成24年5月31日 て、必要な機材を調達し、市民生活の早期安定
優先的提供。
を図ること。

19 災害時における応急対策業務の協力に関する協定書

今治市電気･電気通信工事災害支援対策協議会

災害時における応急対策業務について、甲が 災害時の災害対策施設、避難所等における
平成24年6月26日 乙の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよ 電気設備の応急復旧。イントラネット施設の仮
う、必要な基本事項を定めること
設電源の確保。伝送路の応急復旧。

20 災害時等における支援協力に関する協定書

株式会社ハローズ

21 災害時における応急措置等の協力に関する協定書

第一環境株式会社

今治市域内で給水に支障をきたす災害が発
平成24年12月4日 生した場合において、その応急対策及び復旧
対策に係る措置を円滑に遂行すること

22 災害時等における家屋被害認定調査に関する協定書

愛媛県土地家屋調査士会

平成25年2月26日

23 災害時非常無線通信の協力に関する協定書

今治市アマチュア無線非常通信協力会

災害が発生し、又はそのおそれがある場合の
災害時の無線非常通信による災害情報の収
平成25年8月19日 非常通信について、甲が乙に協力を求める場
集及び伝達。
合の手続き等を定めるもの。

24 災害時における電力供給設備復旧の協力に関する協定書

四国電力株式会社

災害時における電力供給設備の迅速かつ円
災害時における電力供給設備復旧に関する
平成26年2月26日 滑な復旧を図るため、甲乙の協力について必要
協力。
な基本的事項を定めること

25 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書

社会福祉法人今治福祉施設協会他 13社

平成26年3月24日

26 災害時等における物資の供給協力等に関する協定書

ダイキ株式会社

災害時等に相互に協力して物資の安定供給
平成26年4月14日 等を行うことにより、市民生活の早期安定を図
ること

27 災害時における下水道終末処理場及びポンプ場の復旧協力に関する協定書 株式会社安川電機大阪支店

平成24年11月22日

平成26年8月4日

災害時等における支援協力

災害時等における食料品及び生活必需品の
優先的供給

災害時等に物資の供給及び一時避難場所の
提供。
災害時における今治市水道危機対策本部が
行う給水活動、市民対応への協力・補助及び情
報提供。

災害時における家屋被害認定調査の実施に
災害時における住家の被害認定調査、罹災
ついての協力
証明相談補助。

福祉避難所に関する協定

同左

災害時等に物資の供給及び一時避難場所の
提供。

円滑な支援の実施を目的に施設の機能等の
災害時における下水処理場及びポンプ場の
早期復旧に資すること
応急復旧協力に関する協定
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災害時応援協定名称

締結先

28 災害時における下水道終末処理場及びポンプ場の復旧協力に関する協定書 株式会社西原環境関西支店

29 災害時等における応急対策業務に関する協定

愛媛東予クレーン協同組合

締結年月日

平成26年8月4日

平成26年10月21日

協定の目的

協定の具体的な内容

円滑な支援の実施を目的に施設の機能等の
災害時における下水処理場及びポンプ場の
早期復旧に資すること
応急復旧協力に関する協定

災害発生時において応急対策業務を実施す
るに当たり、必要な事項を定める。

災害時等におけるクレーン機材による応急対
応に関する協力。

30 災害発生時における今治市と今治市内郵便局の協力に関する協定 今治市内郵便局

今治市内に発生した地震その他による災害時
被災者の同意の上で作成した避難先リスト等
平成27年7月28日 において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対
情報の相互提供。
応を円滑に遂行すること。

31 災害時における海上輸送の協力に関する協定書

平成27年8月24日

32

災害時における連絡体制及び電力供給設備復旧の協力に関する 中国電力株式会社尾道営業所
協定
中国電力株式会社東広島営業所

33 災害時における水道の応急活動に関する協定書

34 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書

35 災害に強い地域づくり応援協定書

36

今治越智地区漁業協同組合協議会

(旧)災害時における建設機械の応援出動に関する協定
（新）災害時における応急対策業務に関する協定書

災害時における、市民生活の早期安定を図る

応急生活物資、資機材等の海上輸送手段の
確保に関する協定

災害時における協力体制の確立及び電力供
災害時における協力体制の確立及び電力供
平成28年2月3日 給設備の迅速かつ円滑な復旧を図るため、甲、
給設備の迅速かつ円滑な復旧
乙及び丙の協力について定めること

今治しまなみ管工事協同組合

災害時の水道の断減水等の被害を早期に回
事前に応急活動時の動員体制の確立、資機
復することをめざし、甲の要請により、乙が甲に 材の保有状況等の把握。
平成28年6月17日
協力して実施する応急活動に関し、必要な事項 要請時に人員及び資機材を出動させ、応急活
を定めること
動に協力。

株式会社ゼンリン

地図製品等の供給及び利用等に関し必要な
事項を定め、甲、乙間の平常時からの防災に関 災害対策本部等設置時に使用する住宅地図
平成28年6月20日
する情報交換を通じ、連携して、防災・減災に寄 等の供給
与する地図の作成を検討・推進すること。

山中造船株式会社

吉海町地域における災害の未然防止及び拡
大抑止を図り、災害に強い地域づくりを行うた
資機材、車両の貸出し、避難場所の提供、救
平成28年6月21日
め、乙が甲に協力して実施する応援活動に関 出救護の係る応援
し、必要な事項を定める

一般社団法人愛媛県建設業協会今治
支部

災害発生時において、甲が乙の協力を得て応 災害の発生に際し、建設業協会の協力により
（旧）平成14年3月1日
急対策業務を実施するにあたり、必要な事項を 建設機械を出動させ、迅速かつ円滑な復旧活
（新）平成28年8月24日
定める
動を行う。
災害に備え、市が住民に対して必要な情報を
災害時に係る情報発信等に関し、住民に対す
平成28年11月15日 迅速に提供し、かつ行政機能の低下を軽減させ
る情報を迅速に発信する。
る。

37 災害に係る情報発信等に関する協定

ヤフー株式会社

38 災害時等における物資の供給に関する協定書

株式会社越智工業所

平成29年1月10日

39 災害時における被災者支援に関する協定書

愛媛県行政書士会

被災者が甲に対して行う申請等を行政書士が 罹災証明書申請書類等に関する相談、乙によ
平成29年2月21日 支援し、申請の手続きを円滑に行うための体制 る被災者支援相談窓口の設置、今治市への乙
を整えること。
の会員の派遣

40 災害時における相互協力に関する協定書

四国ガス株式会社今治支店

迅速に都市ガスを供給し市民生活の早期安
定を図るために、甲及び乙が連携して都市ガス 災害情報の提供、災害広報、復旧・代替燃料
平成29年2月27日
の復旧その他必要な対策を行うために必要な の供給、復旧作業に対する協力
事項について定める

41 災害時等の避難場所として施設を使用することに関する協定書

今治市社会福祉協議会

42 災害時における被災者への救助活動協力に関する協定書

イオンモール株式会社
イオンリテール株式会社

43 今治市・日本下水道事業団災害支援協定

日本下水道事業団

44 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書 西瀬戸ハイウェイサービスグループ

45 災害時における動物救護活動及び被災者への救助活動に関する連携協定書

愛媛県獣医師会
岡山理科大学獣医学部

46 災害時等における支援に関する協定書

キスケ株式会社

47 災害時等における無人航空機による協力に関する協定書

一般社団法人しまなみドローン協会

平成29年4月1日

災害時等における物資（テント等）の供給

災害時において物資（テント等）を可能な範囲
で優先的に供給を受けることができる。

災害時において、施設を指定避難所として提
同左
供

災害が発生した場合において、救援物資の供
災害が発生した場合において、被災者の応急 給及び被災者の応急救済に係る防災活動協
平成29年7月20日
救済に係わる活動協力
力。各店舗駐車場を指定緊急避難場所として指
定。
平成30年4月1日

災害が生じた下水道施設の迅速な回復を図
円滑な支援の実施を目的に施設の機能等の
り、もって浸水被害の拡大その他の生活環境の
早期復旧に資すること
悪化又は公共用水域の水質悪化を防止する。

災害応急対策として実施する緊急通行車両の
災害応急対策として実施する緊急通行車両の
平成30年6月22日 通行の妨害となる車両その他物件の排除業務
通行の妨害となる車両その他物件の排除業務
を円滑に遂行すること。

平成30年12月2日

災害時に被災動物及び被災者に対し、必要な
支援を行うこと。

平成30年12月25日 災害時等における被災者支援

平成31年2月18日 災害時等における情報収集等の支援

乙による被災動物救護活動
丙による被災者支援（大学施設の貸与等）
乙保有の温泉施設において、被災者への入浴
機会等の提供
温泉施設以外では、被災者へ備蓄物資の提供
及び駐車場を一時避難場所として提供
災害時において、無人航空機を活用し、被災状
況等の情報収集を行うこと

災害時応援協定名称
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締結先

締結年月日

協定の目的

協定の具体的な内容

以下は地方公共団体等を含む災害時応援協定

その他１

全国石油備蓄基地市町村連絡協議会災害時相互応援協定書

宮城県七ヶ浜町、新潟県聖籠町、茨城県神栖市、長崎県新上五島町、鹿児島県東串良町
平成20年10月23日 災害時における円滑な応急対策及び復旧活動

全国石油備蓄基地市町村連絡協議会構成市
町村間で協定を締結

その他２

大規模災害時等における今治市公会堂の使用に関する協定書

今治警察署

災害時において、今治警察署庁舎が使用不
能となった場合に、今治市公会堂の一部を借り 大規模災害時に今治市公会堂を使用する協
平成23年1月17日
上げ、今治警察署災害警備本部を設置し、住民 定
の安全安心を確保すること。

その他３

震災時等における水質検査機器の相互利用に関する協定書

松山市、南予地方水道水質検査協議会
（宇和島市他）、新居浜市、四国中央市

平成23年2月15日

災害時等に水質検査機器が使用できなくなった 災害時に使用できなくなる可能性のある水質
場合の相互利用
検査機の相互利用

その他４

ヘリテレ映像の提供に関する協定

愛媛県（県内市町村と一部消防事務組合）

災害発生時に、地上からでは把握が困難な山
間部や海上等の被災状況、広域的な被災状況
平成23年3月1日
を把握し、迅速かつ的確な災害応急対策を実
施すること。

その他５

中越大震災ネットワークおぢや

76自治体加入 事務局小千谷市

災害対応の教訓の共有化、被災自治体への
平成23年4月1日 災害対応業務支援のための情報の提供と経験
職員等の派遣を行うこと。

その他６

災害時における情報交換及び支援に関する協定書

国土交通省四国地方整備局

その他７

大規模災害発生時等における今治市総合福祉センターの施設使
用に関する協定書

愛媛県東予地方局

平成24年12月6日

その他８

海ネット協定

瀬戸内海沿岸市町村
74会員 H29.8.14時点

地震等による災害が発生し、市独自では十分
な応急対応ができない場合において、他会員の
平成26年3月28日
救援協力により、円滑に応急対応を実施するこ
とを目的とする。

その他９

大規模災害発生時における広域防災拠点に関する協定

愛媛県

平成26年10月2日

その他１０

災害時等の協力に関する協定

休暇村瀬戸内東予、西条市

災害復旧従事者の確保や復旧作業の効率化
災害時等における、復旧作業従事者への宿
平成27年3月23日 等を期待し、災害発生時に宿泊施設等を、災害
泊施設の提供。
復旧に従事する者に優先的に提供すること。

その他１１

災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する包括的協定書

国土交通省四国地方整備局他
及び民間数団体

平成27年11月5日

愛媛県及び県内20市町

災害が発生し、被害を受けた市町が独自では
十分な応急措置等が実施できない場合に、市
物資、人員、情報発信等幅広い内容の災害時
平成28年2月17日
町相互の応援措置等を迅速かつ円滑に実施す 相互応援協定
ること。

その他１２

災害時における愛媛県市町相互応援に関する協定書

その他１３

GPS波浪計観測情報配信システムを使用した情報の活用に関する協定書 国土交通省四国地方整備局

その他１４

災害時相互応援協定書

滋賀県守山市

ヘリテレ映像の提供に関する協定

震災経験者等の人材派遣

災害発生時等において、今治市民の生命、身
被害状況の把握及び提供、情報連絡網の構
平成23年10月26日 体及び財産の安全並びに生活を確保するため 築、災害応急措置、その他必要と認められる事
の迅速かつ円滑な対応を図ること。
項の協力
愛媛県今治庁舎が大規模な被害を受けた際の 今治市総合福祉センターの施設の一部を愛媛
代替施設としての使用
県へ提供

災害時における広域防災拠点施設として、施
設の優先的提供

災害が発生した場合における被害の拡大防
止と被災施設の早期復旧

地震発生時に、津波観測に関する情報を受信
平成28年10月24日 するとともに、緊急時には、いち早く住民へ避難
情報等の周知を行うこと

人材及び物資の相互提供

広域防災拠点に関する協定

民間等含む、包括的協定

GPS波浪計観測情報の提供

災害が発生し、被害を受けた市独自では十分
な応急措置等が実施できない場合に、相互の
物資、資機材、職員の派遣等、の災害時相互
平成29年3月27日
応援を迅速かつ円滑に実施することを目的とす 応援協定
る。

