
区　　分 協定名 相手方 締結年月日 担当課

1
放送、報
道関係

災害時等の報道要請に関する協定 新聞社11社 H9.6.20
防災危機管理課
警察本部

2 災害時等の放送要請に関する協定 NHK、民放、ﾗｼﾞｵ放送　５社 S52.3.16 防災危機管理課

3 輸送 緊急・救援輸送に関する協定 （社）島根県ﾄﾗｯｸ協会 H25.4.25 交通対策課

4 災害時における医療救護活動に関する協定書

（一社）島根県医師会
（一社）島根県歯科医師会
（一社）島根県薬剤師会
（公社）島根県看護協会

H26.3.10 医療政策課

災害時における医療救護活動に関する協定書 県内病院 医療政策課

災害救助法に基づく救助業務委託契約書 日本赤十字社島根県支部 R2.1.22 防災危機管理課

5 医薬品等 災害時における医薬品等の確保・供給等に関する協定 島根県医薬品卸業協会 H26.3.12 薬事衛生課

6 災害時における医療ガス等の確保・供給等に関する協定 一般財団法人日本産業・医療ガス協会中国地域本部 H25.3.25 薬事衛生課

7
衛生材料
等

災害時における衛生材料等の確保・供給に関する協定 山陰医療機器販売業協会 H26.3.31 薬事衛生課

8 物資等
災害時における応急生活物資供給等の協力に関する基本
協定

H17.12.14 防災危機管理課他５課

9 「同上協定」に定める応急生活物資の調達に関する確認書 H18.2.1 産地支援課

10
災害時における応急生活物資の供給等の支援に関する協
定書

株式会社ファミリーマート H20.6.18 防災危機管理課

11 災害時における物資の調達に関する協定書 株式会社ローソン H20.2.13 防災危機管理課

12 災害時等における食料等の調達に関する協定 別紙のとおり（23社） 同左
産地支援課
防災危機管理課

13 災害時における飲料水の調達に関する協定 大塚食品（株）広島支店 H18.3.28 薬事衛生課

14 災害時における飲料水の調達に関する協定 ｺｶ・ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） H18.3.28 薬事衛生課

15 災害等の際における生活必需物資の調達に関する協定 （株）ジュンテンドー H17.8.25 商工政策課

16 災害時等における物資供給に関する協定 NPO法人コメリ災害対策センター H23.3.10 商工政策課

17
災害時等及び平常時における防災活動への協力に関する
協定

イオンリテール（株）西日本カンパニー H22.12.9
防災危機管理課
産地支援課
商工政策課

18 災害時における段ボール製品の調達等に関する協定 西日本段ボール工業組合 H29.7.20 防災危機管理課

19 災害時における協力に関する協定(災害対応自販機） (株)アペックス西日本 H30.9.14
管財課
防災危機管理課

20 災害時における物資供給に関する協定 萩原工業（株） R1.7.11 防災危機管理課

21 その他
災害時の交通誘導及び地域安全の確保の業務に関する協
定

（社）島根県警備業協会 H9.1.4 防災危機管理課

22 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定 （社）プレハブ建築協会 H9.8.22
防災危機管理課
建築住宅課

23 大規模災害時における応急対策業務に関する協定 （社）島根県建設業協会 H13.5.28 土木総務課

24 災害時の支援協力に関する協定書 （一般社団法人）島根県測量設計業協会 H26.6.13 技術管理課

25 災害技術支援に関する協定書 島根県建設技術協会特別会 H27.2.25 技術管理課

26 災害時における緊急用ＬＰガスの調達に関する協定 （社）島根県エルピーガス協会 H15.11.10 消防総務課

27 災害時における被災車両の撤去等に関する協定 （社）日本自動車連盟中国本部島根支部 H17.3.15 防災危機管理課

28 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 H26.3.24 防災危機管理課

29 災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定
（社）全日本不動産協会島根県本部
（社）島根県宅地建物取引業協会

H18.1.12 建築住宅課

30 災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定 （社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 H25.7.24 建築住宅課

31 災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書 一般社団法人法人しまね産業資源循環協会 H19.3.14 廃棄物対策課

32
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

（社）島根県環境保全協会
（社）島根県環境整備事業協同組合

H19.3.14 廃棄物対策課

33 地震被災建築物応急危険度判定士の召集に関する協定 （社）島根県建築士会 H19.2.7 建築住宅課

34 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 （社）全国木造建設事業協会 R2.3.16 建築住宅課

35
災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協
定書

独立行政法人住宅金融支援機構 H28.3.25 建築住宅課

36
被災住宅の応急復旧に関する相談対応への支援に関する
協定

島根県建築住宅施策推進協議会 R3.7.1 建築住宅課

37
災害時における水道施設等の応急復旧等の応援に関する
協定

（社）島根県管工事業協会 H20.3.12
薬事衛生課
防災危機管理課
下水道推進課

38 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 別紙のとおり（8社）
H21.3.23
H24.10.1

防災危機管理課

39
災害時における石油類燃料の供給及び帰宅困難者支援に
関する協定

島根県石油協同組合 H21.4.30 防災危機管理課

40
災害時給油所地下タンク製品備蓄促進事業の実施に係る
覚書

島根県石油協同組合 H26.11.4 防災危機管理課

41 緊急事態における隊友会の協力に関する協定 （公社）隊友会　島根県隊友会 H23.12.22 防災危機管理課

42 災害時における消防水等の供給支援に関する協定 島根県生コンクリート工業組合 H24.3.30 消防総務課

43 災害時における動物救護活動に関する協定書
島根県獣医師会
学校法人坪内学園

H24.9.6 薬事衛生課

44 災害時における被災者支援協力に関する協定 島根県行政書士会 H27.7.21 総務課

45 船舶による輸送等災害応急対策に関する協定書 島根県水難救済会 H27.6.15 消防総務課

46
災害時における棺及び葬祭用品の供給等の協力に関する
協定

島根県葬祭業協同組合
全日本葬祭業協同組合連合会

H27.12.10 薬事衛生課

47
漁港・漁場の大規模災害時における応急対策業務に関す
る協定書

島根県港湾漁港建設協会 H28.4.1 漁港漁場整備課

48 災害時における宿泊施設の提供に関する協定 島根県旅館ホテル生活衛生同業組合 H28.2.16 薬事衛生課

49 災害時における協力に関する協定 島根県在宅保健師等の会「ぼたんの会」 H25.1.9 防災危機管理課

50 下水道施設の災害時復旧支援協力に関する協定
日本下水道事業団
日本下水道管路管理業協会

H30.1.17 下水道推進課

51 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 H30.1.30 防災危機管理課

52 災害時等における連携に関する基本協定 中国電力株式会社 R3.11.24 防災危機管理課

53 災害時等における避難場所等の使用に関する協定 島根県仏教会 R3.11.25 防災危機管理課

54
災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電
力供給の協力に関する協定

島根トヨタグループ島根3社 R4.3.11 防災危機管理課

55
災害時等における通信障害復旧のための相互協力に関す
る協定書

西日本電信電話株式会社島根支店 R4.3.18 防災危機管理課

56 災害時における円滑な応急仮設住宅の建設に関する協定
（社）島根県建築施策住宅推進協議会
株式会社山陰合同銀行

R5.3.2 建築住宅課

災害時協力協定一覧
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