
防災協定締結一覧(総社市)

№ 区分 分類 相　　　手　　　方 協　　　定　　　名 締結日

1 情報通信 役務提供 ㈱倉敷ケーブルテレビ 総社市災害緊急放送に関する協定 H17.5.20

2 医療救護 役務提供 (社団)吉備医師会 災害時の医療救護活動についての協定 H17.5.27

3 相互応援 相互応援 長野県茅野市 災害時における相互応援に関する協定 H17.6.1

4 その他 役務提供 総社市内郵便局 災害時における総社市及び総社市内郵便局間の相互協力に関する協定 H17.6.1

5 応急復旧等 役務提供 中国電力株式会社　倉敷営業所 災害時における連絡体制及び協力体制に関する取扱い H17.8.16

6 応急復旧等 役務提供 (社団)岡山県建設業協会吉備支部 災害時における応急措置等の実施に関する協定 H18.8.28
7 応急復旧等 役務提供 総社市建設業協同組合 災害時における応急措置等の実施に関する協定 H18.8.28
8 避難所 避難協力 岡山県立総社高等学校 非常災害時における避難施設利用に関する協定 H19.3.22
9 避難所 避難協力 岡山県立総社南高等学校 非常災害時における避難施設利用に関する協定 H19.4.1

10 避難所 避難協力 岡山県立大学 非常災害時における避難施設利用に関する協定 H19.9.1

11 情報通信 役務提供 (社団)日本アマチュア無線連盟岡山県支部 アマチュア無線による災害時応援に関する協定 H20.1.17

12 応急復旧等 役務提供 総社市管工事協同組合 災害時における応急措置等の実施に関する協定 H20.10.6

13 物資 物資提供 アサヒ飲料㈱岡山工場（カルピス岡山工場） 災害時における飲料水提供に関する協定 H22.9.1
役務提供 (社団)法人　岡山県測量設計業協会 H22.11.1
役務提供 中国地質調査業協会岡山県支部 H22.11.1

15 物資 物資提供 サントリーフーズ㈱ 災害発生時における飲料水供給に関する協定 H22.11.4
16 救助 役務提供 ＮＰＯ法人日本レスキュー協会 災害時における災害救助犬及びセラピードッグの出動に関する協定 H23.6.24

17 避難所 避難協力 太洋開発株式会社（サントピア岡山総社） 災害時における支援協力に関する協定 H23.7.4

18 支援 役務提供 国土交通省中国地方整備局 災害時における情報交換に関する協定 H23.7.8

19 応急復旧等 役務提供 吉備開発工事㈱ 災害時における防災協力に関する協定 H23.9.15

20 避難所 避難協力 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 災害時における避難施設利用に関する協定 H23.11.15

21 避難所 避難協力 岡山国際ゴルフ倶楽部 災害時における避難施設利用に関する協定 H23.11.15

22 応急復旧等 役務提供 ＪＦＥエンジニアリング㈱ 災害時における応急復旧業務の協力に関する協定 H24.3.23
23 応急復旧等 役務提供 ㈱横河ブリッジ 災害時における総社市所管管理橋梁の応急対策業務に関する協定 H24.4.1
24 物資 物資提供 大黒天物産㈱ 災害時における応急生活物資等の支援に関する協定 H24.4.24

25 物資 物資提供 レンゴー㈱　岡山工場 災害時における物資の供給に関する協定 H24.8.27

26 福祉避難所 避難協力 (社福)雪舟福祉会（セレーノ総社） 災害時における福祉避難所としての使用協力に関する協定 H24.12.25

27 福祉避難所 避難協力 (社福)梁善会（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰさくばらﾗﾝﾄﾞ，小規模多機能型居宅介護　縁） 災害時における福祉避難所としての使用協力に関する協定 H24.12.25
28 福祉避難所 避難協力 (社福)超寿会（特養　いずみの杜） 災害時における福祉避難所としての使用協力に関する協定 H24.12.25

29 福祉避難所 避難協力 (社福)新生寿会（総社市山手福祉センター） 災害時における福祉避難所としての使用協力に関する協定 H24.12.25

30 福祉避難所 避難協力 (社福)スキーム福祉の会（特養　ｸﾞﾘｰﾝｱﾝﾄﾞﾘﾊﾞｰﾎｰﾑ） 災害時における福祉避難所としての使用協力に関する協定 H24.12.25
31 福祉避難所 避難協力 (社福)経山会（特養　三清荘） 災害時における福祉避難所としての使用協力に関する協定 H24.12.25

32 避難所 避難協力 湛井十二箇郷組合 災害時における避難施設利用に関する協定 H25.7.17

33 支援 役務提供 岡山県立大学，ＡＭＤＡ 災害時における支援協力に関する協定 H25.9.10

34 輸送 役務提供 総社両備タクシー㈱ 災害時における緊急輸送に関する協定 H26.5.19

35 輸送 役務提供 備北タクシー㈱ 災害時における緊急輸送に関する協定 H26.5.19

36 輸送 役務提供 ㈱美袋交通 災害時における緊急輸送に関する協定 H26.5.19

37 輸送 役務提供 豪渓タクシー 災害時における緊急輸送に関する協定 H26.5.19

38 輸送 役務提供 ㈱日の丸タクシー 災害時における緊急輸送に関する協定 H26.5.19

39 輸送 役務提供 中鉄バス㈱ 災害時における緊急輸送に関する協定 H26.5.19

40 輸送 役務提供 中鉄観光㈱ 災害時における緊急輸送に関する協定 H26.5.19

41 医療救護 役務提供 (社団)岡山県柔道整復師会 大規模災害時の避難所における人的支援に関する協定 H26.6.18

42 相互応援 相互応援 岡山県及び県内各市町村 災害時相互応援に関する協定 H26.7.4

43 相互応援 相互応援 香川県丸亀市，ＡＭＤＡ 災害時相互応援に関する協定 H26.8.30

44 物資 物資提供 生活協同組合おかやまコープ 災害発生時における応急生活物資供給に関する協定 H26.9.22

45 相互応援 相互応援 福島県相馬市 災害時相互応援に関する協定 H27.2.9

14 応急復旧等 災害時における応急対策業務に関する協定
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46 応急復旧等 役務提供 岡山県ＬＰガス協会総社支部 災害時におけるＬＰガス供給に関する協定 H27.2.25
47 医療救護 役務提供 岡山県美容生活衛生同業組合総社支部 災害時における美容サービス業務の提供に関する協定 H27.2.25

48 応急復旧等 役務提供 (社団)日本下水道管路管理業協会 災害時における下水道管路施設の復旧支援に関する協定 H27.4.14
相互応援

相互応援

相互応援

相互応援

避難協力

避難協力

51 避難所 避難協力 生活協同組合おかやまコープ　（コープ総社東） 災害時における避難施設利用に関する協定 H28.2.16

52 避難所 避難協力 ㈲グランド　（オールスター２５　総社店） 災害時における避難施設利用に関する協定 H28.2.16

53 物資 物資提供 岡山県石油商業組合　総社支部 災害時における石油類燃料の供給に関する協定 H28.4.1
54 福祉避難所 避難協力 (社福)吉備路の会 災害時における福祉避難所としての使用協力に関する協定 H28.11.22

55 相談業務 役務提供 岡山弁護士会 災害時における法律相談業務に関する協定 H29.1.30

56 相談業務 役務提供 岡山県行政書士会 災害時における行政書士相談業務に関する協定 H29.2.3

57 支援 役務提供 ＮＰＯ法人　ピーク・エイド 大規模災害時における支援に関する協定 H29.4.21

58 相互応援 相互応援 神奈川県伊勢原市 災害時における相互応援に関する協定 H29.6.2

59 情報通信 役務提供 西日本電信電話株式会社　岡山支店 特設公衆電話の設置・利用・管理等に関する協定 H29.12.18

60 相互応援 相互応援 大阪府和泉市 災害時における相互応援に関する協定 H29.12.22

61 相互応援 相互応援 京都府与謝野町 災害時における相互応援に関する協定 H30.3.29

62 情報通信 役務提供 （株）エフエムくらしき 緊急防災放送に関する協定書 H30.4.1
63 相互応援 相互応援 熊本県益城町 災害時における相互応援に関する協定 H30.11.19
64 相互応援 相互応援 福井県小浜市 災害時における相互応援に関する協定 H30.11.30
65 相互応援 相互応援 大阪府松原市 災害時における相互応援に関する協定 H30.12.18
66 相互応援 相互応援 福井県勝山市 災害時における相互応援に関する協定 R1.5.9
67 物資輸送 役務提供 （一社）岡山県トラック協会備中協議会総社分会 災害時等における物資の緊急輸送等に関する協定 R1.5.24

68 相互応援 相互応援 北海道苫小牧市、ピークエイド 災害時における相互応援に関する協定 R1.6.10

69 相互応援 相互応援 長崎県対馬市 災害時における相互応援に関する協定 R1.6.23
70 応急復旧等 役務提供 総社市建設協議会 災害時における応急措置等の実施に関する協定 R1.7.10

71 相互応援 相互応援 新潟県新潟市 災害時における相互応援に関する協定 R1.7.11
役務提供

役務提供

73 相互応援 相互応援 高知県高知市 災害時における相互応援に関する協定 R1.10.28
74 相互応援 相互応援 山口県長門市 災害時における相互応援に関する協定 R1.11.6
75 相互応援 相互応援 香川県三豊市 災害時における相互応援に関する協定 R1.11.11
76 相互応援 相互応援 福岡県田川市 災害時における相互応援に関する協定 R1.11.26
77 相互応援 相互応援 広島県庄原市 災害時における相互応援に関する協定 R1.11.29
78 相互応援 相互応援 高知県須崎市 災害時における相互応援に関する協定 R2.1.10

79 相互応援 相互応援 奈良県奈良市 災害時における相互応援に関する協定 R2.2.27

80 応急復旧等 役務提供 岡山県瓦工事協同組合 災害時における応急対策活動に関する協定 R2.3.6

81 支援 役務提供 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン 災害等緊急時における支援協力に関する協定 R2.6.24

82 支援 役務提供 特定非営利活動法人災害支援団Gorilla 災害時の協力に関する協定 R2.6.25

83 相互応援 相互応援 三重県名張市 災害時相互応援協定 R2.10.13
84 相互応援 相互応援 鳥取県米子市 災害時相互応援協定 R2.10.16

85 相互応援 相互応援 鳥取県境港市 災害時相互応援協定 R2.10.16

86 相互応援 相互応援 熊本県熊本市 災害時相互応援協定 R2.10.19
87 相互応援 相互応援 福岡県太宰府市 災害時相互応援に関する協定 R2.11.2
88 相互応援 相互応援 滋賀県東近江市 災害時相互応援に関する協定 R3.1.12
89 相互応援 相互応援 兵庫県養父市 災害時相互応援に関する協定 R3.1.19
90 相互応援 相互応援 高知県室戸市 災害時及び健康づくりの推進の相互応援に向けた包括的連携に関する協定
 R3.1.29

91 医療救護 役務提供 有限会社アイ薬局 災害時における医薬品等の確保・供給に関する協定 R3.2.3

92 応急復旧等 役務提供 総社市シルバー人材センター 災害時の支援に関する協定 R3.2.3

93 相互応援 相互応援 富山県富山市 災害時相互応援協定 R3.3.22
94 相互応援 相互応援 滋賀県守山市 災害時相互応援協定 R3.3.24
95 相互応援 相互応援 福島県いわき市 災害時相互応援協定 R3.3.26
96 相互応援 相互応援 大阪府東大阪市 災害時における相互応援協定 R3.3.30

災害時における避難施設利用に関する協定

72

50

　９６協定 （１３７団体）　（R３．３．３０）

R1.10.4三菱自動車工業株式会社・西日本三菱自動車販売株式会社

災害時相互応援に関する協定（雪舟サミット）

避難所

支援

49 相互応援 雪舟サミット構成市（益田市，山口市，井原市，三原市，防府市） H28.2.10

災害時における電動車両等の支援に関する協定

㈱天満屋ストア，協同組合リブ （天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ　ﾘﾌﾞ総社店） H28.2.16


