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［危機監理室］ 

１９－１ 協定・覚書一覧表 

１ 応急対応 

 協定名 協定締結先 協定締結日 災害時における協定等の内容 

1 

災害時における応急対

策業務の実施に関する

協定書(危機監理室) 

坂出市建設業

協会 
H23.7.1 

災害が発生し，または発生するおそれがあ

る場合において，障害物の除去および応急

対策等， その他市が必要とする業務などの

応急対策業務を要請より実施 

2 

災害時の水道施設の復

旧等に関する協定書 

(危機監理室) 

香川県広域水

道企業団，県

および県内市

町 

H30.4.1 

災害時等の水道施設の復旧等に関し、復旧

作業に対する協力、応急給水作業に対する

協力および相互応援を実施 

3 

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 

(危機監理室) 

株式会社Ｔ－

ＷＯＲＫＳ 
H21.12.18 

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

除業務を要請により可能な限り実施 

4 

災害時におけるエルピ

ーガス等の調達に関す

る協定書(危機監理室) 

香川県エルピ

ーガス協会綾

歌支部 

H25.3.26 

地震，風水害その他の災害が発生し，または

発生する恐れがあるとき，調達の必要を認

めたときは，避難所等へのエルピーガス等

の供給を要請により実施 

5 

災害時における石油類

燃料の供給等に関する

協定書(危機監理室) 

香川県石油商

業組合坂出支

部 

H25.3.26 

災害時の市民生活の早期安定を図るため，

災害応急対策業務にあたる車両等へ石油類

燃料の供給、油槽所等から公共施設等へ石

油類燃料を運搬し供給を要請により実施 

6 

災害時における電気設

備等の復旧に関する協

定書(危機監理室) 

香川県電気工

事業工業組合

坂出支部 

H25.3.26 

災害が発生した場合に，公共施設等の電気

設備等の復旧活動，市内における電気に係

る事故防止，その他甲が必要とする災害応

急対策業務等を要請により実施 

7 

災害時におけるレンタ

ル機材の提供に関する

協定書(危機監理室) 

株式会社アク

ティオ 

H25.7.31 

地震や津波，風水害その他の災害が発生し，

または発生するおそれがある場合に，災害

応急活動等に必要となる車両および資機材

その他レンタル機材の提供を要請により実

施 

讃岐リース株

式会社 

8 

特設公衆電話の設置お

よび管理ならびに利用

等に関する覚書 

(危機監理室) 

西日本電信電

話株式会社香

川支店 

H26.1.6 

大規模災害等が発生した際の特設公衆電話

の設置及び管理ならびに利用等に関する事

項について互いに協議の上，実施 

9 
災害時の協力に関する

協定書(危機監理室) 

四国電力株式

会社 

四国電力送配

電株式会社 

R2.12.25 

大規模停電等が発生した場合に，緊密な連

携を保ち，住民の生活の維持と安全を確保

するために，電力供給設備等の保安・復旧お

よび復旧作業の支障となる障害物の除去作

業を迅速かつ円滑に実施 

10 

被災建築物の応急対策

業務に関する協定書 

(危機監理室) 

香川県建設労

働組合坂出支

部 

H26.3.24 

地震災害，風水害，津波災害その他の災害が

発生した場合，災害救助法第４条第１項第

６号に規定する応急修理および被災建築物

に関する相談窓口の設置などについて，要

請により実施 

11 

災害時における資機材

のレンタルに関する協

定書(危機監理室) 

株式会社ダイ

ワテック 

有限会社坂出

キョードーサ

ービス 

R2.9.28 

地震や津波，風水害その他の災害が発生し，

または発生するおそれがある場合，災害応

急活動等に必要となるレンタル資機材の提

供について要請により実施 

12 

災害時における廃棄物

の処理等に関する協定

(生活課) 

香川県産業廃

棄物協会 
R3.3.26 

大規模災害時において，発生する廃棄物の

処理について要請より実施 
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２ 情報 

 協定名 協定締結先 協定締結日 災害時における協定等の内容 

1 

災害時緊急放送の協力

に関する協定書 

(秘書広報課) 

香川テレビ放

送網株式会社 
H17.7.1 

災害が発生し，または発生するおそれがあ

り，災害時緊急放送の必要がある場合，要請

に基づき，所有する放送設備を使用し，他の

業務に優先して実施 
エフエム・サ

ン株式会社 

2 

避難情報の伝達に関す

る申し合わせ 

(危機監理室) 

放送事業者 H18.4.28 

香川県ならびに県内の市町および放送事業

者は，災害対策基本法に基づく避難情報に

ついて，住民に伝達 

3 

災害発生時における坂

出市と坂出市内郵便局

の協力に関する協定書 

(危機監理室) 

坂出市内郵便

局 
H27.8.18 

市内に災害が発生した場合，緊急車両等と

しての車両の提供，被災者の避難所開設状

況および被災者の同意のうえで作成した避

難先リスト等の情報の相互提供，郵便局ネ

ットワークを活用した広報活動，災害特別

事務取扱および援護対策などに協力 

4 

災害に係る情報発信等

に関する協定書 

(危機監理室・秘書広報

課) 

ヤフー株式会

社 
H31.1.10 

市内の災害に備え，市が市民に対して，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，災害時のアクセス負

荷の軽減，防災情報，緊急情報などの情報の

掲載に協力 

 

３ 避難所等 

 協定名 協定締結先 協定締結日 災害時における協定等の内容 

1 

災害時の福祉避難所

（二次避難所）に関す

る協定書(危機監理室・

かいご課・ふくし課) 

坂出市福祉老

健施設連絡協

議会 

H23.12.22 

災害時に避難所での特別な援助を必要とす

る高齢者や障がい者等を対象として，甲が

二次避難所を開設する際，要請により受入

れ施設の協力 

医療法人社団 

五色会 

社会福祉法人

若竹会 

2 

指定緊急避難場所およ

び指定避難所の指定に

関する協定書 

(危機監理室) 

香川県立坂出

工業高等学校 

H26.3.31 

市内に災害が発生し，または発生するおそ

れがあり，地域住民に避難の必要があると

認めたとき，指定した施設等を指定緊急避

難場所および指定避難所として使用に協力 

香川県立坂出

高等学校 

香川県立坂出

商業高等学校 

3 

指定緊急避難場所の指

定に関する協定書 

(危機監理室) 

香川県埋蔵文

化財センター 

H26.4.1 

市内に災害が発生し，または発生するおそ

れがある場合，指定した施設等を指定緊急

避難場所として使用に協力 

香川県広域水

道企業団広域

送水管理セン

ター 

4 

指定緊急避難場所およ

び指定避難所の指定に

関する協定書 

(危機監理室) 

学校法人花岡

学園坂出第一

高等学校 

R2.9.1 

市内に災害が発生し，または発生するおそ

れがあり，地域住民に避難の必要があると

認めたとき，指定した施設等を指定緊急避

難場所および指定避難所として使用に協力 

5 

災害時等における宿泊

施設の提供等に関する

協定書(危機監理室) 

坂出旅館組合 R2.10.9 

災害等発生時または水害に備えた早期避難

時において，高齢者等特段の配慮が必要な

方の避難を実施するため要請により，宿泊

施設、入浴および食事の提供等に協力 
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４ 救援物資 

 協定名 協定締結先 協定締結日 災害時における協定等の内容 

1 

災害時における救援物

資提供に関する協定書 

(危機監理室) 

四国コカ・コ

ーラボトリン

グ株式会社 

H18.9.29 

市対策本部から物資の提供について要請が

あった場合，市の所有または管理する土地

または建物内に設置している地域貢献型自

動販売機（メッセージボード搭載型）の機内

在庫の製品を市に無償で提供 

2 

災害時における救援物

資提供に関する協定書 

(危機監理室) 

香川ペプシコ

ーラ販売株式

会社 

H18.9.29 

災害が発生または発生するおそれがある場

合，市からの要請により，市の所有または管

理する土地または建物内に設置する緊急時

対策自動販売機の機内在庫の製品及び備蓄

のミネラルウォーター２０ケース(２４０

リットル)を市に無償で提供 

3 

災害時における飲料水

の調達に関する協定書 

(危機監理室) 

四国コカ・コ

ーラボトリン

グ株式会社 

H20.3.10 

災害時における飲料水の確保のため，製造

または調達が可能な飲料水供給の要請によ

り，営業に支障のない範囲で適切に措置 

4 

災害時における物資供

給に関する協定書 

(危機監理室) 

ＮＰＯ法人コ

メリ災害対策

センター 

H22.12.16 

災害時において物資を調達する必要がある

と認める場合，要請により，調達が可能な物

資の優先供給を実施 

5 

災害時における物資の

供給等に関する協定 

(危機監理室) 

株式会社マル

ヨシセンター 
H29.12.1 

災害時において物資を調達する必要がある

と認める場合，要請により，調達が可能な物

資の優先供給を実施 

6 

災害時における応急食

料等の確保に関する協

定書(危機監理室) 

株式会社タイ

ヨー神戸屋 
H30.10.23 

災害時において，避難所等の避難住民に対

する応急食料の供給，住家等が被災あるい

はライフラインが被災し，自ら炊事のでき

ない者に対する応急食料の供給，被災者の

救助，避難所の開設・運営など，災害時にお

ける応急救助に従事する職員等に対する応

急食料の供給について，要請より協力 

7 

災害時における生活用

水の供給に関する協定

書(危機監理室) 

協和化学工業

株式会社 
R1.12.27 

災害が発生し，または発生するおそれがあ

る場合において，生活用水等の応急給水に

関する生活用水の供給，周辺住民に対する

生活用水の供給について，要請により協力 

 

５ 物資輸送 

 協定名 協定締結先 協定締結日 災害時における協定等の内容 

1 

災害時における物資等

の輸送に関する協定書 

(危機監理室) 

社団法人香川

県トラック協

会坂出支部 

H19.12.26 

災害時の貨物自動車による物資等の輸送に

関し，要請により，食料，飲料水，生活必需

品等救援物資の輸送業務，災害応急対応の

ために必要な資機材等の輸送業務，その他

必要とする応急対応業務に協力 

2 
災害時における物資等

の輸送に関する協定 

赤帽香川県軽

自動車運送協

同組合 

H29.10.10 

災害時の貨物自動車による物資等の輸送に

関し，要請により，物資集積・搬送拠点を開

設・運営する場合における荷役作業の実施，

荷役作業に必要な人員および機材の提供，

食料，飲料水，生活必需品その他災害応急対

策に必要な資機材等の緊急輸送業務，その

他必要とする応急対応業務に協力 
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６ 医療救護 

 協定名 協定締結先 協定締結日 災害時における協定等の内容 

1 

災害時の医療救護活動

に関する協定書 

(けんこう課) 

社団法人坂出

市医師会 

H24.10.18 

医療救護活動を円滑に実施するため，関係

機関とともに，坂出市医療救護本部を設置

し，要請により，医療救護班を派遣 

2 
社団法人坂出

市歯科医師会 

医療救護活動を円滑に実施するため，関係

機関とともに，坂出市医療救護本部を設置

し，要請により，歯科医療救護班を派遣 

3 
社団法人坂出

市薬剤師会 

医療救護活動を円滑に実施するため，関係

機関とともに，坂出市医療救護本部を設置

し，要請により，薬剤師班を派遣 

 

７ 消防 

 協定名 協定締結先 協定締結日 災害時における協定等の内容 

1 
消防相互応援協定書 

(消防本部) 
丸亀市 S50.6.1 

大規模な火災，危険物施設等の火災，その他

特殊な災害等が発生した場合，相互の消防

力を活用して災害を防除し，およびこれら

の災害に因る被害を軽減するため，応援要

請により，相互に応援 

2 
香川県消防相互応援協

定(消防本部) 
県下市町 S61.12.1 

香川県下の市町および一部事務組合が，大

規模災害および産業災害等の予防，鎮圧に

万全を期し，あわせて民心の安定を図るた

め相互応援体制を確立し，不測の事態に対

処 

3 

香川県防災ヘリコプタ

ー応援協定 

(危機監理室) 

県，市町 H6.4.1 

災害が発生した市町が，救急活動，救助活

動，災害応急対策活動，火災防御活動を行う

ため，防災ヘリの活動を必要と判断する場

合に県知事への要請により派遣 

4 

鉄道災害時の安全対策

に関する覚書 

(消防本部) 

四国旅客鉄道

株式会社 

県下消防機関 

H15.12.1 

鉄道災害が発生した場合における救助活動

等を，迅速かつ効果的に行うとともに，相互

に連携・協力して，二次災害防止のための安

全管理体制を確保 

5 

大規模災害時における

消防用水等の確保に関

する協定書(消防本部) 

香川県生コン

クリート協同

組合連合会 

県下消防機関 

H31.3.2 

風水害等により大規模災害が発生し、また

は発生するおそれがある場合，飲料水を除

く生活用水および消防用水について協力要

請により供給 

 

８ 行政機関等 

 協定名 協定締結先 協定締結日 災害時における協定等の内容 

1 

災害時における情報交

換および支援に関する

協定書(危機監理室) 

国土交通省四

国地方整備局 
H23.11.11 

災害発生時等において，現地情報連絡員の

派遣，被害状況の把握および提供，情報連絡

網の構築，災害応急措置，その他必要と認め

られる事項について支 

2 

石油基地自治体協議会

加盟団体災害時相互応

援協定(政策課) 

石油基地自治

体協議会加盟

団体 

H23.7.12 

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，友愛精神および大規模

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 

3 

災害時の相互応援に関

する協定書 

(危機監理室) 

県，市町 H23.12.22 

香川県内で大規模な災害が発生した場合な

どにおいて，災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，応

援要請により応援 
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 協定名 協定締結先 協定締結日 災害時における協定等の内容 

4 

坂出市と坂出海上保安

署との業務協定書 

(消防本部) 

坂出海上保安

署 
H24.2.28 

坂出市行政区域内の海域および海域に隣接

した場所ならびに島しょ部において船舶火

災などの災害等および傷病者が発生した場

合，協力体制を確立し，相互の機能を活用し

て海域および海域に隣接した場所ならびに

島しょ部における防災活動および救急活動

について相互に連携 

5 

中国四国農政局高松地

域センター 

震災対応マニュアル 

(危機監理室) 

中国四国農政

局 
H24.10.26 

被災自治体に職員を派遣し，市町が県に対

して行う食料・物資の要請状況を常に把握， 

本省食料・物資支援チームから食料・物資出

荷後に送られてくる物資調整シートの情報

を基に，市町拠点への食料・物資の到着状

況，市町から避難所への食料・物資の供給状

況を確認 

6 

瀬戸内・海の路ネット

ワーク災害時相互応援

に関する協定(政策課) 

締結会員 

38 市 14 町 1

村 

H25.5.22 

瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会を

構成する会員のうち，海ネット共助会員が，

海ネット共助会員の地域において地震等に

よる災害が発生し，被災会員独自では十分

な応急対応ができない場合に，主に海の路

を介した連携により，相互に救援協力 

7 

全国ＬＮＧ火力発電所

所在市町村連絡協議会

災害時相互応援協定 

(危機監理室) 

全国ＬＮＧ火

力発電所所在

市町村連絡協

議会 

H29.5.25 

災害時における応急対策及び復旧活動に万

全を期すため，全国ＬＮＧ火力発電所所在

市町村連絡協議会構成市町村間で相互応援 

8 

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(危機監理室) 

四国地方整備

局 
H29.6.21 

四国地方整備局が所有するＧＰＳ波浪計観

測情報配信システムを使用した情報の提供

を受け災害対処に活用 

 

９ その他 

 協定名 協定締結先 協定締結日 災害時における協定等の内容 

1 

災害時における地図製

品等の供給等に関する

協定(危機監理室) 

株式会社ゼン

リン 
H29.10.17 

災害が発生し，またはそのおそれがある場

合において，災害対策本部を設置したとき

の，乙の地図製品等の供給及び利用 

2 
災害時における隊友会

の協力に関する協定 

公益社団法人

隊友会香川県

隊友会坂出・

宇多津支部 

H29.10.24 

災害が発生し，または発生のおそれがある

場合において，災害時の被災状況の収集お

よび伝達，その他必要と認める活動につい

て協力 

 


