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災害時応援協定一覧 
 

令和５年１月１２日現在 

No. 締結日 協定名称 協定先 備考 

1 H08.07.11 広島県防災ヘリコプター応援協定 
 

広島県 行政 

2 H08.12.02 災害時の相互応援に関する協定 
 

広島県及び県内市町 行政  

3 H17.09.30 災害時における被災車両の撤去等
に関する協定 

一般社団法人日本自動車連
盟(JAF)中国本部 

廃棄物 

4 H22.03.16 広島県内広域消防相互応援協定 広島県及び県内市町，消防組
合 

行政 

5 H23.03.18 広島県震度情報ネットワークシス
テムの設置，管理及び運用に関する
協定 

広島県 行政 

6 H23.07.07 災害時における情報交換に関する
協定 

国土交通省中国地方整備局 行政 

7 H23.11.01 
R02.04.01 

変更 

災害時における連絡体制および協
力体制に関する取扱い 

中国電力ネットワーク株式
会社矢野ネットワークセン
ター 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ 

8 R01.12.17 
変更 

海田町とマックスバリュ西日本株
式会社との包括連携に関する協定 

マックスバリュ西日本株式
会社 

物資 

9 H24.10.31 災害時における支援協力に関する
協定 

レンゴー株式会社 物資 

10 H25.02.12 災害時の医療救護活動に関する協
定 

一般社団法人安芸地区医師
会 

医療・救護 

11 H25.04.23 特設公衆電話の設置・利用に関する
覚書 

西日本電信電話株式会社 ﾗｲﾌﾗｲﾝ 

12 H25.11.29 
R01.12.23 

変更 

災害時緊急避難施設としての使用
に関する協定 

安芸農業協同組合 避難場所 

13 H26.02.20 災害発生時における福祉避難所の
設置運営に関する協定 

医療法人かしの木会 避難場所 

14 H26.03.17 災害発生時における福祉避難所の
設置運営に関する協定 

社会福祉法人メインストリ
ーム 

避難場所 

15 H26.12.16 大規模地震等の災害時における創
価学会広島安芸文化会館施設の緊
急避難施設使用に関する申し合わ
せ事項確認書 

創価学会 避難場所 

16 H27.03.20 
R04.03.10 

変更 

指定緊急避難場所及び指定避難所
としての使用に関する協定 

宗教法人出崎森神社 
（小さくら保育所） 

避難場所 

17 H27.03.20 
R04.04.14 

変更 

指定緊急避難場所及び指定避難所
としての使用に関する協定 

学校法人住田学園 
（海田みどり幼稚園，みどり
のもりこどもえん） 

避難場所 

18 H27.03.20 指定緊急避難場所及び指定避難所
としての使用に関する協定 

宗教法人真宗寺 
（龍洞保育園） 

避難場所 

19 H27.04.01 
R01.11.20 

変更 

指定緊急避難場所及び指定避難所
としての使用に関する協定 
 

学校法人広島国際学院 
（広島国際学院高等学校） 

避難場所 

20 H28.06.01 災害発生時における海田町と海田
町内郵便局の協力に関する協定 

海田・中店・東海田・大正・
三迫郵便局 
 

災害広報 
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No. 締結日 協定名称 協定先 備考 
21 H28.08.01 

R01.12.23 
変更 

災害時緊急避難施設としての使用
に関する協定 

株式会社ガイナコーポレー
ション 
（ガイナステイツ海田市駅
前） 

避難場所 

22 H28.08.19 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社植田商店 
（業務用食品スーパー海田
店） 

避難場所・
物資 

23 H28.09.26 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社エディオン 
（エディオン海田店） 

避難場所・
物資 

24 H28.10.03 災害時における畳の提供に関する
協定 

5日で 5000枚の約束。プロジ
ェクト実行委員会 

物資 

25 H28.10.19 災害における飲料水の提供に関す
る協定 

株式会社伊藤園 物資 

26 H28.11.01 災害時における仮設トイレの設置
支援等に関する協定 

株式会社プレコ し尿廃棄物 

27 H28.11.08 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社フジ 
（フジ海田店） 

避難場所・
物資 

28 H28.11.21 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社レデイ薬局 
（くすりのレデイ海田店） 

物資 

29 H28.12.13 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社エブリイ 
（鮮 Do！エブリイ海田店） 

避難場所・
物資 

30 H29.01.16 災害時におけるパンの提供に関す
る協定 

株式会社タカキベーカリー 物資 

31 H29.01.17 災害時における自動車等の提供に
関する協定 

有限会社ジィー・エフ 
（オリックスレンタカー海
田店） 

輸送 

32 H29.01.23 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社ポストごはんの里 物資 

33 H29.02.06 災害時における飲料水の提供に関
する協定 

株式会社キリンビバックス 物資 

34 H29.02.24 災害時における緊急輸送の協力に
関する協定 

ヤマト運輸株式会社 輸送 

35 H29.03.10 
R01.10.03 

変更 

災害時緊急施設としての使用に関
する協定 

丸善工業株式会社 避難場所 

36 H29.03.16 災害時における地図製品等の供給
等に関する協定 

株式会社ゼンリン 物資 

37 H29.04.28 災害時における生活関連物資の供
給等に関する協定 

生活協同組合ひろしま 物資 

38 H29.05.12 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社ププレひまわり 
（スーパードラッグひまわ
り海田店） 

物資 

39 H29.05.29 災害時における物資の調達に関す
る協定 

一般社団法人広島県 LP ガス
協会 

物資 

40 H29.06.13 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社イトウゴフク 
（イトウゴフク海田店） 

避難場所・
物資 

41 H29.06.23 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社万惣 
（万惣海田店） 

避難場所・
物資 

42 H29.07.07 災害時における資機材調達に関す
る協定 

株式会社レンタルのニッケ
ン 

物資 

43 H29.07.21 災害時における飲料水の提供に関
する協定 

コカ・コーラボトラーズジャ
パン株式会社 

物資 

44 H29.08.10 災害時における支援協力に関する
協定 
 

株式会社ユアーズ 
（ユアーズ東海田店） 

物資 
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No. 締結日 協定名称 協定先 備考 

45 H29.10.16 災害時におけるレンタル機材の提
供に関する協定 

株式会社アクティオ 物資 

46 H29.11.17 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社ツルハグループド
ラッグ＆ファーマシー西日
本 
（ウォンツ海田栄町店） 

物資 

47 H29.12.13 災害時における被災者支援協力等
に関する協定 

一般社団法人全日本冠婚葬
祭互助協会 

避難場所・
物資 

48 H30.02.02 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社両備エネシス 
（セルフアクール海田サー
ビスステーション） 

物資 

49 H30.04.13 
 

災害情報の放送に関する協定 株式会社ちゅぴ COMふれあい 災害広報 

50 H31.03.20 災害時における復旧支援協力に関
する協定 

公益社団法人日本下水道管
路管理業協会 

復旧 

51 H31.03.26 災害時における医療救護活動に関
する協定 

一般社団法人安芸薬剤師会 医療救護 

52 H31.04.26 災害時における物資供給に関する
協定 

株式会社ハローズ 
（ハローズ海田市駅前店） 

物資 

53 R01.05.24 海田町と海田町内郵便局との包括
連携に関する協定 

日本郵便株式会社 
海田町内郵便局 

情報 

54 R01.08.07 浸水時緊急避難施設(津波・浸水避
難ビル)としての使用に関する協定 

JR 西日本不動産開発株式会
社 
（JR海田市駅 NKビル） 

避難場所 

55 R01.09.11 災害に係る情報発信等に関する協
定 

ヤフー株式会社 情報 

56 R01.11.01 災害時における支援協力に関する
協定 

広島ガス株式会社 情報・輸送 

57 R01.12.09 災害時における避難施設としての
使用に関する協定 

上市自治会 
建物所有者 

避難場所 

58 R01.12.17 海田町とマックスバリュ西日本株
式会社との包括連携に関する協定 

マックスバリュ西日本株式
会社 

情報・物資 

59 R02.02.03 
R04.04.08 

変更 

指定緊急避難場所及び指定避難所
として使用に関する協定 

社会福祉法人住田学園福祉
会さいわい保育園 

避難場所 

60 R02.04.21 海田町と生活協同組合ひろしまと
の包括連携に関する協定 

生活協同組合ひろしま 情報・物資 

61 R02.06.08 災害時における支援協力に関する
協定 

株式会社トップ・イン 物資 

62 R02.06.17 
R05.01.12 

変更 

指定緊急避難場所及び指定避難所
としての使用に関する協定 

学校法人幸和学園 
（こうわ認定こども園海田，
こうわ認定こども園海田第
二） 

避難場所 

63 R02.06.23 災害時における復旧・復興等事業の
支援業務の実施に関する協定 

一般社団法人日本補償コン
サルタント復興支援協会 

復旧復興 

64 R02.07.09 災害時における物資の保管等にか
かる協力に関する協定 

麒麟倉庫株式会社 避難場所・
輸送 

65 R02.07.28 海田町と公益社団法人広島県宅地
建物取引業協会との包括連携に関
する協定 

公益社団法人広島県宅地建
物取引業協会 

取組 

66 R02.09.29 地理空間情報の活用促進のための
協力に関する協定 

国土交通省国土地理院 情報 

67 R02.10.15 緊急避難場所としての使用に関す
る協定 

株式会社曙殖産 
（マリーナサンライズ） 

避難場所 
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No. 締結日 協定名称 協定先 備考 

68 R02.11.04 災害時における支援協力に関する
協定 

ＤＣＭ株式会社 
（ＤＣＭ海田店） 

避難場所・
物資 

69 R02.12.09 
 

災害時における物資の調達に関す
る協定 

王子コンテナー株式会社 物資 

70 R02.12.11 災害時における井戸水の使用に関
する協定 

株式会社にしき堂海田工場 ﾗｲﾌﾗｲﾝ 

71 R02.12.21 災害時における物資の調達に関す
る協定 

松田葵段ボール株式会社 物資 

72 R03.03.30 防災パートナーシップに関する協
定 

広島テレビ放送株式会社 情報 

73 R03.04.14 災害時における復旧支援の実施に
関する協定 

平成電工株式会社 復旧復興 

74 R03.05.12 災害時における物資（ユニットハウ
ス等）の供給に関する協定 

三協フロンテア株式会社 物資 

75 R03.08.19 災害に係る情報発信等に関する協
定 

株式会社テレビ新広島 情報 

76 
 

R03.10.28 災害時における物資供給に関する
協定 

株式会社ナフコ 
（ホームプラザナフコ熊野
店） 

物資 

77 
 

R03.11.19 緊急避難場所等としての使用に関
する協定 

株式会社東洋シート 避難場所 

78 R04.02.21 災害備蓄物資に関する協定 特定非営利活動法人 FOOT＆
WORK 

物資 

79 R04.04.01 災害に係る実証実験の実施に関す
る協定 

凸版印刷株式会社 取組 

80 R04.05.24 災害時における一時滞在場所とし
ての使用に関する協定 

株式会社キーレックス 避難場所 

81 R04.11.18 災害時における物資輸送等の協力
に関する協定 

福山通運株式会社 輸送 

 


