
平成２６年１１月１２日現在

組織・団体名 代表者名

1
災害時における応急対策業務の
実施に関する協定書

　観音寺市建設業協会 　会　長　　　朝倉　一郎 平成１８年 ２月 １日

2
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）

　専務取締役営業本部長
　　　　　　　　大内　　喬

平成１８年　３月２８日

3
災害時における協力に
関する協定書

　かんぽの宿観音寺 　総支配人　大西　英和 平成１９年１０月　３日

4
災害時における避難所に
関する協定書

　香川県立
　観音寺第一高等学校

　校　長　　豊嶋　知温 平成１９年 ４月 １日

5 〃
　香川県立
　観音寺中央高等学校

　校　長　　千葉　寶男 平成１８年　３月１６日

6 〃
　香川県立
　三豊工業高等学校

　校　長　　三谷　雅樹 平成１８年　３月１６日

7 〃
　香川県立
　香川西部養護学校

　校　長　　香川　泰造 平成２０年 ４月 １日

8
災害時における物資等の輸送に
関する協定書

　社団法人
　香川県トラック協会
　三豊支部

　支部長　　武田　久一 平成２０年 ６月 ５日

9
災害時における要援護障害者の
緊急受入れに関する協定書

　社会福祉法人
　鵜足津福祉会

　理事長　　小松　　守 平成１７年 ９月 １日

10 〃
　社会福祉法人
　三豊広域福祉会

　理事長　　白川　晴司 平成１７年 ９月 １日

11
消防団緊急伝達システム及び
観音寺市防災行政無線の管理
運営に関する協定書

  三観広域行政組合
  消防本部

　消防長　　久保　孝一 平成２１年　３月２３日

12
災害時における電気設備等の復旧
に関する協定書

  香川県電気工事業
  工業組合観音寺支部

  支部長　　石川　勉 平成２２年　３月１５日

13 災害時相互応援に関する協定書   三好市・四国中央市
  三好市長
　四国中央市長

平成２２年　３月２６日

14 火災情報の伝達に関する協定書
  三観広域行政組合
  消防本部

　消防長　　久保　孝一 平成２２年 ４月 １日

15
消防団緊急伝達システム及び観音
寺市防災行政無線の管理運営に
関する協定書

  三観広域行政組合
  消防本部

　消防長　　久保　孝一
平成２２年１０月２８日
（11番の一部変更）

16
災害時における救援物資提供に
関する協定書

　四国物産株式会社
　代表取締役社長
　　　　　　　　守谷　 通

平成２３年 ７月 １日

17
災害時における廃棄物の処理等に
関する協定書

  株式会社　富士クリーン
  株式会社　富士建設工業

  代表取締役　馬場　一雄
  代表取締役　串田　勝利

平成２３年 ７月２８日

18
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
　四国地方整備局長

　四国地方整備局長
　　　　　　　　川﨑　正彦

平成２３年１０月２６日

19 災害時の相互応援に関する協定書  香川県及び県内７市９町 　県知事及び市町長 平成２３年１１月２２日

20
災害時におけるエルピーガス等の調
達に関する協定書

　香川県エルピーガス協会
  三豊支部

　支部長　　藤田　尚靖 平成２４年 １月 ４日

21
津波時における一時避難施設として
の使用に関する協定書

　一般財団法人
　阪大微生物病研究会

　理事長　　東　　　雍 平成２４年　８月１５日

22
災害時における食料・生活必需品の
確保に関する協定書

　マックスバリュ西日本
  株式会社

　代表取締役社長
　　　　　　　 岩本　隆雄

平成２４年　８月２１日
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23 災害時支援に関する協定書
　香川県市町村職員
　年金者連盟観音寺支部

　支部長　　吉良　利夫 平成２４年　８月２９日

24
災害時におけるレンタル機材の提供
に関する協定書

　トーヨースギウエ株式会社
　香川支社観音寺営業所

　観音寺営業所長
　　　　　　　　合田　和正

平成２４年 ９月 １日

25
津波緊急避難における高速道路敷
地の一時使用に関する協定書

　西日本高速道路株式会社
　四国支社　香川高速道路事務所

　香川高速道路事務所長
　　　　　　　　亀山　良成

平成２４年　９月１２日

26 災害時の相互応援に関する協定書 　滋賀県草津市 　草津市長 平成２４年１１月 ２日

27
津波発生時における一時避難施設
としての使用に関する協定書

　香川県西讃保健福祉事務所 　所　長　   大須賀 一夫 平成２４年１１月１９日

28
災害時における要援護者の緊急受
入れに関する協定書

　社会福祉法人
　観音寺福祉会

　理事長　  島田　光義 平成２５年 ４月 １日

29
災害時における要援護者の緊急受
入れに関する協定書

　三豊総合病院企業団 　企業長　  廣畑　衛 平成２５年 ４月 １日

30
災害時における要援護者の緊急受
入れに関する協定書

　社会福祉法人
　三野福祉会

　理事長　  森　芳美 平成２５年 ４月 １日

31
災害時における要援護者の緊急受
入れに関する協定書

　社会福祉法人
　大野原福祉会

　理事長　  門脇　昱 平成２５年 ４月 １日

32
災害時における要援護者の緊急受
入れに関する協定書

　医療法人
　ブルースカイ

　理事長　  松井　孝嘉 平成２５年 ４月 １日

33
非常災害時の炊き出しに関する
協定書

　株式会社　東洋食品
　代表取締役
　　　　　　　 荻久保　英男

平成２５年 ４月 １日

34
大規模災害時における市民等の安
否確認に関する協力の申し合わせ

  香川県警察   本部長　　筋　伊知朗 平成２５年 ４月２５日

35
災害時における石油類燃料の供
給等に関する協定書

  香川県石油商業組合
  西讃支部

  西讃支部長
　　　　　　　下枝　和生

平成２５年 ５月２３日

36
津波時における一時避難施設とし
ての使用に関する協定書

  観音寺信用金庫   理事長　　石井　和男 平成２５年 ７月２３日

37
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

  理事長　　捧　賢一 平成２５年 ８月２０日

38
大規模災害時における災害廃棄物
の収集等の協力に関する協定書

  観音寺市建設業協会 　会  長　  小畑 孝一郎 平成25年9月26日

39
災害時における医療救護活動に
関する協定書

  一般社団法人
  三豊・観音寺市医師会

　会  長　　池田  博行 平成25年10月10日

40
災害時における医療救護活動に
関する協定書

  観音寺・三豊薬剤師会 　会  長　　篠原  幸雄 平成25年10月10日

41
災害時における医療救護活動に
関する協定書

  観音寺市歯科医師会 　会  長　　齋藤 謙治郎 平成25年10月10日

42
災害時における医療救護活動に
関する協定書

  大野原町豊浜町
  歯科医師団

　会  長　　小川  員弘 平成25年10月10日

43 災害時の協力に関する協定書   四国電力株式会社
  執行役員高松支店長
               谷崎　浩一

平成26年1月28日

44
災害時における地図製品等の供
給、利用に関する協定書

  株式会社　ゼンリン
  四国エリア統括部

  統括部長　若林　康司 平成26年7月4日
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45
災害時における避難所に関する
協定書

  天理教西香川分教会 　会  長　　佐伯　宏 平成26年7月8日

46
災害時における指定緊急避難場
所としての使用に関する協定書

  ボタン木工所、
  おかし工房ｂｏｔａｎ

  平　口　大　祐 平成26年8月28日

47 〃 　民宿青空屋 　中　山　典　彦 平成26年8月28日

48 〃
  ヤマギシズム生活観音寺
  実顕地農事組合法人

　理　事　　谷畑　匡彦 平成26年9月26日

49 〃 　香川県 　知　事　　浜田　恵造 平成26年10月1日

50
災害時における緊急避難場所と
しての使用に関する協定書

  観音寺市有明町自治会
  観音寺市観光協会

　会　長　　高橋　馨
　会　長　　島　　 一

平成26年10月10日

51
津波時における指定緊急避難場
所としての使用に関する協定書

　株式会社　フロンティア
　代表取締役
　　　　　　　 三谷　利憲

平成26年11月1日

52
災害時における米穀の確保と供給
等関する協定書

　有限会社　藤原米穀
　代表取締役
　　　　　　　 藤原　隆志

平成26年11月12日


