
ＮＯ 締結年月日 会　　　　社　　　　名 協　　　定　　　内　　　容 担当課

1 平成8年2月23日 和歌山県水道協会 水道災害時における応援対策業務に関すること 上水道工務課

2 平成20年3月1日 有限会社スーパー根来岩出店 災害救助物資の調達に関すること 総務課

3 平成20年3月1日 岩出市建設業協会 災害発生時における応急対策業務に関すること 土木課

4 平成20年3月1日 岩出市管工事事業協同組合 水道災害時における応援対策業務に関すること 上水道工務課

5 平成20年5月1日 クラギグループ農業屋岩出店 災害救助物資の調達に関すること 総務課

6 平成22年5月1日 社団法人和歌山県自動車整備振興会那賀支部 災害時における応急対策業務に関すること 総務課

7 平成24年10月10日 一般社団法人那賀医師会 災害時の医療救護活動に関すること 保健推進課

8 平成24年11月8日 那賀薬剤師会 災害時の医療救護活動及び医薬品等の供給に関すること 保健推進課

9 平成25年1月1日 社会福祉法人和歌山つくし会 災害時における福祉避難所として民間社会福祉施設等を使用すること 福祉課

10 平成25年2月22日 那賀歯科医師会 災害時の口腔歯科医療救護活動に関すること 保健推進課

11 平成25年10月1日 社会福祉法人皆楽園 災害時における福祉避難所として民間社会福祉施設等を使用すること 長寿介護課

12 平成25年10月1日 介護老人保健施設やよい苑 災害時における福祉避難所として民間社会福祉施設等を使用すること 長寿介護課

13 平成25年10月1日 介護老人保健施設やすらぎ苑 災害時における福祉避難所として民間社会福祉施設等を使用すること 長寿介護課

14 平成25年10月1日 社会福祉法人紀の国福樹会 災害時における福祉避難所として民間社会福祉施設等を使用すること 長寿介護課

15 平成26年2月10日 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 災害救助物資の調達に関すること 総務課

16 平成26年2月24日 レンゴー株式会社 災害救助物資の調達に関すること 総務課

17 平成26年2月24日 株式会社ココカラファインヘルスケア 災害救助物資の調達に関すること 総務課

18 平成26年2月24日 株式会社光明製作所 災害時における仮設配管資材の調達に関すること 上水道工務課

19 平成26年2月26日 伊藤園 災害時対応型自動販売機の運用に関すること 財務課

20 平成26年2月26日 貴志川書店 災害時対応型自動販売機の運用に関すること 財務課

21 平成26年2月26日 コカ・コーラウエスト株式会社 災害時対応型自動販売機の運用に関すること 財務課

22 平成26年2月27日 和歌山県石油商業組合那賀支部 石油類燃料の優先供給に関すること 総務課

23 平成26年3月4日 レントオール和歌山 災害救助物資の調達に関すること 総務課

24 平成26年4月1日 和歌山県ＬＰガス協会那賀支部 災害救助物資の調達に関すること 総務課

25 平成26年4月8日 株式会社松源 災害救助物資の調達に関すること 総務課

一般社団法人和歌山県清掃連合会岩出支部

一般社団法人和歌山県清掃連合会

27 平成26年6月10日 公益社団法人和歌山県トラック協会 緊急・救援輸送及び荷さばき業務に関すること 総務課

28 平成26年6月23日 岩出市商工会 災害救助物資の調達に関すること 総務課

29 平成26年7月31日 株式会社　廣甚 災害救助物資の調達に関すること 総務課

30 平成26年9月1日 株式会社ゼンリン 災害時における地図製品等の供給等に関すること 総務課

生活環境課
クリーンセンター

令和3年4月1日現在
災害時における応援業務等に関する協定一覧

26 平成26年6月1日 大規模災害時における一般廃棄物収集運搬に関すること
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令和3年4月1日現在
災害時における応援業務等に関する協定一覧

31 平成27年1月30日 一般社団法人　和歌山県建築士会 災害時における住家の被害認定に関すること 総務課

32 平成27年1月30日 公益財団法人　日本建築家協会 災害時における住家の被害認定に関すること 総務課

33 平成27年1月30日 一般社団法人　和歌山県建築士事務所協会 災害時における住家の被害認定に関すること 総務課

34 平成27年3月3日 紀の里農業協同組合 防災関係の協働事業に関すること 総務課

35 平成27年4月10日 岩出衛生事業協同組合 災害発生時における一般廃棄物の収集運搬業務に関すること 総務課

36 平成27年5月12日 株式会社延希工業 災害時における応急対策業務に関すること 土木課

37 平成27年6月8日 大志組 災害時における応急対策業務に関すること 土木課

38 平成27年7月31日 岩出市内郵便局 災害時における岩出市と岩出市内郵便局との協力に関すること 総務課

39 平成27年10月15日 関西電力送配電株式会社　和歌山支社 災害時における災害復旧用オープンスペースに関すること 総務課

40 平成28年1月22日 一般社団法人和歌山県不動産鑑定士協会 災害時における住家の被害認定に関すること 総務課

41 平成28年2月17日 大塚製薬株式会社　大阪支店 災害救助物資の調達に関すること 総務課

42 平成29年6月22日 株式会社　未来図 無人航空機による災害応急活動に関すること 総務課

株式会社ジェイコムウエスト

株式会社ジュピターテレコム

44 平成31年2月1日 大阪ガス株式会社 災害時における後方支援活動拠点の使用に関すること 総務課

45 平成31年2月1日 大阪ガス株式会社 災害時における情報提供に関すること 総務課

46 平成31年4月1日 藤本食品株式会社 災害時における食料品等の物資供給に関すること 総務課

47  令和元年7月1日 ヤフー株式会社 災害に係る情報発信等に関すること 総務課

48 令和元年8月29日 株式会社ワイエー 大規模災害時における応急対策業務に関すること 総務課

49 令和元年8月29日 株式会社大志組 大規模災害時における応急対策業務に関すること 総務課

50 令和元年8月29日 株式会社延希工業 大規模災害時における応急対策業務に関すること 総務課

51 令和元年8月29日 有限会社杉建 大規模災害時における応急対策業務に関すること 総務課

52 令和元年8月29日 株式会社タカノ建設 大規模災害時における応急対策業務に関すること 総務課

53 令和元年8月29日 ＨＩＧＡＧＵＭＩ株式会社 大規模災害時における応急対策業務に関すること 総務課

54 令和元年8月29日 有限会社安村組 大規模災害時における応急対策業務に関すること 総務課

55 令和2年5月1日 太陽工業株式会社 災害時における天幕等資機材の供給に関すること 総務課

56 令和2年6月22日 株式会社スズケン 災害時における医療材料等の供給に関すること 総務課

57 令和2年8月1日 和歌山弁護士会 災害発生時における法律相談業務等に関すること 総務課

58 令和2年9月1日 公益社団法人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協力に関すること 上下水道業務課

59 令和2年9月1日 伊藤工業株式会社 災害時における避難者の受け入れに関すること 総務課

60 令和2年9月7日 ビジネスホテル岩出 災害時における避難者の受け入れに関すること 総務課

43 平成29年9月1日 災害時等における緊急放送に関すること 総務課
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令和3年4月1日現在
災害時における応援業務等に関する協定一覧

61 令和3年4月1日 クボタ浄化槽システム株式会社 公共浄化槽設備に関する災害時措置の協力に関すること 総務課
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ＮＯ 協定日 市　　町　　村　　等 協　　　定　　　内　　　容 担当課

1 平成8年2月22日 県下市町村、消防組合 和歌山県防災ヘリコプター応援に関すること 総務課

2 平成8年3月1日 県下市町村、消防組合 和歌山県下消防相互応援に関すること 総務課

3 平成17年10月19日 打田町 連絡配水管の設置に関すること 上水道工務課

4 平成19年1月17日 和歌山市 連絡配水管等運用に関すること 上水道工務課

5 平成19年5月31日 和歌山県 和歌山県総合防災情報システム設備に関すること 総務課

6 平成20年4月1日 那賀消防組合 岩出市防災行政無線遠隔制御装置運用に関すること 総務課

7 平成24年4月9日 近畿地方整備局 災害時等の応援に関する申合せに関すること 総務課

8 平成24年9月7日 和歌山県立那賀高等学校 災害時における避難所施設利用に関すること 総務課

9 平成25年4月1日 和泉山脈関係市町、消防組合 阪和林野火災消防相互応援に関すること 総務課

11 平成26年6月30日 岡山県井原市 災害時における相互応援に関すること 総務課

国土交通省近畿地方整備局、和歌山県、紀の川市

かつらぎ町、九度山町、有田川町、由良町

13 平成29年7月10日 紀の川市 災害時における電算システムの相互支援体制に関すること 総務課情報推進室

災害時自治体間等相互応援協定一覧
令和3年4月1日現在

10 平成27年2月25日 和歌山市 一般廃棄物（ごみ）処理に係る相互支援に関すること
生活環境課

クリーンセンター

12 平成28年5月11日 「道の駅」防災利用に関すること 産業振興課


