協定・覚書一覧
№

名 称

平成30年6月末現在
内 容

相手方

1

災害時の一般廃棄物処理及び
災害時の一般廃棄物処理業務及び下水処理
愛知県内の市町村及び一
下水処理に係る相互協定に関
業務に関し、県、市町村等及び下水道管理
部事務組合
する協定
者相互間の応援

2

藤の花を市の花として指
地震等による大規模災害が発生し、被災市
大規模災害時の相互応援に関 定した市の中で、災害時
町村のみでは、災害緊急処理が出来ない場
する協定
に相互応援を必要とする
合における、協定市間の相互応援
市で構成

3

災害時における相互応援に関
尾張北部広域行政圏
する協定

大規模な災害が発生し、被災市町のみでは
十分な救護等の応急措置ができない場合に
おける協定市町間の相互応援協力

4

防災行政無線用ファクシミリ
愛知県一宮建設事務所
の使用に関する協定

一般通信回線が使用不能または困難となっ
たとき、配備されている防災行政無線用
ファクシミリの使用

5

災害時における放送要請に関 スターキャット・ケーブ 災害対策基本法に基づき通知又は警告が必
する協定
ルネットワーク㈱
要であると判断した場合の放送要請

6

災害時の医療救護に関する協
社団法人尾北医師会
定

7

災害時の歯科医療救護に関す
社団法人尾北歯科医師会 災害時の歯科医療救護
る協定

8

災害時の医療救護に関する協
社団法人尾北薬剤師会
定

9

水道災害応援に関する覚書

災害時の医療救護

災害時の医療救護

江南市のみでは、災害に対して十分な応急
江南市指定水道工事店協
対策を実施することが出来ない場合に、災
同組合
害対策応急業務の協力要請

10 災害支援協力に関する協定

江南建築協力会
江南建築業協会
江南市災害協会

江南市のみでは、災害に対して十分な応急
対策を実施することが出来ない場合に、災
害対策応急業務の協力要請

11 災害支援協力に関する協定

江南市のみでは、災害に対して十分な応急
愛知県公共嘱託登記土地
対策を実施することが出来ない場合に、災
家屋調査士協会
害対策応急業務の協力要請

名古屋市近隣市町村と生活協
同組合コープあいちとの災害 生活協同組合コープあい 応急生活物資を必要とする市町村に迅速か
12
時応急物資供給等の協力に関 ち
つ円滑な供給
する協定
13

愛知県石油業協同組合東
災害時における石油類燃料の
災害時における石油類燃料の優先供給の協
尾張連合会第三地区江南
優先供給等に関する協定
力要請
ブロック
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№

名 称

相手方

布袋食糧㈱
災害時における食料の確保及
14
森永乳業㈱中京工場
び調達に関する協定
サンハウス食品㈱

内 容
大規模災害が発生した際に、市の要請によ
る救援物資の提供

15

大規模災害時における救援物 コカ・コーラセントラル 大規模災害が発生した際に、市の要請によ
資の提供に関する基本協定 ジャパン㈱
る救援物資の提供

16

災害時における支援の提供に
㈱星和
関する協定

大規模災害が発生した際に、一時避難場所
となる敷地・建物等の提供

し尿処理に係る災害応援協定
17
㈱倉衛工業
に関する協定

江南市内に発生した災害において、公共施
設、避難所等への仮設トイレの設置及びし
尿処理が緊急に必要となった場合にその対
応を円滑な遂行と生活環境の保全

江南スイミングスクール
江南市内に地震、風水害その他の災害が発
災害時における施設利用等協 ティップネス江南
18
生した、又は発生するおそれがある場合
力に関する協定
桃太郎スイミングスクー
に、施設の水の消火用等利用
ル

19

災害時における生活物資の確 ㈱スギ薬局
江南市地域防災計画に基づく、災害時に被
保及び調達に関する協定
㈱スギヤマ薬品古知野店 災者への生活物資の確保及び調達要請

ユニー㈱ピアゴ江南店
㈱平和堂江南店
ユニー㈱ピアゴ布袋店
㈱SSV西友 江南店
㈱ヤマナカ 江南店
㈱バロー 江南店
災害時における生活物資の確 ㈱岸五
江南市地域防災計画に基づく、災害時に被
20
保及び調達に関する協定
㈱バローホームセンター 災者への生活物資の確保及び調達要請
江南店
㈱綿半ホームエイド江南
店
アピタ江南西店
名古屋市勤労市民生活協
同組合

21

避難所、仮設住宅へのエルピーガス燃料器
災害時における液化石油ガス 愛知県ＬＰガス協会尾張
の供給及び市内エルピーガス消費設備の被
等の優先供給に関する協定 支部愛北分会
害状況調査及び応急復旧活動

22

大規模災害時における乳幼児
愛知江南短期大学
等の受入に関する協定

大規模な災害時における居宅や避難所での
生活が困難であると市が認めた乳児及びそ
の保護者等の受入れ

23

乳児避難所における防災資機
愛知江南短期大学
材等の管理運用に関する覚書

市と愛知江南短期大学との間で、市が整備
する防災資機材等の管理及び運用規定

24

災害に係る情報発信等に関す
ヤフー㈱
る協定

災害発生時、江南市のみでは住民に対し十
分な情報が発信できなくなった場合の対応

25

災害時における廃棄物の処理 一般社団法人愛知産業廃 大規模災害発生した際に、市の要請による
等に関する協定
棄物協会
災害時に生じた廃棄物の処理
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名 称

26 災害協定に関する覚書

相手方
郵政事業㈱江南支店

内 容
江南市内に発生した地震その他による災害
時における相互協力

27

大規模災害等の発生時におけ
愛知県江南警察署
る愛知県江南警察署との覚書

大規模災害の発生による、江南警察の施設
が損壊し、若しくはそのおそれがある場合
は、警備本部の設置及び指揮指令その他必
要な業務に、防災センターを無償で一時使
用させる

28

愛知県西尾張市町村の災害対
愛知県西尾張市町村
応に関する相互応援協定

大規模な災害発生時に、被災した市町村の
応急対策及び復旧対策が円滑に遂行できる
よう応援

災害時における地図製品等の
㈱ゼンリン
供給等に関する協定

大規模な災害発生時に災害対応するため
に、平時には備蓄用地図として「ゼンリン
住宅地図５冊」「複製利用許諾」「広域地
図５枚」を提供してもらい、災害時には、
災害対策本部を設置したときは、地図の要
請に基づき、可能な範囲で地図製品等を提
供

29

市内で地震、風水害その他の災害が発生し
災害時における被災者支援の
愛知県行政書士会尾北支 た場合において、愛知県行政書士会尾北支
30 ための行政書士業務に関する
部
部が被災者支援のために行政書士業務、被
協定
災者相談業務などを無料で協力
31 災害支援協力に関する協定

江南緑化研究会

災害応急対策業務への協力

32

水道災害相互応援に関する覚
応急給水、応急復旧（仮復旧まで）、復旧
日本水道協会愛知県支部
書
資材の供出、工事業者のあっせん

33

災害時等緊急連絡管の使用に 江南市、岩倉市、一宮
関する協定
市、丹羽広域事務組合

34

水道災害用の燃料確保に関す 愛知県石油業協同組合愛
燃料確保の要請
る覚書
知県支部江南ブロック

35

災害発生時における応急給水 第一環境株式会社中部支
給水活動、電話対応、その他
等の応援に関する協定
店

給水援助に係る緊急連絡管の使用

江南市と愛知江南短期大学と
36
愛知江南短期大学
の包括的連携に関する協定

相互連携と協力を一層強化することによ
り、それぞれの資源や機能等の活用を図り
ながら、包括的に幅広い分野で地域社会の
発展に寄与

37

災害時の情報発信に関する応
群馬県富岡市
援協定

災害が発生したときに、停電などの理由で
いずれかの市のホームページが閲覧または
更新ができない状態になった場合、被災市
の災害情報を被災していない市のホーム
ページに掲載し情報発信

38

江南市水道工事店協同組
火災等の災害時における消防
合
火災等、災害発生時の消防活動への協力
活動の協力に関する協定
江南市災害協力会

39 医師等出動要請に関する協定

愛知県厚生農業協同組合 災害現場への医療スタッフ出動による医療
連合会 江南厚生病院
救護活動

40 救急車同乗実習に関する協定

江南厚生病院の医師が救急隊員と活動を共
愛知県厚生農業協同組合
にして、救急搬送の流れ、救急隊の業務内
連合会 江南厚生病院
容を知る

41

エボラ出血熱患者等の移送に
愛知県江南保健所
関する協定

エボラ出血熱、その他の一類感染症の患者
等の移送

42

非常災害発生時における土地
中部電力㈱小牧営業所
建物等の使用に関する協定

非常災害発生時に電力供給復旧の基地とし
て使用するために、江南市民文化会館を無
償で一時使用させる
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№
43

名 称

相手方

内 容

災害時における提供協力に関 ㈱アペックス中部第二支 大規模災害が発生した際に、市の要請によ
する協定書
社
り飲料水等の提供

44 災害支援に関する覚書

コカ・コーライースト
ジャパン㈱ ＶＭ岐阜支
備蓄水として、毎年飲料水の提供
店 岐阜セールスセン
ター

45

特設公衆電話の設置・利用に 西日本電信電話㈱
関する覚書
屋支店

46

災害時における生活必需物資 トラスコ中山㈱
の供給協力に関する協定書 ㈱マツバ機工

災害が発生または発生するおそれがある場
合に、市の要請より生活必需物資の供給

47

災害時における飲料水生成機
㈲テル
の貸出しに関する協定書

大規模災害が発生した際に、市の要請によ
り飲料水生成機の貸出し

48

災害等発生時における防疫活 公益社団法人愛知県ペス 災害が発生した際に、市の要請により防疫
動の協力に関する協定書
トコントロール協会
活動の協力

49

災害時等における放送に関す
愛知北エフエム放送㈱
る協定書

災害が発生または発生するおそれがある場
合に、自主的または市の要請より災害に関
する情報を放送

50

災害に強いまちとなるための
北海道稚内市
広域的地域間共助基本協定

災害が発生した場合の応援活動、並びに平
時の連携

51

地方創生に係る包括連携に関 あいおいニッセイ同和損 地域の安心・安全に資することの相互連携
する協定
害保険株式会社
及び協力を積極的に推進

69

名古 災害時に被災者等の通信を確保するため、
特設公衆電話の設置及び利用

