
災害時物資供給協定
締結一覧

 ます。

締結件数 93件

都道府県 県・市町村名 協定名 締結日

山口県 災害救助に必要な物資の調達に関する協定 平成19年1月18日

山口県 家畜伝染病発生時における物資調達に関する協定 平成27年3月26日

山口県警 災害時における物資調達に関する協定 平成25年11月28日

萩市 災害時における災害救助物資確保に関する協定 平成19年10月19日

長門市 災害時における応急生活物資供給等に関する協定 平成18年3月17日

平生町 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年5月1日

山陽小野田市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年5月1日

柳井市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年5月1日

山口市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年7月17日

下関市 災害支援物資の調達に関する協定 令和元年7月31日

周南市 災害時における応急生活物資供給等に関する協定 令和元年9月30日

宇部市 災害時における応急生活物資供給等に関する協定 令和元年10月15日

周防大島町 災害救助物資の調達に関する協定 令和4年1月26日

光市 災害時における物資供給等に関する協定 令和4年4月27日

広島県 災害救助に必要な物資の調達に関する協定 平成19年1月5日

世羅町 防災協力協定 平成22年3月11日

安芸郡府中町 災害時における物資供給に関する協定 平成27年7月3日

北広島町 災害時における物資供給等に関する協定 平成30年11月9日

大竹市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年5月14日

安芸高田市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年5月27日

竹原市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年6月3日

尾道市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年6月24日

三次市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年6月24日

熊野町 災害時における応急対策活動に係る協力に対する協定 令和元年8月1日

庄原市 災害救助物資の供給に関する協定 令和元年9月9日

江田島市 災害時における物資の供給に関する協定 令和2年3月23日

廿日市市 災害時における物資の供給に関する協定 令和2年5月25日

東広島市 災害救助物資の調達に関する協定 令和4年1月13日

福山市 災害時における物資供給に関する協定書 令和4年3月1日

広島県

当社は、災害発生時に自治体と協力し、地域のインフラとしての機能を果たすことができるよう、物資の調達に関する協定の締結を進めてい

災害発生時においては、協定に基づき、物資の供給を行います。

◎災害物資の調達に関する協定等の締結一覧

山口県



災害時物資供給協定
締結一覧

都道府県 県・市町村名 協定名 締結日

島根県 災害等の際における生活必需物資の調達に関する協定 平成24年11月19日

島根県警察 島根県警察との災害時における物資供給に関する協定 平成27年2月13日

益田市 災害時における物資供給に関する協定 平成30年10月19日

益田警察署
大規模災害発生時における益田警察署代替施設としての使用に関す
る協定

平成24年10月4日

益田赤十字病院 災害時における物資供給に関する協定 平成31年3月26日

浜田市 災害時における救援物資の供給に関する応援協定 平成19年2月19日

大田市 災害時における物資供給に関する協定 平成30年11月13日

川本町 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年5月1日

飯南町 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年5月31日

雲南市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年6月5日

吉賀町 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年6月26日

隠岐の島町 災害時における物資供給に関する協定 令和元年8月1日

江津市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年8月1日

江津邑智消防組合 災害時における物資等供給の協力に関する協定 令和2年10月1日

出雲市 災害時等における物資等の供給に関する協定 令和2年2月10日

奥出雲町 災害救助物資の調達に関する協定 令和2年4月1日

安来市 災害救助物資の調達に関する協定 令和3年7月27日

松江市 災害救助物資の調達に関する協定 令和3年8月6日

鳥取県 災害時における生活関連物資の調達に関する協定 平成12年6月30日

鳥取県警察 災害時における警察活動に必要な物資の調達に関する協定 平成25年8月28日

伯耆町 災害時における生活関連物資の調達に関する協定 平成23年2月7日

岩美町 災害時における応援生活物資供給等の支給に関する協定 平成19年3月19日

米子市 災害時における生活物資の調達に関する協定 平成10年9月4日

八頭町 災害時における応急生活物資供給等の支援に関する協定 平成24年4月1日

境港市 災害時における物資供給に関する協定 令和元年6月1日

倉吉市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年5月21日

鳥取市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年6月1日

北栄町 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年7月19日

島根県

鳥取県
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都道府県 県・市町村名 協定名 締結日

赤磐市 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 平成20年3月26日

新見市 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 令和元年5月17日

矢掛町 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年5月24日

倉敷市 災害時における物資調達に関する協定 令和元年7月4日

岡山市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年7月29日

津山市 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 令和元年11月5日

瀬戸内市 災害救助物資の調達に関する協定書 令和5年1月30日

岡山県 災害等発生時における生活必需品等の調達に関する協定 令和4年5月31日

兵庫県 災害時における応援対策用物資の供給等に関する協定 平成19年1月12日

養父市 災害時における物資供給に関する協定 平成19年2月23日

加東市 緊急時における生活物資確保に関する協定 平成19年1月4日

朝来市 災害時における物資供給等の支援に関する協定 平成23年3月25日

神河町 災害時における物資の確保に関する協定 平成27年4月6日

西脇市 災害時における物資供給に関する協定 平成31年1月1日

豊岡市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年８月13日

加西市 災害時における物資提供等の協力に関する協定 令和元年８月1日

稲美町 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年８月20日

丹波市 災害時における物資調達に関する協定 令和元年12月1日

姫路市 災害時における物資の供給に関する協定 令和2年3月1日

京都府 災害時等における応急対策物資供給等に関する協定 平成31年4月10日

綾部市 災害時等における応急対策物資供給等に関する協定 令和元年5月1日

京丹後市 災害時等における応急対策物資供給等に関する協定 令和元年9月1日

京丹波町 災害救助物資の調達に関する協定 令和5年4月20日

舞鶴市 災害救助物資の調達に関する協定 令和5年2月1日

福知山市 災害時及び平常時の防災活動に関する協定 令和元年7月16日

奈良県 緊急物資供給協定 平成10年8月31日

奈良市 災害時における物資供給等の支援に関する協定 令和元年6月1日

香芝市 緊急物資供給協定 平成24年4月1日

五條市 災害救助物資の調達に関する協定 令和1年6月24日

和歌山県 災害救助物資の調達に関する協定 平成31年4月1日

和歌山市 災害時における物資供給に関する協定 令和4年11月18日

紀の川市 災害救助物資の調達に関する協定 令和元年6月1日

海南市 災害時における物資供給に関する協定 平成26年1月22日

橋本市 災害時における物資供給に関する協定 令和元年7月8日

三重県 生活必需物資等の調達に関する協定 令和2年3月10日

名張市 災害時における物資供給に関する協定 平成28年11月24日

京都府

奈良県

三重県

兵庫県

岡山県

和歌山県
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