東郷町の災害応援協定の締結状況
４ 民間との協定（物資関係）
協定名

締結団体

災害時における救援物資提供 コカコーラセントラル
に関する協定書
ジャパン㈱

平成30年12月4日 現在
締結年月日

協定内容

H20.1.21 飲料水の提供

災害救助物資の緊急調達に関 あいち尾東農業協同組
する協定
合

H19.4.9 生活関連物資の提供

生活協同組合コープあ
いち

H26.3.26 応急生活物資の提供

名古屋市近隣市町村と生活協同
生活協同組合コープあ
組合コープあいちとの災害時生活
物資供給等の協力に関する協定 いち

H26.7.22 生活関連物資の提供

災害時における情報及び救助
作業等応急措置用資機材の提 愛知県石油商業組合
供並び燃料油類の供給に関す 名古屋第６地区
る協定書

H29.5.17 応急資機材及び油脂類の提供

災害支援協力に関する協定書

災害時における畳の提供に関する
有限会社 美ぐさ畳
協定書

H29.6.1 畳の提供

災害救助物資の緊急調達に関 株式会社 タカラ・エム
する協定
シー(サンフレッシュ東郷店）

H29.6.12 食糧、飲料の供給

災害時における物資調達に関 株式会社 マツヤデン
する協定
キ(東郷店）

H30.4.19

５ 民間との協定（放送関係）
協定名

締結団体

災害時における放送要請に関 中部ケーブルネット
する協定書
ワーク㈱

災害救助に必要な家電用品の調達協
力

締結年月日
協定内容
H19.9.27
一部変更 災害放送等の実施
Ｈ28.10.24

災害時における放送要請に関
中部ケーブルネット
する協定書の一部を変更する
ワーク㈱
協定書

H28.10.24 災害放送等の実施

河川等監視映像のテレビ放送 中部ケーブルネット
に関する協定書
ワーク㈱

H28.10.24 監視映像のテレビ放送に関すること

災害に係る情報発信等に関す
ヤフー株式会社
る協定

解除年月日

H26.3.13 災害に係る情報発信

解除年月日

６ 民間との協定（救急救護関係）
協定名
締結団体
締結年月日
協定内容
災害時に災害時要援護者の避
難施設として愛厚ホーム東郷 社会福祉法人 愛知県
H17.5.9 避難施設として使用
苑を使用することに関する協定 厚生事業団
書
災害時に災害時要援護者の避
難施設として使用することに関 社会福祉法人 薫徳会
する協定書（春木ケアハウス）

H19.4.11 避難施設として使用

災害時に災害時要援護者の避
難施設として使用することに関 社会福祉法人 東郷福
祉会
する協定書（イーストヴィレッ
ジ）

H19.4.13 避難施設として使用

災害時の相互協力に関する協 社会福祉法人 東郷町
定
社会福祉協議会

H22.3.1 地域ボランティア運営本部の運営等

災害時に災害時要援護者の避
難施設として柏葉及び柏葉荘 医療法人 和合会
を使用することに関する協定書

H23.1.11 避難施設として使用

災害時に災害時要援護者の避難
施設として老人保健施設和合の里 医療法人 名翔会
を使用することに関する協定書

H23.1.11 避難施設として使用

災害時の医療救護に関する協定
書

東名古屋東郷町医師
会

災害時の医療救護活動に関する
協定書

東郷町薬剤師会

H28.12.21 医療救護活動の実施

災害時の歯科医療救護に関する
協定書

愛豊歯科医師会

H29.1.25 歯科医療救護の実施

H25.6.5 医療救護の実施

災害時に災害時要援護者の避難
施設として使用することに関する協 医療法人 寿光会
定書（あっとほーむ東郷）

H26.7.28 医療救護の実施

災害時に災害時要援護者の避難
医療法人 メドック健康
施設として使用することに関する協
クリニック
定書（メドック東郷）

H26.7.28 避難施設として使用

災害時に災害時要援護者の避難
施設として使用することに関する協 社会福祉法人 薫徳会
定書（エイジトピア諸輪）

H26.7.28 避難施設として使用

災害時に災害時要配慮者の避難
施設として使用することに関する協 愛らんど東郷
定書（愛らんど東郷）

H29.9.27 避難施設として使用

災害時に災害時要配慮者の避難
施設として使用することに関する協 87House
定書（87House）

H29.9.27 避難施設として使用

災害時に災害時要配慮者の避難
社会福祉法人
施設として使用することに関する協
フィロスとうごう
定書（フィロスとうごう）

H29.9.27 避難施設として使用

７ 郵便事業㈱との協定
協定名
災害支援協力に関する覚書

締結団体
郵便事業㈱日進支店

日本郵便㈱日進郵便局
災害発生時における東郷町と
同 和合郵便局
東郷町内郵便局の協力に関す 同 春木郵便局
同 東郷白鳥郵便局
る協定

解除年月日

締結年月日

協定内容

H10.6.1 用地、施設の提供等

H30.8.14

・緊急車両としての車両の提供
・被災者の避難所開設状況及び避難先
リスト等の情報の相互提供
・郵便局ネットワークを活用した広報活動
・避難所における臨時の郵便差出箱の
設置及び郵便物の取集
・ゆうちょ銀行の非常払及びかんぽ生命
保険の非常取扱

解除年月日

８ 民間との協定（災害復旧関係）
協定名

締結団体

災害時における応急対策業務 東郷町土木協力会（㈱
に関する協定書
東郷建設内）
緊急災害時出動協力申出につ 東郷町下水道指定工
いて
事店協同組合

締結年月日

協定内容

H22.7.7 応急対策の実施等
H12.12.27 資機材及び人員の提供

社団法人 愛知県公共
災害時の応急対策の協力に関
嘱託登記土地家屋調
する基本協定書
査士協会
災害時における応急対策の協
中部電力㈱
力に関する協定書
災害時における液化石油ガス
等の優先供給等に関する協定 愛知県LPガス協会
書

H23.9.28 電力復旧拠点の提供

東郷町災害時における支援協
㈱東郷製作所
力に関する協定書

救援・救護活動、救援物資等受入施
H29.12.1 設における荷役支援、地域復旧活動
への参画

東郷町災害時における緊急物
東郷運輸㈱
資輸送等に関する協定書
災害発生時における災害復旧
あいち尾東農業協同組
用オープンスペースの使用に
合
関する協定書
９ 民間との協定（廃棄物処理関係）
協定名
締結団体
災害時における廃棄物の処理 一般社団法人愛知県
等に関する協定
産業廃棄物協会
10 民間との協定（その他）
協定名
締結団体
災害時における地図製品等の
㈱ゼンリン
供給に関する協定書
災害時における協力に関する
協定書

一般社団法人 全日本
冠婚葬祭互助協会

解除年月日

H23.3.2 被害状況調査等

H29.2.9 液化石油ガス等の優先供給

備蓄品等の避難所への配送、物資配
H29.12.1 送拠点等から避難所への救援・支援
物資の配送
あいち尾東農業協同組合東郷支店の
H30.3.19 オープンスペースを災害復旧用として
使用する。
締結年月日

協定内容

解除年月日

H26.12.10 廃棄物の処理等
締結年月日

協定内容

H28.2.24 地図製品等の提供
・遺体収容及び安置に必要な資機材
等
H29.10.26 ・遺体安置施設の提供
・遺体搬送等
・炊出しや食事の提供

解除年月日

