
協　定　等　の　名　称 締　結　先 締　結　年　月　日

大分県及び市町村相互間の災害時応援協定 大分県及び県内市町村（18団体） 平成10年05月18日

大規模災害時における相互応援協定 竹田市、豊後大野市、延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 平成30年01月11日

延岡市・佐伯市災害相互応援協定 延岡市 平成19年02月20日

佐伯市における大規模な災害時の応援に関する協定 国土交通省九州地方整備局 平成23年06月16日

大規模災害発生時等における佐伯市の施設利用に関する協定 佐伯海上保安署 平成27年02月02日

大規模災害発生時等における佐伯市の施設利用に関する覚書 佐伯海上保安署 平成27年02月02日

大規模災害発生時等における佐伯市が保有する施設使用に関する協定 門司税関大分税関支署 令和４年10月28日

佐伯市災害復旧に関する覚書 九州電力株式会社佐伯配電事業所 平成29年02月08日

佐伯市災害復旧に関する覚書実施細目 九州電力株式会社佐伯配電事業所 平成31年03月25日

集団災害時における応急復旧工事等についての協定 佐伯市管工事協同組合 平成20年06月30日

株式会社ホテル金水苑 平成16年08月06日

ホテル清風荘 平成12年12月14日

災害時における救援物資提供に関する協定 南九州コカ・コーラボトリング株式会社 平成24年04月02日

災害時における飲料水等の提供協力に関する協定 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 平成28年06月23日

大分県佐伯土木事務所（床木ダム） 平成19年03月30日

大分県佐伯土木事務所（黒沢ダム） 平成19年03月30日

コマツレンタル株式会社西日本カンパニー 平成19年06月28日

有限会社雑賀リース 平成19年07月01日

キデンリース株式会社佐伯営業所 平成19年07月01日

株式会社タカハタ佐伯営業所 平成19年07月01日

災害時における緊急作業等についての協定 大分県電気工事業工業組合佐伯支部 平成21年10月27日

株式会社トキハインダストリー 平成22年01月15日

株式会社サンリブ 平成22年01月15日

株式会社マルミヤストア 平成22年01月15日

株式会社ホームインプルーブメントひろせ 平成22年01月15日

株式会社ナフコホームプラザナフコ佐伯店 平成22年01月15日

マックスバリュ九州株式会社　マックスバリュ佐伯駅前店 平成22年01月15日

株式会社新鮮マーケット 平成29年05月01日

ユーマートグループ協同組合 平成22年01月15日

NPO法人コメリ災害対策センター 平成23年07月29日

生活協同組合コープおおいた 平成25年11月08日

大分県文具・事務機商組合連合会 令和4年11月1日

株式会社アステム佐伯支店 平成22年01月15日

株式会社アトル佐伯支店 平成22年01月15日

株式会社翔薬大分営業部 平成22年01月15日

災害時等における放送要請に関する協定 さいき市民放送株式会社 令和2年10月8日

災害時におけるＬＰガスの供給等に関する協定 一般社団法人大分県ＬＰガス協会佐伯地区ＬＰガス協議会 平成25年10月31日

災害ボランティアセンター設置及び運営に関する協定 社会福祉法人　佐伯市社会福祉協議会 平成26年02月19日

大分県災害廃棄物処理の応援に関する協定書に関する実施細目 一般社団法人大分県産業廃棄物協会 平成26年06月25日

災害時における医療救護活動に関する協定 一般社団法人佐伯市医師会 平成27年02月25日

災害時における医療救護活動に関する協定実施細目 一般社団法人佐伯市医師会 平成27年02月25日

佐伯市災害医療コーディネーターの派遣に関する協定 一般社団法人佐伯市医師会 平成27年12月01日

佐伯市災害医療コーディネーターの派遣に関する協定実施細目 一般社団法人佐伯市医師会 平成27年12月01日

東海産業株式会社 平成23年08月31日

有限会社割烹山城家（2件）本館・新館 平成23年08月31日

株式会社ヤクシンエステート（2件）ホテル金水苑本館・新館 平成30年09月11日

有限会社ホテル富杵荘 平成23年08月31日

医療法人慈恵会 平成23年08月31日

医療法人小寺会（2件） 平成23年08月31日

特定医療法人長門莫記念会長門記念病院　 平成23年08月31日

シャングリラ佐伯管理組合 平成23年10月04日

廣瀬和生 平成23年10月04日

第一交通産業株式会社 平成23年10月18日

大分県立佐伯鶴城高等学校 平成23年11月01日

有限会社サン開発 平成23年11月08日

株式会社大分銀行 平成23年12月12日

大分県南部振興局 平成24年01月11日

株式会社慶’ｓ 平成24年03月08日

海上自衛隊佐伯基地分遣隊 平成24年05月30日

独立行政法人　地域医療機能推進機構 平成24年09月19日

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

最終更新日：令和４年11月1日

防 災 協 定 等 一 覧 表

災害時における応急対策に係る資機材の賃借に関する協定

災害時における医薬品等の供給確保等についての協定

災害時における避難場所についての協定

災害時における生活必需物資供給確保等についての協定

ダム放流警報施設等による災害情報等の伝達に関する協定
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最終更新日：令和４年11月1日

防 災 協 定 等 一 覧 表

有限会社大分合同新聞社 平成25年04月30日

ルートインジャパン株式会社 平成28年03月03日

社会福祉法人　長陽会 平成28年07月11日

赤帽大分県軽自動車運送協同組合 平成23年10月13日

佐川急便株式会社九州支社 平成23年10月13日

日本通運株式会社大分支店 平成23年10月13日

ヤマト運輸株式会社佐伯支店 平成23年10月13日

社会福祉法人　翔南会 平成24年07月17日

特定非営利活動法人　虹の翼 平成24年07月17日

特定非営利活動法人　さんゆう　あけぼの 平成24年07月17日

社会福祉法人　あしたば 平成24年07月17日

社会福祉法人　県南福祉会（2施設） 平成24年07月17日

社会福祉法人　希望の森（3施設） 平成24年07月19日

社会福祉法人　青山２１ 平成24年08月01日

社会福祉法人　わかば会 平成24年07月26日

社会福祉法人　大分県社会福祉事業団 平成24年08月01日

独立行政法人　地域医療機能推進機構 平成24年07月24日

社会福祉法人　はまゆう会（2施設） 平成24年07月24日

社会福祉法人　仁愛会 平成24年07月24日

社会福祉法人　百徳会 平成24年07月24日

社会医療法人　小寺会（3施設） 平成24年07月24日

社会医療法人　長門莫記念会（3施設） 平成24年07月24日

社会福祉法人　双樹会（3施設） 平成24年07月24日

社会福祉法人　長陽会（4施設） 平成24年07月24日

社会福祉法人　佐伯市社会福祉協議会（6施設） 平成24年07月24日

災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 平成25年05月24日

災害時における緊急放送に関する協定 株式会社ケーブルテレビ佐伯 平成28年06月01日

公共下水道施設に係る災害支援に関する協定 日本下水道事業団 平成28年08月17日

災害発生時における佐伯市と佐伯市内郵便局の協力に関する協定 日本郵便株式会社　鶴岡郵便局長 平成28年11月08日

特設公衆電話の設置・利用に関する協定 西日本電信電話株式会社大分支店 平成29年02月27日

佐伯市防災・行政ラジオシステムを利用した災害時等の緊急割込放送に関する覚書 さいき市民放送株式会社 令和2年10月8日

災害時における消防用水等の供給支援に関する協定 大分県南地区生コンクリート協同組合 平成30年02月23日

大規模災害時における被災状況調査の支援活動に関する協定 一般社団法人　大分県測量設計コンサルタンツ協会 平成30年03月27日

佐伯市と大分大学減災・復興デザイン教育研究センターとの「災害に強いまち（人）づくり」 に関する協定 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター 平成30年04月16日

災害支援等に関する協定 大分県土地改良事業団体連合会 平成30年10月22日

大規模災害時における法面応急対策業務に関する覚書 一般社団法人大分県法面協会 平成30年12月17日

災害時における緊急支援活動協力に関する協定 株式会社佐伯青果市場 平成31年01月16日

佐伯災害対策協力会 平成31年03月06日

大分県南地区災害協力協同組合 令和元年07月31日

災害時における協力支援に関する協定 佐伯市番匠商工会 令和2年02月20日

災害時に必要な資機材の提供に関する協定 株式会社ナガワ 令和2年09月15日

大分県石油商業組合佐伯支部 令和3年05月18日

大分県石油商業組合豊南支部 令和3年05月18日

大分県石油商業組合蒲江支部 令和3年05月18日

災害時における物資（ユニットハウス等）の供給に関する協定 三協フロンテア株式会社 令和3年07月30日

うめキャンプ村そらのほとり 令和3年09月17日

直川憩の森公園キャンプ場 令和3年09月17日

道の駅やよい 令和3年09月17日

道の駅やよい 令和3年09月17日

道の駅宇目 令和3年09月17日

大分バス株式会社 令和3年09月17日

佐伯市タクシー協会 令和3年09月17日

災害時における医療救護活動に関する協定 佐伯市薬剤師会 令和3年09月17日

佐伯市災害ボランティアセンターの設置及び運営等に関する協定 社会福祉法人　佐伯市社会福祉協議会 令和4年03月08日

災害時における応急対策活動協力に関する協定 大分県建設業協会佐伯支部 令和4年04月01日

九州電力送配電株式会社　佐伯配電事業所 令和4年04月13日

九州電力送配電株式会社　三重配電事業所 令和4年04月13日

災害時における地図製品等の供給等に関する協定 株式会社ゼンリン　九州支社 令和4年09月27日

災害時における石油類燃料の供給に関する協定

災害時における応急対策の協力に関する協定

災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定

災害時における物資等の輸送に関する協定

南海トラフ地震臨時情報等災害時における一時避難施設としての使用に関する協定

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

倒木による被害防止に向けた事前伐採に関する協定

南海トラフ地震臨時情報等災害時における生活必需物資供給確保等についての協定

災害時における協力支援に関する協定


