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災害時応援協定締結状況（令和 3年 3月現在） 
 

    

○国との協定 
  

番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 災害時等の応援に関する申し合わせ 近畿地方整備局 H24.6.25     

○地方公共団体との協定 
  

番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 災害支援・友好交流基本協定 大分県別府市 H9.2.14 

2 災害支援・友好交流基本協定 大阪府摂津市 H9.2.20 

3 災害支援・友好交流基本協定 岡山県津山市 H9.3.3 

4 災害支援・友好交流基本協定 千葉県君津市 H9.3.7 

5 災害時における相互応援協定 静岡県焼津市 H9.4.23 

6 災害支援・友好交流基本協定 三重県津市 H18.10.18 

7 災害支援・友好交流基本協定 岐阜県多治見市 H18.12.8 

8 東海道五十三次市区町 

災害時相互応援に関する協定 

東京都品川区、大田区、神奈川県横浜市、大

磯町、小田原市、箱根町、静岡県函南町、三

島市、清水町、長泉町、藤枝市、掛川市、袋井

市、愛知県豊明市、三重県桑名市、鈴鹿市、

亀山市、滋賀県甲賀市、湖南市、大津市 

H9.12.4 

  

9 災害時における相互応援・連携基本協定 守山市、栗東市、野洲市 H17.7.1 

10 災害時の相互応援に関する協定 香川県観音寺市 H24.11.2 

11 滋賀県市長会「災害相互応援協定」 １２団体（大津市、彦根市、長浜市、近江八幡

市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南

市、高島市、東近江市、米原市） 

H24.11.27 

12 大規模災害時における相互応援に関する協定 福島県伊達市 H25.1.31 

13 大規模災害等の発生時における公共施設の応

急使用に関する協定 

草津警察署 H25.8.8 

14 消防活動支援情報としての住民基本データ外部

提供に関する協定 

湖南広域行政組合 H26.10.1 

15 災害時要援護者情報の提供に関する協定 湖南広域行政組合 H27.2.13 

16 災害時における相互応援に関する協定 神奈川県伊勢原市 H29.10.10 
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○民間事業所等との協定 

 

●情報通信 
  

番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 災害発生時における草津市と 

草津市内郵便局の協力に関する協定 

草津市内郵便局 H28.10.31 

2 「安心」が得られるまちづくりに関する協定 生活協同組合コープしが H25.3.28 

  朝日新聞サービスアンカーＡＳＡ草津 H25.10.18 

    朝日新聞サービスアンカーＡＳＡ草津西 

    京都新聞草津販売所 

    聖教新聞草津販売店 

    中日新聞草津専売店きのせ新聞舗 

    有限会社ニューズ読売ＹＣ草津中央・草津大路 

    株式会社ＹＫＳ 

    佐川急便株式会社西日本支社 H25.10.18 

    有限会社あすか運送 

    株式会社小寺運輸 

    西村運輸倉庫株式会社 片岡営業所 

    有限会社ヤマモト運送 

    京滋ヤクルト販売株式会社 

    京都新聞 草津本陣販売所 

読売センター東草津 

H25.12.20 

    

    読売センター草津西・草津上笠 

    布亀株式会社 

ワタミフードシステムズ株式会社 

H27.7.6 

    株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（草津志那中、

草津川原、草津平井町、草津野村 1 丁目、草

津野村 5 丁目、草津下笠、草津大路 2 丁目、

草津中学校前、草津湖南農業高校前、草津青

地町、草津若草、草津追分町、草津矢倉 2 丁

目、草津野路老上、近江草津バイパス、草津

パナソニック前、草津野路、南草津、草津矢橋

北、国道南くさつ） 

H27.11.19 

  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 H29.2.24 

  ヤマト運輸株式会社滋賀主管支店 H29.8.9 

  宅配クック１２３ 草津守山店 H30.1.26 

3 災害時等における放送の実施に関する協定 株式会社えふえむ草津 H21.3.20 

4 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 H26.9.15 

5 防災への取り組みに関する協定 Ｇoogle Ireland Limited H26.10.1 
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6 おうみ自治体クラウド災害協定 おうみ自治体クラウド協議会 

トーテックアメニティ株式会社 

キステム株式会社 

H27.11.19 

 

7 災害時等における無人航空機の運用に関する

協定 

アガタ電子株式会社 H31.1.31 

8 災害時等における情報提供に関する協定 大阪ガス株式会社 R2.2.10     

●避難施設 
  

番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 浸水時における緊急時避難協力施設としての一

時使用に関する協定 

帝産湖南交通株式会社 帝産湖南交通社屋 

草津都市開発株式会社 エルティ 932 

南興業株式会社 ホテル ボストンプラザ草津 

株式会社クサツエストピアホテル クサツエス

トピアホテル 

アーバンホテルシステム株式会社 アーバン

ホテル草津 

アーバンホテルシステム株式会社 アーバン

ホテル南草津 

有限会社伊藤生商事  ビジネスホテル 

HIBARI 

株式会社平和堂アル・プラザ草津店 アル・プ

ラザ草津 

綾羽株式会社 A・SQUARE  

株式会社アヤハディオ草津店 ディオワールド

草津店 

株式会社近鉄百貨店草津店 近鉄百貨店草

津店 

株式会社モリノビル ＨＯＴＥＬ２１ 

株式会社草津第一ホテル 草津第一ホテル 

株式会社びわこ乃千松 びわこの千松  

富士通ネットワークソリューションズ株式会社 

南草津駅前自転車、自動車駐車場 

H26.10.31 

    株式会社平和堂フレンドマート志津東草津店 

宗教法人無量壽寺 

宗教法人西方寺 

H28.1.19 
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2 災害時における福祉避難所等の開設・運営に関

する協定 

滋賀県立草津養護学校 

公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会 

滋賀県立障害者福祉センター 

社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会 

滋賀県立聴覚障害者センター 

社会福祉法人びわこ学園 びわこ学園医療福

祉センター草津 

社会福祉法人グロー 滋賀県立むれやま荘 

社会福祉法人しあわせ会 障害福祉サービス

事業所第二むつみ園 

社会福祉法人若竹会 ワークステーションわか

たけ 

社会福祉法人 あすこみっと 滋賀県障害者

雇用支援センター 

特定非営利活動法人アイ・コラボレーション ア

イ・コラボレーション 

社会福祉法人こなんＳＳＮ こなんＳＳＮ 

社会福祉法人こなんＳＳＮ シエスタ 

特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振

興センター ＪＡＬＡＮ 

社会福祉法人にぎやか会 にぎやか工房 

社会福祉法人メイプル メイプル滋賀工場 

社会福祉法人にぎやか会 にぎやか塾 

特定非営利活動法人きらら ワークパートナー

きらら穴村 

特定非営利活動法人きらら ワークパートナー

きらら北山田 

社会福祉法人若竹会 若竹作業所 

社会福祉法人しあわせ会 障害福祉サービス

事業所むつみ園 

特定非営利活動法人すまいる スマイルくさつ 

社会福祉法人若竹会 山寺作業所 

株式会社ＡＩＳＣ Workshop tetote 

社会医療法人誠光会 "介護老人保健施設草

津ケアセンター" 

医療法人社団よつば会 "介護老人保健施設

ケアタウン南草津" 

H27.3.19 
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社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホーム

風和里 

社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホーム

帆の里 

社会福祉法人しあわせ会 特別養護老人ホー

ムやわらぎ苑（しあわせ） 

社会福祉法人しあわせ会 特別養護老人ホー

ムやまでら 

社会福祉法人しあわせ会 特別養護老人ホー

ムゆうすいのさと 

社会福祉法人聖優会 特別養護老人ホーム菖

蒲の郷 

社会福祉法人聖優会 特別養護老人ホーム第

二菖蒲の郷 

社会福祉法人みのり 特別養護老人ホームぽ

ぷら 

社会福祉法人みのり 介護老人福祉施設なみ

き 

  

 

医療法人社団よつば会ケアタウン南草津グル

ープホーム 

医療法人社団よつば会グループホームクロー

バー 

H27.10.26 

  

 

社会福祉法人誠光福祉会グループホームな

ぎさ 

H27.11.9 

  

 

社会福祉法人華頂会グループホームはるか H27.12.1 

  

 

社会福祉法人寿会グループホーム常輝の里 H27.12.14 

  

 

有限会社オアフ グループホームオアフ 

            グループホームマハナ 

H27.12.15 

    社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホーム

萩の里 

H28.8.22 

  特別養護老人ホーム えんゆうの郷 Ｈ29.5.23 

    

●帰宅困難 

1 一時滞在施設への一斉帰宅抑制対象者および

市民の受入に関する協定書 

株式会社ＵＡＣＪ製箔滋賀製造所 R2.1.22 

2 クロスアベニュー草津における災害時の避難協

力施設としての一時利用および維持管理に関す

る協定書 

北中西・栄町地区市街地再開発組合 R2.2.4 
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●土木・建築・設備 
  

番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 災害時における水道施設の応急措置支援に関

する協定 

草津市管工事協同組合 H20.10.1 

2 災害時における電気設備の応急復旧支援に関

する協定 

滋賀県電気工事工業組合 H18.11.20 

3 災害時における応急復旧支援に関する協定 特定非営利活動法人草津の未来を建設する

市内業者会 

H27.12.15 

4 災害時における井戸水の使用に関する協定 日東電工株式会社メンブレン事業部滋賀営業

所 

パナソニック株式会社アプライアンス社 

H24.9.5 

5 災害時における井戸水の使用に関する協定 学校法人 立命館 H30.1.22 

6 災害時等における拠点の使用に関する協定 大阪ガス株式会社 R2.2.10 

7 災害時における下水道管路施設の復旧支援協

力に関する協定 

公益社団法人日本下水道管路管理業協会 R2.4.17 

8 自然災害時における下水道管渠施設に係る応

急対策の支援協力に関する協定 

一般社団法人滋賀県下水道管路維持協会 R2.4.17 

9 災害時における下水道施設の技術支援協力に

関する協定 

公益社団法人全国上下水道コンサルタント協

会 

R2.4.17 

    

●医療・救護・援助 
  

番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 災害時における救援活動の支援に関する協定 山田漁業協同組合 

志那漁業協同組合 

H21.4.21 

2 災害時における被災者救援の協力に関する協定 綾羽株式会社 H22.1.15 

3 災害時における被災者救援の協力に関する協

定 

イオンモール株式会社 

株式会社マイカル草津サティ 

H20.10.12 

4 災害時の医療救護活動に関する協定 一般社団法人草津栗東医師会 

一般社団法人草津栗東守山野洲歯科医師会 

一般社団法人びわこ薬剤師会 

H25.5.9 

5 災害時におけるストーマ装具等の調達に関する

協定 

株式会社ケンコー 

株式会社増田医科器械 

株式会社三笑堂 

H28.3.4 

6 災害時における上下水道事業の応援活動等に

関する協定 

株式会社エコシティサービス R2.1.31 

7 災害時等における棺及び葬祭用品の供給等並

びに遺体の搬送等の協力に関する協定 

滋賀県葬祭事業協同組合 H30.8.27 
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●エネルギー 
  

番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 災害時におけるエルピーガスの供給等に関する

協定 

一般社団法人滋賀県エルピーガス協会草津

支部 

H22.1.15 

    

●物資供給 
  

番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 災害時の地域内輸送拠点指定に関する承諾 立命館大学 H8.4.18 

2 災害時における食料品および日用品等の調達

に関する協定 

株式会社マイカル草津サティ H20.10.12 

3 災害時における日用品等の調達に関する協定 株式会社赤ちゃん本舗 H22.1.15 

4 災害時における日用品等の調達に関する協定 株式会社アヤハディオ H22.1.15 

5 災害時における食料品および日用品等の調達

に関する協定 

株式会社近鉄百貨店草津店 H22.1.15 

6 災害時における物資の供給に関する協定 株式会社ファミリーマート H22.1.15 

7 災害時における食料品および日用品等の調達

に関する協定 

株式会社平和堂 H22.1.15 

8 災害時における飲料の提供協力および災害救

援型自動販売機の設置に関する協定 

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 H22.3.13 

9 災害時における物資の調達および輸送の協力

に関する協定 

富士産業株式会社 H24.9.5 

10 災害時における段ボール製品の調達に関する

協定 

キンキダンボール株式会社 

レンゴー株式会社 

H28.3.4 

11 災害時における物資調達に関する協定 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター H28.9.2 

12 災害時における畳の提供等に関する協定 「５日で５０００枚の約束。」プロジェクト実行委員会 H29.1.13 

13 災害時における生活物資の供給協力に関する

協定 

株式会社カインズ H29.8.24 

14 災害時等における支援に関する包括協定 草津ライオンズクラブ R2.11.25 

15 災害時対応および地域まちづくりに関する協定

書 

草津市農業協同組合 R2.12.17 
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●衛生 
  

番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 災害時における廃棄物の収集運搬等に関する

協定 

大五産業株式会社 H25.3.7 

2 災害時における廃棄物の収集運搬等に関する

協定 

草津環境管理サービス企業組合 H25.3.7 

3 災害時における廃棄物の収集運搬等に関する

協定 

有限会社滋賀環境センター H25.3.7 

4 災害および感染症等の発生時における一般廃

棄物の収集運搬業務等に関する相互連携協定 

大五産業株式会社 

有限会社滋賀環境センター 

草津環境管理サービス企業組合 

滋賀県環境整備事業協同組合 

R3.9.3 

    

●ボランティア 
  

番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 草津市災害ボランティアセンターの運営等に関

する協定 

社会福祉法人草津市社会福祉協議会 H27.1.15 

2 災害時の被災者支援に関する相互協力協定書 社会福祉法人草津市社会福祉協議会 

公益社団法人草津青年会議所 

R1.6.28 

    

●地図 
  

番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 災害時等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 H27.2.6 

 

防犯協定 

●その他 
番号 協定等名称 相手先 協定日 

1 特殊詐欺当の被害防止のための連携・協定に

関する協定 

浄土宗滋賀地区・草津警察署・栗東市 H27.7.13 

    

 


