
16 令和3年6月

多くの皆様から新型コロナウイルス感染症対策に係る物品等をご寄贈いただきました。
皆様の温かいご支援に、心より感謝申し上げます。

いつ起こるかわからない災害に備え、
民間企業様と「災害協定」を
結ばせていただきました。

災害時の応急活動だけでなく、平時における防災のまちづくりにも
ご協力をいただき、「安心安全なまち」となるよう取り組んで参ります。

愛知北農業協同組合
愛知県小商業協同組合 尾北支部　
（株）青山製作所
NPO法人 憩いの四季
石原事務所　
（株）エクスプラウド
（株）ENEOSウイング
澤橋めり子
JTA
（株）シルビア
（株）東海理化
東久（株）
（株）巴製作所
トヨタ自動車（株）
トヨタ自動車（株）大口部品センター
一般社団法人　丹羽青年会議所 
（株）パロマ　大口工場
（有）ヒラノ流通
尾北薬剤師会
（株）陽光
企業（匿名希望）
個人
（株）東海理化
丹羽ライオンズクラブ
（株）義津屋 　大口店

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
災害時における支援協力に関する協定

災害時における家屋被害認定調査業務に関する協定

三協フロンテア株式会社
大和エンタープライズ株式会社

公益社団法人　愛知県建築士事務所協会
公益社団法人　愛知建築士会
愛知県土地家屋調査士会　
公益社団法人　愛知県不動産鑑定士協会　　　　　　　　　　
 

サーモマネージャーサーマルカメラセット（非接触型表面体温検知器）４台
マスク
フェイスシールド
手作りマスク
マスク
フェイスシールド
マスク
手作りマスク
マスク
食料品（ドーナツ等）
フェイスシールド 
足踏み式消毒器
ポリエプロン 
足踏み式手指消毒器
フェイスシールド  322 個　足踏み式消毒器（大人・子ども用）
マスク  2,500 枚、消毒液  12 本
マスク 
マスク
消毒用エタノール  　　  12ℓ
パレット 
マスク
マスク 
ミネラルウォーター 500ml×24 本入　15ケース
消毒液　2,016 本
消毒液 15㎏　除菌用アルコール 20ℓ×3本入　3箱

 

締結期間　 令和２年１月から令和３年３月　敬称略 

災害協定 ( 防災関係）

令和2年  1月15日
1月15日

5月29日

災害時における防疫活動の協力に関する協定書
災害時における相互連携に関する協定
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書

公益社団法人　愛知県ペストコントロール協会
中部電力パワーグリッド株式会社
東明工業株式会社

7月26日
9月14日
12月   4日

災害時における支援協力に関する覚書 トヨタ自動車株式会社　
サービスパーツ物流部  大口管理課

12月21日

災害時における車両貸出および給電等に関する協定書
災害時における支援協力に関する協定書

トヨタカローラ愛知株式会社
株式会社東海理化電機製作所

令和3年  3月19日
3月22日

学校教育課

北放課後児童クラブ　保護者
西放課後児童クラブ　祖母
北保育園　園児祖父母
北保育園　園児保護者
北保育園　父母の会

手作りマスク　　　 100 枚
手作りマスク　　　 100 枚
手作りマスク　　　   50 枚
非接触体温計付き足踏み式消毒スタンド　１基
足踏み式消毒スタンド　１基

福祉こども課

大口中学校第 1回卒業生
丹羽ライオンズクラブ
個人
個人
個人
個人
個人
生徒保護者

マスク 150枚　消毒液 10本
消毒液 576本 (24 本×24箱 )
手作りマスク　　　約 30枚
マスク　　 50 枚入り　2箱
消毒液　         500ml×6本
マスク各種　　　　約 30枚
足踏み式消毒器　　　  １基
雑巾  150 枚

各学校

コロナ禍での支え合い
～温かいお気持ちをありがとう～ 

500 枚
100 個
413 枚
300 枚
100 個
500 枚
80枚
600 枚

480 個
10基
300 枚
２基

1,500 枚
 2,000 枚

33枚
4,000 枚
100 枚

協定者 大口町 寄贈期間　 令和２年１月から令和３年３月　敬称略・順不同

みなさんの善意で心がつながるみなさんの善意で心がつながるみなさんの善意で心がつながる

▲足踏み式 消毒スタンド

▲エコカーから電力供給

▲手指消毒器 ▲サーモマネージャーサーマル
カメラで体温を測定



17令和3年6月

多くの皆様から新型コロナウイルス感染症対策に係る物品等をご寄贈いただきました。
皆様の温かいご支援に、心より感謝申し上げます。

いつ起こるかわからない災害に備え、
民間企業様と「災害協定」を
結ばせていただきました。

災害時の応急活動だけでなく、平時における防災のまちづくりにも
ご協力をいただき、「安心安全なまち」となるよう取り組んで参ります。

愛知北農業協同組合
愛知県小商業協同組合 尾北支部　
（株）青山製作所
NPO法人 憩いの四季
石原事務所　
（株）エクスプラウド
（株）ENEOSウイング
澤橋めり子
JTA
（株）シルビア
（株）東海理化
東久（株）
（株）巴製作所
トヨタ自動車（株）
トヨタ自動車（株）大口部品センター
一般社団法人　丹羽青年会議所 
（株）パロマ　大口工場
（有）ヒラノ流通
尾北薬剤師会
（株）陽光
企業（匿名希望）
個人
（株）東海理化
丹羽ライオンズクラブ
（株）義津屋 　大口店

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
災害時における支援協力に関する協定

災害時における家屋被害認定調査業務に関する協定

三協フロンテア株式会社
大和エンタープライズ株式会社

公益社団法人　愛知県建築士事務所協会
公益社団法人　愛知建築士会
愛知県土地家屋調査士会　
公益社団法人　愛知県不動産鑑定士協会　　　　　　　　　　
 

サーモマネージャーサーマルカメラセット（非接触型表面体温検知器）４台
マスク
フェイスシールド
手作りマスク
マスク
フェイスシールド
マスク
手作りマスク
マスク
食料品（ドーナツ等）
フェイスシールド 
足踏み式消毒器
ポリエプロン 
足踏み式手指消毒器
フェイスシールド  322 個　足踏み式消毒器（大人・子ども用）
マスク  2,500 枚、消毒液  12 本
マスク 
マスク
消毒用エタノール  　　  12ℓ
パレット 
マスク
マスク 
ミネラルウォーター 500ml×24 本入　15ケース
消毒液　2,016 本
消毒液 15㎏　除菌用アルコール 20ℓ×3本入　3箱

 

締結期間　 令和２年１月から令和３年３月　敬称略 

災害協定 ( 防災関係）

令和2年  1月15日
1月15日

5月29日

災害時における防疫活動の協力に関する協定書
災害時における相互連携に関する協定
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書

公益社団法人　愛知県ペストコントロール協会
中部電力パワーグリッド株式会社
東明工業株式会社

7月26日
9月14日
12月   4日

災害時における支援協力に関する覚書 トヨタ自動車株式会社　
サービスパーツ物流部  大口管理課

12月21日

災害時における車両貸出および給電等に関する協定書
災害時における支援協力に関する協定書

トヨタカローラ愛知株式会社
株式会社東海理化電機製作所

令和3年  3月19日
3月22日

学校教育課

北放課後児童クラブ　保護者
西放課後児童クラブ　祖母
北保育園　園児祖父母
北保育園　園児保護者
北保育園　父母の会

手作りマスク　　　 100 枚
手作りマスク　　　 100 枚
手作りマスク　　　   50 枚
非接触体温計付き足踏み式消毒スタンド　１基
足踏み式消毒スタンド　１基

福祉こども課

大口中学校第 1回卒業生
丹羽ライオンズクラブ
個人
個人
個人
個人
個人
生徒保護者

マスク 150枚　消毒液 10本
消毒液 576本 (24 本×24箱 )
手作りマスク　　　約 30枚
マスク　　 50 枚入り　2箱
消毒液　         500ml×6本
マスク各種　　　　約 30枚
足踏み式消毒器　　　  １基
雑巾  150 枚

各学校

コロナ禍での支え合い
～温かいお気持ちをありがとう～ 

500 枚
100 個
413 枚
300 枚
100 個
500 枚
80枚
600 枚

480 個
10基
300 枚
２基

1,500 枚
 2,000 枚

33枚
4,000 枚
100 枚

協定者 大口町 寄贈期間　 令和２年１月から令和３年３月　敬称略・順不同

みなさんの善意で心がつながるみなさんの善意で心がつながるみなさんの善意で心がつながる

▲足踏み式 消毒スタンド

▲エコカーから電力供給

▲手指消毒器 ▲サーモマネージャーサーマル
カメラで体温を測定


