災害協定締結一覧
番号
協定名称
締結先
1 上水道事業相互応援に関する覚書 北大阪７市３町
2 配水管相互連絡管維持管理協定
摂津市
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

大阪広域水道震災対策相互応援協 大阪広域水道企業団、府下42市町村
定
泉北水道企業団、大阪府健康医療部
災害発生時における日本水道協会
日本水道協会関西地方支部内の事業
関西地方支部内の相互応援に関す
体
る協定
配水管相互連絡管の管理運用に関
豊中市
する協定
（株）ダイエー吹田店
イズミヤ（株）千里丘店
災害時における物資供給に関する イオンリテール（株）イオン北千里店
協定
イオンリテール（株）イオン南千里店
山崎製パン（株）大阪第一工場
吹田市商業団体連合会
災害時における吹田市と日本郵便
吹田市内を代表する吹田郵便局
グループとの相互協力に関する覚書
アマチュア無線による災害時の情報
吹田市災害通信協力会
伝達に関する協定
配水管相互連絡管の管理運用に関
茨木市
する協定
新潟県妙高市
福井県若狭町
大阪府能勢町
災害時における相互応援協定
滋賀県高島市（再締結）
高知県土佐町
兵庫県香美町

締結年月日
昭和56年（1981年）9月1日
平成8年（1996年）4月1日

協定内容
資機材等の応援活動
相互連絡管による応援給水

平成23年（2011年）4月1日

応急給水・応急復旧

平成9年（1997年）7月10日

飲料水の供給、施設の応援復旧等に必要な物資の供給

平成22年（2010年）5月20日

相互連絡管による応援給水

平成10年（1998年）9月1日

被災者に対する物資の供給を円滑に行うための協定

平成12年（2000年）2月25日
平成13年（2001年）8月1日

情報の収集・伝達

平成15年（2003年）3月20日

相互連絡管による応援給水

平成16年（2004年）5月15日
平成17年（2005年）8月23日
平成17年（2005年）8月29日

水、食料、毛布、ビニールシートの救援品の応援

平成24年（2012年）11月22日

水、食料、毛布、ビニールシートの救援品の応援
避難者等の相互受入

平成19年（2007年）12月7日
平成20年（2008年）11月12日

避難者救援用物資の応援

災害協定締結一覧
番号

協定名称

締結先

21

災害救助犬の出動に関する協定

22

燃料供給に関する協定
旭油業（株）
特例市災害時相互応援に関する協
全国３９特例市
定
アサヒビール（株）吹田工場
災害時における飲料水等の提供協
力に関する協定
アサヒ飲料（株）近畿圏支社

23
24

日本レスキュー協会

締結年月日

協定内容

平成16年（2004年）2月23日

災害救助のための災害救助犬派遣

平成18年（2006年）4月20日

災害時優先的に燃料を供給

平成18年（2006年）7月27日

応急対策及び復旧活動

平成18年（2006年）8月29日

物流拠点における飲料の提供、災害対応型自動販売機内
の在庫飲料の提供、吹田工場出口駐車場を緊急車両駐車
場として提供、工場内の飲料水の提供

25

災害発生時における水道施設等の
吹田市水道・土木工事業協同組合
復旧作業に関する協定

平成18年（2006年）12月1日

水道施設、給水装置などの復旧作業

26

災害時における測量作業の応援協
吹田市測量設計協同組合
力に関する協定

平成19年（2007年）1月15日

市が所管する土木施設の簡易な危険度判定（7日間、一日
当り10名）

27

災害時における応急対策業務に関
する協定

吹田建設業協会

平成19年（2007年）3月22日

建築物、工作物等の崩壊、倒壊、及び損壊等に伴う緊急人
命救助、道路交通確保のための障害物の除去

28

災害時における応急対策業務に関
する協定

吹田市道路建設協同組合

平成19年（2007年）3月29日

建築物、工作物等の崩壊、倒壊、及び損壊等に伴う道路交
通確保のための障害物の除去、道路の応急復旧

29

災害時における応急対策業務に関
する協定

吹田市造園協同組合

平成19年（2007年）12月7日

道路交通や公園・遊園・教育施設やその他の公共施設の機
能確保のための障害物（街路樹・倒木樹木）除去

30

災害等の緊急放送に関する協定

千里ニュータウンＦＭ放送株式会社

平成20年（2008年）9月1日

緊急放送を通じて住民に迅速かつ正確な情報を提供する。

平成20年（2008年）11月27日

市道の交通誘導、避難所等での警備巡回、物資受入場所で
の車両の交通誘導、技術的助言

平成19年（2007年）3月28日

相互連絡管による応援給水

31
32

災害時における応急対策業務に関
吹田警備業防犯協議会
する協定
配水管相互連絡配水管の管理運用
箕面市
に関する協定

33

災害廃棄物の収集運搬に関する協
吹田環境事業協同組合
定

平成21年（2009年）2月23日

大規模災害時における災害廃棄物の収集運搬作業

34

災害廃棄物の収集運搬に関する協
北摂環境有限責任事業組合
定

平成21年（2009年）2月23日

大規模災害時における災害廃棄物の収集運搬作業

35

緊急時に伴う協力体制

平成10年（1998年）4月3日

災害時、近隣施設における災害廃棄物の収集運搬作業

北摂地区清掃施設長協議会

災害協定締結一覧
番号
36

協定名称
締結先
災害発生時等における下水道排水
吹田市水道・土木工事業協同組合
施設等の復旧作業に関する協定

締結年月日

協定内容

平成21年（2009年）3月25日

下水道排水施設等の復旧作業

37

災害発生時における避難者の相互
大阪市
受入れに関する協定書

平成21年（2009年）3月26日

市域外に避難する避難者の相互受け入れ

38

災害発生時における下水道施設の
日本下水道道路管理業協会関西支部
復旧作業に関する協定

平成21年（2009年）4月30日

下水道排水施設の復旧作業

39

災害時における応急対策業務に関
する協定

吹田市厨房機器事業協同組合

平成22年（2010年）8月30日

避難所施設等の厨房機器の損壊等に伴う食糧供給手段確
保のための応急・復旧作業

40

災害時における飲料の提供協力に
関する協定

コカ・コーラウエスト株式会社

平成23年（2011年）2月28日

千里丘物流センターにおける飲料の提供

41

災害時における資機材レンタルの協
奥村機械株式会社
力に関する協定

平成23年（2011年）9月20日

避難所開設、災害復旧に必要な資機材等のレンタル協力

平成23年（2011年）10月4日

避難所開設に必要な段ボール製簡易ベッド等救援物資の供
給

平成23年（2011年）10月27日

災害時における緊急一時避難施設としての使用
（マンションの一部施設）

42
43
44

災害時における段ボール製簡易ベッ
セッツカートン株式会社
ド等の支援協力に関する協定
千里丘連合町会
災害時における緊急一時避難施設
東山田地区連合自治会
としての使用に関する協定
リバー産業株式会社
災害時における物資供給に関する
エースコック株式会社
協定

平成23年（2011年）12月16 日 被災者に対する物資の供給を円滑に行うための協定

45

災害時における人道的支援活動の
江坂企業協議会
協力に関する協定

平成24年（2012年）2月22日

江坂周辺地域における被害情報の収集提供や避難所運
営、災害復旧等に対する人的支援などの人道的支援活動
の協力

46

大阪広域水道企業団工業用水道事
業から吹田市水道事業への緊急応 大阪府広域水道企業団
援分水に関する協定書

平成24年（2012年）3月12日

緊急応援分水

47

災害時の緊急放送における協定

平成25年（2013年）12月16日

緊急放送の協力に関する協定

平成25年（2013年）3月26日

災害等の緊急時における安定給水の確保

平成25年（2013年）4月3日

災害時優先的に燃料を供給

48
49

株式会社ジェイコムウエスト 吹田局
株式会社ジュピターテレコム

災害対策連絡管の運用に関する協
大阪広域水道企業団
定書
災害時における燃料等の優先供給
森石油株式会社
に関する協定

災害協定締結一覧
番号
50

協定名称
災害に強いまちづくりにおける連携
協定

締結先

締結年月日

協定内容

学校法人 関西大学

平成25年（2013年）5月10日

災害に対する予防、災害発生時の応急対策

株式会社 伊藤園

平成25年（2013年）8月29日

物流拠点における飲料の提供

51

災害時における飲料の提供協力に
関する協定

52

災害時における生活物資の供給協
株式会社 スギ薬局
力に関する協定

平成25年（2013年）8月30日

災害時における生活物資の供給

53

災害発生時における支援協力に関
する協定書

平成25年（2013年）8月30日

土地建物の被害認定調査
公共施設等の被災状況の調査

54

三島地域災害時相互応援に関する
高槻市、茨木市、摂津市、島本町
協定書

平成25年（2013年）9月1日

物資等の提供並びに人員の派遣
避難場所等の提供、被災者の相互受入れ等

55

災害時等の応援に関する申し合わ
せ

平成27年（2015年）7月24日

災害時における被害拡大と二次災害の防止

56

災害時における物資の自動車輸送
赤帽大阪府軽自動車運送協同組合
に関する協定書

平成27年（2015年）10月22日

災害時における物資の緊急輸送体制の確保

57

災害用物資を活用した防災活動に
関する協定書

平成27年（2015年）10月27日

災害時における災害用物資の調達と供給、災害用物資の個
人備蓄の推進、防災意識の啓発

平成28年（2016年）4月15日

災害時におけるボランティアセンター用地としてエキスポシ
ティ駐車場の提供

平成28年（2016年）4月20日

災害時における迅速な被災者支援を行うためのボランティア
センターの立ち上げ等の役割を明記

平成28年（2016年）11月29日

災害に強いまちづくりに関する講座・イベント等の実施、地域
も含めた防災訓練等での連携等

平成29年（2017年）1月25日

災害時における建築物、工作物等の崩壊、倒壊及び損壊等
に伴う緊急人命救助のための障害物の除去作業

58
59
60
61

大阪土地家屋調査士会 三島支部

近畿地方整備局長

一般社団法人 日本非常食推進機構

災害時における支援協力に関する
三井不動産株式会社
協定書
災害に対する吹田市と吹田市社会
福祉協議会の相互支援に関する協 吹田市社会福祉協議会
定
災害に強いまちづくりにおける連携
学校法人 西大和学園 大和大学
協定
災害時における応急対策業務に関
する協定

北摂建設業協同組合

災害協定締結一覧
番号
62

協定名称
災害時における備蓄物資の相互提
大阪市
供に関する協定書

締結先

63

防災啓発情報等の発信に関する協
ＮＴＴタウンページ株式会社
定

64

災害時における吹田市三師会との
医療救護活動に関する協定

65

締結年月日
平成29年（2017年）3月10日

協定内容
相互に応急措置に必要な救助物資を円滑かつ迅速に提供
する

平成29年（2017年）7月31日

地震、風水害、土砂災害及びその他の自然災害に対する防
災情報の発信に相互に協力

平成29年（2017年）9月29日

吹田市域内で発生した災害に対し、市が行う医療救護活動
への協力

特設公衆電話の設置・利用に関する
吹田市・西日本電信電話株式会社
覚書

平成29年（2017年）11月13 日

本市が指定する避難所(全小中学校各校)の体育館等に専
用電話回線及び電話機接続端子の整備、利用

66

災害時における救援物資拠点場所 吹田ロジスティック特定目的会社
の提供協力に関する協定
アスクル株式会社

平成30年（2018年）1月18 日

災害時に市外等から搬入される救援物資の集積・荷捌き、
搬出の輸送拠点、一定の期間場所の提供について協力

67

災害時における物資の提供協力に
関する協定

アスクル株式会社

平成30年（2018年）1月18 日

施設に在庫する食料、生活必需品等の救援物資の提供

68

災害時における物資の提供協力に
関する協定

北大阪農業協同組合

平成30年（2018年）9月27 日

災害時における物資の提供協力

69

災害時における飲料水の供給に関
する協定

アクアクララ株式会社

平成30年（2018年）9月27 日

災害時における飲料水の供給

70

災害時における仮設トイレの設置協 株式会社 ユーミックス
力に関する協力

平成30年（2018年）9月27 日

災害時における仮設トイレの設置協力

一般社団法人 吹田市医師会
一般社団法人 吹田市歯科医師会
一般社団法人 吹田市薬剤師会

災害協定締結一覧
番号

協定名称

締結先

締結年月日

協定内容

71

災害時の避難所における人的支援 社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会
平成30年（2018年）11月5 日
に関する協定
一般社団法人 吹田市理学療法士会

避難所に避難する被災者への専門的な支援

72

災害時の避難所における人的支援 社団法人 吹田市社会福祉協議会
に関する協定
吹田市鍼灸マッサージ師協会

避難所に避難する被災者への専門的な支援

平成30年（2018年）11月13日

