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政 1 り災者用食糧確保を依頼（乾パンの確保） 三立製菓(株) 昭和45年10月30日 政策企画部

政 2 り災者用食糧確保を依頼（ﾋﾞｽｹｯﾄの確保） 明治製菓(株) 昭和45年10月30日 政策企画部

政 3-1 日本放送協会(NHK) 昭和49年5月24日 政策企画部

政 3-2 朝日放送(株) 政策企画部

政 3-3 (株)毎日放送 政策企画部

政 3-4 読売テレビ放送(株) 政策企画部

政 3-5 関西テレビ(株) 政策企画部

政 3-6 大阪放送(株) 政策企画部

政 3-7 (株)エフエム大阪 政策企画部

政 3-8 テレビ大阪放送(株) 昭和57年3月1日 政策企画部

政 3-9 (株)エフエムはちまるに 平成10年5月22日 政策企画部

政 4
災害救助法による医療、助産及び死体の処理に関する

業務委託契約
日本赤十字社大阪府支部

昭和56年4月1日

令和2年4月1日
政策企画部

政 5 災害対策基本法に基づく通信設備の利用等に関する協 西日本旅客鉄道(株) 昭和62年4月1日 政策企画部

政 6-1 災害時における食料の調達支援協力に関する協定 日清食品ホールディングス(株)
平成6年2月25日

平成29年6月1日
政策企画部

政 6-2 り災者用食糧確保を依頼（即席麺の確保） ハウス食品(株) 平成6年2月25日 政策企画部

政 6-3 り災者用食糧確保を依頼（即席麺の確保） サンヨー食品(株) 平成6年2月25日 政策企画部

政 6-4 り災者用食糧確保を依頼（即席麺の確保） エースコック(株) 平成6年2月25日 政策企画部

政 7

近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定

関西広域連合と鳥取県との危機発生時の相互応援に関

する覚書

福井県、三重県、滋賀県、京都府、兵

庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳

島県、関西広域連合

平成8年2月20日

平成18年4月26日

平成24年10月25日

政策企画部

政 8-1 災害発生時等の物資等の緊急輸送に関する協定 (一社)大阪府トラック協会
平成8年5月20日

平成29年3月31日
政策企画部

政 8-2 災害発生時等の物資等の緊急輸送に関する協定 赤帽大阪府軽自動車運送(協) 平成8年5月20日 政策企画部

政 9
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協

定
全都道府県

平成8年7月18日

平成18年7月12日

平成19年7月12日

平成24年5月18日

政策企画部

政 10 災害時における交通の確保等の業務に関する協定 (一社)大阪府警備業協会 平成8年7月18日 政策企画部

政 11
防災活動への協力及び災害救助用物資の提供に関する

協定（災害救助用物資の確保）
(株)サーブ【旧(株)サボイ】 平成9年2月5日 政策企画部

政 12 災害時におけるボランティア活動支援に関する協定書 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
平成9年3月31日

平成27年3月31日
政策企画部

政 13-1 災害時における報道要請に関する協定 朝日新聞大阪本社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-2 災害時における報道要請に関する協定 毎日新聞大阪本社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-3 災害時における報道要請に関する協定 読売新聞大阪本社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-4 災害時における報道要請に関する協定 産経新聞大阪本社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-5 災害時における報道要請に関する協定 日本経済新聞大阪本社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-6 災害時における報道要請に関する協定 共同通信社大阪支社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-7 災害時における報道要請に関する協定 時事通信社大阪支社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-8 災害時における報道要請に関する協定
新日本海新聞社【旧大阪日日新聞社大

阪本社】
平成9年6月10日 政策企画部

政 13-9 災害時における報道要請に関する協定 夕刊フジ関西総局 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-10 災害時における報道要請に関する協定 中日新聞社大阪支社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-11 災害時における報道要請に関する協定 神戸新聞社大阪支社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-12 災害時における報道要請に関する協定 日刊工業新聞社大阪本社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-13 災害時における報道要請に関する協定 日本工業新聞社大阪本社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-14 災害時における報道要請に関する協定 京都新聞社大阪支社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-15 災害時における報道要請に関する協定 奈良新聞社大阪支社 平成9年6月10日 政策企画部

政 13-16 災害時における報道要請に関する協定 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｲﾑｽﾞ大阪支社 平成9年6月10日 政策企画部

政 14
地震災害時における帰宅困難者に対する支援に関する

協定
大阪府石油商業組合 平成15年1月17日 政策企画部

政 15-1
災害時における応急避難所用天幕等資機材の供給協力

に関する協定
ＴＳＰ太陽(株)大阪支店 平成17年6月6日 政策企画部

政 15-2
災害時における応急避難所用天幕等資機材の供給協力

に関する協定
(株)セレスポ 平成17年6月6日 政策企画部
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政 16
災害発生時の大阪府広域防災拠点等における物資の物

流管理業務に関する協定
日本通運(株) 平成17年9月5日 政策企画部

政 17-1
災害時における被災者に対する防災活動協力に関する

協定
泉南市 平成17年9月20日 政策企画部

政 17-2
災害時における被災者に対する防災活動協力に関する

協定
イオンモール(株)イオンりんくう 平成17年9月20日 政策企画部

政 17-3
災害時における被災者に対する防災活動協力に関する

協定
泉南ショッピングセンター 平成17年9月20日 政策企画部

政 17-4
災害時における被災者に対する防災活動協力に関する

協定
イオンリテール(株) 平成17年9月20日 政策企画部

政 18 船舶による災害時の輸送等に関する協定 近畿旅客船協会 平成17年12月14日 政策企画部

政 19-1 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) 平成18年1月12日 政策企画部

政 19-2 災害時における飲料の提供協力に関する協定 ダイドードリンコ(株)近畿支店 平成18年7月3日 政策企画部

政 19-3 災害時における飲料の提供協力に関する協定 アサヒ飲料(株) 平成19年5月18日 政策企画部

政 19-4 災害時における飲料の提供協力に関する協定 (株)ジャパンビバレッジ西日本支社 平成19年9月1日 政策企画部

政 20
災害時における応急救助用資機材等の供給協力に関す

る協定
大阪建設機械リース(協) 平成18年1月12日 政策企画部

政 21
林野火災空中消火用バケットの管理・運用に関する協

定書
陸上自衛隊第3師団 平成18年5月1日 政策企画部

政 22
災害発生時の水利確保に係る防災活動協力に関する協

定
大阪広域生コンクリート(協) 平成18年7月27日 政策企画部

政 23-1
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
イオンリテール(株) 平成18年9月1日 政策企画部

政 23-2
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
イズミヤ(株) 平成18年9月1日 政策企画部

政 23-3
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)イトーヨーカ堂

平成18年9月1日

令和元年12月25日
政策企画部

政 23-4
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)オークワ 平成18年9月1日 政策企画部

政 23-5
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)関西スーパーマーケット 平成18年9月1日 政策企画部

政 23-6
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)近商ストア 平成18年9月1日 政策企画部

政 23-7
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)スーパーナショナル 平成18年9月1日 政策企画部

政 23-8
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)ダイエー 平成18年9月1日 政策企画部

政 23-9
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)ピーコックストア 平成18年9月1日 政策企画部

政 23-10
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)阪食 平成18年9月1日 政策企画部

政 23-11
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)平和堂 平成18年9月1日 政策企画部

政 23-12
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)ライフコーポレーション 平成18年9月1日 政策企画部

政 23-13
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)万代 平成18年11月10日 政策企画部

政 23-14
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
コーナン商事(株) 平成19年3月23日 政策企画部

政 23-16
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)セブン－イレブン・ジャパン 平成19年12月21日 政策企画部

政 23-17
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)デイリーヤマザキ 平成19年12月21日 政策企画部

政 23-18
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)ファミリーマート 平成19年12月21日 政策企画部

政 23-19
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)ポプラ 平成19年12月21日 政策企画部

政 23-20
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
(株)ローソン 平成19年12月21日 政策企画部
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政 23-21
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
NPO法人コメリ災害対策センター 平成22年8月27日 政策企画部

政 24 災害時におけるバスによる緊急輸送等に関する協定 (一社)大阪バス協会 平成19年2月15日 政策企画部

政 25 災害時における支援に関する覚書 三井化学(株)ＣＳＲ・広報部 平成19年9月20日 政策企画部

政 26 災害時における母子等の支援に関する協定 (一社)大阪府助産師会 平成20年4月17日 政策企画部

政 27 災害時における災害救助犬の出動に関する協定 NPO法人日本レスキュー協会 平成20年9月11日 政策企画部

政 28
災害時における被災建築物の解体撤去及び緊急時の協

力等に関する協定
(一社)大阪府解体工事業協会

平成22年8月27日

令和元年12月26日
政策企画部

政 29 放射性物質関係災害等に関する協定 (公社)日本アイソトープ協会 平成22年12月1日 政策企画部

政 30 災害時における応急対策業務に関する協定 大阪府電気工事工業組合 平成22年12月1日 政策企画部

政 31-1
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社ローソン 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-2
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-3
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社ファミリーマート 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-4
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
山崎製パン株式会社 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-5
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社ココストア 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-6
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
ミニストップ株式会社 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-7
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
国分グローサーズチェーン株式会社 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-8
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社ポプラ 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-9
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社吉野家 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-10
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社イデアプラス 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-11
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社ストロベリーコーンズ 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-12
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社壱番屋 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-13
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社スギ薬局 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-14
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社ダスキン 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-15
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社ユタカファーマシー 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-16
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社モスフードサービス 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-17
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合

株式会社セブン＆アイ・フードシステ

ムズ
平成23年9月22日 政策企画部

政 31-18
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
ロイヤルホールディングス株式会社 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-19
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
サトレストランシステムズ株式会社 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-20
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
チムニー株式会社 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-21
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
ワタミ株式会社 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-22
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社第一興商 平成23年9月22日 政策企画部

政 31-23
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社サガミチェーン 平成24年11月22日 政策企画部

政 31-24
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
味の民芸フードサービス株式会社 平成24年11月22日 政策企画部
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政 31-25
災害時における帰宅困難者支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
株式会社オートバックスセブン 平成27年3月17日 政策企画部

政 32

関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援

に関する協定

※協定元：関西広域連合

九州地方知事会

（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、

山口県）

平成23年10月31日 政策企画部

政 33

原子力発電所に係る情報連絡及びエネルギー対策の促

進に関する覚書

※協定元：関西広域連合

関西電力株式会社 平成24年3月3日 政策企画部

政 34
災害時における避難所及び応急仮設住宅への什器・備

品等の供給協力に関する協定
(一社)什器・備品レンタル協会 平成24年3月26日 政策企画部

政 35
原子力発電所に係る情報連絡に関する覚書

※協定元：関西広域連合
日本原子力発電株式会社 平成24年3月30日 政策企画部

政 36
原子炉施設に係る情報連絡に関する覚書

※協定元：関西広域連合
日本原子力研究開発機構 平成24年3月30日 政策企画部

政 37 おおさか減災プロジェクトに関する協定 ㈱ウェザーニューズ 平成24年4月3日 政策企画部

政 38

大規模広域災害時における救援物資の提供及び調達に

関する協定

※協定元：関西広域連合

プロクター・アンド・ギャンブル・

ジャパン株式会社
平成25年2月25日 政策企画部

政 39

災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協

定

※協定元：関西広域連合

福井県、三重県、滋賀県、京都府、兵

庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、関

西広域連合、

朝日航洋株式会社、

中日本航空株式会社、

四国航空株式会社、

アカギヘリコプター株式会社、

東邦航空株式会社、

学校法人ヒラタ学園

平成25年3月5日 政策企画部

政 40-1
船舶による災害時の輸送等に関する協定

※協定元：関西広域連合
近畿旅客船協会 平成25年3月27日 政策企画部

政 40-2
船舶による災害時の輸送等に関する協定

※協定元：関西広域連合
神戸旅客船協会 平成25年3月27日 政策企画部

政 41-1 災害時における救援物資の保管等に関する協定 大阪倉庫協会 平成25年3月29日 政策企画部

政 41-2 災害時における救援物資の保管等に関する協定 一般社団法人　大阪府運輸倉庫協会 平成25年3月29日 政策企画部

政 42-1
災害時における救援物資の受入及び配送等

に関する協定書
佐川急便（株）西日本支社 平成25年3月29日 政策企画部

政 42-2
災害時における救援物資の受入及び配送等

に関する協定書
ヤマト運輸（株）関西支社 平成25年3月29日 政策企画部

政 43 災害時における施設使用等に関する協定 泉北高速鉄道（株）
平成25年3月29日

平成27年3月2日
政策企画部

政 44 災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書 石油連盟 平成25年3月29日
 政策企画部

政 45
復興まちづくりの支援に関する協定

※協定元：関西広域連合
阪神・淡路まちづくり支援機構 平成25年3月29日 政策企画部

政 46 防災への取り組みに関する協定書 Google Ireland Limited 平成25年4月23日 政策企画部

政 47-1
危機発生時の支援協力に関する協定

※協定元：関西広域連合
関西ゴルフ連盟 平成25年8月29日 政策企画部

政 47-2
危機発生時の支援協力に関する協定

※協定元：関西広域連合
徳島県ゴルフ協会 平成25年8月29日 政策企画部

政 48
災害時等における柔道整復師の支援活動に関する防災

協定書
(公社)大阪府柔道整復師会 平成25年12月5日 政策企画部

政 49

関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関す

る協定

※協定元：関西広域連合

九都県市

（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、横浜市、川崎市、千葉市、さいた

ま市、相模原市）

平成26年3月6日 政策企画部

政 50
大規模災害時等に備えた地域防災力向上の相互協力に

関する協定

あいおいニッセイ同和損害損保険

（株）
平成26年4月30日 政策企画部

政 51 災害時におけるLPガス等の供給協力に関する協定 （一社）大阪府LPガス協会 平成26年4月30日 政策企画部

政 52 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー（株） 平成26年4月30日 政策企画部

政 53 大阪府の避難所情報に関する協定 ファーストメディア（株） 平成26年4月30日 政策企画部
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政 54
大阪府の防災取組に対する地域防災力向上の相互協力

に関する協定
三井住友海上火災保険（株） 平成26年7月29日 政策企画部

政 55 災害時における段ボール製品の調達に関する協定 西日本段ボール工業組合 平成26年7月29日 政策企画部

政 56 大規模災害等における隊友会の協力に関する協定 （公社）隊友会大阪府隊友会 平成26年11月28日 政策企画部

政 57
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定書
合同会社西友 平成27年3月31日 政策企画部

政 58
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定書
（株）ケーヨー 平成27年3月31日 政策企画部

政 59 災害時におけるヘリコプターの出動に関する協定書
特定非営利活動法人全日本ヘリコプ

ター協議会
平成27年3月31日 政策企画部

政 60
災害時におけるボランティア支援に関する協定

※協定元：関西広域連合

ライオンズクラブ国際協会335複合地

区
平成27年5月17日 政策企画部

政 61 原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する協定

福井県、三重県、滋賀県、京都府、大

阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥

取県、徳島県、関西広域連合、近畿２

府８県各放射線技師会、日本診療放射

線技師会

平成27年8月17日 政策企画部

政 62-1
大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供

等に関する協定

福井県、三重県、滋賀県、京都府、大

阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥

取県、徳島県、関西広域連合、近畿２

府８県各宅地建物取引業協会

平成27年8月17日 政策企画部

政 62-2
大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供

等に関する協定

福井県、三重県、滋賀県、京都府、兵

庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳

島県、関西広域連合、全日本不動産協

会近畿２府８県各本部

平成27年8月17日 政策企画部

政 62-3
大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供

等に関する協定

福井県、三重県、滋賀県、京都府、大

阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥

取県、徳島県、関西広域連合、全国賃

貸住宅経営者協会連合会、日本賃貸住

宅管理協会

平成27年8月17日 政策企画部

政 63
災害救助物資の提供及び防災・減災に関する啓発活動

への協力に関する協定書
凸版印刷（株） 平成27年11月5日 政策企画部

政 64
大規模災害時におけるバスによる緊急輸送に関する協

定

福井県、三重県、滋賀県、京都府、大

阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥

取県、徳島県、関西広域連合、各府県

バス協会

平成27年12月1日 政策企画部

政 65 船舶による災害時の輸送等に関する協定書 大阪府水難救済会 平成28年3月25日 政策企画部

政 67
災害時における空調設備等の応急対策の協力に関する

協定書
(一社)近畿冷凍空調工業会 平成28年8月4日 政策企画部

政 68 災害時における施設使用等に関する協定 （株）大阪港トランスポートシステム 平成28年11月1日 政策企画部

政 69 災害時等における燃料供給等に関する協定書 ヒラオカ石油（株） 平成28年11月11日 政策企画部

政 70 災害時における揚重作業等の協力に関する協定書 (一社)揚重工事業協会 平成28年12月16日 政策企画部

政 71 災害時における弁当類の供給協力に関する協定書 （株）ハークスレイ 平成29年2月22日 政策企画部

政 72 災害時における生活物資の供給協力に関する協定書 （株）カインズ 平成29年3月31日 政策企画部

政 73 災害時等における燃料供給等に関する協定書 大阪府石油協同組合 平成29年5月29日 政策企画部

政 74 災害時における救助物資の供給協力に関する協定書 （公財）大阪府学校給食会 平成29年6月13日 政策企画部

政 75
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定書
株式会社　ファイン 平成30年3月19日 政策企画部

政 76
災害時における支援及び防災活動への協力に関する協

定
株式会社　関西マツダ 平成30年3月19日 政策企画部

政 77
災害時における避難所用間仕切りシステム等の供給協

力に関する協定書

特定非営利活動法人ボランタリー・

アーキテクツ・ネットワーク
平成30年4月27日 政策企画部

政 78
災害時における救助物資の供給及び輸送の協力に関す

る協定書
株式会社アカカベ 平成30年6月29日 政策企画部

政 79 災害時における避難所の支援活動の協力に関する協定 公益社団法人大阪府鍼灸師会 平成30年8月30日 政策企画部

政 80 災害時における避難所の支援活動の協力に関する協定
公益社団法人大阪府鍼灸マッサージ師

会
平成30年8月30日 政策企画部

政 81 災害時における燃料等の供給協力に関する協定書 日本BCP株式会社 令和元年7月26日 政策企画部
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政 82
災害時における被災者に対する法律相談業務の協力に

関する協定書
大阪司法書士会 令和2年2月18日 政策企画部

政 83

大規模広域災害時におけるフォークリフトの提供に関

する協定

※協定元：関西広域連合

トヨタL&F各社（近畿、兵庫、奈良、

和歌山、岡山、徳島）
令和2年3月19日 政策企画部

政 84-1
大規模広域災害における連携・協力に関する協定

※協定元：関西広域連合
関西電力(株) 令和2年3月26日 政策企画部

政 84-2
大規模広域災害における連携・協力に関する協定

※協定元：関西広域連合
大阪ガス(株) 令和2年3月26日 政策企画部

政 84-3
大規模広域災害における連携・協力に関する協定

※協定元：関西広域連合
西日本電信電話(株) 令和2年3月26日 政策企画部

政 85 災害時における物資の調達支援協力に関する協定 株式会社ウォーターネット 令和2年3月31日 政策企画部

政 86
緊急消防援助隊大阪府大隊の活動に係る物資の調達支

援に関する協定
株式会社ジャパンボトラーズ 令和2年3月31日 政策企画部

政 87
大規模災害時等における宿泊施設の提供等に関する基

本協定
大阪府旅館ホテル生活衛生同業組合 令和2年8月21日 政策企画部

政 89 災害時等における宿泊施設の提供等に関する基本協定 大阪府簡易宿所生活衛生同業組合 令和2年12月3日 政策企画部

政 90 災害時等における宿泊施設の提供等に関する基本協定 アパホテル株式会社　他29件 令和3年2月12日 政策企画部

政 91
大阪府と関西エアポート株式会社との災害等対応力強

化に関する協定書
関西エアポート（株） 令和2年3月30日 政策企画部

政 92 災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定
一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネッ

トワーク
令和3年3月22日 政策企画部

政 93 避難対策等における連携と協力に関する包括協定書
一般社団法人　日本ショッピングセン

ター協会
令和3年3月31日 政策企画部

政 94 災害時における電気自動車等の貸与に関する覚書 日産大阪販売(株) 令和3年4月1日 政策企画部

政 95
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定書
奥村機械株式会社 令和3年8月18日 政策企画部

政 96 災害時におけるレンタル資機材の提供等に関する覚書 株式会社ダスキン 令和5年2月1日 政策企画部

政 97
災害時における個人タクシーによる緊急輸送等に関す

る協定
一般社団法人全大阪個人タクシー協会 令和5年2月6日 政策企画部

政 98
災害時における板硝子設備等の応急復旧作業に関する

協定
大阪府板硝子商工業協同組合 令和5年2月6日 政策企画部

総 1 本庁舎の災害復旧支援に関する協定書 (一社)大阪電業協会
平成19年12月28日

平成25年7月31日
総務部

総 2 本庁舎の災害復旧支援に関する協定書 (一社)大阪空気調和衛生工業協会
平成19年12月28日

平成25年7月31日
総務部

総 3
大規模災害時における大阪府行政書士会による相談会

業務に関する協定書
大阪府行政書士会 平成28年2月15日 総務部

総 4
大規模災害が発生した場合における大阪弁護士会によ

る法律相談業務の実施に関する協定
大阪弁護士会 平成28年6月27日 総務部

府 1 災害時における応急物資供給等に関する協定書 大阪府生活協同組合連合会 平成9年4月1日 府民文化部

府 2
大阪府災害時多言語支援センターの設置・運営に関す

る協定書
（公財）大阪府国際交流財団 平成27年3月13日 府民文化部

府 3

大阪府・学校法人関西大学・公益財団法人大阪府国際

交流財団の間における災害時通訳・翻訳ボランティア

の確保等に係る連携に関する協定書

学校法人関西大学

（公財）大阪府国際交流財団
平成31年3月15日 府民文化部

府 4

追手門学院大学・公益財団法人大阪府国際交流財団・

大阪府の間における災害時通訳・翻訳ボランティアの

確保等に係る連携に関する協定書

追手門学院大学

（公財）大阪府国際交流財団
令和1年11月29日 府民文化部

府 5

国立大学法人大阪大学・公益財団法人大阪府国際交流

財団・大阪府の間における災害時通訳・翻訳ボラン

ティアの確保等に係る連携に関する協定書

国立大学法人大阪大学

（公財）大阪府国際交流財団
令和3年1月18日 府民文化部



担当部局No. 防 災 協 定 等 の 名 称 協　定　先 締　結　日

府 6-1 災害等における飲料の無償提供協力に関する協定書 近畿中央ヤクルト販売株式会社 令和3年3月23日 府民文化部

府 6-2 災害等における飲料の無償提供協力に関する協定書
万博記念公園マネジメント・パート

ナーズ
平成31年3月28日 府民文化部

府 7-1 災害時における飲料の提供協力に関する覚書 関西キリンビバレッジサービス㈱ 令和2年1月31日 府民文化部

府 7-2 災害時における飲料の提供協力に関する覚書 関西キリンビバレッジサービス㈱ 令和2年1月31日 府民文化部

府 7-3 災害時における飲料の提供協力に関する覚書 アサヒ飲料販売㈱ 令和2年3月30日 府民文化部

府 7-4 災害時における飲料の提供協力に関する覚書 ダイドードリンコ(株) 令和2年3月30日 府民文化部

府 7-5 災害時における飲料の提供協力に関する覚書 コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 令和2年3月30日 府民文化部

府 7-6 災害時における飲料の提供協力に関する覚書 ダイドードリンコ㈱ 令和2年3月30日 府民文化部

府 7-7 災害時における飲料の提供協力に関する覚書 関西キリンビバレッジサービス㈱ 令和2年3月30日 府民文化部

府 7-8 災害時における飲料の提供協力に関する覚書 関西キリンビバレッジサービス㈱ 令和3年3月17日 府民文化部

府 7-9 災害時における飲料の提供協力に関する覚書 ㈱ジャパンビバレッジホールディング 令和3年9月28日 府民文化部

府 7-10 災害時における飲料の提供協力に関する覚書 関西キリンビバレッジサービス㈱ 令和3年6月22日 府民文化部

府 8-1 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 シェラトン都ホテル大阪 令和2年12月18日 府民文化部

府 8-2 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ザ・リッツ・カールトン大阪 令和2年12月18日 府民文化部

府 8-3 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ホテルインターゲート大阪梅田 令和2年12月18日 府民文化部

府 8-4 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 大阪キャッスルホテル 令和3年3月10日 府民文化部

府 8-5 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 スイスホテル大阪 令和3年3月18日 府民文化部

府 8-6 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 帝国ホテル 大阪 令和3年3月26日 府民文化部

府 8-7 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 リーガロイヤルホテル 令和3年3月26日 府民文化部

府 8-8 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ホテルグランヴィア大阪 令和3年6月29日 府民文化部

府 8-9 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ハートンホテル心斎橋長堀通 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-10 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 大阪逸の彩（ひので）ホテル 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-11 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 インターコンチネンタルホテル大阪 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-12 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ハートンホテル北梅田 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-13 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ハートンホテル西梅田 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-14 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ホテル エルセラーン大阪 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-15 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ホテルビナリオ梅田 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-16 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ザ　ブリッジホテル心斎橋 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-17 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 シティプラザ大阪 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-18 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 道頓堀ホテル 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-19 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ハートンホテル心斎橋 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-20 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ホテルロイヤルクラシック大阪 令和3年12月24日 府民文化部

府 8-21 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 イビス大阪梅田 令和4年3月23日 府民文化部

府 8-22 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 イビススタイルズ大阪難波 令和4年3月23日 府民文化部

府 8-23 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 大阪東急ＲＥＩホテル 令和4年3月23日 府民文化部

府 8-24 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 桜ガーデンホテル 令和4年3月23日 府民文化部

府 8-25 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 セント レジス ホテル大阪 令和4年3月23日 府民文化部

府 8-26 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 ホテルトラスティ大阪阿倍野 令和4年3月23日 府民文化部

府 9 大規模災害時における施設利用の協力に関する協定

大阪市北区

大阪市福島区

大阪市西区

（株）大阪国際会議場

平成31年3月18日 府民文化部

福 1-1 大阪府災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 （社福）大阪府社会福祉協議会 平成31年3月28日 福祉部

福 1-2 大阪府災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 （公社）大阪介護福祉士会 平成31年3月28日 福祉部

福 1-3 大阪府災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 （公社）大阪介護老人保健施設協会 平成31年3月28日 福祉部

福 1-4 大阪府災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 （公社）大阪社会福祉士会 平成31年3月28日 福祉部

福 1-5 大阪府災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 （公社）大阪府理学療法士会 令和元年8月15日 福祉部

福 1-6 大阪府災害派遣福祉チームの派遣に関する協定
特定非営利活動法人　大阪医療ソー

シャルワーカー協会
令和元年8月23日 福祉部

福 1-7 大阪府災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 (公社)大阪介護支援専門員協会 令和元年12月16日 福祉部

福 1-8 大阪府災害派遣福祉チームの派遣に関する協定
(一社)大阪府訪問看護ステーション協

会
令和2年1月23日 福祉部

福 1-9 大阪府災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 （一社）大阪精神保健福祉士協会 令和3年6月10日 福祉部

健 1 災害時における医療救護についての協定 (一社)大阪府医師会 昭和58年2月28日 健康医療部

健 2-1 災害用医薬品等の供給に関する協定 (一社)大阪府薬剤師会 平成9年4月1日 健康医療部

健 2-2 災害用医薬品等の供給に関する協定 大阪府医薬品卸(協) 平成9年4月1日 健康医療部

健 2-3 災害用医薬品等の供給に関する協定 関西医薬品協会 平成9年4月1日 健康医療部

健 2-4 災害用医薬品等の供給に関する協定 大阪家庭薬協会 平成9年4月1日 健康医療部



担当部局No. 防 災 協 定 等 の 名 称 協　定　先 締　結　日

健 2-5 災害用医薬品等の供給に関する協定 大阪衛生材料(協) 平成9年4月1日 健康医療部

健 2-6 災害用医薬品等の供給に関する協定
(一社)日本産業・医療ガス協会

　　近畿地域本部大阪支部
平成9年4月1日 健康医療部

健 2-7 災害用医薬品等の供給に関する協定 近畿歯科用品商協同組合 平成9年4月1日 健康医療部

健 2-8 災害用医療機器等の供給に関する協定 （一社）大阪医療機器協会 平成9年4月1日 健康医療部

健 2-9 災害用医薬品等の供給に関する協定 近畿臨床検査薬卸連合会 平成27年4月1日 健康医療部

健 3-1
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-2
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
国立病院機構大阪医療ｾﾝﾀｰ 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-3
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
大阪赤十字病院 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-4
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
大阪公立大学医学部附属病院 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-5
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
大阪大学医学部附属病院 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-6
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
三島救命救急ｾﾝﾀｰ 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-7
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
大阪医科薬科大学病院 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-8
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
関西医科大学総合医療センター 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-9
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
市立東大阪医療センター 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-10
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
府立中河内救命救急ｾﾝﾀｰ 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-11
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
近畿大学病院 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-12
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
堺市立総合医療センター 平成14年4月1日 健康医療部

健 3-13
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
りんくう総合医療センター 平成25年4月1日 健康医療部

健 3-14
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
大阪急性期・総合医療ｾﾝﾀｰ 平成14年4月3日 健康医療部

健 3-15
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
大阪府済生会千里病院 平成14年4月3日 健康医療部

健 3-16
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
関西医科大学附属病院 平成18年10月30日 健康医療部

健 3-17
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
大阪警察病院 平成20年9月18日 健康医療部

健 3-18
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
多根総合病院 平成23年5月30日 健康医療部

健 3-19
大阪府災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関す

る協定
岸和田徳洲会病院 平成28年8月4日 健康医療部

健 4
し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する災害時団体救

援協定
大阪府衛生管理協同組合 平成16年8月30日 健康医療部

健 5
災害時等における棺及び葬祭用品の供給等の協力に関

する協定
(一社)全日本冠婚葬祭互助協会 平成18年3月3日 健康医療部

健 6
健康危機発生時における近畿２府7県地方衛生研究所

の協力に関する協定

福井県、三重県、滋賀県、京都府、兵

庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、京

都市、大阪市、堺市、東大阪市、神戸

市、姫路市、尼崎市、和歌山市

平成18年8月18日 健康医療部

健 7
災害時協力井戸に係る設備機器の貸与等の災害時団体

救援協定
(一社)全国鑿井協会近畿支部 平成18年8月25日 健康医療部

健 8-1
災害時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
全日本葬祭業協同組合連合会 平成20年3月3日 健康医療部

健 8-2
災害時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
(一社)全国霊柩自動車協会 平成20年3月3日 健康医療部

健 9
新型インフルエンザ対策に係る抗インフルエンザウイ

ルス薬の医療機関への供給に関する協定
大阪府医薬品卸協同組合 平成21年8月11日 健康医療部
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健 10 災害時の医療救護活動に関する協定 （一社）大阪府薬剤師会 平成24年4月1日 健康医療部

健 11-1
非常災害乳幼児救護用調製粉乳等の一定量確保委託契

約（粉乳・液体ミルクの確保）
雪印ビーンスターク㈱ 毎年度契約 健康医療部

健 11-2
非常災害乳幼児救護用調製粉乳の一定量確保委託契約

（粉乳の確保）
森永乳業㈱ 毎年度契約 健康医療部

健 12 非常災害時における乳幼児救護用調整粉乳の協力 アサヒグループ食品（株） 毎年度契約 健康医療部

健 13
新型インフルエンザ等対策にかかる医薬品等の供給に

関する協定
関西医薬品協会 平成25年10月1日 健康医療部

健 14
新型インフルエンザ等対策にかかる医療機器その他の

衛生用品等の供給に関する協定
大阪医療機器協会 平成25年10月1日 健康医療部

健 15
新型インフルエンザ等対策に係る住民接種の接種体制

に関する覚書
43市町村、大阪府医薬品卸協同組合 令和3年2月1日 健康医療部

健 16 災害時の医療救護活動に関する協定 大阪府看護協会 平成25年8月30日 健康医療部

健 17 災害時における浄化槽の緊急点検等に関する協定 （一社）大阪府環境水質指導協会 平成28年5月31日 健康医療部

健 18-1
健康危機事象発生時等における業務の実施に関する基

本協定
大阪市 平成29年4月1日 健康医療部

健 18-2
健康危機事象発生時等における業務の実施に関する基

本協定

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研

究所
平成29年4月1日 健康医療部

健 19 大阪広域水道震災対策相互応援協定 29市町、大阪広域水道企業団 令和3年4月1日 健康医療部

健 20 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 一般社団法人大阪府歯科医師会 平成29年7月1日 健康医療部

健 21-1
災害時の大阪DPAT（先遣隊、協力医療機関）の活動

に関する協定
大阪精神医療センター 平成31年3月22日 健康医療部

健 21-2
災害時の大阪DPAT（先遣隊、協力医療機関）の活動

に関する協定
京阪病院 平成31年3月22日 健康医療部

健 21-3
災害時の大阪DPAT（先遣隊、協力医療機関）の活動

に関する協定
こころあ病院 平成31年3月22日 健康医療部

健 21-4
災害時の大阪DPAT（先遣隊、協力医療機関）の活動

に関する協定
小阪病院 平成31年3月22日 健康医療部

健 21-5
災害時の大阪DPAT（先遣隊、協力医療機関）の活動

に関する協定
さわ病院 平成31年3月22日 健康医療部

健 21-6
災害時の大阪DPAT（先遣隊、協力医療機関）の活動

に関する協定
浜寺病院 平成31年3月22日 健康医療部

健 21-7
災害時の大阪DPAT（先遣隊、協力医療機関）の活動

に関する協定
阪南病院 平成31年3月22日 健康医療部

健 21-8
災害時の大阪DPAT（先遣隊、協力医療機関）の活動

に関する協定
水間病院 平成31年3月22日 健康医療部

健 21-9
災害時の大阪DPAT（先遣隊、協力医療機関）の活動

に関する協定
美原病院 平成31年3月22日 健康医療部

健 21-10
災害時の大阪DPAT（先遣隊、協力医療機関）の活動

に関する協定
結のぞみ病院 平成31年3月22日 健康医療部

健 22-1
災害時の大阪DPAT（協力医療機関）の活動に関する

協定

（地独）大阪市民病院機構　大阪市立

総合医療センター
令和1年9月4日 健康医療部

健 22-2 災害時の大阪DPAT（協力医療機関）の活動に関する 医療法人　なかむかいクリニック 令和1年9月4日 健康医療部

健 22-3
災害時の大阪DPAT（協力医療機関）の活動に関する

協定

（公財）田附興風会　医学研究所　北

野病院
令和1年9月4日 健康医療部

健 23 災害時における栄養・食生活支援に関する協定 公益社団法人大阪府栄養士会 令和元年5月8日 健康医療部

健 24 在宅患者災害時支援に関する協定
一般社団法人大阪府訪問看護ステー

ション協会
令和2年1月7日 健康医療部

健 25
災害時における環境衛生管理及び防災活動への協力に

関する協定
(一社)大阪ビルメンテナンス協会 令和元年11月11日 健康医療部

健 26 災害時における被災者等の支援に関する協定 大阪府生活衛生同業組合協議会 令和2年10月20日 健康医療部

商 1 災害時における瓦等の供給協力に関する協定 大阪府瓦商工業協同組合 平成20年10月1日 商工労働部

商 2 災害時における畳等の供給協力に関する協定 大阪畳商工業協同組合 平成20年10月1日 商工労働部

商 3 災害時におけるタオルの供給協力に関する協定 大阪タオル工業組合 平成20年10月1日 商工労働部

商 4 災害時における歯ブラシの供給協力に関する協定 全日本ブラシ工業協同組合 平成20年10月1日 商工労働部

商 5 災害時における毛布の供給協力に関する協定 日本毛布工業組合 平成20年10月1日 商工労働部

商 6 災害時における建築資材等の供給協力に関する協定 大阪建築金物卸商協同組合 平成21年12月16日 商工労働部



担当部局No. 防 災 協 定 等 の 名 称 協　定　先 締　結　日

環 1-1
災害時における生鮮食料品等の供給協力等相互応援に

関する協定（生鮮食料品の確保）
京都市中央卸売市場 平成8年5月28日

環境農林

水産部

環 1-2
災害時における生鮮食料品等の供給協力等相互応援に

関する協定（生鮮食料品の確保）
大阪市中央卸売市場 平成8年5月28日

環境農林

水産部

環 1-3
災害時における生鮮食料品等の供給協力等相互応援に

関する協定（生鮮食料品の確保）
神戸市中央卸売市場 平成8年5月28日

環境農林

水産部

環 1-4
災害時における生鮮食料品等の供給協力等相互応援に

関する協定（生鮮食料品の確保）
姫路市中央卸売市場 平成8年5月28日

環境農林

水産部

環 1-5
災害時における生鮮食料品等の供給協力等相互応援に

関する協定（生鮮食料品の確保）
尼崎市公設地方卸売市場 平成8年5月28日

環境農林

水産部

環 1-6
災害時における生鮮食料品等の供給協力等相互応援に

関する協定（生鮮食料品の確保）
奈良県中央卸売市場 平成8年5月28日

環境農林

水産部

環 1-7
災害時における生鮮食料品等の供給協力等相互応援に

関する協定（生鮮食料品の確保）
和歌山市中央卸売市場 平成8年5月28日

環境農林

水産部

環 2-1
災害救助用米穀の保管及び供給等の協力に関する協定

（精米の確保）
㈱大阪第一食糧 令和元年11月11日

環境農林

水産部

環 2-2
災害救助用米穀の保管及び供給等の協力に関する協定

（精米の確保）
幸南食糧㈱ 令和元年11月11日

環境農林

水産部

環 2-3
災害救助用米穀の保管及び供給等の協力に関する協定

（精米の確保）
幸福米穀㈱ 令和元年11月11日

環境農林

水産部

環 2-4
災害救助用米穀の保管及び供給等の協力に関する協定

（精米の確保）
㈱丸三 令和元年11月11日

環境農林

水産部

環 2-5
災害救助用米穀の保管及び供給等の協力に関する協定

（精米の確保）
㈱勝山商店 令和元年11月11日

環境農林

水産部

環 2-6
災害救助用米穀の保管及び供給等の協力に関する協定

（精米の確保）
ライスフレンド㈱ 令和元年11月11日

環境農林

水産部

環 3
災害救助用漬物の保管に関する協定

（漬物の確保）
大阪府漬物事業(協) 平成8年8月8日

環境農林

水産部

環 4-1
災害時における物資の供給に関する協定(パン等の提

供)

全大阪パン協同組合
平成28年7月1日

環境農林

水産部

環 4-2
災害時における物資の供給に関する協定(パン等の提

供)

全日本パン協同組合連合会近畿東海北

陸ブロック
平成28年7月1日

環境農林

水産部

環 5
地震等大規模災害時における災害廃棄物処理等の協力

に関する協定書
(公社)大阪府産業資源循環協会 平成18年3月27日

環境農林

水産部

環 6 災害時における石綿測定調査に関する協定 大阪環境測定分析事業者協会 令和元年9月12日
環境農林

水産部

環 7
全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定

（生鮮食料品の確保及び市場機能の復旧対策）

全国中央卸売市場協会及び同会所属の

6支部（北海道・東北支部、関東支

部、東海・北陸支部、近畿支部、中

国・四国支部、九州支部）

平成24年9月1日
環境農林

水産部

環 8-1
高病原性鳥インフルエンザ患畜等汚染物品の焼却処理

に関する協定書
南河内環境事業組合 平成23年12月15日

環境農林

水産部

環 8-2
高病原性鳥インフルエンザ患畜等汚染物品の焼却処理

に関する協定書

四條畷市、交野市、

四條畷市交野市清掃施設組合
平成23年12月15日

環境農林

水産部

環 8-3
高病原性鳥インフルエンザ患畜等汚染物品の焼却処理

に関する協定書

泉佐野市、田尻町

泉佐野市田尻町清掃施設組合
平成23年12月15日

環境農林

水産部

環 8-4
高病原性鳥インフルエンザ患畜等汚染物品の焼却処理

に関する協定書

柏原市、羽曳野市、藤井寺市

柏羽藤環境事業組合
平成24年3月29日

環境農林

水産部

環 9
家畜伝染病発生時における防疫業務の協力に関する基

本協定(消毒作業)
(一社)大阪府ペストコントロール協会 平成24年9月1日

環境農林

水産部

環 10 災害時における動物救護等の活動に関する協定 （公社）大阪府獣医師会 平成28年4月1日
環境農林

水産部

環 11 愛護動物に関する業務支援に関する協定 （公社）大阪府獣医師会 令和1年9月2日
環境農林

水産部

環 12
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
㈱わんわん 平成29年2月6日

環境農林

水産部
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環 13
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
㈱マルカン 平成29年3月21日

環境農林

水産部

環 14
災害時における物資供給及び防災活動への協力に関す

る協定
日本ウエイン㈱ 平成29年3月21日

環境農林

水産部

環 15 災害廃棄物の収集運搬の協力に関する協定 一般社団法人大阪府清掃事業連合会 平成29年8月4日
環境農林

水産部

環 16-1
重要家畜伝染病患畜等汚染物品の焼却処理に関する協

定書
株式会社ＧＥ 平成24年11月12日

環境農林

水産部

環 16-2
重要家畜伝染病患畜等汚染物品の焼却処理に関する協

定書
株式会社国中環境開発 平成24年11月12日

環境農林

水産部

環 17 家畜伝染病予防法に基づく焼却に関する協定書
岸和田市都市魅力部、貝塚市都市整備

部、岸和田市貝塚市清掃施設組合

平成29年3月23日

令和4年3月18日

環境農林

水産部

環 18 災害時における石綿測定調査に関する協定 一般社団法人日本環境測定分析協会 令和2年2月28日
環境農林

水産部

環 19
家畜伝染病発生時における防疫対策業務に関する基本

協定書
大栄環境株式会社 令和3年1月29日

環境農林

水産部

環 20 特定家畜伝染病の防疫活動への協力に係る協定書 綜合警備保障株式会社 令和3年12月8日
環境農林

水産部

都 1 下水道事業災害時近畿ﾌﾞﾛｯｸ支援に関する申し合わせ

国土交通省、福井県、滋賀県、京都

府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重

県、徳島県、大阪市、京都市、神戸

市、堺市、福井市、大津市、福知山

市、姫路市、奈良市、和歌山市、津

市、徳島市、日本下水道事業団、(公

社)日本下水道協会、(一社)全国上下水

道コンサルタント協会、(一社)日本下

水道施設業協会、(公社)日本下水道管

路管理業協会、(一社)日本下水道施設

管理業協会、全国管工事業協同組合連

合会

平成16年4月1日 都市整備部

都 2
災害時における下水道管路施設の復旧対策業務に関す

る協定
(公社)日本下水道管路管理業協会 平成31年3月20日 都市整備部

都 3-1
地震災害時における大阪府管理橋梁の応急対策業務に

関する協定
(一社)日本橋梁建設業協会関西支部 平成9年10月1日 都市整備部

都 3-2
地震災害時における大阪府管理橋梁の応急対策業務に

関する協定

(一社)ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会関西

支部
平成9年10月1日 都市整備部

都 4-1
地震災害時等における大阪府管理道路等の応急対策業

務に関する協定

（一社）日本建設業連合会関西支部

支部長
平成11年3月31日 都市整備部

都 4-2
災害時における応援協力に関する協定

(道路等の応急対応)
(一社)大阪建設業協会

平成11年3月31日

平成23年3月23日
都市整備部

都 4-3
災害時における応援協力に関する協定

(道路等の応急対応)
(一社)大阪府中小建設業協会

平成18年4月28日

平成23年3月23日
都市整備部

都 5
地震災害時等における大阪府管理道路等の応急対策業

務に関する協定
(一社)日本道路建設業協会関西支部 平成13年3月28日 都市整備部

都 6 災害時における測量作業の応援協力に関する協定 (一社)大阪府測量設計業協会 平成25年2月14日 都市整備部

都 7 土砂災害防止のための活動に関する協定
特定非営利活動法人

大阪府砂防ボランティア協会
平成17年6月13日 都市整備部

都 8 災害時の応援に関する申し合わせ

国土交通省近畿地方整備局

福井県土木部

滋賀県土木交通部

京都府土木建築部

兵庫県県土整備部

奈良県土木部

和歌山県県土整備部

平成17年6月14日 都市整備部
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都 9 災害時における応急対策業務の応援協力に関する協定 （一社）大阪造園業協会 平成18年4月28日 都市整備部

都 10
地震・台風災害時における河川・海岸・港湾施設の応

急対策業務に関する協定
(一社)浚渫業協会 平成19年7月30日 都市整備部

都 11 災害時の道路啓開に関する協定書
(一社)日本自動車連盟

    関西本部大阪支部
平成21年5月26日 都市整備部

都 12 災害時の道路啓開に関する協定書 (一社)全国ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会 平成21年9月1日 都市整備部

都 13-1 災害時における相互協力に関する協定 西日本高速道路㈱関西支社 平成22年7月22日 都市整備部

都 13-2 災害時における相互協力に関する協定 大阪府道路公社 平成22年8月13日 都市整備部

都 13-3 災害時における相互協力に関する協定 阪神高速道路(株) 平成22年12月28日 都市整備部

都 14 災害時における応援協力に関する協定 大阪府道路維持メンテナンス協会 令和3年1月25日 都市整備部

都 15 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書 国土交通省国土地理院 平成24年12月20日 都市整備部

都 16
大阪府都市整備部と社団法人日本造園組合連合会大阪

府支部の災害時における防災協定

(一社)日本造園組合連合会

    大阪府支部
平成25年2月14日 都市整備部

都 17 災害時における調査の応援に関する協定 （公社）土木学会　関西支部 平成26年5月7日 都市整備部

都 18-1
船舶等を利用した河川管理施設の災害時緊急調査等に

関する協定
国土交通省近畿地方整備局 令和1年11月1日 都市整備部

都 18-2
船舶等を利用した河川管理施設の災害時緊急調査等に

関する協定
大阪市 令和1年11月1日 都市整備部

都 18-3
船舶等を利用した河川管理施設の災害時緊急調査等に

関する協定

特定非営利活動法人　大阪水上安全協

会
令和1年11月1日 都市整備部

都 19 災害時における応急対策業務の協力に関する協定
（公社）全国土木コンクリートブロッ

ク協会
平成27年7月1日 都市整備部

都 20 災害等緊急時における交通誘導員確保に関する協定書 (一社)大阪府警備業協会 平成27年8月1日 都市整備部
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都 21
災害等緊急時における災害応急対策業務及び建設資材

調達に関する包括協定書

国土交通省近畿地方整備局、福井県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈

良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺

市、神戸市、（独）水資源機構　関

西・吉野川支社、中日本高速道路

（株）名古屋支社、中日本高速道路

（株）金沢支社、西日本高速道路

（株）関西支社、阪神高速道路

（株）、本洲四国連絡高速道路

（株）、（一社）日本建設業連合会関

西支部

平成29年2月20日 都市整備部

都 22 地盤情報の収集と利活用に関する協定書 一般社団法人国土地盤情報センター 平成31年3月19日 都市整備部

都 23-1
災害時における応急仮設住宅建設についての協定

（仮設住宅の確保）
(一社)ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築協会 平成7年5月16日 都市整備部

都 23-2
災害時における応急仮設住宅建設についての協定

（仮設住宅の確保）
(一社)全国木造建設事業協会 平成31年2月28日 都市整備部

都 23-3
災害時における応急仮設住宅建設についての協定

（仮設住宅の確保）
(一社)日本木造住宅産業協会近畿支部 平成31年2月28日 都市整備部

都 24-1
災害時における民間賃貸住宅に係る空き家情報の提供

等に関する協定書
(公社)全日本不動産協会大阪府本部 平成21年11月20日 都市整備部

都 24-2
災害時における民間賃貸住宅に係る空き家情報の提供

等に関する協定書
(一社)大阪府宅地建物取引業協会 平成21年11月20日 都市整備部

都 24-3
災害時における民間賃貸住宅に係る空き家情報の提供

等に関する協定書
(公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 平成25年10月28日 都市整備部

都 24-4
災害時における民間賃貸住宅に係る空き家情報の提供

等に関する協定書
アットホーム株式会社 平成29年9月29日 都市整備部

都 25-1
災害時における応援協力に関する協定

(住宅の応急修理)
(一社)大阪建設業協会 平成23年3月23日 都市整備部

都 25-2
災害時における応援協力に関する協定

(住宅の応急修理)
(一社)大阪府中小建設業協会 平成28年3月24日 都市整備部

都 25-3
災害時における応援協力に関する協定

(住宅の応急修理)
(一社)大阪府建団連 平成28年9月9日 都市整備部

都 25-4
災害時における応援協力に関する協定

(住宅の応急修理)
大阪建設労働組合 平成27年10月20日 都市整備部

都 26-1

大規模災害時における被災建築物応急危険度判定・被

災宅地危険度判定活動に必要な判定士の派遣協力に関

する協定書

（社）大阪府建築士会 平成23年8月17日 都市整備部

都 26-2

大規模災害時における被災建築物応急危険度判定・被

災宅地危険度判定活動に必要な判定士の派遣協力に関

する協定書

（社）大阪府建築士事務所協会 平成23年8月17日 都市整備部

都 26-3

大規模災害時における被災建築物応急危険度判定・被

災宅地危険度判定活動に必要な判定士の派遣協力に関

する協定書

（社）日本建築家協会 平成23年8月17日 都市整備部

都 26-4

大規模災害時における被災建築物応急危険度判定・被

災宅地危険度判定活動に必要な判定士の派遣協力に関

する協定書

（社）日本建築協会 平成23年8月17日 都市整備部
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都 27

災害時における協力に関する協定（被災建築物及び宅

地の危機判定、応急仮設住宅の設計等、応急仮設住宅

等の棟の入居事務）

(独)都市再生機構西日本支社 平成23年10月11日 都市整備部

都 28
災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する

協定書
（独）住宅金融支援機構 平成27年2月16日 都市整備部

港 1
災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する包

括的協定書

国土交通省近畿地方整備局、京都府、

大阪府、兵庫県、和歌山県、大阪市、

神戸市、阪神国際港湾株式会社、大阪

港埠頭株式会社、大阪湾広域臨海環境

整備センター、堺泉北埠頭株式会社、

(一社)日本埋立浚渫協会、近畿港湾空

港建設協会連合会、(一社)日本海上起

重技術協会、全国浚渫業協会、(一社)

日本潜水協会、(一社)海洋調査協会、

(一社)港湾技術コンサルタンツ協会

令和3年3月26日 大阪港湾局

会 1 官庁会計システムの相互利用に関する協定書

近畿財務局

大阪国税局

近畿管区警察局

大阪府警察本部

平成26年1月20日 会計局

会 2 官庁会計システムの相互利用に関する協定書

近畿財務局

大阪労働局

近畿地方整備局

近畿運輸局

大阪航空局

平成26年3月20日 会計局

会 3 災害時における指定金融機関との協力体制に関する協 株式会社りそな銀行大阪公務部 平成28年3月18日 会計局

教 1
災害時における府立学校に関する被害状況調査・設計

等業務に係る協定書
（社）大阪府建築士事務所協会 令和1年5月23日 教育庁


