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資料 12－１   民間応援協定  
（令和３年４月１日現在） 

１  指定緊急避難場所兼指定避難所  

名   称 目的 締結年月日 締結先 

施設利用（指定緊急避難

場所）に関する協定 

地震、風水害等により、

寝屋川市の区域内で大規

模な災害が発生し、又は

発生する恐れがある場合

の指定緊急避難場所 

平成 31年３月 28日 
公立大学法人大阪府立大

学 

災害時における避難所施

設等利用に関する協定 

地震、風水害等により、

寝屋川市の区域内で大規

模な災害が発生し、又は

発生する恐れがある場合

の指定緊急避難場所兼指

定避難所 

平成 31年４月１日 

大阪府立寝屋川高等学

校・大阪府立寝屋川西高

等学校・大阪府立北かわ

ち皐が丘高等学校 

地震、風水害等により、

寝屋川市の区域内で大規

模な災害が発生し、又は

発生する恐れがある場合

の指定緊急避難場所兼指

定避難所 

平成 31年４月１日 学校法人聖母女学院 

地震、風水害等により、

寝屋川市の区域内で大規

模な災害が発生し、又は

発生する恐れがある場合

の指定緊急避難場所兼指

定避難所 

平成 31年４月１日 
学校法人大阪電気通信大

学 

地震、風水害等により、

寝屋川市の区域内で大規

模な災害が発生し、又は

発生する恐れがある場合

の指定緊急避難場所兼指

定避難所 

平成 31年４月１日 学校法人同志社 

 

 

２  福祉避難所  

名   称 目的 締結年月日 締結先 

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  

 災害発生時、寝屋川市

の福祉避難所開設の指示

により社会福祉法人広成

福祉会の運営する福祉施

設内において福祉避難所

を設置し要援護者等を当

該避難所に避難させる。 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

広成福祉会 

 災害発生時、寝屋川市

の福祉避難所開設の指示

により社会福祉法人栄光

会の運営する福祉施設内

において福祉避難所を設

置し要援護者等を当該避

難所に避難させる。 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

栄光会 
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名   称 目的 締結年月日 締結先 

 災害発生時、寝屋川市

の福祉避難所開設の指示

により社会福祉法人いわ

き会の運営する福祉施設

内において福祉避難所を

設置し要援護者等を当該

避難所に避難させる。 

平成 25年 11月５日 

令和３年３月 31日 

社会福祉法人 

いわき会 

 災害発生時、寝屋川市

の福祉避難所開設の指示

により社会福祉法人真清

福祉会の運営する福祉施

設内において福祉避難所

を設置し要援護者等を当

該避難所に避難させる。 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

真清福祉会 

 災害発生時、寝屋川市

の福祉避難所開設の指示

により社会福祉法人東和

福祉会の運営する福祉施

設内において福祉避難所

を設置し要援護者等を当

該避難所に避難させる。 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

東和福祉会 

 災害発生時、寝屋川市

の福祉避難所開設の指示

により社会福祉法人香西

会の運営する福祉施設内

において福祉避難所を設

置し要援護者等を当該避

難所に避難させる。 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

香西会 

 災害発生時、寝屋川市

の福祉避難所開設の指示

により社会福祉法人たち

ばな会の運営する福祉施

設内において福祉避難所

を設置し要援護者等を当

該避難所に避難させる。 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

たちばな会 

  災害発生時、寝屋川市

の福祉避難所開設の指示

により社会福祉法人百丈

山合掌会の運営する福祉

施設内において福祉避難

所を設置し要援護者等を

当該避難所に避難させ

る。 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

百丈山合掌会 

 災害発生時、寝屋川市

の福祉避難所開設の指示

により社会福祉法人東香

会の運営する福祉施設内

において福祉避難所を設

置し要援護者等を当該避

難所に避難させる。 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

東香会 
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名   称 目的 締結年月日 締結先 

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  

 避難所での避難生活に

おいて、特別な配慮を要

する障害者等の災害時要

援護者を収容し、又は保

護するための施設 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

ねやのさと福祉会 

 避難所での避難生活に

おいて、特別な配慮を要

する障害者等の災害時要

援護者を収容し、又は保

護するための施設 

平成 25年 11月５日 
医療法人 

長尾会 

 避難所での避難生活に

おいて、特別な配慮を要

する障害者等の災害時要

援護者を収容し、又は保

護するための施設 

平成 25年 11月 15 日 
社会福祉法人 

月の輪学院 

 避難所での避難生活に

おいて、特別な配慮を要

する障害者等の災害時要

援護者を収容し、又は保

護するための施設 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

百丈山合掌会 

 避難所での避難生活に

おいて、特別な配慮を要

する障害者等の災害時要

援護者を収容し、又は保

護するための施設 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

豊親福祉会 

 避難所での避難生活に

おいて、特別な配慮を要

する障害者等の災害時要

援護者を収容し、又は保

護するための施設 

平成 25年 11月５日 
営利法人 

L‐L‐WORLD 株式会社 

 避難所での避難生活に

おいて、特別な配慮を要

する障害者等の災害時要

援護者を収容し、又は保

護するための施設 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

療育・自立センター 

 避難所での避難生活に

おいて、特別な配慮を要

する障害者等の災害時要

援護者を収容し、又は保

護するための施設 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

光輝会 

 避難所での避難生活に

おいて、特別な配慮を要

する障害者等の災害時要

援護者を収容し、又は保

護するための施設 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

讃良福祉会 

 避難所での避難生活に

おいて、特別な配慮を要

する障害者等の災害時要

援護者を収容し、又は保

護するための施設 

平成 25年 11月５日 
社会福祉法人 

聖森会 
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３  医療救護  

名   称 目的 締結年月日 締結先 

災害時の医療救護に関す

る協定 

 災害時において市民へ

の迅速かつ適切な医療救

護を行い、市民の安全・

安心の確保に繋げるた

め、医療体制の連携を強

化する。 

平成 25年８月１日 

平成 29年４月１日改正 

一般社団法人 

寝屋川市医師会 

 災害時において市民へ

の迅速かつ適切な医療救

護を行い、市民の安全・

安心の確保に繋げるた

め、医療体制の連携を強

化する。 

平成 25年８月１日 

平成 29年４月１日改正 

一般社団法人 

寝屋川市歯科医師会 

 災害時において市民へ

の迅速かつ適切な医療救

護を行い、市民の安全・

安心の確保に繋げるた

め、医療体制の連携を強

化する。 

平成 25年８月１日 

平成 29年４月１日改正 

一般社団法人 

寝屋川市薬剤師会 

 災害時において市民へ

の迅速かつ適切な医療救

護を行い、市民の安全・

安心の確保に繋げるた

め、医療体制の連携を強

化する。 

平成 25年 10月１日 

平成 29年４月１日改正 

一般社団法人 

寝屋川市病院協会 

 
4 消毒業務  

名   称 目的 締結年月日 締結先 

災害時等における衛生害

虫等の駆除業務等の協力

に関する協定 

 感染症被害の拡大を防

止する対策を円滑に実施

するため 

平成 31年３月 26日 

一般社団法人 

大阪府ペストコントロー

ル協会 
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５  物資  

(1)飲料関係  

名   称 目的 締結年月日 締結先 

寝屋川市みんなのまちづ

くり支援自動販売機設置

事業に関する協定 

 災害時に機内の販売品

を無償提供できる機能を

備えたものを設置するこ

とにより、災害時におけ

る飲料の確保を行う。 

令和３年４月１日 株式会社 山久 

令和３年４月１日 
千成ヤクルト販売株式会

社 

令和３年４月１日 株式会社 緑建社  

令和３年４月１日 
コカ・コーラボトラーズ

ジャパン株式会社 

令和３年４月１日 
株式会社スターベンディ

ング 

災害時における飲料供給

等の協力に関する協定 

応急対策に必要な飲料

等の物資の供給及び輸送 

平成 21年２月１日 

平成 23年４月１日 

平成 26年４月１日 

サントリーフーズ 

株式会社 

 
(2)  食料・生活必需品関係  

名   称 目的 締結年月日 締結先 

災害時における支援協力

に関する協定 

 応急対策に必要な物資

の供給 
平成 27年 10月 23 日 

イオンリテール株式会社 

近畿・北陸カンパニー 

災害時における物資の供

給及び施設使用に関する

協定 

 災害時において必要と

なる物資の供給及びビバ

ホーム寝屋川店の駐車場

及びトイレの使用 

平成 28年９月 27日 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 

災害時における物資の供

給及び施設使用に関する

協定 

 災害時において必要と

なる物資の供給及びコノ

ミヤ寝屋川店の駐車場及

びトイレの使用 

平成 28年 11月 15 日 株式会社コノミヤ 

災害時における物資の供

給に関する協定 

 災害時において必要と

なる物資の供給 
平成 28年 11月 25 日 株式会社アカカベ 

 
(3)燃料関係  

名   称 目的 締結年月日 締結先 

災害時における LP ガス

等の供給協力に関する協

定 

 応急対策に必要な LP

ガス等の物資の供給及び

輸送 

平成 28年３月 10日 
大阪府 LPガス協会北大

阪支部 

災害時における石油類燃

料の供給に関する協定 

 災害対応、被災者並び

に避難者の救援活動及び

その他必要な活動を円滑

に行うために、必要とな

る燃料等の供給 

平成 28年９月 28日 掛川商事株式会社 

平成 28年９月 28日 京阪石油 

平成 28年９月 28日 高浦石油株式会社 

平成 28年９月 28日 松山石油株式会社 

平成 28年９月 28日 株式会社溝口砿油店 

平成 28年 11月１日 株式会社ネクステージ 

 
(4)復旧  

名   称 目的 締結年月日 締結先 

災害時における応急給水

活動応急復旧対策に係る

協定 

 大規模な地震、漏水事

故、その他の災害が発生

した場合の迅速かつ適切

な応急給水活動及び応急

復旧対策 

平成 17年６月９日 

寝屋川市指定上下水道工

事業協同組合寝屋川市内

水道修繕センター 

災害時における応急対策

に対する協力に関する協

 道路・河川・下水道等

の施設への現地調査、応

平成 21年 12月１日 

平成 23年４月１日 
寝屋川区域防災協力会 
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定 急及び復旧の工事等の措

置 

平成 26年４月１日 

平成 29年４月１日 

災害時における応急対策

に対する協力に関する協

定 

 庁舎・学校等の防災上

重要な施設への現地調

査、応急及び復旧工事等

の措置 

平成 19年３月 28日 

平成 20年４月１日 

平成 23年４月１日 

平成 26年４月１日 

平成 29年４月１日 

寝屋川電設安全会 

災害時における連携に

関する協定 

 地震、風水害等による

大規模災害が発生し、又

は発生する恐れがある

場合における円滑な災

害復旧業務の実施 

令和元年 12 月６日 大阪ガス株式会社 

災害時における水道施

設復旧に関する協定 

災害時等に水道施設

の復旧に要する資機材

の調達と応急復旧対策 

令和２年３月 31日 
大成機工株式会社 

コスモ工機株式会社 

災害時における水道施

設の応急復旧支援に関

する協定 

災害時等に必要な仮

設配管資材の調達 
令和２年３月 31日 株式会社光明製作所 

 
(5)放送・通信  

名   称 目的 締結年月日 締結先 

災害時等における緊急放

送に係わる協定 

 大地震、台風等の自然

災害その他緊急事態の発

生時において市民への情

報伝達 

平成 25年７月 17日 

株式会社ジェイコムウエ

スト 

株式会社ジュピターテレ

コム 

災害発生時における寝屋

川市と寝屋川市内郵便局

の協力に関する協定 

 災害時において、緊急

車両としての車両の提

供、被災者の避難所開設

状況及び避難者名簿等の

情報の相互提供、郵便局

ネットワークを活用した

広報活動、避難所におけ

る臨時の郵便差出箱の設

置など 

平成 28年４月１日 寝屋川市内郵便局 

災害に係る情報発信等に

関する協定 

 災害時において、地震、

津波、台風、豪雨、洪水、

暴風その他の災害に備

え、寝屋川市民に対して

必要な情報を迅速に提供

し、かつ行政機能の低下

を軽減させるため。 

平成 29年７月３日 Yahoo!JAPAN 

特設公衆電話の設置・利

用に関する覚書 

災害時等における避難

施設等での早期通信手段

の確保及び帰宅困難者の

連絡手段確保 

平成 31年３月１日 西日本電信電話株式会社 

 

(6)その他  

名   称 目的 締結年月日 締結先 

四條畷市及び寝屋川市

「砂・新家地区」の地域

 防災意識及び防災性の

向上を図るため、四條畷
平成 27年 10月 23 日 イオンモール株式会社 
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名   称 目的 締結年月日 締結先 

防災に関する協定 市・寝屋川市が実施する

防災啓発活動などの各種

防災施策への連携・協力 

四條畷市 

災害時における資機材の

賃貸借に関する協定 

 災害時における資機材

の賃貸借 
平成 28年９月１日 奥村機械株式会社 

災害時におけるボランテ

ィアセンターの設置・運

営に関する協定 

 災害時における災害ボ

ランティアセンターの設

置・運営 

平成 28年 10月４日 
社会福祉法人 

寝屋川市社会福祉協議会 

寝屋川市と枚方信用金庫

との包括連携に関する協

定 

 防災体制の整備や災害

時における支援 
平成 28年６月 15日 枚方信用金庫 

災害時における地図製品

等の供給等に関する協定 

 災害時における地図製

品等の供給 
平成 29年１月 20日 株式会社ゼンリン 

災害時における一般家庭

ごみ収集運搬業務の支援

に関する協定 

 災害時における一般家

庭ごみ収集運搬業務の支

援 

平成 29年３月 21日 

寝屋川市清掃業組合 

株式会社スリーエフコー

ポレーション 

北口建設工業株式会社 

株式会社寝屋川興業 

有限会社河北産業 

災害時における物資の自

動車輸送に関する協定 

 災害時における物資の

自動車輸送 
平成 29年 11月１日 

赤帽大阪府軽自動車運送

協同組合 

災害時における物資の保

管等に関する協定 

 災害時における物資の

保管等 
令和２年 12 月 24日 

村岡運輸株式会社 

株式会社三協 
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資料 12－２   他自治体との広域相互応援協定    （令和３年４月１日現在） 

名  称 目  的 締結年月日 締 結 先 

無線通信施設等に係る 

災害相互応援協定 

 通信施設及び通信従

事者の応援 
昭和 59年６月 1日 

堺市、寝屋川市、貝塚市、柏原

市、岸和田市、八尾市 

災害相互応援協定書 
 災害時における広域

的な応援協定 
平成８年３月 28日 

北河内７市 

守口市、枚方市、寝屋川市、大

東市、門真市、四條畷市、交野

市 

寝屋川市・すさみ町 

災害時相互応援協定書 

 友好都市提携による

応急対策及び復旧対策

等の支援 

平成８年 10 月４日 寝屋川市、すさみ町 

災害相互応援協定 
 災害時における広域

的な応援協定 
平成９年１月 17日 

関係６市 

京都府八幡市、京都府京田辺

町、奈良県生駒市、大阪府交野

市、大阪府寝屋川市、大阪府枚

方市 

一般廃棄物処理（ごみ

処理）に係る相互支援

協定 

 地震、台風等の災害

時などにおいて大量発

生した一般廃棄物の一

時保管、処理又は運搬

業務の支援等、一般廃

棄物処理における総合

的な相互支援 

平成 20年３月３日 

守口市、枚方市、大東市、門真

市、東大阪市、四條畷市、交野

市、東大阪都市清掃施設組合、

四條畷市交野市清掃施設組合、

北河内４市リサイクル施設組

合 

（本市を含む計 11 団体） 

水道災害等相互応援に

関する協定 

 応援要請に基づく応

急給水及び施設の応急

復旧等の支援 

平成 19年７月 25日 枚方市・寝屋川市 

東部大阪水道協議会災

害時相互応援に関する

協定 

 応援要請に基づく給

水支援 
平成 22年１月 21日 

河北ブロック９市 

東大阪市、枚方市、八尾市、守

口市、門真市、大東市、交野市、

四條畷市、寝屋川市 

門真市と寝屋川市との

連絡配水管に係る相互

応援給水に関する協定 

 応援要請に基づく給

水支援 

平成 13年６月 27日 

平成 16年１月７日 
門真市、寝屋川市 

守口市と寝屋川市との

連絡配水管に係る相互

応援給水に関する協定 

 応援要請に基づく給

水支援 

平成 13年９月 18日 

平成 16年 10月 12 日 

平成 19年３月 13日 

守口市、寝屋川市 

大東市と寝屋川市との

連絡配水管に係る相互

応援給水に関する協定 

 応援要請に基づく給

水支援 
平成 14年 12月２日 大東市、寝屋川市 

四條畷市と寝屋川市と

の連絡配水管に係る相

互応援給水に関する協

定 

 応援要請に基づく給

水支援 

平成 18年６月 12日 

平成 22年 12月 28 日 
四條畷市、寝屋川市 

寝屋川市における応急

給水協力の関する覚書 

 緊急時における応急

給水装置の協力を要請 
平成 18年６月 14日 大阪市、寝屋川市 

交野市と寝屋川市との

連絡配水管に係る相互

応援給水に関する協定 

応援要請に基づく給

水支援 
平成 29年６月 21日 交野市、寝屋川市 
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し尿及び浄化槽汚泥の

処理に係る相互支援基

本協定 

災害発生時において

より広域的な支援体制

を確保、し尿等に係る

一般廃棄物処理行政の

円滑な遂行 

平成 30年４月１日 

守口市、枚方市、寝屋川市、大

東市、門真市、東大阪市、四條

畷市、交野市 

中核市災害相互応援協

定 

被災市の応急対策及

び復旧活動 
令和２年４月１日 

中核市各市 

函館市、旭川市 、青森市、八

戸市、秋田市、山形市、福島市、

郡山市、いわき市、盛岡市、宇

都宮市、越谷市、川越市、川口

市、船橋市、横須賀市、柏市、 

前橋市、高崎市、八王子市、富

山市、金沢市、福井市、甲府市、

長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎

市、高槻市、枚方市、八尾市、

寝屋川市、東大阪市、姫路市 

和歌山市、大津市、豊中市、明

石市、西宮市、奈良市、尼崎市 

鳥取市、松江市、倉敷市、呉市 

福山市、下関市、高松市、松山

市、高知市、長崎市、佐世保市、 

大分市、宮崎市、鹿児島市、久

留米市、那覇市 

大阪広域水道震災対策

相互応援協定 

地震により大阪府域

で水道施設の被害が生

じた場合相互に協力し

て実施する応援協定 

平成 23年４月１日 

令和３年４月１日 

大阪府域の市町村（大阪市を除

く）、大阪広域水道企業団、大

阪府 

 
 


