
基準日：令和2年12月31日

番号 市部局 防 災 協 定 等 の 名 称 協　定　先

1
危機管理室・
政策企画室

災害時における放送要請に関する協定 日本放送協会大阪放送局

2
危機管理室・
政策企画室

災害時における放送要請に関する協定
朝日放送グループホールディング(株)、(株)毎日放送、読売
テレビ放送(株)、関西テレビ放送(株)、テレビ大阪(株)、大阪
放送(株)、(株)エフエム大阪、(株)エフエムはちまるに

3
危機管理室・
経済戦略局

災害時における物資の供給等の協力に
関する協定

(株)大丸大阪梅田店、(株)大丸大阪心斎橋店、(株)阪急阪神
百貨店、(株)高島屋、(株)三越大阪店、(株)そごう大阪店、
(株)近鉄百貨店、(株)松坂屋大阪店、(社)大阪牛乳処理協
会、明治乳業(株)大阪店、森永乳業(株)大阪店、雪印乳業
(株)関西販売本部、日本チェーンストア協会関西支部

4
危機管理室・
政策企画室

災害時における放送要請に関する覚書 日本放送協会大阪放送局

5
危機管理室・
政策企画室

緊急警報放送の放送要請に関する覚
書

日本放送協会大阪放送局

6
危機管理室・
政策企画室

災害時における放送要請に関する覚書
朝日放送グループホールディング(株)、(株)毎日放送、読売
テレビ放送(株)、関西テレビ放送(株)、テレビ大阪(株)、大阪
放送(株)、(株)エフエム大阪、(株)エフエムはちまるに

7
危機管理室・
政策企画室

緊急警報放送の放送要請に関する覚
書

朝日放送グループホールディング(株)、(株)毎日放送、読売
テレビ放送(株)、関西テレビ放送(株)、テレビ大阪(株)、大阪
放送(株)、(株)エフエム大阪、(株)エフエムはちまるに

8 危機管理室
災害時におけるボランティア活動支援に
関する協定

日本赤十字社大阪府支部

9 危機管理室
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、大阪府石油商業組合

10 危機管理室
中越大震災ネットワークおぢやに関する
規約

杉並区、国分寺市、多摩市、南足柄市、小田原市、開成町、
柏市、守谷市、取手市、日立市、大田原市、 戸田市、草加
市、太田市、南アルプス市、上野原市、富士川町、多治見
市、松阪市、神戸市、只見町、北塩原村、磐梯町、新潟市、
三条市、十日町市、見附市、燕市、妙高市、聖籠町、湯沢
町、加茂市、山北町、飯田市、四日市市、長岡市、奈良県、
浦安市、土浦市、あきる野市、富山市、柏崎市、出雲崎町、
富士市、裾野市、穴水町、小山町、御殿場市、富士宮市、磐
田市、輪島市、八潮市、田原市、 津市、清須市、流山市、所
沢市、静岡市、日野市、今治市、焼津市、渋谷区、町田市、
三島市、深谷市、 喬木村、狛江市、新城市、南相馬市、浪
江町、北九州市、伊勢市、津南町、小千谷市

11 危機管理室
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)

12 危機管理室
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)西日本営業部

13 危機管理室
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ホールディングス

大阪市防災協定一覧
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大阪市防災協定一覧

14 危機管理室
災害時の葬祭業務の委託に関する協
定

(一社)大阪市規格葬儀協会

15 危機管理室
災害時における避難者の相互受け入れ
に関する協定

吹田市

16 危機管理室
災害時における避難者の相互受け入れ
に関する協定

豊中市

17 危機管理室
災害時における避難者の相互受け入れ
に関する協定

松原市

18 危機管理室
災害時における物資（福祉用具）の提供
協力に関する協定

(一社)日本福祉用具供給協会

19 危機管理室
21大都市災害時相互応援に関する協
定

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横
浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都
市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊
本市

20 危機管理室
21大都市災害時相互応援に関する協
定実施細目

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横
浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都
市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊
本市

21 危機管理室 災害救助物資の供給等に関する協定 (株)ファミリーマート

22 危機管理室
災害時における電気設備等の応急復旧
作業に関する協定

大阪府電気工事工業組合

23 危機管理室
特設公衆電話の設置・利用に関する覚
書

西日本電信電話(株)

24 危機管理室
大規模災害発生時におけるラジオへの
情報提供に関する覚書

日本放送協会大阪放送局、(株)毎日放送、朝日放送(株)、
大阪放送(株)

25 危機管理室 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー（株）

26 危機管理室
大規模災害発生時におけるラジオへの
情報提供に関する覚書

（株）FM８０２、（株）エフエム大阪

27 危機管理室 災害時における支援協力に関する協定 イオンリテール(株)　近畿･北陸カンパニー

28 危機管理室 災害時における畳の提供に関する協定 「５日で５０００枚の約束。」プロジェクト実行委員会

29 危機管理室 災害時における放送要請に関する協定 （株）ジェイコムウエスト、（株）ジュピターテレコム

30 危機管理室 災害時における放送要請に関する協定 （株）ベイ・コミュニケーションズ

31 危機管理室
緊急警報放送の放送要請に関する覚
書

（株）ジェイコムウエスト、（株）ジュピターテレコム

32 危機管理室
緊急警報放送の放送要請に関する覚
書

（株）ベイ・コミュニケーションズ

33 危機管理室
災害時における大阪府行政書士会によ
る相談会業務及び行政手続支援に関す
る協定

大阪府行政書士会
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34 危機管理室 災害救助物資の供給等に関する協定

（株）コノミヤ、アクアクララ（株）、（株）ナック、江崎グリコ
（株）、（株）ハークスレイ、（株）本家かまどや、敷島製パン
（株）、（株）ライフコーポレーション、佐藤食品工業（株）、
（株）阪急オアシス、（株）創健社、（株）ＫＯＣ、日本農業工業
組合、マルコメ（株）、（株）サンデリックフーズ、（株）オリエン
タルベーカリー、キッコーマン飲料（株）、（株）イトーヨーカ
堂、カルビー（株）、岩谷産業（株）、（株）エメラス、(公社)大
阪府学校給食会、千房ホールディングス（株）、日本ハム
（株）、（株）たらみ、（株）LIXILビバ、（株）島忠、山孝紙業
（株）、旭リスター（株）、（株）ロゴスコーポレーション、（株）ク
リエイト、三共毛織（株）、（株）カインズ、グンゼ（株）、（株）大
西、（株）プロルート丸光、ライオン（株）、ユニ・チャーム
（株）、（株）ローソン、西川リビング（株）、（株）ナフコ、林
（株）、（株）ブレイン、西日本段ボール工業組合、川上産業
（株）、太陽工業（株）

35 危機管理室
災害時における物資の相互提供に関す
る協定

東大阪市、吹田市

36 危機管理室
災害時における大阪弁護士会による相
談業務等の実施に関する協定

大阪弁護士会

37 危機管理室
防災啓発情報等の提供及び発信の協
力に関する協定

ＮＴＴタウンページ（株）

38 危機管理室
災害時における支援協力についての協
定

大阪土地家屋調査士会

39 危機管理室 災害時等の応援に関する申し合わせ 国土交通省近畿地方整備局

40 危機管理室
大阪市災害ボランティアセンター設置・
運営に関する協定

(福)大阪市社会福祉協議会

41 危機管理室
※災害ボランティアセンター設置・運営
に関する協定締結団体一覧

(福)大阪市社会福祉協議会、（福）各区社会福祉協議会

42 危機管理室 災害時における支援協力に関する協定
（一社）地域再生・防災ドローン利活用推進協議会、（一社）
ドローン撮影クリエイターズ協会

43 危機管理室
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

44 危機管理室 災害時における連携に関する協定 関西電力送配電（株）

45 危機管理室
災害時における燃料等の供給に関する
協定

シューワ（株）

46 危機管理室
災害時における地図製品等の供給等に
関する協定

（株）ゼンリン

47 危機管理室
災害時における応急対策機械の供給等
に関する協定

（株）東海大阪レンタル
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番号 市部局 防 災 協 定 等 の 名 称 協　定　先

大阪市防災協定一覧

48
危機管理室・
政策企画室・
ICT戦略室

都市防災力の向上に関する連携協定
LINE（株）、ワークスモバイルジャパン（株）、国立研究開発
法人情報通信研究機構オープンイノベーション推進本部
ソーシャルイノベーションユニット耐災害ICT研究センター

49 危機管理室
災害時における物資の自動車運送に関
する協定

赤帽大阪府軽自動車運送協同組合

50
危機管理室・
東成区役所

防災用蓄電池の実証実験に関する連
携協定

大阪市立大学、三谷電池（株）

51 危機管理室 災害時における支援協力に関する協定 （一社）無人航空機操縦士養成協会、（株）UAVJAPAN

52 危機管理室
災害救助法による救助の委任に関する
協定

大阪府

53 危機管理室 災害情報等の提供に係る協定 （株）ジェイコムウエスト、（株）ベイ・コミュニケーションズ

54 危機管理室 災害情報等の提供に係る協定 大阪瓦斯（株）

55 危機管理室 かんさい生活情報ネットワーク会則

56 危機管理室
各放送機関に対する放送要請に係る連
絡体制のフォロー等

57 危機管理室 ※自衛隊の災害派遣要請の様式

58
財政局

危機管理室

災害発生時の際の小型漁船による人命
救助及び物資等の緊急輸送に関する協
定

大阪市漁業協同組合

59 契約管財局
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

60 福祉局
21大都市民生主管部局大規模災害時
相互応援に関する覚書

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横
浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都
市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊
本市

61 健康局
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

62 健康局
災害時用医薬品等の供給に関する協
定

(一社)大阪府薬剤師会

63 健康局
災害時用医薬品等の供給に関する協
定

大阪府医薬品卸協同組合

64 健康局
大阪府災害派遣精神医療チームの整
備に関する協定

大阪府、堺市

65 健康局
災害時における栄養・食生活支援に関
する大阪市と公益社団法人大阪府栄養
士会との協定書

(公社)大阪府栄養士会

66
経済戦略局・
危機管理室

災害時における物資の供給等の協力に
関する協定

大阪府化粧品日用品卸組合、日本毛布商業組合、協同組
合関西ファッション連合、大阪タオル卸商組、大阪府被服工
組、大阪府陶磁器商協組、大阪府家庭金物卸協組、(社)大
阪府エルピーガス協会

67 経済戦略局
災害時における外国人市民支援に関す
る協定

(公財)大阪国際交流センター
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基準日：令和2年12月31日

番号 市部局 防 災 協 定 等 の 名 称 協　定　先

大阪市防災協定一覧

68
中央卸売市場

建設局
平野川鉄扉操作協定書

河川管理者（大阪府）、水防管理者（大阪市）、中央卸売市
場東部市場（大阪市）

69 中央卸売市場
災害時における物資の供給等の協力に
関する協定

大阪共同食品(株)、大阪市中央卸売市場漬物卸売協同組
合、大阪市中央卸売市場乾物卸組合、(株)東乾、(株)三和、
大阪市東部市場漬物卸売協同組合、東果大阪(株)

70 中央卸売市場
非常災害発生時における相互協力の覚
書

京都市中央卸売市場第二市場・神戸市中央卸売市場西部
市場・姫路市食肉地方卸売市場・兵庫県加古川食肉地方卸
売市場（財団法人加古川食肉公社）・西宮市食肉地方卸売
市場（西宮食肉センター）

71 中央卸売市場
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

京都市中央卸売市場第一市場、大阪府中央卸売市場、神
戸市中央卸売市場本場・東部市場、姫路市中央卸売市場、
奈良県中央卸売市場、和歌山市中央卸売市場、尼崎市公
設地方卸売市場

72 中央卸売市場
全国中央卸売市場協会災害時相互応
援に関する協定

全国中央卸売市場協会、全国中央卸売市場協会北海道・東
北支部、全国中央卸売市場協会関東支部、全国中央卸売
市場協会東海・北陸支部、全国中央卸売市場協会近畿支
部、全国中央卸売市場協会中国・四国支部、全国中央卸売
市場協会九州支部

73 中央卸売市場
全国中央卸売市場協会災害時相互応
援に関する協定実施細目

全国中央卸売市場協会、全国中央卸売市場協会北海道・東
北支部、全国中央卸売市場協会関東支部、全国中央卸売
市場協会東海・北陸支部、全国中央卸売市場協会近畿支
部、全国中央卸売市場協会中国・四国支部、全国中央卸売
市場協会九州支部

74 環境局
災害時における火葬等の相互応援に関
する協定

京都市

75 環境局
災害時における火葬等の相互応援に関
する協定

神戸市

76 環境局
災害時における仮設トイレの設置協力
に関する協定

ベクセス（株）

77 環境局
災害時における仮設トイレの設置協力
に関する協定

（株）オーディーテック

78 環境局
災害時における仮設トイレの設置協力
に関する協定

（株）ユーミックス

79 環境局
災害時における仮設トイレの設置協力
に関する協定

日野興行（株）大阪支店

80 環境局
災害時における廃棄物の処理等の協力
に関する協定

(一社)大阪市一般廃棄物適正処理協会

81 環境局
災害時における廃棄物の処理等の協力
に関する協定

(公社)大阪府産業資源循環協会

82 環境局
災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥の
処理に係る総合支援基本協定書

堺市・八尾市・松原市

83 都市整備局
大規模地震発生時における建築物の応
急危険度判定活動に必要となる資機材
等の提供協力等に関する協定

(株)沖データ、キヤノンマーケティングジャパン(株)、京セラド
キュメントソリューションズ(株)、コニカミノルタジャパン(株)、
東芝テック(株)、富士ゼロックス(株)、リコージャパン(株)、日
本粘着テープ工業会

84 都市整備局
大規模地震発生時における建築物の応
急危険度判定活動に必要な相談員の
派遣協力に関する協定

(公財)大阪府建築士会、（一社）大阪府建築士事務所協会、
(公財)日本建築家協会、（一社）日本建築協会
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85 都市整備局 災害時における協力に関する協定 (独)都市再生機構西日本支社

86 都市整備局
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

(独)住宅金融支援機構

87 建設局
下水道台帳システムの防災対策に関す
る覚書

札幌市ほか

88 建設局
仮設トイレ汚水受入れ施設の設置に関
する協定

(一社)日本土木工業協会

89 建設局
災害時における応援復旧対策の協力に
関する協定

(一社)大阪建設業協会

90 建設局
災害時における応援復旧対策の協力に
関する協定

(公社)日本下水道管路管理業協会

91 建設局
災害時における応援復旧対策の協力に
関する協定

（一社）日本建設業連合会関西支部

92 建設局
下水道事業災害時近畿ブロック応援に
関する申し合わせ

国土交通省ほか

93 建設局
下水道災害時における大都市間の連
絡・連携体制に関するルール

札幌市ほか

94 建設局
災害時における応援復旧対策の協力に
関する協定

(一社)日本建設業連合会関西支部

95 建設局
災害時における応援復旧対策の協力に
関する協定

(一社)大阪建設業協会

96 建設局
災害時における調査等の相互協力に関
する協定

(公社)土木学会関西支部

97 建設局
災害時等における相互協力に関する協
定

阪神高速道路(株)

98 建設局
自然災害による下水道機械・電気設備
緊急工事に関する協定書

（一社）日本下水道施設業協会

99 建設局
災害時における作業等の応援協力に関
する協定

（一社）大阪市測量設計業協会

100 建設局 災害時の道路啓開に関する協定 （一社）日本自動車連盟

101 建設局
水害時における相互の応援に関する基
本協定

淀川右岸水防事務組合

102 建設局
水害時における相互の応援に関する基
本協定

淀川左岸水防事務組合

103 建設局
水害時における相互の応援に関する基
本協定

大和川右岸水防事務組合

104 建設局
大阪市域内での災害発生時における災
害活動の協力に関する協定

クリアウォーターOSAKA（株）

105 建設局
大阪市域外での災害時における応援復
旧対策に関する協定

クリアウォーターOSAKA（株）

106 建設局
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、大阪府、（特非）大阪水上安
全協会
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107 大阪港湾局
スーパー中枢港湾阪神港における大規
模災害時の港湾施設の相互利用に関
する協定

国土交通省近畿地方整備局、神戸市

108 大阪港湾局
広域連携による大規模災害時の国際コ
ンテナ物流機能の確保に関する基本合
意事項

東京都、横浜市、名古屋港管理組合、四日市港管理組合、
神戸市

109 大阪港湾局
災害時における引船の協力に関する協
定

(一社)大阪港タグセンター

110 大阪港湾局
災害時における大阪市港湾局所管施設
等の緊急災害応急対策業務に関する
協定

(一社)日本橋梁建設協会

111 大阪港湾局
大阪市港湾局管轄区域における災害時
の応急対策業務に関する協定書

(一社)日本埋立浚渫協会　近畿支部

112 大阪港湾局
津波襲来時における民間のひき船の出
動協力に関する協定

（株）武丸海運、昭陽汽船（株）

113 大阪港湾局 港湾防災等に関する連携協定書 大阪市立大学都市防災教育研究センター

114 大阪港湾局
油流出事故における資材等の相互利用
等に関する協定書

大阪府

115 大阪港湾局
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

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、神戸市、（一社）日本埋立浚渫協会近畿支部、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
近畿支部、全国浚渫業協会関西支部、（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、阪神国際港湾㈱、大阪港埠頭㈱、大阪湾広域臨海環
境整備センター

116 消防局 警察消防相互応援協定 大阪府公安委員会

117 消防局 大阪市、八尾市消防相互応援協定 八尾市

118 消防局

大阪市と堺市、守口市門真市消防組
合、東大阪市、吹田市、松原市、大東四
條畷消防組合、豊中市、尼崎市、摂津
市消防相互応援協定

堺市、守口市門真市消防組合、東大阪市、吹田市、松原
市、大東四条畷消防組合、豊中市、尼崎市、摂津市

119 消防局
大阪市と伊丹市、池田市との消防相互
応援協定

伊丹市、池田市

120 消防局 船舶火災の消火に関する業務協定 大阪海上保安監部

121 消防局
ガス漏れ及び爆発事故等の防災対策に
関する申し合わせ

大阪ガス（株）

122 消防局
西名阪自動車道における消防および救
急業務等の取扱いについての覚書

西名阪自動車道消防協議会

123 消防局
災害時における映像情報の提供に関す
る協定書

大阪ガス（株）

124 消防局
震災等大規模災害時における傷病者の
搬送業務に関する協定

大阪市患者等搬送事業者協会

125 消防局 JR東西線の防災対策に関する覚書 西日本旅客鉄道(株)

126 消防局 大阪府下広域消防相互応援協定 府下市町村
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127 消防局
阪神高速道路上において消防機関が
使用する保安炎筒に関する覚書

阪神高速道路公団
（阪神高速道路(株)再締結）

128 消防局 災害救助犬の出場に関する協定 (特非)日本レスキュー協会

129 消防局
関西電力株式会社のガス事業参画に
伴う防災対策に関する申合せ

関西電力(株)

130 消防局
東京消防庁・大阪市消防局航空消防相
互応援協定

東京都

131 消防局
新幹線災害時における消防関係機関と
鉄道事業者との連携に関する覚書

東海旅客鉄道（株）
（他消防本部）

132 消防局 大阪湾消防艇相互応援協定 堺市、神戸市

133 消防局
大阪湾消防艇相互応援協定に基づく覚
書

堺市消防局、神戸市消防局

134 消防局
災害時における消防活動への協力に関
する覚書

(一社)全国クレーン建設業協会

135 消防局
大阪・枚方寝屋川消防組合消防相互応
援協定

枚方寝屋川消防組合

136 消防局
大阪市・〇〇市（町・村・消防組合）航空
消防応援協定

堺市、東大阪市、岸和田市、豊中市、吹田市、泉大津市、貝
塚市、池田市、高槻市、茨木市、八尾市、富田林市、河内長
野市、松原市、和泉市、箕面市、摂津市、交野市、大阪狭山
市、忠岡町、島本町、守口市門真市消防組合、枚方寝屋川
消防組合、柏原羽曳野藤井寺消防組合、泉州南消防組合、
大東四条畷消防組合

137 消防局
災害時における医師等による消防活動
支援に関する協定

大阪市立大学医学部付属病院

138 消防局
災害時における消防活動への協力に関
する覚書

大阪府解体工事業協同組合

139 消防局 五都市消防相互応援協定 名古屋市、京都市、神戸市、堺市

140 消防局
大阪国際空港周辺都市航空機災害消
防相互応援協定

堺市、豊中市、東大阪市、池田市、吹田市、八尾市、松原
市、柏原羽曳野藤井寺消防組合、高石市、尼崎市、西宮
市、伊丹市、宝塚市、川西市

141 消防局 関西国際空港消防相互応援協定
堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、泉州
南消防組合、忠岡町、新関西国際空港(株)

142 消防局
兵庫県・大阪府航空消防防災相互応援
協定

兵庫県、大阪府

143 消防局
津波等の水害時における此花消防署配
置車両の施設使用に関する協定

佐川急便（株）

144 消防局
大規模な災害が発生した場合における
燃料の供給に関する申合せ

大阪シティバス(株)

145 消防局
大津波警報発令時における浪速消防署
配置車両の施設使用に関する協定

（株）湊町開発センター
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146 水道局
災害発生時における日本水道協会関西
地方支部内の相互応援に関する協定

日本水道協会関西地方支部、日本水道協会大阪府支部、
日本水道協会京都府支部、日本水道協会兵庫県支部、日
本水道協会奈良県支部、日本水道協会滋賀県支部、日本
水道協会和歌山県支部

147 水道局
松原市上下水道部・大阪市水道局災害
相互応援に関する実施協定

松原市

148 水道局
松原市上下水道部・大阪市水道局災害
相互応援に関する実施細目

松原市

149 水道局
羽曳野市水道局・大阪市水道局災害相
互応援に関する実施協定

羽曳野市

150 水道局
藤井寺市水道局・大阪市水道局災害相
互応援に関する実施協定

藤井寺市

151 水道局
大阪狭山市水道局・大阪市水道局災害
相互応援に関する実施協定書

大阪狭山市

152 水道局
河内長野市・大阪市 水道事業に係る災
害時相互応援に関する実施協定書

河内長野市

153 水道局
尼崎市水道局・大阪市水道局災害時相
互応援に関する実施協定

尼崎市

154 水道局
柏原市上下水道部・大阪市水道局災害
時相互応援に関する実施協定

柏原市

155 水道局
八尾市水道局・大阪市水道局災害時相
互応援に関する実施協定

八尾市

156 水道局
東京都水道局と大阪市水道局の災害
時の救援活動に関する覚書

東京都水道局

157 水道局
近畿２府４県内の工業用水道事業者の
震災時等の相互応援に関する覚書

福井県、越前市、若狭町、滋賀県、京都府、大阪広域水道
企業団、兵庫県、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、高砂
市、朝来市、福崎町、和歌山県、和歌山市、紀の川市

158 水道局
近畿２府４県内の工業用水道事業者の
震災時等の相互応援に関する覚書実
施細目

福井県、越前市、若狭町、滋賀県、京都府、大阪広域水道
企業団、兵庫県、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、高砂
市、朝来市、福崎町、和歌山県、和歌山市、紀の川市

159 水道局
19大都市水道局災害相互応援に関す
る覚書

札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、川崎市、横浜市、新
潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、堺市、神戸市、
岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

160 水道局
19大都市水道局災害相互応援に関す
る覚書実施細目

札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、川崎市、横浜市、新
潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、堺市、神戸市、
岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

161 水道局
大阪市と守口市の相互応援給水に関す
る協定

守口市

162 水道局
大阪市と摂津市の相互応援給水に関す
る協定

摂津市

163 水道局
大阪市と東大阪市の相互応援給水に関
する協定

東大阪市

164 水道局
大阪市と松原市の相互応援給水に関す
る協定書

松原市
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165 水道局
大阪市と門真市の相互応援給水に関す
る協定書

門真市

166 水道局
大阪広域水道企業団と大阪市水道の
相互援助に関する協定

大阪広域水道企業団

167 水道局
大阪広域水道企業団と大阪市水道の
相互援助の実施に関する覚書

大阪広域水道企業団

168 水道局
大阪広域水道企業団工業用水道と大
阪市工業用水道の応援分水に関する
協定書

大阪広域水道企業団

169 水道局
大阪広域水道企業団と大阪市水道の
間の連絡設備に関する協定書 大阪広域水道企業団

170 水道局
大阪市と堺市の相互応援給水及び維持
管理に関する協定書

堺市

171 水道局
松原市と大阪市の相互応援給水に関す
る協定書

松原市

172 水道局
大阪市と八尾市の相互応援給水に関す
る協定書

八尾市

173 水道局
寝屋川市における応急給水協力に関す
る協定書

寝屋川市

174 水道局
大阪市と寝屋川市の応援給水に関する
協定書

寝屋川市

175 水道局
大阪市と吹田市の応援給水に関する協
定書

吹田市

176 水道局
災害時における水道施設の応急対策の
協力に関する協定書

（株）光明製作所、東栄管機（株）大阪支店、（株）タブチ、
（株）日邦バルブ大阪営業所、前澤給装工業（株）大阪支
店、日本プラスチック工業（株）大阪支店、富士鉄工（株）、
（株）ティーム、（株）清水合金製作所大阪営業所、コスモ工
機（株）大阪支店、幡豆工業（株）大阪営業所、大成機工
（株）、角田鉄工（株）大阪営業所、朝日鋳工（株）、（株）栗本
鐵工所、（株）クボタ、(株)清水鐵工所大阪営業所

177 水道局 緊急輸送に関する覚書 (一社)大阪府トラック協会

178 水道局
大規模地震発生時における飲料水の運
搬協力に関する覚書

サントリーMONOZUKURIエキスパート(株)

179 水道局
大阪湾沿岸に到着する津波発生時にお
ける情報提供に関する協定

国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所

180 水道局
災害時における給水装置等応急対策の
協力に関する協定

大阪市管工設備協同組合

181 水道局
災害時における応急復旧対策の協力に
関する協定

（一社）大阪建設業協会

182 水道局
災害時における応急復旧対策の協力に
関する協定

（一社）日本建設業連合関西支部

418


