
 

                                        ＊令和２年１月２９日現在 

（１）災害協定の締結状況について 

 協 定 名 等 締  結  先 年月日 

 1 消防相互応援協定 春日井市 S42.5.1 

H18.12.18 

  小牧市 S43.2.1 

H18.12.18 

  江南市 S44.4.1 

H18.12.18 

  丹羽広域事務組合消防本部 S54.11.1 

H18.12.18 

  各務原市 S45.4.1 

H18.12.18 

  可児市 H2.5.21 

H18.12.18 

  多治見市 S58.7.18 

H29.8.3 

  可茂消防事務組合 H2.5.11 

H30.3.30 

 2 ごみ処理相互援助に関する協定書 尾張部清掃工場連絡会議 S55.4.1 

 3 姉妹都市相互支援協定 富山県立山町 H8.2.26 

 4 災害時における相互応援に関する 

協定 

春日井市、小牧市、江南市、 

岩倉市、大口町、扶桑町 

H8.8.30 

 5 災害支援協力に関する協定書 愛知県エルピーガス協会 

尾張中支部犬山分会 

H13.1.29 

6 愛知県防災行政用無線に関する協定書 愛知県 H14.12.1 

 7 水道事故等による相互応援協定 多治見市 H15.4.1 

 8 水道災害相互応援に関する覚書 愛知県下市町村ほか H16.7.30 

 9 愛知県下広域消防相互応援協定 愛知県下市町村ほか H17.4.1 

 

10 

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 

名古屋勤労市民生活協同組合 

（現 生活協同組合コープあいち） 

H17.12.5 

11 愛知県防災ヘリコプター支援協定 愛知県下市町村ほか H19.8.1 

12 災害時における避難施設の使用等に関

する覚書 

長者町自治会 H19.12.5 

13 災害時における食糧供給等の協力に関

する協定書 

敷島製パン 株式会社 犬山工場 H18.1.20 

14 災害時等における放送に関する協定書 

 

愛知北エフエム放送 株式会社 H19.1.16 

資料２ 

５ 



15 災害時における応急給水及び復旧工事

等の協力に関する協定書 

一般社団法人  

犬山市指定水道工事店協同組合 

H19.3.28 

16 災害時の情報収集及び提供並びに応急

措置資機材等の提供に関する協定書 

愛知県石油協同組合尾北支部 

犬山グループ 

H19.4.1 

17 災害時の応急対策の協力に関する基本

協定書 

公益社団法人 愛知県公共嘱託登記

土地家屋調査士協会 

H19.8.3 

18 災害時の医療救護に関する協定書 一般社団法人 尾北医師会 H21.3.1 

19 大規模災害時における相互応援に関す

る協定書 

岐阜県海津市、和歌山県田辺市、 

和歌山県新宮市、茨城県高萩市 

①H21.11.7 

②H24.6.4 

③H24.7.7 

20 災害時の医療救護に関する協定書 尾北薬剤師会 H22.7.15 

21 災害時の歯科医療救護に関する協定 一般社団法人犬山扶桑歯科医師会 H22.7.15 

22 犬山市「国際観光センターの一時使用

に関する覚書 

愛知県犬山警察署長 H23.1.21 

23 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省中部地方整備局 H23.7.14 

24 災害時応急対策活動の相互応援に関す

る協定 

兵庫県篠山市 H24.2.17 

25 アマチュア無線による災害時応援協定

書 

犬山アマチュア無線防災 

ボランティアサークル 

H24.2.24 

26 災害ボランティア支援本部の設置及び

運営に関する協定書 

犬山市社会福祉協議会 H24.3.30 

27 全国鵜飼サミット関連自治体による災

害時における相互応援に関する協定書 

茨城県日立市、山梨県笛吹市、 

岐阜県関市、岐阜市、山口県岩国市 

愛媛県大洲市、広島県三次市 

H24.10.26 

H25.10.15 

28 災害時における応急対策業務に関する

協定書 

犬山市防災協力会 H24.12.28 

29 災害時における応急対策業務に関する

協定書に関する覚書 

犬山市防災協力会 H24.12.28 

30 災害時相互応援協定書 宮崎県日南市 H25.2.10 

31 大規模災害時における防災協力に関す

る協定書 

犬山まちづくり 株式会社 

中部薬品 株式会社 

H25.4.18 

32 中部歴史まちづくりに関する合意書 中部歴史まちづくり認定市町７市 H25.10.17 

33 災害時の一般廃棄物処理及び下水処理

に係る相互応援に関する協定書 

愛知県下市町村ほか H26.1.1 

34 災害時における福祉避難所の 

設置運営に関する協定 

社会福祉法人 溢愛館 

 

H26.3.27 

35 災害時における福祉避難所の 

設置運営に関する協定 

社会福祉法人 ひかり学園 

 

H26.3.27 



36 災害時応急生活物資供給等の協力に関

する協定（広域大規模災害時） 

生活協同組合コープあいち H26.7.22 

37 防災行政無線用ファクシミリの使用に

関する協定書 

愛知県一宮建設事務所 H26.9.1 

38 災害時における福祉避難所の 

設置運営に関する協定 

社会福祉法人 ともいき福祉会 

（ぬく森、ぬく森・第二） 

H27.3.23 

39 災害時における応急対策業務に関する

協定書 

犬山市アメニティ協会 H27.4.1 

40 災害時における廃棄物処理等に関する

協定書 

一般社団法人  

愛知県産業廃棄物協会 

H27.6.26 

41 「災害時給油所石油備蓄事業における

備蓄石油燃料の供給等に関する協定」

第５条に基づく給油方法等についての

覚書 

（株）絹庄 H28.2.16 

42 「災害時給油所石油備蓄事業における

備蓄石油燃料の供給等に関する協定」

第５条に基づく給油方法等についての

覚書 

（株）平手石油店 H28.2.16 

43 特定接種の接種体制に関する覚書 一般社団法人尾北医師会 H28.10.1 

44 災害時における飲料供給の協力に関す

る協定 

サントリープロダクツ 株式会社 H28.12.1 

45 

 

災害時における地図製品等の供給に関

する協定 

株式会社 ゼンリン H29.1.13 

46 

 

災害用救援物資の保管及び使用に関す

る協定書 

日本赤十字社 愛知県支部 H29.3.1 

47 防災啓発活動に関する覚書 あいち防災リーダー会犬山 H29.4.1 

48 災害時における物資供給の協力に関す

る協定書 

ＤＣＭカーマ 株式会社 H29.4.1 

49 

 

災害発生時における犬山市と犬山市内

郵便局の協力に関する協定書 

日本郵便 株式会社 H29.4.1 

50 

 

災害時における被災者支援のための行

政書士業務に関する協定書 

愛知県行政書士会尾北支部 H29.4.11 

51 災害時における物資供給の協力に関す

る協定書 

中部薬品 株式会社 H29.4.28 

52 災害時の放送に関する協定書 中部ケーブルネットワーク 株式会社 H29.5.31 



 

53 

 

広告付防災情報等電柱看板に関する協

定 

中電興業株式会社一宮営業所・テルウ

ェル西日本株式会社 

H29.6.19 

54 災害時における福祉用具等物資の供給

等協力に関する協定 

一般社団法人日本福祉用具供給協会 H29.7.5 

55 愛知県西尾張市町村の災害対応に関す

る相互応援協定 

一宮市、津島市、江南市、稲沢市、岩

倉市、愛西市、弥富市、あま市、大口

町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村 

 

H29.7.6 

 

56 連絡体制の確立にかかる覚書 愛知県犬山警察署 ①H29.9.1 

②H30.3.12 

57 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 

日本紙工業株式会社 H29.11.27 

58 災害時における消防用水等の確保に関

する協定（消防総務課対応） 

愛朋コンクリート株式会社 H29.11.27 

59 

 

災害時における消防用水等の確保に関

する協定（消防総務課対応） 

犬山建設株式会社 H29.11.27 

60 災害時における物資供給に関する協定 株式会社 ナフコ H30.1.10 

61 特設公衆電話の設置・利用に関する覚

書 

西日本電信電話株式会社 名古屋支

店 

H30.5.1 

62 災害時における指定緊急避難場所とし

ての使用に関する協定 

エナジーサポート株式会社 H31.1.28 

63 大規模災害時における燃料等の提供に

関する協定書 

大同メタル工業株式会社 H31.3.14 

64 災害時における応急対策等の協力に関

する協定 

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協

会 

R1.7.25 

65 災害対応及び情報提供等に関する申合

せ 

中部電力株式会社ネットワークカン

パニー小牧営業所 

R1.8.9 

66 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 R1.9.26 

67 災害時における物資供給の協力及び帰

宅困難者支援に関する協定 

株式会社義津屋、犬山しろひがし商業

協同組合 

R1.10.9 

 

68 災害時等における無人航空機の運用に

関する協定 

株式会社ＮＴセブンス R1.11.28 

69 災害時における棺及び葬祭用品の供給

等に関する協定 

シオン株式会社 R1.12.25 

70 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書 

三協フロンテア株式会社 R2.1.29 


