
災害時の協定一覧

No 締結日 協定名 協定者 協定先

1 昭和60年1月18日
航空事故に伴う災害発生時の連絡調整に関
する協定書

丹羽消防組合 航空自衛隊小牧基地司令

2 昭和60年4月25日
航空事故及び航空事故に伴う災害が発生した
場合の連絡調整に関する協定書

大口町 航空自衛隊小牧基地司令

3 昭和61年4月10日 プロパンガス災害対策に関する業務協約 丹羽消防組合
社団法人愛知県プロパンガス協会
尾張中支部

4 平成8年3月14日
大口町排水設備指定工事店協会災害復旧協
力規則

大口町 大口町排水設備指定工事店協会

5 平成8年8月30日 災害時における相互応援に関する協定 尾張北部広域行政圏
春日井市、犬山市、江南市、小牧
市、岩倉市、大口町、扶桑町

6 平成10年3月30日 災害支援協力に関する覚書 大口町　
扶桑郵便局・大口郵便局・大口南
郵便局

7 平成10年3月30日 道路損傷等について情報提供に関する覚書 大口町 扶桑郵便局

8 平成15年4月1日 愛知県内広域消防相互応援協定 丹羽広域事務組合 愛知県域内

9 平成16年8月30日 水道災害相互応援に関する覚書 尾張地区

日本水道協会愛知県支部、愛知
県公営企業、名古屋市水道事業・
工業用水道事業及び下水道事業
等

10 平成19年8月1日 愛知県防災ヘリコプター支援協定 愛知県内の市町村・
消防事務に関する一部事務組合
愛知県が所有する防災ヘリコプ
ター

11 平成19年8月24日 災害救助物資の緊急調達等に関する協定 大口町　 株式会社　バロー

12 平成19年8月24日 災害救助物資の緊急調達等に関する協定 大口町　 株式会社　ヨシヅヤ大口店

13 平成20年3月26日
災害時に要援護者の避難施設として民間社会
福祉施設等を使用することに関する協定書

大口町　
医療法人　医仁会
介護老人保健施設　さくら荘

14 平成20年9月3日 災害時における物資提供に関する協定 大口町
コカ・コーラ セントラル ジャパン株
式会社 中京地区本部

15 平成20年9月18日 地域貢献型自動販売機の設置に関する覚書 大口町
コカ・コーラ セントラル ジャパン株
式会社 法人営業統括部 法人第
一営業部

16 平成21年3月1日 災害時の医療救護に関する協定書 丹羽郡大口町 社団法人　尾北医師会

17 平成22年7月15日 災害時の医療救護に関する協定 大口町　 尾北薬剤師会

18 平成22年10月7日 災害時の歯科医療救護に関する協定書 大口町 尾北歯科医師会

19 平成23年7月12日 災害時の情報交換に関する協定 大口町 国土交通省中部地方整備局

20 平成24年2月2日
災害時に要援護者の避難施設として民間社会
福祉施設等を使用することに関する協定書

大口町 特別擁護老人ホーム　御桜乃里

21 平成24年2月3日
災害時に要援護者の避難施設として民間社会
福祉施設等を使用することに関する協定書

大口町
社会福祉法人一期一会福祉会
（軽費老人ホーム一期一会荘）
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22 平成24年2月22日
災害時に要援護者の避難施設として民間社会
福祉施設等を使用することに関する協定書

大口町
社会福祉法人おおぐち福祉会
（ハートフル大口）

23 平成26年1月1日
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、県内市町
村

24 平成26年7月22日
名古屋市近隣市町村と生活協同組合コープあ
いちとの災害時応急生活物資供給等の協力に
関する協定

名古屋市近隣市町
村

生活協同組合コープあいち

25 平成26年9月1日
防災行政無線用ファクシミリの使用に関する協
定書

大口町長 愛知県一宮建設事務所長

26 平成26年10月1日 災害時の歯科医療救護に関する協定書 大口町
一般社団法人　尾北歯科医師会、
一般社団法人　尾北歯科医師会
大口地区会

27 平成27年4月1日 広告付防災情報等電柱看板に関する協定 大口町
中電興業株式会社一宮営業所・テ
ルウェル西ニホン株式会社東海支
社

28 平成27年8月21日
災害時の応急対策の協力に関する基本協定
書

丹羽郡大口町
公益社団法人愛知県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

29 平成27年8月24日 災害時における廃棄物の処理等に関する協定 丹羽郡大口町
一般社団法人　愛知県産業廃棄
物協会

30 平成27年12月1日 ＬＰガス災害対策に関する業務協定書

瀬戸市、春日井市、
犬山市、江南市、小
牧市、尾張旭市、
岩倉市、丹羽広域事
務組合、西春日井広
域事務組合の消防本
部

愛知県ＬＰガス協会　尾張支部

31 平成28年4月1日 災害時における相互応援に関する協定 大口町 松江市

32 平成28年8月2日
災害時における地図製品等の供給等に関する
協定書

大口町 株式会社ゼンリン

33 平成28年10月1日 特定接種の接種体制に関する覚書
犬山市、江南市、
扶桑町、大口町

一般社団法人尾北医師会

34 平成29年1月20日 災害応急対策に関する協定書 丹羽郡大口町 大口町建設協力会

35 平成29年7月6日
愛知県西尾張市町村の災害対応に関する相
互応援協定

大口町
一宮市、津島市、犬山市、江南市、稲
沢市、岩倉市、愛西市、弥富市、あま
市、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村

36 平成30年3月23日
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

大口町 愛知県行政書士会　尾北支部

37 平成30年3月27日 災害時の放送に関する協定 大口町
中部ケーブルネットワーク株式会
社

38 平成30年3月28日 災害時における物資供給に関する協定 大口町 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター

39 平成30年3月28日
災害時における液化石油ガス等の優先供給に
関する協定

大口町
愛知県ＬＰガス協会 尾張支部 愛
北分会

40 平成30年5月29日
２市３町広域行政研究会に参加する市町の災
害
における相互応援に関する協定

大口町 小牧市、岩倉市、豊山町、扶桑町

41 平成30年10月1日 特定公衆電話の設置・利用に関する覚書 大口町
西日本電信電話株式会社 名古屋
支店
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42 平成31年1月28日 災害時における機材借用に関する協定 大口町
大口町NPO団体わくわくおおぐち
21

43 令和1年5月21日 災害時等における放送に関する協定書 大口町 愛知北エフエム放送株式会社

44 令和1年12月3日 災害時における支援協力に関する協定 大口町 セッツカートン株式会社

45 令和2年1月15日
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

大口町 三協フロンテア株式会社

46 令和2年1月15日 災害時における支援協力に関する協定 大口町 大和エンタープライズ株式会社

47 令和2年5月29日
災害時における家屋被害認定調査業務に関
する協定

大口町

公益社団法人　愛知県建築士事務所協会
公益社団法人　愛知建築士会
愛知県土地家屋調査士会
公益社団法人　愛知県不動産鑑定士協会

48 令和2年7月26日
災害時における防疫活動の協力に関する協定
書

大口町
公益社団法人　愛知県ペストコン
トロール協会

49 令和2年9月14日 災害時における相互連携に関する協定 大口町 中部電力パワーグリッド株式会社

50 令和2年12月4日
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 大口町 東明工業株式会社

51 令和2年12月21日 災害時における支援協力に関する覚書 大口町
トヨタ自動車株式会社　サービス
パーツ物流部 大口管理課

52 令和3年3月19日
災害時における車両貸出および給電等に関す
る協定書

大口町 トヨタカローラ愛知株式会社

53 令和3年3月22日 災害時における支援協力に関する協定書 大口町 株式会社東海理化電機製作所

54 令和3年4月27日 災害時における物資供給に関する協定書 大口町 有限会社レントオール江南

55 令和3年5月25日 災害時における物資供給に関する協定 大口町 株式会社ナフコ

56 令和3年6月25日
行政情報・地域情報等の発信に関する連携協
定

大口町
中部ケーブルネットワーク株式会
社

57 令和3年7月1日
大口町災害ボランティアセンターの開設運営に
関する協定

大口町
社会福祉法人　大口町社会福祉
協議会

58 令和4年2月1日 災害時における相互連携に関する協定 大口町
西日本電信電話株式会社東海支
店


