
宇治市災害関係協定締結状況 2023/1/10 現在

1.宇治市が単独で締結

締結年月日 機　関　名　

(1)民間業者 1 平成17年4月14日 京都UC会

2 平成17年8月24日

宇治建設業協会
宇治市造園協会
宇治管工事業協同組合
宇治市指定上下水道協同組合
宇治地区電気防災協議会

3 平成19年3月27日 山城土木浚渫業協会

4 平成23年5月10日 宇治地域災害防止組合

5 平成21年6月8日 一同建設協同組合

6 平成23年12月26日
特定非営利活動法人
　善法雇用促進協議会

7 平成24年6月15日 FPC京都

8 平成25年2月15日 宇治災害時緊急支援の会

9 平成28年4月27日 山城災害復旧協会

10 平成29年4月27日 京都南部建設組合

11 平成24年3月26日
一般社団法人
　京都府解体工事業協会

12 平成25年8月26日 京都南廃棄物事業協同組合

13 平成28年10月20日 日本下水道事業団

14 平成29年3月8日 宇治建設コンサルタント業協会

15 平成30年6月6日
公益社団法人
　日本下水道管路管理業協会

16 平成31年3月1日
公益社団法人
　全国上下水道コンサルタント協会関西支部

災害時放送 17 平成24年4月1日 エフエム宇治放送株式会社

18 平成30年5月2日
一般社団法人
　ドローン撮影クリエイターズ協会

19 平成30年5月2日 株式会社ｔｓｕｊｉ

情報発信 20 平成25年10月7日 ヤフー株式会社

21 平成26年1月29日 ライフネット協会

22 平成26年9月4日 株式会社ゼンリン　関西第二エリア統括部

23 平成30年4月1日 イオンリテール株式会社近畿カンパニー

24 令和5年1月10日 西尾レントオール株式会社

災害ボランティア活動の推進 25 平成27年1月14日 宇治市災害ボランティアセンター

特設公衆電話の設置・利用 26 平成29年3月9日 西日本電信電話株式会社京都支店

種別

応急工事等

応急対策

情報収集

物資の提供



締結年月日 機　関　名　

災害時における拠点の使用
（市が提供）

27 令和2年10月9日 大阪ガス株式会社　ネットワークカンパニー

被災外国人の支援 28 令和3年10月26日 宇治市国際交流協会

相互協力 29 平成15年7月17日 宇治郵便局、伏見東郵便局

情報共有 30 平成17年3月31日
国土交通省近畿地方整備局
淀川河川事務所長

放流による
　情報伝達

31 平成17年8月31日
国土交通省近畿地方整備局
淀川ダム統合管理事務所長

安心メールの運用 32 平成17年9月30日 京都府

防災情報システム 33 平成19年4月1日 京都府

南部都市相互応援 34 平成22年4月1日 宇治市以下１０市町

震度情報ネットワークシステム 35 平成23年4月1日 京都府

連携協力 36 平成26年11月25日 京都大学宇治キャンパス

37 平成23年11月13日 福井県越前市

38 平成23年11月13日 山口県宇部市

39 平成24年2月22日 沖縄県那覇市

40 平成26年6月25日 東京都小金井市

災害時応援 41 平成26年7月7日 近畿地方整備局

被災者生活再建支援システム 42 平成27年7月1日 京都府他

2.旧京都南部都市広域行政圏推進協議会で締結し、現在は各市町村連名で締結

（宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・久御山町・宇治田原町・井手町・大山崎町）

締結年月日 機　関　名　

食料品・生活物資の提供 1 平成16年4月27日 株式会社平和堂

2 平成16年4月27日 株式会社ユタカファーマシー

飲料の提供 3 平成19年3月27日 コカ・コーラウエスト株式会社

4 平成19年3月27日 樋口鉱泉株式会社

その他 5 平成17年3月25日 京都中央葬祭業協同組合

6 平成17年3月25日 全国霊柩自動車協会

7 平成17年7月6日
社団法人
京都府エルピーガス協会　宇治支部

8 平成20年3月13日 Ｆレンタリース株式会社

災害相互応援

種別

(1)民間業者

(2)公的機関

種別



3.関西広域連携協議会で締結

締結年月日 機　関　名　

帰宅困難者に対する支援 1 平成17年2月17日

株式会社ローソン、
株式会社セブンイレブン、
株式会社ファミリーマート、
株式会社デイリーヤマザキ、
株式会社ミニストップ、
株式会社ポプラ、
株式会社チコマート、
株式会社吉野家ディー・アンド・シー

4.宇治市・城陽市・久御山町で締結

締結年月日 機　関　名　

1 平成9年3月25日 宇治久世医師会

2 平成27年8月14日 宇治久世歯科医師会

3 平成27年8月14日 城南薬剤師会

種別

種別

災害医療救護活動



5.宇治市が締結している避難者受入に関する協定

締結年月日 機　関　名　

空地のみ 1 平成15年4月1日
株式会社セレマ
　・パルティール京都

2 平成15年12月16日
学校法人立命館

3 平成15年12月20日
株式会社平和堂　アルプラザ宇治東
　＊立体駐車場（水害時に限り使用）

4 平成26年4月1日
京都府立鴨沂高等学校
　・城南の丘グラウンド

5 平成27年5月23日
医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院
　・第１駐車場

建築物の一部＋空地 6 平成24年4月1日 京都府立城南菱創高等学校

7 平成15年2月17日 京都府立東宇治高等学校

8 平成15年2月17日

9 平成15年3月19日
学校法人立命館
　・立命館宇治高等学校

10 平成15年11月26日
学校法人明珠学園
　・京都翔英高等学校　第二体育館

11 平成15年12月15日 城南勤労者福祉会館

12 平成15年12月24日
学校法人京都文教学園
　・宇治キャンパス

13 平成18年7月10日
南宇治地区コミュニティ推進協議会
　・宇治市南宇治コミュニティセンター

14 平成18年7月10日
西小倉地区コミュニティ推進協議会
　・宇治市西小倉コミュニティセンター

15 平成18年7月10日
槇島地区コミュニティ推進協議会
　・宇治市槇島コミュニティセンター

16 平成18年7月10日
東宇治地区コミュニティ推進協議会
　・宇治市東宇治コミュニティセンター

17 平成18年8月1日
学校法人京都黎明学院
　・京都芸術高等学校炭山体育館

18 平成23年9月1日 京都府立宇治支援学校

防災拠点の一部
・広域避難場所
・応援部隊のヘリコプター離着
陸場所

19 平成23年3月14日
国立大学法人京都大学
　・京都大学宇治総合運動場

種別



締結年月日 機　関　名　

福祉避難所 障害者福祉施設 1 平成24年1月27日 京都府立宇治支援学校

2 平成24年1月27日
社会福祉法人　宇治東福祉会
　 ・ワークセンター宇治作業所

3 平成24年1月27日
社会福祉法人　宇治東福祉会
　 ・デイセンター宇治作業所

4 平成25年6月26日
社会福祉法人　宇治東福祉会
　・宇治作業所のびのび

5 平成24年1月27日
社会福祉法人 同胞会
　 ・同胞の家

6 平成24年1月27日
社会福祉法人 不動園
　 ・天ケ瀬学園　通所部

7 平成24年1月27日
社会福祉法人 不動園
　 ・天ケ瀬学園　入所部

8 平成24年1月27日
社会福祉法人 不動園
　 ・天ケ瀬寮

9 平成24年1月27日
社会福祉法人 山城福祉会
　 ・宇治川福祉の園

10 平成24年1月27日
社会福祉法人 山城福祉会
 　・槇島福祉の園

11 平成24年1月27日
社会福祉法人 山城福祉会
  ・志津川福祉の園

高齢者福祉施設 12 平成24年1月27日
社会福祉法人 不動園
　 ・天ケ瀬苑特別養護老人ホーム

13 平成24年12月17日
社会福祉法人　宇治明星園
　・宇治明星園特別養護老人ホーム

14 平成24年12月17日
社会福祉法人　宇治明星園
　・宇治明星園白川特別養護老人ホーム

15 平成26年3月20日
社会福祉法人　宇治明星園
　・伊勢田明星園小規模特別養護老人ホーム

16 平成24年12月17日
社会福祉法人　一竹会
　・宇治さわらび園特別養護老人ホーム

17 平成24年12月17日
社会福祉法人　宇治病院
　・笠取ふれあい福祉センター特別養護老人ホーム

18 平成24年12月17日
社会福祉法人　悠仁福祉会
 ・ヴィラ鳳凰特別養護老人ホーム

19 平成26年3月20日
社会福祉法人　マイクロ福祉会
 ・特別養護老人ホーム　まごころ園

20 平成27年3月21日
社会福祉法人　京都愛心会
 ・特別養護老人ホーム　宇治愛の郷

種別



締結年月日 機　関　名　

1 平成27年3月23日 青少年文化研修道場

2 平成27年3月23日 庚申曾龍神総宮社

3 平成27年3月23日 生長の家宇治別格本山

4 平成27年3月23日 天理教中背大教会

種別

帰宅困難者の一時滞在施設


