天理市防災協定事業所一覧
整
理

企業（団体）名

所在地

支援区分

協定内容

協定年月日

ＮＯ

1 奈良県石油商業組合天理支部

天理市川原城町291

燃料優先供給(ガソリン・軽油・灯油・重油)

2 学校法人 天理大学

天理市守目堂町213-4

災害用ヘリコプター離発着場（天理高校北グラ
平成20年10月6日
ウンド）

3 奈良県電気工事工業組合
4 敷島製パン株式会社

奈良市三条桧町29番3号

電気設備の応急復旧

平成20年10月17日

大和郡山市池沢町349番地の12

パン類の提供

平成20年12月22日

5 NPO法人 コメリ災害対策センター
6 奈良県農業協同組合

新潟市南区清水4501番地1

災害用緊急物資の提供

平成20年12月25日

奈良市大森町57‐3

米穀の提供

平成21年1月8日

7 天理よろづ相談所健康保険組合
8 市民生活協同組合ならコープ

天理市三島町200

災害時施設使用の提供

平成21年4月1日

奈良市恋の窪一丁目2番2号

災害時における物資供給等に関する協定書

平成24年7月31日

福岡市東区箱崎七丁目9番66号

飲料水等の提供

平成25年4月1日

天理市田井庄町723

災害ボランティアセンターの開設

平成25年9月1日

道路、河川・池、公共施設等の応急復旧等

平成26年5月14日

危険看板の除去

平成26年10月1日

13 天理地区医師会

救急医療活動

平成27年10月13日

14 山辺・天理歯科医師会
15 天理市薬剤師会
16 イオンビッグ株式会社
公益社団法人奈良県公共嘱託登記土地家
17
屋調査士協会
18 株式会社ササイ
株式会社ゼンリン第一事業本部関西第一エリ
19
ア統括部
20 ダイドードリンコ株式会社
21 株式会社積水化成品天理

平成27年10月13日
平成27年10月13日
平成27年12月10日

大和郡山市下三橋町18-1

救急医療活動
救急医療活動
食料品・生活必需品の提供、避難場所の提供
筆界点復元・家屋被害認定調査・相談窓口業
務
簡易仮設トイレ・トイレットペーパー等供給

大阪市西区川口３丁目３番９号

地図製品の提供等

平成30年3月27日

大阪市鶴見区諸口６丁目15番12号３階

飲料水等の提供
発泡製品等の供給、一時避難場所の提供
葬祭用品の供給、遺体安置施設の提供、遺体
の搬送
福祉避難所の設置運営

平成30年3月28日
平成31年1月28日

9 コカ・コーラウエスト株式会社
10 社会福祉法人天理市社会福祉協議会
11 天理市建設業協会
12 奈良県広告美術塗装業協同組合

天理市東井戸堂町412-10-202

名古屋市中村区名駅5-25-1

奈良市杉ヶ町４７番地３

天理市森本町670番地

22 奈良県葬祭業協同組合

大和高田市三和町5番37号

23 社会福祉法人やすらぎ会

天理市福住町5504番地

平成19年12月5日

平成28年11月16日
平成29年3月24日

平成31年3月18日
平成31年3月26日

24
25
26
27

社会福祉法人天寿会
社会福祉法人大和清寿会
社会福祉法人福住会
大阪ガス株式会社

天理市岸田町1199番地
天理市中之庄町532番地1
天理市福住町6328番地
東大阪市稲葉2丁目3-17

福祉避難所の設置運営
福祉避難所の設置運営
福祉避難所の設置運営
発災時の情報提供、後方支援活動拠点の使用

平成31年3月26日
平成31年3月26日
平成31年3月26日
平成31年4月1日

天理市防災協力事業所登録状況一覧
令和元年6月7日現在 登録していただいている企業（団体）の支援項目（概要）の一覧表です。
整
理

企業（団体）名

所在地

支援区分

支援項目内容

登録年月日

ＮＯ

1 株式会社 井戸太蒲圑店

天理市川原城町196

物品援助 布団の提供

2 株式会社 万代 天理店

天理市川原城町303-2

人的・物品

カップラーメン・水・パックご飯・レトルトカレー・
機能性飲料

平成19年10月22日

3 株式会社 万代 指柳店

天理市指柳町303-1

人的・物品

カップラーメン・水・パックご飯・レトルトカレー・
機能性飲料

平成19年10月22日

4 株式会社 花の大和
5 尾浦自動車株式会社

天理市嘉幡町655

人的援助 救命・救助活動
人的援助 事故車・故障車・放置車等救助作業

平成19年10月22日

6 株式会社 大和農園グループ
7 株式会社 平井クレーン興業

天理市平等坊町110

人的・物品 野菜提供 初期消火・救助活動
人的・物品 移動式クレーン及びその操作

平成19年11月5日

8 シャープ株式会社

天理市櫟本町2613-1

平成19年12月4日

9 奈良県農業協同組合二階堂支店

天理市前栽町338

物品援助 グランドの使用・空室寮の使用（約150室）
人的・物品 救命・救助活動 駐車場等

天理市福住町2098

人的・物品 救命・救助活動

駐車場等

平成19年12月7日

11 奈良県農業協同組合朝和支店

天理市成願寺町415

駐車場等

平成19年12月7日

12 奈良県農業協同組合柳本支店

天理市柳本町1113

人的・物品 救命・救助活動
人的・物品 救命・救助活動

駐車場等

平成19年12月7日

13 奈良県農業協同組合天理支店

天理市川原城町53

駐車場等

平成19年12月7日

14 奈良県農業協同組合櫟本支店

天理市櫟本町1489

人的・物品 救命・救助活動
人的・物品 救命・救助活動

駐車場等

平成19年12月7日

15 奈良県農業協同組合天理経済センター

天理市前栽町338

人的・物品

16 奈良県農業協同組合朝和経済センター
17 近畿オーエーシステム株式会社 奈良支店

天理市成願寺町415
人的・物品 救命・救助活動 駐車場・車輌等
天理市庵治町295番地の2 人的援助 救命・救助活動 駐車場の提供

10

奈良県農業協同組合二階堂支店
福住出張所

天理市別所町303
天理市三昧田町85-4

救命・救助活動
他）

平成19年10月11日

車輌・資材等（ロープ・シート

平成19年11月5日
平成19年11月22日
平成19年12月7日

平成19年12月7日
平成19年12月7日
平成19年12月27日

18 株式会社 金城クレーン工事

天理市桧垣町266番地1

人的援助

重機による資材、荷物などの荷揚げ作業及び
その運搬

平成20年4月11日

19 有限会社 金城商事

天理市桧垣町266番地1

人的援助

重機による資材、荷物などの荷揚げ作業及び
その運搬

平成20年4月11日

20 福住運輸倉庫株式会社

天理市福住町4282番地1 人的・物品

援助品の運搬作業
毛布(3000枚)飲料用水(1500ℓ)の運搬・供給

平成20年5月20日

21 株式会社東海大阪レンタル 天理営業所
22 奈良文庫電気設備株式会社

天理市永原町650番地

23 社会福祉法人 ふきのとう
24 知的障害者更生施設 そよかぜ

天理市柳本町2036-1

天理市稲葉町393-1
天理市稲葉町410

物品援助 重機・ダンプ・仮設トイレ等
人的援助 救命・救助活動

平成20年10月1日

人的・物品 救命・救助活動 車輌等
物品援助 消火器・防火水

平成21年11月19日

平成20年10月16日
平成21年11月19日

25

特定非営利活動法人天理市手をつなぐ育成会
天理市丹波市町196‐1
生活介護事業所 スマイル三島

人的・物品 障害者の受け入れ・介助、車椅子2台

平成21年12月14日

26

特定非営利活動法人天理市手をつなぐ育成会
天理市柳本町718
生活介護事業所 スマイル柳本

人的援助 障害者の受け入れ・介助等

平成21年12月14日

27 社会福祉法人 寧楽ゆいの会 こもれび
28 社会福祉法人 共生福祉会 大樹

天理市田井庄町546-601 人的・物品 障害者の受け入れ・介助等
平成22年1月6日
避難場所の提供、物資の輸送車の提供(４㌧・
天理市小田中町223
物品援助
平成22年1月18日
２㌧車)

29 株式会社 吉岡建設

天理市喜殿町253-1

人的・物品 高圧洗浄車による除去作業、重機等

平成22年1月22日

30 ケアセンター 心

天理市櫟本町3210

人的援助 搬送（介護タクシー）

平成22年1月22日

天理市佐保庄町50
天理市桧垣町526-2
天理市指柳町157
天理市田部町153

人的援助
人的・物品
人的援助
人的援助

35 大勝建設 株式会社

天理市九条町377-5

人的・物品 災害復旧に伴う建設関連資材、機械の貸与等 平成22年9月1日

36 吉村建設株式会社

天理市勾田町448

人的・物品 重機による災害復旧活動

37 医療法人健和会 奈良東病院

天理市中之庄町470

人的援助

要介護者等の受け入れ等
医療、介護従事者の派遣等

平成24年1月20日

38 介護老人保健施設 ならふくじゅ荘

天理市中之庄町493-1

人的援助

要介護者等の受け入れ等
医療、介護従事者の派遣等

平成24年1月20日

31
32
33
34

カネダイ造園土木
岡田水道工業所
株式会社 辻設備
大橋工業株式会社

救命・救助活動
救命・救助活動、水道事業に関すること
管工事
救命・救助活動

平成22年1月29日
平成22年2月8日
平成22年2月12日
平成22年2月12日

平成22年10月22日

39 グループホーム ふれあい天理

天理市中之庄町531

人的援助

要介護者等の受け入れ等
医療、介護従事者の派遣等

平成24年1月20日

40 ケアハウス ふる里

天理市中之庄町411-1

人的援助

要介護者等の受け入れ等
医療、介護従事者の派遣等

平成24年1月20日

41 介護老人福祉施設 清寿苑

天理市中之庄町532-1

人的援助

要介護者等の受け入れ等
医療、介護従事者の派遣等

平成24年1月20日

42 有料老人ホーム エバーライフ

天理市中之庄町555

人的援助

要介護者等の受け入れ等
医療、介護従事者の派遣等

平成24年1月21日

43 株式会社 樹宝

天理市中之庄町355-1

人的援助 樹木の倒壊撤去・移設・復旧作業等

44 株式会社 桐山工務店

天理市勾田町415

人的・物品

45 工進設備

天理市稲葉町416

人的・物品 管工事

平成24年5月8日

46 ヤマトカントリークラブ

天理市福住町1123

人的・物品 施設等の提供・受入、飲料水の提供

平成24年12月11日

天理市福住町7453

人的援助 施設等の提供・受入

平成24年12月11日

天理市山田町888

人的援助 施設等の提供・受入

平成24年12月11日

天理市苣原町793

人的援助 施設等の提供・受入

平成24年12月11日

50 株式会社 山勝工務店

天理市櫟本町3535－8

人的・物品

重機による災害復旧及び救命・救助活動
重機車両、土木資材等の提供

平成25年9月5日

51 特別養護老人ホーム やすらぎ園

天理市福住町5504

人的援助

介護者の受け入れ
避難場所の提供

平成25年11月29日

52 ケアハウス やすらぎ

天理市福住町5504

人的援助

介護者の受け入れ
避難場所の提供

平成25年11月29日

53 グループホーム むつみあい

天理市福住町5504

人的援助

介護者の受け入れ
避難場所の提供

平成25年11月29日

47

大和開発興業株式会社
春日台カントリークラブ

48 ナパラゴルフクラブ一本松コース
49

名阪観光開発株式会社
天理ゴルフ倶楽部

救命・救助活動
災害復旧に伴う重機・車輌・資材等の提供

平成24年1月23日
平成24年1月27日

54 新井造園土木

天理市西長柄町289-51

人的援助

救命・救助活動
災害復旧に伴う重機・車両・土木資材の提供

平成26年1月14日

55 特別養護老人ホーム福住光明苑

天理市福住町6328

人的援助

要介護者等の受け入れ等
避難場所の提供

平成26年1月27日

56 森岡組

天理市田井庄町449-4

人的援助 救命・救助活動

平成26年2月12日

57 有限会社 辰己工業

天理市永原町498-2

人的・物品 重機による災害復旧等

平成26年7月8日

58 日誠建設株式会社

天理市富堂町33-1

59 天理教奈良教区

天理市田井庄町113-2

60 天理清美株式会社

天理市庵治町220

人的援助

救命救助活動・ゴミ収集及び清掃活動
ゴミ収集時危険箇所発見時の通用及び報告

平成29年3月15日

61 株式会社さくら開発

天理市丹波市町136-11

人的援助

救命・救助活動
ゴミ収集及び清掃活動

平成29年6月19日

62 増田工業

天理市二階堂北菅田町1-4 人的・物品

救命・救助活動
災害復旧に伴う建設関連資材の提供

平成29年7月6日

63 ARAI

天理市西長柄町435-3

64 株式会社美並建設

天理市櫟本町2782-28

65 有限会社マツトシ

天理市遠田町574

66 植萬 河口造園

天理市石上町358
メゾンジョワ305

人的・物品 軽トラックの提供

67 有限会社ヤマダ建設企画

南六条町516

人的・物品

救命・救助活動
人的・物品 災害復旧に伴う重機・車両・資材等の提供及び 平成27年1月16日
復旧活動
救命・救助活動
人的援助
平成27年8月20日
災害発生時における復興支援

救命・救助活動
平成30年1月22日
災害復旧に伴う重機車両・土木資材の提供
救命・救助活動
人的援助 災害復旧に伴う重機・車両・資材等の提供及び 平成30年11月1日
復旧活動
人的援助 救命・救助活動
令和元年5月9日
人的援助

救命・救助活動
災害復旧に伴う重機・車両・資材等の提供

令和元年6月7日
令和元年6月8日

