
防災協定締結先一覧

区分 通番 No. 協定等の名称 主な内容 相手方の名称 締結年月日
締結
順番

1 1 災害時の医療救護活動に関する協定書
市町村が行う医療救護活動に
対する協力

十勝医師会と十勝管内市町村 平成3年4月1日 1

2 2 災害時における歯科医療教護活動に関する協定
市町村が行う歯科医療救護に
対する協力

十勝管内町村会と十勝歯科医師会 平成19年7月6日 9

3 1 災害時における要援護者の緊急受入に関する協定書 施設への要援護者緊急受入 社会福祉法人　幕別真幸協会 平成19年12月1日 10

4 2 災害時における要援護者の緊急受入に関する協定書 施設への要援護者緊急受入 医療法人社団博愛会 平成20年10月10日 15

5 3 災害時における要援護者の緊急受入れに関する協定書 施設への要援護者緊急受入 社会福祉法人博愛会 平成26年1月22日 31

6 4 災害時における協力に関する協定書
屋内外における避難場所の提
供

学校法人多田学園（江陵高等学校） 平成21年2月4日 16

7 5 災害時における協力に関する協定書
屋内外における避難場所の提
供

ルートインジャパン㈱（十勝幕別温泉
グランヴィリオホテル）

平成21年6月1日 18

8 6 災害時における一時避難所としての使用に関する協定書 施設を避難場所として提供 帯広信用金庫 平成27年2月2日 34

9 7 災害時における避難受入に関する協定書
帯広国際ＣＣの駐車場を避難場
所として提供

株式会社帯広国際 令和2年8月21日 51

10 8 災害時における避難受入に関する協定書
十勝ヒルズの駐車場を避難場
所として提供

株式会社丸勝 令和2年9月4日 52

11 9 災害時における避難受入に関する協定書
屋内外における避難場所の提
供

株式会社幕別パークホテル悠湯館 令和2年9月11日 53

12 10 災害時における避難受入に関する協定書
建物の一部を避難場所として提
供

十勝畜産農業協同組合 令和2年11月17日 54

13 1 災害時における協力要請に関する協定書 被災状況等の提供 セイコーマートしなだ店 平成17年8月2日 5

14 2 災害時における協力要請に関する協定書 被災状況等の提供 セブンイレブン幕別札内暁町店 平成17年8月11日 6

15 3
災害時における幕別町と幕別町内郵便局の協力に関する協定
（H23.3.31改定、H26.3.31改定、H30.5.29改定）

緊急車両、被災状況の提供、広
報活動

幕別町内郵便局（幕別、札内、忠類、
糠内、札内桜町）

平成10年5月18日 3

16 1 災害時における幕別町商工会と幕別町間の協力に関する協定書
食糧、食器など日常生活に必要
な物資の支援

幕別町商工会 平成10年12月14日 4

17 2 災害時における発電機等の供給に関する協定書 発電機、簡易トイレなどの提供 ㈱共成レンテム 平成20年1月7日 11

18 3 災害時における機器の調達に関する協定書 発電機、簡易トイレなどの提供 ㈱カナモト　（旧ナラサキリース㈱）
令和2年7月8日
（平成20年1月7日）

12

19 4 災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書
災害対応型自動販売機内在庫
飲料の無償提供

北海道コカ・コーラボトリング㈱ 平成24年2月29日 22

20 5 災害時における応急生活物資供給の協力に関する協定書 食料品、日用品などの物資供給 生活協同組合コープさっぽろ 平成24年11月26日 25

21 6 災害時における飲料の提供等に関する協定書
自動販売機内在庫飲料の無償
提供

サントリービバレッジソリューション㈱ 平成29年4月1日 39

22 7 災害時における応急生活物資供給の協力に関する協定書 食料品、飲料などの物資供給 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 平成29年7月3日 41

23 8 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 地図製品等の供給 ㈱ゼンリン 平成30年8月29日 42

24 9 災害時における物資供給等防災に関する協力協定 段ボールベッドなどの供給 王子コンテナー株式会社釧路工場 平成30年11月7日 43

25 10 災害発生時における応急生活物資の供給に関する協定書 段ボールベッドなどの供給 合同容器株式会社 令和2年2月3日 46

26 11 災害時における次世代自動車からの電力供給の協力に関する協定 次世代自動車からの電力供給 トヨタカローラ帯広株式会社 令和2年5月12日 48

27 12 災害時における次世代自動車からの電力供給の協力に関する協定 次世代自動車からの電力供給 帯広トヨペット株式会社 令和2年5月12日 49

28 13 災害時における福祉用具等の供給等協力に関する協定 介護用品、衛生用品などの提供 一般社団法人日本福祉用具供給協会 令和2年8月6日 50

29 14 災害時における機器・役務等の提供協力に関する協定
テント、仮設トイレなどの資機材
及び清掃作業などの役務提供

ダスキンオビヒロ株式会社 令和2年11月27日 55

30 15 災害発生時における応急生活物資の供給に関する協定書 段ボールベッドなどの供給 レンゴー㈱北海道事業部恵庭工場 令和2年12月16日 56

燃料 31 1 災害時における石油類燃料の供給等に関する協定書 石油類燃料の提供 帯広地方石油業協同組合幕別支部 平成24年5月16日 24

32 1
幕別町における災害応急対策支援に関する協定
（H18.9.1改定、H25.6.1改定、H27.9.1改定）

公共施設等の応急措置に係る
資機材、労力の提供

幕別建設業協会 平成17年8月31日 7

33 2
災害時における幕別町と北海道エルピーガス災害対策協議会の応
急・復旧活動の支援に関する協定書

ＬＰガス設備の応急・復旧活動
社団法人北海道エルピーガス協会十
勝支部

平成23年3月7日 21

34 3 災害時における応援業務に関する協定書 砂利、砂、砕石等の提供 北海道砂利工業組合十勝支所 平成27年8月19日 38

35 4 災害時における応急対策活動に関する協定書
公共施設の電力復旧のための
調査等応急対策活動

(一財)　北海道電気保安協会 令和元年12月17日 45

36 1 災害時における協力に関する協定書 給水車の派遣協力 ㈲忠類運輸 平成21年2月26日 17

37 2 災害時における遺体搬送等の協力に関する協定書 霊柩自動車等による遺体搬送 社団法人全国霊柩自動車協会 平成24年3月30日 23

38 3 災害時における輸送業務等に関する協定書 救援物資の輸送 一般社団法人十勝地区トラック協会 平成27年2月27日 35

39 4 災害時における緊急輸送等に関する協定書
傷病者等の輸送、応急対策に
必要な人員及び機材の輸送

北斗タクシー㈲ 平成27年3月20日 36

40 5 災害時における緊急輸送等に関する協定書
傷病者等の輸送、応急対策に
必要な人員及び機材の輸送

エイシン運輸㈲ 平成27年3月20日 37

41 1 災害時における非常放送に関する協定書 非常放送の実施 ㈱おびひろ市民ラジオ（FM-WING） 平成20年4月14日 13

42 2 災害時における非常放送に関する協定書 非常放送の実施 ㈱エフエムおびひろ（FM-JAGA） 平成20年4月14日 14

令和２年12月16日現在
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43 1 北海道・市町村相互応援協定（H20.6.10改定）
食料、飲料水等の提供、職員の
派遣

北海道、道内市町村 平成9年11月5日 2

44 2 防災情報の共有に係る協定書（H20.12.10改定）
防災情報共有機器の保守、点
検

北海道開発局 平成18年12月1日 8

45 3 災害時相互応援に関する協定書 給水活動、復旧作業など
日本水道協会北海道地方支部道東地
区協議会

平成21年7月31日 19

46 4 北海道地方における災害時の応援に関する申合せ
土木施設等の被害状況把握、
二次災害防止のための応急措
置

北海道開発局 平成22年5月21日 20

47 5 災害時における「道の駅忠類」の防災拠点化に関する協定書
道の駅忠類を防災拠点として、
必要な資機材整備、維持・管理

北海道開発局帯広開発建設部 平成25年3月11日 26

48 6 「道の駅防災用備蓄資機材及び情報提供装置」に関する協定書
資機材の使用、維持管理、国道
等の被災情報提供

北海道開発局帯広開発建設部 平成25年3月11日 27

49 7 災害時相互応援に関する協定書
食料、飲料水などの提供、職員
の派遣など

神奈川県開成町 平成25年5月10日 28

50 8 災害時相互応援に関する協定書
食料、飲料水などの提供、職員
の派遣など

埼玉県上尾市 平成25年11月11日 29

51 9 災害時相互応援に関する協定書
食料、飲料水などの提供、職員
の派遣など

高知県中土佐町 平成25年11月18日 30

52 10 災害時の応援に関する協定
有価物の分別等作業、罹災証
明書申請受付・発行事務など

北海道財務局、北海道、道内市町村 平成26年3月28日 32

53 11 災害時の避難措置の応援に関する協定書 避難所の提供 大樹町 平成26年4月1日 33

54 1 災害時における協力に関する協定書
災害情報等の収集・伝達、炊き
出し等の災害援助活動など

市町村職員年金者連盟幕別分会 平成29年4月28日 40

55 2 災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定書
災害ボランティアセンターの設
置及び運営

社会福祉法人幕別町社会福祉協議会 平成31年3月18日 44

56 3 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 窓口業務における受付支援など 北海道行政書士会十勝支部 令和2年2月14日 47

協力活動
全般

行政

  


