
１　行政機関等の協定

協定名 協定先 締結年月日 協定内容

災害時広域相互応援に関する協定
東胆振4町
（白老町・むかわ町・安平町・厚真町）

平成8年4月1日
平成27年3月2日改定

姉妹都市災害時相互応援に関する協定 東京都八王子市、栃木県日光市
平成8年4月16日

平成18年10月1日改定

災害時相互応援に関する協定 千歳市、恵庭市 平成8年5月29日

災害時等における北海道及び市町村相互の
応援に関する協定

北海道、北海道市長会、北海道町村会 平成20年6月10日

苫小牧市・田原市災害時相互応援協定 愛知県田原市 平成26年1月15日

苫小牧市と宮古市との災害時における
相互援助に関する協定

岩手県宮古市 平成26年5月21日

在日米軍再編に係る訓練移転先6基地
関係自治体連絡協議会における
大規模災害等の相互応援に関する協定

基地関係21市町村
（千歳市、三沢市、東北町、六ケ所村、小美玉
市、かすみがうら市、行方市、鉾田市、茨城町、
小松市、加賀市、能美市、川北町、築上町、行橋
市、みやこ町、宮崎市、西都市、新富町、高鍋
町）

平成27年3月31日

災害時の応援に関する協定
岡山県総社市
認定ＮＰＯ法人ピーク・エイド

令和元年6月10日

２　物資供給（食料品・飲料水・生活必需品・燃料等）に関する協定

協定名 協定先 締結年月日 協定内容

災害時における応急生活物資の供給
の協力に関する協定

株式会社長崎屋
苫小牧店

平成16年4月6日

災害時における物資の供給の協力
に関する協定

株式会社苫小牧ライスセンター
平成17年6月30日

令和2年7月28日改定

災害時における応急生活物資の供給の協力
に関する協定

生活協同組合コープさっぽろ
苫小牧地区本部

平成22年10月7日

災害時における応急物資の供給の協力
に関する協定

株式会社豊月 平成22年11月18日

災害時における応急物資の供給の協力
に関する協定

株式会社ラルズ 平成22年11月18日

災害時における応急物資の供給の協力
に関する協定

株式会社ツルハ 平成24年1月30日

災害時における物資の供給に関する協定 王子ネピア株式会社 平成29年8月28日

災害時における応急生活物資供給の協力
に関する協定

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 平成29年8月29日

災害時における応急生活物資の供給等
に関する協定

株式会社セコマ 平成29年11月14日

災害時における応急生活物資の供給の協力
及び駐車場用地の提供に関する協定

イオン北海道株式会社
平成18年8月31日

平成19年11月1日改定
応急生活物資供給
駐車場用地の提供

災害対応型自動販売機による協働事業
に関する協定

北海道コカ・コーラボトリング株式会社 平成20年5月22日
飲料水等の無償提供
被災状況の広報

災害時における飲料の提供等に関する協定 サントリーフーズ株式会社 平成25年5月28日

災害時における提供協力に関する協定
苫小牧腎友会
株式会社アペックス

平成27年4月28日

災害時における燃料等の供給の協力
に関する協定

苫小牧地方石油業協同組合 平成17年6月30日 燃料及び暖房機器の供給

災害時における物資供給に関する協定 NPO法人コメリ災害対策センター 平成26年11月21日 生活必需品及び工事用資材の供給

災害時における物資供給に関する協定
王子コンテナー株式会社
札幌工場

平成27年12月17日 段ボール製簡易ベッド等の供給

大規模災害時における炊き出し等
に関する協定

株式会社東洋食品 令和4年1月1日 炊き出し等の供給

苫小牧市災害時応援協定一覧表　（令和4年6月29日現在）

救助・復旧の相互協力
（役務・物資の提供等）

飲料水等の無償提供

応急生活物資供給



３　災害復旧に関する協定

協定名 協定先 締結年月日 協定内容

災害時における防災活動等の協力
に関する協定

一般社団法人苫小牧建設協会 平成8年8月30日

災害時における防災活動等の協力
に関する協定

苫小牧管工事業協同組合 平成8年8月30日

災害時における防災活動等の協力
に関する協定

苫小牧重機土木協同組合 平成8年8月30日

災害時における防災活動等の協力
に関する協定

苫小牧電気工事業協同組合 平成8年8月30日

災害時における防災活動等の協力
に関する協定

苫小牧造園協同組合 平成19年7月12日

災害時における防災活動等の協力
に関する協定

苫小牧測量設計業協会 平成21年8月17日

災害時における応急対策業務等の協力
に関する協定

苫小牧災害支援協会
代表会社　鴻野建設株式会社

平成23年3月30日

災害時における防災活動等の協力
に関する協定

一般財団法人北海道電気保安協会 平成24年8月28日

災害等の発生時における応急・復旧活動
の支援に関する協定

一般社団法人北海道LPガス協会胆振支部
北海道LPガス災害対策協議会

平成23年3月30日
被災施設の調査・情報提供
応急復旧活動

災害時における応急対策用資機材の供給
の協力に関する協定

株式会社共成レンテム
苫小牧営業所

平成17年6月30日

災害時における応急対策用資機材の供給
の協力に関する協定

株式会社アクティオ
苫小牧営業所

平成17年6月30日

災害時における応急対策用資機材の供給
の協力に関する協定

株式会社レンタルのニッケン
苫小牧営業所

平成17年6月30日

災害時における応急対策用資機材の供給
の協力に関する協定

株式会社カナモト
苫小牧営業所

平成17年6月30日

災害時における応急対策用資機材の供給
の協力に関する協定

北海産業株式会社 平成17年6月30日

大規模災害時における相互協力に関する協定
北海道電力株式会社
北海道電力ネットワーク株式会社

令和3年6月21日 停電復旧活動

大規模災害時における相互協力に関する協定
東日本電信電話株式会社　北海道事業部
北海道南支店

令和4年3月10日 通信障害復旧活動

４　情報提供に関する協定

協定名 協定先 締結年月日 協定内容

災害時の人命救助活動等における情報連絡
体制等に係る協定

陸上自衛隊第7師団第73戦車連隊
平成25年7月26日

平成26年3月26日改定
災害時の情報提供
収集分析、情報共有

災害時避難施設に係る情報の提供
に関する協定

ファーストメディア株式会社 平成27年8月7日 避難施設に係る情報提供

災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 令和3年12月9日
平常時の防災情報
災害時の緊急情報、被害状況等

５　医療・衛生に関する協定

協定名 協定先 締結年月日 協定内容

災害時の医療救護活動に関する協定 一般社団法人苫小牧市医師会 平成元年6月16日

災害時の歯科医療救援活動に関する協定 一般社団法人苫小牧歯科医師会 平成22年8月31日

災害時における霊柩自動車輸送の協力
に関する協定

一般社団法人全国霊柩自動車協会 平成15年8月26日 遺体の搬送及び資機材の提供

災害時における医薬品等の供給
及び救護活動に関する協定

北海道薬剤師会苫小牧支部 平成18年8月31日 医薬品、衛生材料の供給

災害時における柔道整復師の救護活動
に関する協定

公益社団法人北海道柔道整復師会
日胆ブロック

令和2年7月21日
柔道整復師による避難者に対する
健康管理等への協力

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 令和3年9月10日
介護用品、衛生用品等の福祉用具
の確保

６　物流に関する協定

協定名 協定先 締結年月日 協定内容

災害時における応急対策用貨物自動車
の供給に関する協定

一般社団法人室蘭地区トラック協会 平成15年2月17日 緊急物資等の輸送

災害時における緊急輸送等に関する協定 苫小牧地区ハイヤー協会 平成30年11月5日

災害時における緊急輸送等に関する協定 苫小牧タクシーチケットサービス 平成30年11月5日

災害時における物資集積拠点の確保と運営
に関する覚書

ヤマト運輸株式会社
千歳主管支店

令和2年4月1日 物資の集積・配送拠点の確保と運営

救護班の派遣

緊急輸送等の支援

応急復旧活動

応急対策用資機材の供給



７　車両貸出・給電場所の提供に関する協定

協定名 協定先 締結年月日 協定内容

災害時における車両貸し出し及び給電等
に関する協定

ネッツトヨタ苫小牧株式会社 令和元年6月4日

災害時における車両貸し出し及び給電等
に関する協定

トヨタカローラ苫小牧株式会社 令和元年6月4日

災害時における車両貸し出し及び給電等
に関する協定

南北海道三菱自動車販売株式会社 令和元年8月7日

災害時におけるレンタル車両の優先賃借に
関する協定

株式会社トヨタレンタリース新札幌 令和4年4月15日 レンタル車両の優先賃借

災害時におけるレンタルキャンピングカー等
の提供に関する協定

一般社団法人レンタルキャンピングカー協会
株式会社NEXT　LIFE

令和4年6月29日
レンタルキャンピングカー、レンタル機材
の優先提供

８　避難所施設の利用に関する協定

協定名 協定先 締結年月日 協定内容

災害時における避難所施設利用
に関する協定

宗教法人念法眞教総本山小倉山金剛寺
　（苫小牧念法寺）

平成29年1月27日 避難所施設（念法寺）の利用

災害時における施設利用に関する協定
社会福祉法人百合愛会
明野柳町内会

平成30年8月20日
避難所施設（認定こども園幼稚舎
あいか）の利用

災害時における施設利用に関する協定
法華寺
沼ノ端中央町内会

平成30年11月9日 避難所施設（法華寺）の利用

９　その他民間団体等との協定

協定名 協定先 締結年月日 協定内容

災害発生時における苫小牧市と苫小牧市内
郵便局の協力に関する協定

苫小牧市内郵便局
日本郵便株式会社 北海道支社

平成26年3月31日
車両の提供
被災情報の収集

災害時及び防災活動に関する協力協定 一般社団法人苫小牧青年会議所 平成26年12月25日
被災情報の収集
物資、資材の運送等補助

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

北海道行政書士会 平成27年2月5日 被災者の復興支援

大規模災害時における災害廃棄物の処理等
に関する協定

苫小牧廃棄物協同組合 平成29年3月23日 災害廃棄物の処理

苫小牧市内の事業者に係る事業継続計画
（ＢＣＰ）策定支援に関する協定

東京海上日動火災保険株式会社 平成29年7月6日 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定支援

災害時における施設等の提供
に関する協定

エア・ウォーター北海道株式会社 令和2年10月27日
洗濯機及び乾燥機等の提供
避難所及び店舗での車両給電

苫小牧市災害ボランティアセンターの設置
及び運営等に関する協定

社会福祉法人苫小牧市社会福祉協議会 令和3年3月17日
災害ボランティアセンターの設置及び
運営

災害時におけるヘリコプターの出動に関する
協定

特定非営利活動法人全日本ヘリコプター協議会 令和3年7月3日
災害範囲の調査フライトによる情報収集
災害物資等の輸送、指定する者の搬送

災害時等における無人航空機の活用に
関する協定

株式会社苫小牧ドライビングスクール 令和3年11月2日
無人航空機(ﾄﾞﾛｰﾝ)による災害現場の撮影
被災者捜索活動に対する画像提供

車両貸出、給電場所の提供
避難所及び店舗での車両給電


