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資 6－1 

１．函館市協定一覧 

(1) 協定数                                                     （令和３年４月１日現在） 

区  分 協定数 備 考 

自治体との相互応援協定 10協定  

防災関係機関との協定 5協定  

民間等との協定 45協定  

津波避難ビル協定 

（公的機関・民間企業・団体） 
35協定 

施設数39  

※その他、協定によらない市有施設等23施設

あり、津波避難ビル総数は62施設 

合  計 95協定  

 

(2) 自治体等との相互応援協定                                     （令和３年４月１日現在） 

Ｎｏ 協定名 協定締結先 協定の概要 

１ 

北海道広域消防相互応援

協定 

(平成３年４月１日) 

北海道内の市、町および消防

の一部事務組合 

・陸上応援（消防隊、救助隊、救急隊

または支援隊） 

・航空応援（航空隊による応援） 

２ 

北海道消防防災ヘリコプ

ター応援協定 

(平成８年６月25日) 

北海道 

北海道内の市、町および消防

の一部事務組合 

消防防災業務 

・災害応急対策活動 

・救急活動、救難活動 

・火災防御活動 

・その他の防災活動 

３ 

函館地域２市１町防災協

定 

(平成８年 12月３日) 

函館市、北斗市、七飯町 ・平常時の協力 

災害予防、その他防災対策の充実を

図るための事業 

・災害時の協力 

食料、飲料水、生活必需品の供給、

および人員の派遣、り災者の受け入

れ等に関する協力 

４ 

災害時における北海道及

び市町村相互の応援に関

する協定 

(平成９年 11月５日) 

北海道および道内市町村 ・食料、生活必需品等およびその供給

に必要な資機材の提供 

・り災者の救出、医療および防疫等に

関する提供 

・災害応急対策活動に必要な職員の 

派遣 

５ 

日本水道協会北海道地方

支部 

災害時相互応援に関する

協定 

(平成 10年７月１日) 

北海道地方支部 （札幌市） 

道央地区    （小樽市） 

道東地区    （釧路市） 

道南地区    （室蘭市） 

道西地区    （函館市） 

道北地区    （旭川市） 

・応急給水作業 

・応急復旧作業 

・応急復旧用資機材の提供 

・その他 
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Ｎｏ 協定名 協定締結先 協定の概要 

６ 

中核市災害相互応援に関

する協定 

(平成 17年 12月 19 日) 

全国中核市、60市 

･ 北海道・東北・関東ﾌﾞﾛｯｸ  

(21市） 

・中部ﾌﾞﾛｯｸ（ 9市） 

･近畿・中国ﾌﾞﾛｯｸ（20市） 

･ 四国･九州ﾌﾞﾛｯｸ（10市） 

・食料、飲料水および生活必需物資な

らびにその供給に必要な資器材の 

提供 

・被災者の救出、医療、防疫、施設の

応急復旧等に必要な資器材および 

物資の提供 

・救援および救助活動に必要な車輌の

提供 

・救助および応急復旧に必要な職員の

派遣 

・前号に掲げる他、特に要請があった

事項 

７ 

災害時等における病院間

の相互支援に関する協定 

(平成 24年 8月 31日) 

函館市、市立函館病院 

釧路市、市立釧路総合病院 

名寄市、名寄市立総合病院 

砂川市、砂川市立病院 

・医療機器、薬品類その他応急物資の

支援措置 

・医師、看護師その他人員の派遣 

・患者の移送、代替診察 

・復旧のための技術者の派遣 

・被災地における協定病院の後方支援 

・前号に定めるもののほか、特に要請

のあった事項 

８ 

災害時における動物救護

活動に関する協定 

(平成 24年 12月 21 日) 

北海道知事 

札幌市長 

旭川市長 

函館市（保健所） 

社団法人北海道獣医師会 

公益社団法人日本愛玩動物 

協会 

・避難所等に避難した被災動物の健康

管理 

・負傷した被災動物の治療・健康管理 

・飼い主不明の被災動物の保護等 

・被災者が飼育困難となった動物の 

一時保管等 

・動物収容施設の調整 

９ 

北海道函館市・奈良県五

條市災害時相互応援協定 

（平成 27年 6月 23 日） 

奈良県五條市 ・被災者支援に係る物資・機材の提供 

・食料，飲料水等の提供 

・職員の派遣 

10 

災害時相互応援に関する

協定 

（平成 29年 3月 18 日） 

函館市 

成田市 

泉佐野市 

・応援対策ならびに応急復旧に必要な

資機材および物資の提供 

・職員派遣 

 

(3) 防災関係機関との協定                                         （令和３年４月１日現在） 

Ｎｏ 協定名 協定締結先 協定の概要 

１ 

函館海上保安部と函館市消

防本部との船舶消火に関す

る業務協定 

（昭和 45年２月５日） 

函館市消防本部 

函館海上保安部 

・巡視船艇による消火活動、海上輸送および

警戒 

・船舶火災の消火活動に必要な事項 

２ 

函館空港およびその周辺に

おける消火救難活動に関す

る協定書 

（令和３年 2月 25日） 

函館空港 

函館市 

・函館空港およびその周辺における緊急事態

に際し、北海道エアポート株式会社函館

空港事業所と函館市消防機関が緊密な協

力のもとに、消火・救難活動を実施 

３ 

災害時の医療救護活動に関

する協定書 

（平成３年11月１日） 

函館市医師会 

函館市 

・傷病者に対する応急措置および医療 

・傷病者の収容医療機関への転送の要否およ

び転送順位の決定 

・被災者の死亡の確認および死体の検案 
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Ｎｏ 協定名 協定締結先 協定の概要 

４ 

函館空港医療救護活動に関

する協定書 

（平成３年12月 19 日） 

函館空港 

函館市医師会 

・被災者の選別 

・傷病者に対する応急処置及び必要な医療 

処置 

・医療機関への搬送の要否及び順位の決定 

・死亡の確認 

５ 

大規模災害時等における連

携に関する協定書 

（平成 26年 12月４日） 

陸上自衛隊第11旅団 

第 28普通科連隊 

・災害に関する計画や関係資料の共有 

・情報連絡や職員の派遣 

 

(4) 民間企業・団体との協定                                       （令和３年４月１日現在） 

Ｎｏ 協定名 協定締結先 協定の概要 

１ 

函館地域２市１町における

災害時の消費生活の安定お

よび応急生活物資の供給に

関する協定 

（平成８年12月３日） 

函館地域２市１町(函館

市、北斗市、七飯町） 

地元スーパー、コンビニ

エンスストア、生協 

・業者が保有、製造する物資の仕入れおよ

び運搬 

・要請した市町が必要とする物資の仕入れ

および運搬 

２ 

災害時における大規模送配

水管事故等における応急活

動に関する協定 

（平成 20年 1月 25 日） 

函館管工事業協同組合 

函館市企業局 

・災害時における水道の応急給水、応急復

旧 

３ 

災害時における電気設備の

応急復旧等に関する協定 

（平成 21年 1月 16 日） 

函館地方電気工事協同組

合 

・供給施設の電気設備等の応急復旧 

４ 

災害時における遺体搬送等

に関する協定 

（平成 21年 1月 16 日） 

社団法人全国霊柩自動車

協会 

・霊柩自動車等による遺体の収納や搬送 

５ 

地域情報の発信および災害

時の飲料提供に関する協定 

（平成 21年３月 23日） 

北海道コカコーラ 

ボトリング株式会社 

・自動販売機を利用した情報発信と飲料提

供の協力 

６ 

災害時におけるエルピーガ

ス等の供給に関する協定 

（平成 21年５月 25日） 

社団法人北海道エルピー

ガス協会道南支部 

・エルピーガス、容器、燃焼機器やカセッ

トボンベ、コンロ等の供給 

７ 

災害時における都市施設の

応急的な復旧等に関する協

定(平成21年６月 23日) 

函館東建設協会 ・都市施設の応急復旧、緊急的な障害物の 

除去 

８ 

災害時における函館市内郵

便局の協力に関する協定 

(平成 21年７月 1日) 

函館市内郵便局代表郵便

局株式会社函館中央郵便

局 

・避難、救援等の災害情報の広報や車両の 

提供 

９ 

災害時における燃料の供給

等に関する協定 

(平成 22年１月 15日) 

函館地方石油業協同組合 ・公共施設や車両への燃料の供給、燃料設

備の点検、応急復旧 

10 

災害時における空調衛生設

備の応急復旧等に関する協

定(平成22年１月 18日) 

函館空調衛生工事業協会 ・公共施設の空調や給排水設備等の応急復

旧 

11 

災害の発生時における函館

市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 

(平成 22年 11月８日) 

北海道エルピーガス災害

対策協議会 

・公共施設のエルピーガス設備の応急復

旧、供給に必要な関連機器の設置および

撤去 
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Ｎｏ 協定名 協定締結先 協定の概要 

12 

災害時における隊友会の協

力に関する協定 

(平成 23年８月 17日) 

公益社団法人隊友会函館

地方隊友会 

・災害情報の収集や伝達、給水や炊き出

し、避難所運営、瓦礫の撤去、清掃や防

疫、 物資の運搬や配分などについて、

隊友会の会員が協力 

13 

災害時における建設業協会

の応急対策等に関する協定 

(平成 24年 2月 21日) 

社団法人函館建設業協会 ・被害状況の把握、河川、道路構造物等の 

応急対策、がれき等の除去 

14 

災害時におけるはこほ会の

応急対策等に関する協定 

(平成 24年 2月 21日) 

はこほ会 ・被害状況の把握、道路施設等等の応急 

対策、がれき等の除去 

 

15 

災害時における造園建設業

共同組合の応急対策に関す

る協定 

(平成 24年 2月 21日) 

函館造園建設業組合 ・被害状況の把握、公園施設等の応急対

策、倒木等の除去 

16 

災害時における測量設計業

協会の応急対策等に関する

協定 

(平成 24年 2月 21日) 

函館測量設計業協会 ・被害状況の把握、河川、道路施設の安全

性の調査等の応急対策 

17 

災害時における災害情報の

放送に関する協力協定 

(平成 24年 3月 19日) 

函館山ﾛｰﾌﾟｳｪｲ(株) ・ＦＭいるか・災害情報の放送 

18 

災害時における下水道管渠

施設の応急復旧等に関する

協定 

(平成 24年 8月 30日) 

函館市排水設備指定業者

協同組合 

函館市企業局 

・災害時における下水道の応急給水、応急 

復旧 

19 

災害時における飲料供給に

関する協力協定 

(平成 24年 9月 25日) 

株式会社奥田道南ﾄﾞﾘﾝｺ･

ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ(株) 

 

・自販機による飲料提供や在庫飲料の提供 

20 

災害時における緊急輸送等

に関する協定 

(平成 25年 4月 18日) 

函館地区バス協会 ・被災者等の輸送 

・災害応急対策にあたる人員等の確保 

21 

災害時における仮設トイレ

等レンタル機器の供給に関

する協定 

(平成 26年 3月 25日) 

北海道建設機械レンタル

協会函館支部 

・仮設トイレ等機器の供給 

22 

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 

(平成 26年 6月 10日) 

北海道行政書士会 

 

・被災者支援を目的とした相談窓口の開設

および運営 

・行政書士法第 1 条の 2 および第 1 条の 3

に定める業務 

23 

災害時における物資等の緊

急輸送に関する協定 

(平成 26年 8月 28日) 

一般社団法人函館地区ト

ラック協会 

・被災者支援に必要な生活必需品等の輸送 

・災害応急対策に必要な資機材等の輸送 

24 

災害時における応急生活物

資の供給等に関する協定 

(平成 26年 9月 8日) 

ホーマック株式会社 ・ホーマックが保有または製造する物資の

供給および運搬 

・物資の仕入および運搬 

25 

災害時における必要な用水

等の供給に関する協定 

(平成 26年 10月 14 日) 

函館生コンクリート協同

組合 

・飲料水を除く生活用水および消火用水の

供給 
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Ｎｏ 協定名 協定締結先 協定の概要 

26 

災害時における応急生活物

資等の供給等に関する協定 

(平成 26年 11月６日) 

株式会社サッポロドラッ

グストアー 

・食料品，飲料水，日用品，医薬品などの

供給 

27 

災害時における応急生活物

資等の供給等に関する協定 

(平成 26年 11月 12 日) 

株式会社ツルハ ・食料品，飲料水，日用品，医薬品などの

供給 

28 

災害時における応急生活物

資等の供給等に関する協定 

(平成 27年 1月 20日) 

マックスバリュ北海道株

式会社 

・食料品，飲料水，日用品などの供給 

29 

災害時における柔道整復師

の救護活動に関する協定 

（平成 27年 4月 6日） 

公益社団法人北海道柔道

整復師会函館ブロック 

・柔道整復師救護班の編成および派遣 

・救護所，その他市が指示する場所に 

 おける被災者に対する柔道整復の施術 

 および被災者に対する応急手当に必要 

 な労務の提供 

・衛生材料等の提供 

30 

災害時における災害廃棄物

の処理等に関する協定 

（平成 27年 12月 3日） 

公益社団法人北海道産業

廃棄物協会 

・大規模災害が発生したときに備え，迅速

かつ円滑な災害廃棄物の処理等を行う 

31 

避難所等情報提供に関する

協定 

（平成 28年 1月 14 日） 

ファーストメディア株式

会社 

三井住友海上火災保険株

式会社 

・スマートフォン用のアプリケーションを

用いて避難所等の防災啓発情報を提供 

32 

災害時における応急生活物

資の供給等に関する協定 

（平成 28年 2月 16 日） 

イオン北海道株式会社 ・食料品，飲料水，日用品などの供給 

33 

災害時における飲料供給に

関する協定 

（平成 28年 2月 23 日） 

有限会社ベンテック ・自販機による飲料提供や在庫飲料の提供 

34 

災害時における応急生活物

資の供給等に関する協定 

（平成 28年 4月 19 日） 

ＮＰＯ法人 

コメリ災害対策センター 

・作業関係，日用品，飲料水関係，冷暖房

機器等，電気用品，トイレ関係などの供

給 

35 

災害時における飲料供給に

関する協定 

（平成 28年 11月 1日） 

サントリービバレッジソ

リューション株式会社 

・飲料水の供給・運搬 

36 

災害時における飲料提供に

関する協定 

（平成 28年 12月 19日） 

北海道キリンビバレッジ

株式会社 

・飲料水を定期的に供給・搬送 

37 

災害情報の放送等に関する

協力協定 

（平成 29年 5月 15 日） 

株式会社ニューメディア

函館センター 

・災害情報の伝達 

・避難所等における放送設備の提供 

38 

災害時および防災活動に関

する協力協定 

（平成 30年 2月 5日） 

一般社団法人 

函館青年会議所 

・災害対策本部等の運営に必要となる情報

の収集，整理および伝達の補助 

・給水，炊き出しその他の救援活動の補助 

・避難所の開設および運営の補助 

・瓦礫の撤去，清掃および防疫の補助 

・物資，資材の運送および配分の補助 

・その他甲が必要と認める支援 
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Ｎｏ 協定名 協定締結先 協定の概要 

39 

災害時における公衆浴場等

の協力に関する協定 

（平成 30年 12月 1日） 

函館浴場協同組合 

 

 

・避難所生活者や自宅の風呂が使用できな

い市民への風呂の提供 

・市民への生活用水の提供 

40 
災害時における応急物資の

供給等に関する協定 

（平成 31年 2月 15 日） 

合同容器株式会社 

 

 

・保有または製造する段ボール製品等の供

給および運搬 

41 

地震災害時における応急危

険度判定活動連携協定 

（令和元年 7月 30日） 

一般社団法人 

北海道建築士会 

函館支部 

・建築物の応急危険度判定活動 

・応急危険度判定士等の派遣 

42 
災害時における物資の保管

および供給等に関する協定 

（令和元年 9月 30日） 

北海道乳業株式会社 

 

 

・乳製品等の供給・運搬 

・飲料水の供給 

・土地等の一部を災害対応として提供 

43 

防災における地図製品等の

供給に関する協定 

（令和２年 4月 1日） 

株式会社ゼンリン 

・地図製品等の供給 

44 
防災に係る情報発信等に関

する協定 

（令和２年 4月 1日） 

ヤフー株式会社 ・災害時，市ホームページのキャッシュ

サイトを構築 

・緊急情報の発信 

45 

災害時における自動車等の

貸与および電力供給の協力

等に関する協定 

（令和２年 7月 30日） 

函館トヨタ自動車株式会社 

函館トヨペット株式会社 

トヨタカローラ函館株式

会社 

ネッツトヨタ函館株式会社 

函館日産自動車株式会社 

函館中央三菱自動車販売

株式会社 

株式会社函館マツダ 

函館スズキ販売株式会社 

ダイハツ北海道販売株式

会社 

 

・災害応急対策に必要な自動車や、避難所

等での非常用電源となる電気自動車の貸

与 

・店舗での市民等への電気供給場所の提供 
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(5) 津波避難ビル協定（令和３年４月１日現在） 

・協定名称 津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定 

・協 定 概 要 津波の発生やその恐れのある場合の 一時避難施設としての使用協力 

・協 定 数 35（公的機関４協定，民間企業・団体 31協定） 

・協定施設数 39（その他、協定によらない市有施設等 23施設あり、津波避難ビル総数は 62施設） 

Ｎｏ 締結年月日 施 設 名 住  所 

１ 平成21年 2月19日 ルートイングランディア函館駅前 若松町 21-3 

２ 平成21年 2月19日 ラビスタ函館ベイ 豊川町 12-6 

３ 平成24年 3月23日 函館港湾合同庁舎 海岸町 24-4 

４ 平成24年10月31日 萬年寺 万代町 7-22 

５ 平成24年10月31日 ホテルパコ函館 大森町 25-3 

６ 平成24年10月31日 東横イン函館駅前朝市 大手町 22-7 

７ 平成24年10月31日 東横イン函館大門 松風町 5-1 

８ 平成24年10月31日 
北海道大学水産学部管理研究棟 

〃    実験研究棟 
港町 3丁目1-1 

９ 平成24年10月31日 ビジネスホテルよしずみ 松川町 6-12 

10 平成24年12月7日 コンフォートホテル函館 若松町 16-3 

11 平成24年12月7日 ヴィラコンコルディア 末広町 3-5 

12 平成24年12月7日 ハイツチャフル 万代町 11-20 

13 平成24年12月7日 シャトーム吉川町 吉川町 7-6 

14 平成24年12月7日 メゾン・プレジデント 豊川町 16-5 

15 平成24年12月17日 北海道ガス株式会社函館支店 万代町 8-1 

16 平成24年12月17日 函館パークホテル 新川町 29-15 

17 平成24年12月17日 豊川コモンズ 豊川町 7-24 

18 平成24年12月17日 シャトーム万代町 万代町 1-1 

19 平成24年12月17日 ボヌールピエス 亀田町 6-39 

20 平成24年12月17日 下宿喜多家 北浜町 7-17 
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Ｎｏ 締結年月日 施 設 名 住  所 

21 平成25年 1月22日 エスセーナ港町 港町 1丁目 26-1 

22 平成25年 1月22日 パルティール港町 港町 1丁目 15-30 

23 平成25年 1月22日 クレール港町 港町 1丁目 15-32 

24 平成25年 1月22日 ペイサージュ港町 港町 1丁目 15-76 

25 平成25年 1月22日 パークサイドブライトネス 港町 1丁目17-32 

26 平成25年 1月22日 ファーストレジデンス 港町 1丁目 17-16 

27 平成25年 1月22日 ネクストⅢ 港町 1丁目 14-3 

28 平成25年 2月1 日 

道営住宅高田屋通団地１号棟 東川町 11-14 

道営住宅であえーる大森浜団地Ａ棟 東川町 18-1 

道営住宅であえーる大森浜団地Ｂ棟 東川町 18-2 

道営住宅旭森団地１号棟 旭町 8-1 

29 平成25年 2月15日 函館中央郵便局 新川町 1-6 

30 平成25年 2月27日 函館湯の川温泉平成館海羊亭 湯川町 1丁目 3-8 

31 平成25年 2月27日 函館湯の川温泉湯本啄木亭 湯川町 1丁目 18-15 

32 平成25年 2月27日 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館 湯川町 1丁目 17-22 

33 平成26年 7月 1日 函館地方裁判所 上新川町1-8 

34 平成28年 9月 1日 フォーポイントバイシェラトン函館 若松町 14-10 

35 平成30年 4月13日 ホテル函館ロイヤル 大森町 16-9 
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２．北海道協定一覧（北海道地域防災計画資料編抜粋） 
No 分類 協定の名称 協定の相手先 締結年月日 備 考 

1 新聞 災害時における報道要請に関する協定 新聞各社（22社） S36  

2-1 

放送 

災害時における放送要請に関する協定 道内放送各社（9社） S40.5.20  

2-2 災害時における放送要請に関する協定 
日本コミュニティ放送協

会北海道地区協議会 
H28.12.8  

3-1 

医 

療 

・ 

福 

祉 

・ 

医 

薬 

医療・助産・死体の処理（埋葬及び死体の

一時保存を除く）委託協定 
日本赤十字社北海道支部 S34.9.1  

3-2 災害時の医療救護活動に関する協定 (一社)北海道医師会 S62.12.22  

3-3 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 (一社)北海道歯科医師会 H9.4.14  

3-4 災害時医薬品備蓄供給業務（委託） ㈱スズケン愛生舘営業部 H13.4  

3-5 災害時医薬品備蓄供給業務（委託） ㈱ほくやく H13.4  

3-6 災害時医薬品備蓄供給業務（委託） ㈱モロオ H13.4  

3-7 災害時医薬品備蓄供給業務（委託） ㈱竹山 H13.4  

3-8 災害時医薬品備蓄供給業務（委託） ㈱ムトウ H13.4  

3-9 災害時の医療救護活動に関する協定 (一社)北海道薬剤師会 H14.2.28  

3-10 北海道DMATの派遣に関する協定 
北海道ＤＭＡＴ指定医療

機関（34機関） 
H19.9.12  

3-11 
北海道災害派遣ケアチームの派遣に 

関する協定 

社会福祉法人北海道社会

福祉協議会 
H23.9.5  

3-12 
災害時における医療用ガス等の供給に 

関する協定 

(一社)日本産業・医療ガ

ス協会 
H24.9.7  

3-13 災害時の看護職医療救護活動に関する協定 (公社)北海道看護協会 H24.12.28  

3-14 
災害時における医薬品等の供給に 

関する協定 

(一社）北海道医薬品卸売

業協会 
H25.3.29  

3-15 
災害時における医療機器の供給に 

関する協定 

北海道医療機器販売業協

会 
H25.3.29  

3-16 
災害時における柔道整復師の救護活動に 

関する協定 

（公社）北海道柔道整復

師会 
H26.5.16  

3-17 
災害時における社会福祉施設等の 

相互支援協定 

北海道老人福祉施設協議

会、（一社）北海道老人

保健施設協議会、北海道

身体障害者福祉施設協議

会、（一社）北海道知的

障がい福祉協会 

 

北海道救護施設協議会、

北海道児童施設協議会、

北海道精神障害者社会福

祉事業協議会、（公社）

日本認知症グループホー

ム協会北海道支部、（一

社）北海道認知症グルー

プホーム協会、北海道母

子生活支援施設協議会 

H26.11.5 

 

 

 

 

 

 

H27.3.31 
 

3-18 
災害発生時等における宿泊施設の活用に 

関する協定 

北海道ホテル旅館生活衛

生同業組合 
H29.1.27  

3-19 
航空搬送拠点臨時医療施設の設置及び運営

に関する協定 

旭川市 

航空自衛隊千歳基地 

帯広市 

釧路空港ビル㈱ 

H31.3.28 

H31.3.29 

R1.5.13 

R1.6.20 
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No 分類 協定の名称 協定の相手先 締結年月日 備考 

4-1 

食料・

飲料・

生活物

資の供

給等 

災害時における応急生活物資供給等に 

関する基本協定 

北海道生活協同組合連合

会 
H17.11.22  

4-2 
災害時における飲料の供給等防災に 

関する協力協定 

北海道コカ・コーラボト

リング㈱ 
H18.12.22  

4-3 
災害時における物資の供給等防災に 

関する協力協定 
㈱セイコーマート H18.12.22 

帰宅者支援 

含む 

4-4 災害時における物資の供給に関する協定 ㈱ローソン H20.2.21 
別掲（帰宅支

援） 

4-5 災害時における物資の供給に関する協定 
㈱セブンイレブン・ジャ

パン 
H20.7.24 

別掲（帰宅支

援） 

4-6 災害時における物資の供給に関する協定 ㈱イトーヨーカ堂 H20.7.24  

4-8 
災害時における飲料の供給等防災に関する

協定 
サントリーフーズ㈱ H20.12.18  

4-9 
災害時における物資の供給等防災に関する

協力協定 
イオン北海道㈱ H22.1.20 

帰宅者支援 

含む 

4-10 
災害時における物資の供給等防災に関する

協力協定 
ホーマック㈱ H23.3.23 

帰宅者支援 

含む 

4-11 
災害時並びに日常の防災活動に関する 

支援及び協力協定 
日糧製パン（株） H24.3.27 

帰宅者支援 

含む 

4-12 災害時における物資の供給に関する協定 
㈱北海道ファミリーマー

ト、㈱ファミリーマート 
H25.11.22  

4-13 災害時における物資の供給に関する協定 
NPO 法人コメリ災害対策

センター 
H26.11.21  

4-14 災害時における物資の供給に関する協定 
コストコホールセールジ

ャパン株式会社 
H28.6.20  

4-15 
災害時における段ボール製品の調達に 

関する協定 
東日本段ボール工業組合 H29.3.10  

4-16 
災害時等におけるコンテナ型トイレ等の供

給に関する協定 
ウォレットジャパン㈱ R2.1.22  

4-17 
災害時等における段ボール製品の調達等に

関する協定 
合同容器㈱ R2.4.6  

5-1 

救 

助 

・ 

救 

援 

等 

の 

支 

援 

災害時における災害救助犬の出動に 

関する協定 

NPO 法人日本レスキュー

協会 
H20.4.16  

5-2 災害時における隊友会の協力に関する協定 
(公社)隊友会北海道隊友

会連合会 
H21.6.26  

5-3 災害時における動物救護活動に関する協定 

動物救護関係の団体：

(社)北海道獣医師会、 

(公社)日本愛玩動物協会 

H24.12.21 

地方自治体：

道、札幌市、 

旭川市、函館

市 

5-4 災害時及び災害活動に関する協力協定 
(公社)日本青年会議所北

海道地区協議会 
H25.1.23  

5-5 災害時における交通誘導業務等に関する協定 (社)北海道警備業協会 H10.12.18  

5-6 災害時における応急対策業務に関する協定 (一社)北海道建設業協会 H25.3.25  

5-7 
建設管理部所管公共土木施設の災害時等に

おける協力体制に関する協定 

（一社）北海道道路標

示・標識業協会 
H25.4.1  

5-8 
災害時等の緊急時における業務連携に 

関する協定 

地方独立行政法人北海道

立総合研究機構 
H22.4.1  

5-9 
大規模災害発生時における災害廃棄物の 

処理等の協力に関する協定 

(公社)北海道産業資源循

環協会 
H23.4.19  

5-10 災害時における協力体制に関する基本協定 
(一社)北海道測量設計業

協会 
H24.10.31  
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No 分類 協定の名称 協定の相手先 締結年月日 備考 

5-11 

救 

助 

・ 

救 

援 

等 

の 

支 

援 

災害時における協力体制に関する基本協定 北海道地質調査業協会 H27.1.28  

5-12 
土砂災害等の発生に関する情報提供に係る

協定 

ヤマト運輸株式会社(各主

管支店) 
H27.9  

5-13 災害時における協力体制に関する協定 
一般社団法人北海道土木コ

ンクリートブロック協会 
H29.1.27  

5-14 災害時における相互協力に関する協定 
北海道公立大学法人札幌

医科大学 
H29.12.20 

 

5-15 災害時における協力体制に関する基本協定 
北海道維持管理業務連絡

協議会 
H30.3.22 

 

5-16 
災害時における下水道管路施設の復旧支援

協力に関する協定 

（公社）日本下水道管路

管理業協会 
H30.3.23 

 

5-17 
災害時における下水道施設の技術支援協力

に関する協定 

（一社）全国上下水道コン

サルタント協会北海道支部 
H30.3.23 

 

5-18 災害時における協力体制に関する基本協定 
(一社)日本砕石協会、(一

社)日本砂利協会 
H31.1.25 

 

5-19 災害時における協力体制に関する基本協定 

(一社)プレストレスト・

コンクリート建設業協会

北海道支部 

H31.3.26 

 

5-20 
公共土木施設災害復旧事業支援に関する協

定 

(一財)北海道建設技術セ

ンター 
H28.9.7 

 

5-21 
北海道と AUTHENTIC JAPAN 株式会社との消

防活動等の協力に関する協定 

AUTHENTIC JAPAN㈱ 
R2.4.9 

 

6-1 葬 

祭 

の 

支 

援 

災害時における葬祭用品の供給に関する 

協定 
北海道葬祭業協同組合 H14.3.29  

6-2 
災害時における葬祭用品の供給に関する 

協定 

(社)全日本冠婚葬祭互助

協会 
H17.11.1  

6-3 災害時の遺体搬送等に関する協定 
(一社)全国霊柩自動車協

会 
H18.6.23  

7-1 

住宅の

支援 

災害時における応急仮設住宅の建設に 

関する協定 
(社)プレハブ建築協会 H8.11.1  

7-2 
災害時における民間賃貸住宅の媒介に 

関する協定 

(公社)北海道宅地建物取

引業協会 
H23.5.2  

7-3 
災害時における民間賃貸住宅の提供に 

関する協定 

（公社）全国賃貸住宅経

営者協会連合会 
H24.3.27  

7-4 
災害時における住宅の早期復興に向けた 

協力に関する協定 

（独法）住宅金融支援機

構 
H27.2.23  

7-5 
災害時における応急仮設木造住宅の建設に

関する協定 

（一社）全国木造建設事

業協会 
H29.10.20  

8-1 

帰 

宅 

支 

援 

災害時における帰宅者支援に関する協定 ㈱壱番屋 H20.12.17  

8-3 災害時における帰宅者支援に関する協定 ㈱セブンイレブン・ジャパン H20.12.17  

8-4 災害時における帰宅者支援に関する協定 ㈱北海道ファミリーマート H20.12.17  

8-5 災害時における帰宅者支援に関する協定 ㈱モスフードサービス H20.12.17  

8-6 災害時における帰宅者支援に関する協定 ㈱ローソン H20.12.17  

8-7 災害時における帰宅者支援に関する協定 
㈱ダスキン（ミスタード

ーナツ店） 
H24.11.1  

－ 
災害時における物資の供給等防災に 

関する協力協定 
㈱セイコーマート H18.12.22 （再掲） 

－ 
災害時における物資の供給等防災に 

関する協力協定 
イオン北海道㈱ H22.1.20 （再掲） 

－ 
災害時における物資の供給等防災に 

関する協力協定 
ホーマック㈱ H23.3.23 （再掲） 

－ 
災害時における石油類燃料の供給等に 

関する協定 

北海道石油業協同組合連

合会 
H23.12.26 （再掲） 

－ 
災害時並びに日常の防災活動に関する 

支援及び協力協定（帰宅者支援） 
日糧製パン（株） H24.3.27 （再掲） 

 



資料６ 各種協定 

資 6－12 

No 分類 協定の名称 協定の相手先 締結年月日 備考 

9-1 

輸
送 

災害応急対策用貨物自動車による物資の 

緊急・救援輸送等に関する協定 
(社)北海道トラック協会 H23.10.17  

9-2 
災害時における緊急・救援輸送等に関する

協定 
北海道旅客船協会 H24.3.27  

9-3 
災害時における輸送車両提供の協力に 

関する協定 

北海道地区レンタカー協

会連合会 
H25.3.25  

9-4 
災害時における航空機による緊急輸送業務

の協力に関する協定 
全日本空輸㈱ H25.3.29  

9-5 
災害時における航空機による緊急輸送業務

の協力に関する協定 
日本航空㈱・㈱ジェイエア  H25.3.29  

9-6 
災害時における船舶による輸送等に関する

協定 

日本内航海運組合総連合

会 
H25.9.27  

9-7 
災害時における航空機による緊急輸送業務

の協力に関する協定 
㈱ＡＩＲＤＯ H26.1.29  

9-8 災害時における物資の保管等に関する協定 苫小牧地区倉庫協会 H29.7.24  

9-9 災害時における物資の保管等に関する協定 小樽倉庫協会 H30.3.19  

9-10 災害時における物資の保管等に関する協定 札幌倉庫協会 H30.3.28  

9-11 災害時における物資の保管等に関する協定 道北倉庫協会 H30.3.28  

9-12 災害時における物資の保管等に関する協定 室蘭地区倉庫協会 H30.3.28  

9-13 
災害時における港湾荷役の支援等に関する

協定 
北海道港運協会 H30.5.2  

9-14 災害時における物資の保管等に関する協定 函館倉庫協会 H30.5.10  

9-15 災害時における緊急輸送等に関する協定 
一般社団法人北海道ハイ

ヤー協会 
H30.12.18  

9-16 災害時における物資の保管等に関する協定 道東倉庫協会 H31.3.29  

9-17 災害時における物資の保管等に関する協定 北見地区倉庫協会 H31.3.29  

10-1 

そ
の
他 

災害時における石油類燃料の供給等に 

関する協定 

北海道石油業協同組合連

合会 
H23.12.26 

燃料、帰宅者

支援含む 

10-2 
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 H26.1.29 相談 

10-3 
災害等による水道施設被害に係る相互応援

に関する覚書 
日本水道協会北海道支部 H17.4.8  

10-4 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 H27.3.13  

10-5 
災害時における相談業務の応援に関する協

定 

士業７団体（弁護士、公認

会計士、司法書士、不動産

鑑定士、土地家屋調査士、

税理士、行政書士） 

H29.6.2 相談 

10-6 災害時における物資の供給に関する協定 丸玉産業株式会社 H29.8.23 合板 

10-7 

大規模災害時における株式会社北海道日本

ハムファイターズ、株式会社ファイターズ

スポーツ＆エンターテイメント、北広島市

及び北海道との相互連携・相互協力に関す

る覚書 

北海道、北広島市、株式

会社北海道日本ハムファ

イターズ、株式会社ファ

イターズスポーツ＆エン

ターテイメント 

R2.1.24  

11-1 

行 

政 

機 

関 

全国都道府県における災害時等の広域応援

に関する協定 
全国都道府県 H8.7.18 

H30.11.9 

改正（最新） 

11-2 
大規模災害時の北海道・東北８道県相互応

援に関する協定 
北海道、東北８道県 H7.10.31 

H26.10.21 

改正（最新） 

11-3 
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 
道及び全道179市町村 H9.11.5 

H27. 3.31 

改正（最新） 

11-4 大規模災害時の連携に係る協定 陸上自衛隊北部方面隊 H24.6.7  

11-5 災害時の応援に関する協定 
財務省北海道財務局、 

全道 179市町村 
H26.3.28  

11-7 
北海道における災害時等の相互協力に 

関する協定 
北海道開発局、札幌市 H28.12.9  

11-8 
 大規模災害に備えた北海道と陸上自衛隊北

部方面隊との連携・協力に関する覚書 
陸上自衛隊北部方面隊 H28.3.17  

 


