
令和4年12月22日時点

No.

締結年月日 相手方の名称 区分 協定等の名称

1 平成1年8月1日 一般社団法人帯広市医師会 医療救護 医療救護活動に関する協定

2 平成6年7月25日 北海道内72市町、消防の一部事務組合 行政 北海道広域消防相互応援協定

3 平成7年10月27日 千代田デンソー株式会社 食料物資供給 応急照明器具等の優先供給協定

4 平成7年10月30日 宮本機械株式会社 食料物資供給 大型暖房機器等の優先供給協定

5 平成8年5月21日 釧路市、根室市、北見市、網走市、紋別市 行政 道東６市防災協定

6 平成8年6月25日 北海道、市町、消防の一部事務組合 行政 北海道消防防災ヘリコプター応援協定

7 平成14年4月18日 帯広管工事業協同組合 設備等復旧 災害時における応急措置の協力に関する協定

8 平成17年7月6日 赤帽帯広軽自動車運送協同組合 輸送 軽自動車輸送協力協定

9 平成18年3月24日 公益社団法人十勝地区トラック協会 輸送 応急対策用貨物自動車の供給協定

10 平成18年9月22日 帯広空調衛生工事業協会 設備等復旧 応急対策等の協力に関する協定

11 平成19年3月19日 一般社団法人十勝歯科医師会 医療救護 歯科医療活動に関する協定

12 平成19年4月23日 生活協同組合コープさっぽろ 食料物資供給

災害時における応急生活物資の確保等に関する協力

協定

13 平成19年7月31日

日本水道協会北海道地方支部、道東市町

村、企業団

食料物資供給

日本水道協会北海道地方支部道東地区協議会災害

時相互応援に関する協定

14 平成19年8月3日 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 食料物資供給 災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定

15 平成19年10月23日 帯広リース業協会 食料物資供給 仮設トイレ等の供給に関する協定

16 平成19年10月30日 株式会社エフエムおびひろ 放送 災害時における非常放送に関する協定

17 平成19年10月30日 株式会社おびひろ市民ラジオ 放送 災害時における非常放送に関する協定

18

平成20年2月14日

（平成29年7月5日変更）

イオン北海道株式会社

※経営統合によりマックスバリュ北海道株式会社の

防災協定は終了

食料物資供給

災害時における応急生活物資の供給等に関する協力

協定（平成29年7月5日　災害時の駐車場の利用を追加）

19 平成20年3月27日 北電興業株式会社 その他 避難場所広告付看板に関する協定

20 平成20年6月11日 十勝帯広電業協会 設備等復旧 災害時における応急対策等の協力に関する協定

21 平成20年12月1日 一般社団法人帯広建設業協会 設備等復旧

帯広市所管都市施設における災害時の協力体制に関

する協定

22 平成20年12月1日 一般社団法人十勝造園緑化建設業協会 設備等復旧

帯広市所管公園施設等における災害時の協力体制に

関する協定

23 平成20年12月10日 北海道開発局 行政 防災情報の共有に係る協定

24 平成21年8月4日 帯広建築工業協同組合 設備等復旧 災害時における応急対策等の協力に関する協定

25 平成22年5月31日 北海道開発局 行政 北海道地方における災害時の応援に関する申合せ

26 平成22年10月29日

一般社団法人北海道エルピーガス協会十

勝支部

設備等復旧 災害時の応急復旧活動の支援に関する協定

27 平成22年12月2日 一般財団法人北海道電気保安協会 設備等復旧 災害時協力協定

28 平成23年2月4日 株式会社イトーヨーカ堂 食料物資供給

災害時における応急生活物資の供給等に関する協力

協定

29 平成23年4月8日

公益社団法人帯広地方隊友会帯広連合

支部

その他 災害時における協力に関する協定

30 平成23年9月1日 北海道ペプシコーラ販売株式会社 食料物資供給 災害時における飲料水の供給に関する協定

31 平成23年9月15日 帯広塗装工業協同組合 設備等復旧 災害時における応急対策等の協力に関する協定
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32 平成24年1月26日 北海道公衆浴場業帯広浴場組合 食料物資供給 災害時における公衆浴場等の協力に関する協定

33 平成24年2月15日 一般社団法人全国霊柩自動車協会 その他 災害時における遺体搬送等の協力に関する協定

34

平成24年3月26日

（平成29年8月15日）

帯広市社会福祉施設連絡協議会 医療救護

災害時における福祉避難所の使用に関する協定

（平成29年8月15日　対象施設を追加）

35 平成24年4月26日 株式会社ベルコ帯広 その他 災害時における一時避難所としての使用に関する協定

36 平成24年5月16日 帯広市ハイヤー協同組合 医療救護

災害時における要援護者の避難搬送等の協力に関す

る協定

37 平成24年6月4日 帯広地方石油業協同組合 食料物資供給 災害時における石油類燃料の供給等に関する協定

38 平成24年8月31日 帯広舗装防災協議会 設備等復旧

災害時等における道路施設等の協力体制に関する協

定

39 平成24年10月30日 北海道葬祭業協同組合 その他

災害時における遺体の収容、安置等の協力に関する

協定

40 平成24年11月9日 日本建設機械レンタル協会十勝地区部会 食料物資供給

災害時におけるレンタル機材の優先供給に関する協

定

41 平成25年6月7日 株式会社伊藤園 食料物資供給 災害時における飲料の供給に関する協定

42 平成25年7月9日 社会福祉法人光寿会 医療救護 災害時における福祉避難所の使用に関する協定

43 平成25年7月9日 医療法人社団刀圭会 医療救護 災害時における福祉避難所の使用に関する協定

44 平成25年7月9日 医療法人十勝勤労者医療協会 医療救護 災害時における福祉避難所の使用に関する協定

45 平成25年7月9日 医療法人社団博愛会 医療救護 災害時における福祉避難所の使用に関する協定

46 平成25年10月21日 株式会社伊吹畳内装 食料物資供給 災害時における畳の供給に関する協定

47 平成26年3月28日 北海道財務局 行政 災害時の応援に関する協定

48 平成26年3月31日 帯広市内郵便局 その他

災害発生時における帯広市と帯広市内郵便局の協力

に関する協定

49 平成27年1月5日 ヤフー株式会社 その他 災害時における情報発信等に関する協定

50 平成27年3月31日 北海道、道内自治体 行政 北海道・市町村相互応援協定

51 平成27年7月9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

その他 避難所等情報提供に関する協定

52 平成28年4月20日 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 食料物資供給 災害時における物資供給に関する協定書

53 平成28年7月12日 社会福祉法人刀圭会 医療救護 災害時における福祉避難所の使用に関する協定

54 平成28年12月2日

公益社団法人北海道柔道整復師会十勝

ブロック

医療救護 災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定

55 平成28年12月2日 十勝鍼灸師会 医療救護

災害時におけるはり師・きゅう師の救護活動に関する協

定

56 平成29年1月10日 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会 その他

帯広市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

57 平成29年2月15日 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 食料物資供給

災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再

開に関する協定

58 平成29年5月30日 社会福祉法人真宗協会 医療救護 災害時における福祉避難所の使用に関する協定

59 平成29年8月22日 北海道森紙業株式会社帯広工場 食料物資供給 災害時における段ボールベッド等の供給に関する協定

60 平成29年10月17日 株式会社帯広シティーケーブル その他

災害時の避難所におけるインターネット回線提供に関

する協定

61 平成30年1月5日 株式会社サンドラッグプラス 食料物資供給 災害時の一般用医薬品等の物資供給に関する協定

62 平成30年7月3日 ヤマト運輸株式会社 輸送 災害時における物資輸送の協力に関する協定
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63 平成30年7月3日 帯広地方卸売市場株式会社 倉庫等利用

災害時における倉庫及び駐車場の利用等に関する協

定

64 平成31年3月6日

一般社団法人AZ-COM丸和・支援ﾈｯﾄﾜｰ

ｸ

輸送 大規模災害時における支援活動に関する協定

65 令和元年12月4日 釧路トヨタ自動車株式会社 その他

災害時における自動車及び付属機器の貸与に関する

協定

66 令和2年1月31日 北海道行政書士会十勝支部 その他

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

67 令和2年3月3日 北海道帯広盲学校 医療救護 災害時における福祉避難所の使用に関する協定

68 令和2年3月3日 北海道帯広聾学校 医療救護 災害時における福祉避難所の使用に関する協定

69 令和2年3月3日 北海道帯広養護学校 医療救護 災害時における福祉避難所の使用に関する協定

70 令和2年3月31日 一般社団法人日本福祉用具供給協会 食料物資供給 災害時における福祉用具等の供給に関する協定

71 令和2年4月24日 帯広トヨペット株式会社 その他

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

72 令和2年4月24日 トヨタカローラ帯広株式会社 その他

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

73 令和2年4月24日 十勝三菱自動車販売株式会社 その他

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

74 令和2年4月24日 帯広日産自動車株式会社 その他

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

75 令和2年4月24日 帯広三菱自動車販売株式会社 その他

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

76 令和2年4月24日 ネッツトヨタ帯広株式会社 その他

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

77 令和2年5月15日 十勝測量設計協会 設備等復旧 災害時における協力体制に関する実施協定

78 令和2年6月9日 社会医療法人北斗 医療救護

帯広市と社会医療法人北斗との協働のまちづくりに関

する包括連携協定（災害時における福祉避難所の使

用に関する覚書）

79 令和3年2月19日

北海道エアポート株式会社帯広空港事業

所

その他 帯広空港消火救難隊に関する協定

80 令和3年10月12日 廃棄物処理業者　２３社 その他

地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等の

協力に関する協定

81 令和4年5月31日

北海道電力株式会社、北海道電力ネット

ワーク株式会社

設備等復旧 大規模災害時における相互協力に関する基本協定

82 令和4年7月22日 株式会社ＡＩＲＳＴＡＧＥ 設備等復旧 災害時におけるドローンの活用に関する協定

83 令和4年10月31日 明治安田生命保険相互会社 食料物資供給 災害時における応急生活物資の供給に関する協定

84 令和4年12月22日 東日本電信電話株式会社北海道事業部 設備等復旧 大規模災害時における相互協力に関する基本協定


