
○姉妹都市提携

協　定　名 協　定　内　容 協　定　先 締結年月日 問合せ

姉妹都市提携
相互に産業経済・教育文化等の交流と親善を
深め、もって福祉の増進と互いの繁栄を築く

新潟県上越市 平成 7年10月22日
総務係
☎62-1011

姉妹都市提携
相互に産業経済・教育文化等の交流と親善を
深め、もって福祉の増進と互いの繁栄を築く

青森県深浦町 平成12年 7月20日
総務係
☎62-1011

○包括連携協定等

協　定　名 協　定　内　容 協　定　先 締結年月日 問合せ

岩内町と渡邊靖雄公認会計士
事務所との包括連携協定

公営企業会計の業務改善・効率化、人事異動
職員の知識・経験不足の課題解決

渡邊靖雄公認会計士
事務所

令和 4年 5月25日
総務係
☎62-1011

岩内町と第一生命保険株式会
社との包括連携協定

健康増進、高齢者支援、女性の活躍推進・子
育て支援推進、スポーツ振興、その他地域社
会活性化及び町民サービス向上

第一生命保険㈱ 令和 3年11月24日
地域創生係
☎62-1011

岩内町とエーザイ㈱における
「認知症になっても安心して
暮らせるまちづくり協定」

認知症対策に関する普及啓発
受診を勧奨する活動
町認知症事業等への協力

エーザイ㈱ 平成28年 2月18日
高齢者福祉係
☎67-7085

岩内町における高齢者のため
の地域の見守り活動に関する
協定

高齢者の見守り（トドック利用者対象）
生活協同組合コープ
さっぽろ

平成28年 5月23日
高齢者福祉係
☎67-7085

岩内町における高齢者のため
の地域の見守り活動に関する
協定

高齢者の見守り（セブンミール利用者対象）
㈱ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
（万代店、東山店）

平成28年 8月24日
高齢者福祉係
☎67-7085

岩内町地域見守り活動に関す
る協定

地域住民の見守り（北海道新聞購読者対象）
道新後志地区会
（四ツ屋販売所、
　藤田販売所）

平成29年 3月14日
高齢者福祉係
☎67-7085

日本郵便㈱岩内町内郵便局と
岩内町との包括的連携に関す
る協定

高齢者の見守り
道路損傷等の情報提供
公共用地における不法投棄が疑われる廃棄物
等の情報提供

日本郵便㈱
岩内町内郵便局
（岩内郵便局、
　岩内高台郵便局、
　島野郵便局、
　倶知安郵便局）

平成30年 5月 9日
高齢者福祉係
☎67-7085

岩内町とリネットジャパンリ
サイクル㈱との連携と協力に
関する協定

使用済小型電子機器の回収、再資源化と広報
活動

リネットジャパンリ
サイクル㈱

令和 3年 1月29日
生活環境係
☎67-7094

㈱オカムラ食品工業及び日本
サーモンファーム㈱と岩内町
との包括的連携に関する協定

岩内町におけるサケ・マス類養殖事業の理解
促進と技術向上を通じ、個性豊かな地域社会
の形成と持続的な発展に寄与する

㈱オカムラ食品工業
（青森県青森市）
日本ｻｰﾓﾝﾌｧｰﾑ㈱
（青森県深浦町）

令和 3年 2月16日
地場産業サポート
センター
☎62-5180

【ﾌﾗｯﾄ35】子育て支援型・地
域活性化型及び岩内町中古住
宅取得補助事業に係る相互協
力に関する協定

町が実施する補助事業を活用する者が協定先
の住宅ローンを活用する際、その金利を引き
下げる

独立行政法人　住宅
金融支援機構

令和 2年 6月 8日
建築係
☎67-7097

公立保育所の相互利用に関す
る協定

各町村の公立保育所及びへき地保育所を相互
に利用（地方自治法第244条の3第2項の規定
に基づく）

管内18町村 平成10年 4月 1日
子育て支援係
☎67-7099

子どもの健全育成サポートシ
ステム

緊密な連携のもとに非行の未然防止及び再発
防止並びに犯罪被害の未然防止を図り、児童
生徒の健全育成に資する

札幌方面岩内警察署 平成18年11月30日
教育委員会総務係
☎67-7099

【岩内町が締結している協定等一覧】



○災害時応援協定等

区分 協　定　名 協　定　内　容 協　定　先 締結年月日

災害時における医療対策に関する
協定

災害時における医療機関と町の業務内の協力
範囲を定め、医療活動を迅速に実施

社会福祉法人　北海道
社会事業協会岩内病院

平成18年 9月 7日

災害時における医薬品等の供給に
関する協定

災害時における医薬品等を安定的、迅速に実
施

㈱アライ大学堂
㈱英Ｐ＆Ｍ

平成18年10月 2日

災害時における福祉避難所として
の利用に関する協定

災害時における在宅要配慮者等へ避難援護を
円滑に行うため施設の一部を福祉避難所とし
て利用

社会福祉法人
あけぼの福祉会

平成29年12月 5日

災害時における福祉避難所として
の利用に関する協定

災害時における在宅要配慮者等へ避難援護を
円滑に行うため施設の一部を福祉避難所とし
て利用

社会福祉法人
渓仁会

平成29年12月 5日

原子力災害時における放射線防護
施設の利用に関する協定

原子力災害時における放射線防護施設を、早
期避難が困難な施設入所者、在宅要配慮者を
一時的に退避させるための施設として利用

社会福祉法人
あけぼの福祉会

平成29年12月 5日

原子力災害時における放射線防護
施設の利用に関する協定

原子力災害時における放射線防護施設を、早
期避難が困難な施設入所者、在宅要配慮者を
一時的に退避させるための施設として利用

社会福祉法人
渓仁会

平成29年12月 5日

災害時における防疫活動業務の協
力に関する協定

災害時における衛生状態の悪化防止、被災場
所等における感染症の発生、拡大及びまん延
を防止

㈱北日本消毒 令和元年 7月24日

災害時における衛生用品の供給に
関する協定

災害時における衛生用品の安定的、迅速な供
給の実施

㈱アライ大学堂 令和 4年 6月24日

災害時における応急生活物資の供
給に関する協定

災害時における応急生活物資の供給を安定
的、迅速に実施

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ岩内東山店
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ岩内万代店
サンクス公園通り店
(現 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ
　　岩内公園通店)

サンクス八幡通店
(現 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ
　　岩内八幡通店)

㈱にのみや商事

平成18年10月 2日

災害対応型自動販売機による協働
事業に関する協定

災害対応型自動販売機による飲料の確保
北海道コカ・コーラ
ボトリング㈱

平成21年 8月31日

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

災害時食料などの供給を行い住民生活の早期
安定を図る

㈱セブンイレブン・
ジャパン

平成29年 7月26日

災害時における物資供給に関する
協定

水道管路の緊急復旧に必要となる配管資材の
貸与及び既設管路とレンタル資材を接続する
部材の製作及び貸与

明和工業㈱ 平成29年 6月30日

災害時におけるレンタル機材の提
供に関する協定

災害時レンタル機材を提供し、避難所等の機
能を確保

㈱ナガワ 平成29年 8月23日

災害時におけるレンタル機材の供
給に関する協定

災害時レンタル機材を供給し、避難所等の機
能を確保

㈱共成レンテム 令和元年 7月 4日

災害時における物資供給に関する
協定書

水道管路の緊急復旧に必要となる配管資材の
貸与及び既設管路とレンタル資材を接続する
部材の製作及び貸与

㈱昭和設備 令和 2年 3月24日

災害時における物資の緊急・救援
輸送等に関する協定書

災害対策活動に係る緊急・救援輸送等の支援
円滑化を図る

ヤマト運輸㈱
岩内営業所

令和 3年 6月14日

救
助
・

救
援
等

の
支
援

岩内町所管公共施設における災害
時の協力体制に関する協定

災害時における町内道路等公共施設の被害調
査、災害応急対策等の迅速な協力

岩内建設業協会 平成24年 5月 1日

住
宅
の

支
援

原子力災害時における住民避難支
援に関する協定

泊発電所における原子力災害発生時に住民の
生命、身体及び財産を守る

北海道市町村職員共済
組合(ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾙｽﾀｰ札幌)

平成25年 9月 5日

輸
送

緊急時における輸送業務に関する
協定

災害の時又は災害発生のおそれのある場合の
迅速な物資輸送を実施

札幌地区トラック協会
岩宇支部

平成28年 5月23日

災害発生時における岩内町と岩内
町内郵便局の協力に関する協定

町内で発生した災害時での相互協力による円
滑な対応

岩内町内郵便局
代表 郵便局㈱
岩内郵便局長

平成10年 9月30日
平成31年3月13日改訂

災害等の発生時における岩内町と
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

大規模災害時・武力攻撃災害時における迅速
なＬＰガスに係る応急・復旧活動支援

北海道エルピーガス
災害対策協議会

平成23年 2月23日

災害時協力協定
自然災害及び大規模停電、大規模火災・爆発
等の重大事故発生時における迅速な公共施設
の電力復旧調査等応急対策支援を実施

一般財団法人
北海道電気保安協会

平成23年 4月22日

災害時における石油類燃料の供給
等に関する協定

大規模災害時・武力攻撃災害時における石油
類燃料の優先提供を実施

小樽地方石油業
協同組合

平成24年 9月13日

災害時における特設公衆電話の設
置・利用に関する覚書

各避難所に通信回線、電話接続端子を敷設
し、災害時に電話機を接続するだけで被災者
へ通信を提供

東日本電信電話㈱ 令和 2年 3月 3日

食
料
・
飲
料
・
生
活
物
資
の
供
給
等

そ
の
他

問合せ　危機管理係　☎62-1011

医
療
・
福
祉
・
医
薬
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