
地　域 協定者（石油組合） 締結先（国、地方公共団体等）

北海道石油業協同組合連合会 北海道、札幌管区気象台、第一管区海上保安本部

札幌地方石油業協同組合 札幌市、江別市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、札幌刑務所、国交省北海道開発局札幌開発建設部

千歳地方石油業協同組合 千歳市、国交省北海道開発局札幌開発建設部

函館市、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、上ノ国町、奥尻町、せたな町、北斗市、江差町、松前町

国交省北海道開発局函館開発建設部

小樽地方石油業協同組合 共和町、岩内町、泊村、神恵内村、仁木町、余市町、島牧村

南空知地方石油業協同組合 岩見沢市、美唄市、三笠市、由仁町、長沼町、月形町、国交省北海道開発局札幌開発建設部

滝川市、砂川市、上砂川町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、幌加内町、芦別市、歌志内市、沼田町、北竜町、妹背牛町、深川市

国交省北海道開発局札幌開発建設部、国交省北海道開発局旭川開発建設部

旭川地方石油業協同組合 旭川市、国交省北海道開発局旭川開発建設部

上川北部石油業協同組合 士別市、名寄市、下川町、美深町、国交省北海道開発局旭川開発建設部

富良野地方石油業協同組合 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、国交省北海道開発局札幌開発建設部、国交省北海道開発局旭川開発建設部

留萌地方石油業協同組合 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、幌延町、国交省北海道開発局留萌開発建設部

宗谷地方石油業協同組合 稚内市、枝幸町、礼文町、利尻富士町、国交省北海道開発局稚内開発建設部

北見地方石油業協同組合 北見市、網走市、美幌町、津別町、斜里町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、湧別町、国交省北海道開発局網走開発建設部

紋別地方石油業協同組合 紋別市、興部町、雄武町、滝上町、国交省北海道開発局網走開発建設部

胆振地方石油販売業協同組合 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、洞爺湖町

苫小牧地方石油業協同組合 苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、日高町

帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、豊頃町、池田町、本別町、

足寄町、陸別町、浦幌町、国交省北海道開発局帯広開発建設部、東日本高速道路帯広管理事務所

釧根地方石油業協同組合 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、弟子屈町、白糠町、根室市、中標津町、羅臼町、標茶町、標津町

青森県石油商業組合 青森県、第二管区海上保安本部

青森県石油商業協同組合 青森地方気象台

上十支部 十和田市

上北支部 野辺地町

西北五支部 つがる市、五所川原市、中泊町

八戸支部 八戸市、おいらせ町、階上町

中弘南支部 弘前市

下北支部 むつ市

三沢燃料組合 三沢市

岩手県石油商業協同組合 岩手県、第二管区海上保安本部

一関支部 一関市、平泉町

花巻支部 花巻市

盛岡支部 盛岡市、八幡平市、葛巻町、紫波町、雫石町、矢巾町、滝沢市

北上支部 北上市、西和賀町

胆江支部 奥州市、金ヶ崎町

高田支部 陸前高田市、住田町

大船渡支部 大船渡市

遠野支部 遠野市

釜石支部 釜石市、大槌町

宮古支部 宮古市、山田町

久慈支部 久慈市、洋野町、野田村

宮城県石油商業協同組合 宮城県、国土交通省東北地方整備局、第二管区海上保安本部、仙台市交通局、仙台管区気象台、岩沼市、塩釜地区消防事務組合

塩釜支部・黒川支部 塩釜市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村

加美支部 加美町

古川支部 古川消防署

古川支部・玉造支部 大崎市

古川支部・玉造支部・加美支部・遠田支部 大崎地域広域行政事務組合

石巻支部 東松島市

気仙沼支部 気仙沼地域広域行政事務組合、気仙沼警察署

本吉支部 本吉地域広域行政事務組合

福島県石油業協同組合 福島県

郡山支部 郡山市

会津若松支部 会津若松市

福島支部 福島市、

田村支部 田村市、小野町、三春町

石油組合と国、地方自治体等との間の災害時の燃料供給協定　締結状況　（平成27年10月13日現在）

北海道

函館地方石油業協同組合

空知地方石油業協同組合

帯広地方石油業協同組合

青　森

岩　手

宮　城

福　島



地　域 協定者（石油組合） 締結先（国、地方公共団体等）

秋田県石油商業協同・商業組合 秋田県

大館支部 大館市

能代・山本支部 能代市、三種町、八峰町

秋田支部 秋田市

男鹿支部 男鹿市

大曲・仙北支部 美郷町

角館支部 仙北市

湯沢・雄勝支部 湯沢雄勝広域市町村圏組合、湯沢市

本荘由利支部 由利本荘市

山形県石油協同組合 山形県、山形市

酒田支部 酒田市

鶴岡支部 鶴岡市

米沢支部 米沢市

寒河江支部 寒河江市

天童支部 天童市

新潟県石油業協同組合 新潟県

南魚沼支部 南魚沼市、湯沢町

村上スタンド部会 村上市

魚沼支部 魚沼市

長野県石油商業組合 長野県

長野県石油商業組合 長野県警察本部

長野県石油商業組合 国土交通省中部地方整備局

北信支部 長野市、須坂市、千曲市、坂城町

中信支部 松本市、塩尻市、大町市、小谷村、白馬村、池田町、松川村、安曇野市

上小支部 上田市、長和町

佐久支部 軽井沢町、佐久市、小諸市

諏訪支部 岡谷市、諏訪市、茅野市、富士見町、下諏訪町、原村

飯田支部 飯田市

上伊那支部 伊那市

群馬県石油協同組合 群馬県

太田支部 太田市

前橋支部 前橋市

高崎支部 高崎市

桐生支部 桐生市

安中支部 安中市

藤岡支部 藤岡市

栃　木 栃木県石油商業組合 栃木県（県下全市町村も含む）

茨城県石油業協同組合 茨城県、第三管区海上保安本部、関東管区警察局茨城県情報通信部

高萩支部 高萩市

太田支部 常陸太田市

大子支部 大子町

大宮支部 常陸大宮市

那珂支部 那珂市

ひたちなか支部 ひたちなか市、東海村

茨城支部 茨城町

笠間支部 笠間市

岩間支部 笠間市

小美玉支部 小美玉市

石岡支部 石岡市

八郷支部 石岡市

鉾田支部 鉾田市

神栖支部 神栖市

行方支部 行方市

牛久・龍ヶ崎支部 龍ヶ崎市

取手支部 取手市、守谷市、利根町

常総支部 常総市

古河支部 五霞町

新　 潟

秋　田

山　形

長　野

群　馬

茨　城



地　域 協定者（石油組合） 締結先（国、地方公共団体等）

千葉県石油商業組合 千葉県

銚子支部 銚子市

市原支部 市原市

茂原支部 茂原市

館山支部 館山市、南房総市

君津支部 君津市

佐原支部 香取市

四街道支部 四街道市

千葉支部 千葉市

柏支部 柏市

香取支部 香取市

安房支部 安房郡市広域市町村圏事務組合、鴨川市、鴨川警察署

旭支部 旭市

流山支部 流山市

船橋支部 船橋市、国交省関東地方整備局

松戸支部 松戸市、国交省関東地方整備局

袖ヶ浦支部 袖ヶ浦市

匝瑳支部 匝瑳水道企業団

市川・浦安支部 市川市

埼玉県石油業協同組合 埼玉県、埼玉県下水道公社

浦和・大宮・岩槻・与野支部 さいたま市

東京都石油商業組合 東京都

葛飾支部 葛飾区

足立支部 足立区

荒川北支部 荒川区、北区、滝野川消防署

台東墨田支部 墨田区、向島消防署

江東支部 江東区

江戸川支部 小岩消防署、江戸川消防署、葛西消防署、小松川警察署

港新宿渋谷支部 港区、新宿区、渋谷区

品川目黒支部 品川区、目黒区、品川消防署

板橋練馬支部 練馬区

杉並中野支部 杉並区、中野区

世田谷支部 世田谷区

多摩東支部 武蔵野市、国分寺市

町田支部 町田消防署

神奈川県石油業協同組合 横浜市、神奈川県公営企業管理者企業庁、神奈川県流域下水道整備事務所、大和市

高座支部 座間市、海老名市、綾瀬市

湘南支部 平塚市

川崎中央・北・南支部 川崎市

北相支部 相模原市

小田原支部 小田原市

静岡県石油業協同組合 静岡県

静岡県石油商業組合 国土交通省中部地方整備局

静岡支部 静岡市

浜松支部 浜松市

焼津・藤枝支部 焼津市、藤枝市

湖西支部 湖西市

富士宮支部 富士宮市

島田支部 島田市

袋井支部 袋井市

榛原支部 牧之原市、御前崎市、吉田町、榛原町

山梨県石油協同組合 山梨県、甲府地区広域行政事務組合、甲府市、甲斐市、中央市、国交省関東地方整備局甲府河川国道事務所

北巨摩支部 北杜市

湖畔支部 富士河口湖町

峡南支部 身延町

甲州支部 甲州市

千　葉

埼　玉

東　京

神奈川

静　岡

山　梨



地　域 協定者（石油組合） 締結先（国、地方公共団体等）

国土交通省中部地方整備局、第四管区海上保安本部、名古屋市、名古屋市消防局、名古屋市上下水道局、名古屋港管理組合、

愛知県、名古屋高速道路公社

名古屋第６地区 豊明市

豊橋石油業協同組合 豊橋市、田原市

豊川石油業協同組合 豊川市

蒲郡石油業協同組合 蒲郡市

豊田みよし石油業協同組合 豊田市、みよし市、豊田警察署

岡崎石油業協同組合 岡崎市

碧南高浜石油業協同組合 碧南市、高浜市

瀬戸旭石油業協同組合 瀬戸市、尾張旭市

春日井石油業協同組合 春日井市

東尾張江南地区 北名古屋市、江南市

西尾張一宮地区 一宮市

西尾張稲沢地区 稲沢市、清須市

西尾張海部地区 津島市

知多第１地区 半田市、武豊町、南知多町

知多第２地区 知多市

三重県石油商業組合 国土交通省中部地方整備局、第四管区海上保安本部、三重県

大台支部 大紀町、大台町

津支部 津市

伊勢支部 伊勢市

鳥羽支部 鳥羽市

松坂支部 松阪市

紀南支部 御浜町

北勢支部 四日市市

紀北支部 尾鷲市

岐阜県石油商業組合 岐阜県、国交省中部地方整備局

高山支部 高山市

土岐支部 土岐市

岐阜支部 岐阜市

海津支部 海津市

中津川支部 中津川市

恵那支部 恵那市

加茂支部 美濃加茂市

瑞浪支部 瑞浪市

富山県石油商業組合組合 富山県

砺波支部 砺波市

射水支部 射水市

石川県石油販売協同組合 石川県

石川県石油販売協同組合・同金沢支部 金沢市

珠洲石油業協会（珠洲支部） 珠洲市

小松支部 小松市

福井県石油協同組合 福井市、福井県

若狭支部 小浜市

敦賀支部 敦賀市

吉田地区石油組合 永平寺町

大野支部・大野石油ｾﾝﾀｰ協同組合 大野市

勝山支部・嶺北石油組合 勝山市

守山市石油協同組合 守山市

滋賀県石油協同組合甲賀支部 甲賀市

京　都 京都府石油商業組合 京都府、京都市

大　阪 大阪府石油商業組合 第五管区海上保安本部

生駒支部 生駒市

天理支部 天理市

奈良支部 奈良市

宇陀支部 宇陀市

奈良県石油商業組合 奈良県警本部・近畿管区警察局奈良県情報通信部

和歌山県石油商業組合 和歌山県、和歌山市、第五管区海上保安本部

田辺西牟婁支部 田辺市

紀南支部 田辺市

紀南支部新宮地区会 新宮市、那智勝浦町

那賀支部 岩出市

愛知県石油商業組合・協同組合

岐　阜

愛　知

三　重

富　山

石　川

福　井

滋　賀

奈　良

和歌山



地　域 協定者（石油組合） 締結先（国、地方公共団体等）

兵庫県石油商業組合 兵庫県、第五管区海上保安本部、神戸運輸監理部、神戸市

加古川高砂支部 加古川市、高砂市、播磨町、稲美町

但馬支部朝来ブロック 朝来市

岡　山 岡山県石油商業組合 岡山県、国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所、岡山国道事務所、苫田ダム管理所、岡山営繕事務所、宇野港湾事務所

広　島 広島県石油商業組合 広島県、広島市、第六管区海上保安本部

鳥取県石油商業組合 鳥取県、第八管区海上保安本部、鳥取県警察本部

東部支部 鳥取市

島根県石油協同組合 島根県、中国管区警察局島根県情報通信部

出雲支部 出雲市

松江支部 松江市

安来支部 安来市

浜田支部 第八管区海上保安本部

大田支部 大田市

山　口 山口県石油商業組合 山口県、第六管区海上保安本部、第七管区海上保安本部

徳　島 徳島県石油商業組合 徳島県、第五管区海上保安本部

高知県石油業協同組合 高知県、高知市、第五管区海上保安本部

宿毛支部 宿毛市

愛媛県石油商業組合 愛媛県、四国管区警察局愛媛県情報通信部、第六管区海上保安本部

西条支部・周桑支部 西条市

四国中央支部 四国中央市

香川県石油商業組合 香川県、香川県警察本部

坂出支部 坂出市

丸亀支部 丸亀市

三豊・観音寺支部 三豊市、観音寺市、三観広域消防組合

福　岡 福岡県石油商業組合北九州支部 北九州市

大分県石油商業組合 大分県、第七管区海上保安本部

津久見支部 津久見市

臼杵支部 臼杵市

中津支部 中津市

佐賀県石油商業組合 佐賀県、佐賀県警察本部

唐津支部 唐津市

長崎県石油商業組合 長崎県

佐世保支部 佐世保市

熊本県石油商業組合 熊本県

熊本支部 熊本市

人吉上球磨支部 上球磨消防組合・人吉下球磨消防組合

宮　崎 宮崎県石油商業組合 宮崎県

鹿児島県石油商業組合 鹿児島県、鹿児島県警察本部

薩摩川内支部 薩摩川内市

沖　縄 沖縄県石油商業組合 沖縄県、八重瀬町

国土交通省九州地方整備局

国土交通省中国地方整備局

香　川

兵　庫

鳥　取

島　根

高　知

愛　媛

全国石油商業組合連合会中国支部・中国各県石油商業組合

大　分

佐　賀

長　崎

熊　本

鹿児島

全国石油商業組合連合会九州支部・九州各県石油商業組合


