
ダイナムが埼玉県三郷市と防災協定を締結
～災害発生時の安全確保のため駐車場と物資を提供～

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社:東京都荒川区西日暮里 代表取

締役:保坂 明）は、2023年2月20日（月）埼玉県内ダイナム2店舗（戸ヶ崎店・上彦名店）と三郷市との

間で「災害時における支援協力に関する協定書」を締結いたしました。

今回の防災協定は、地域住民の安全確保を目的としており、市内で災害が発生した際に、駐車場の一部を地

域の避難場所として提供いたします。また、必要に応じて食料や飲料水等の物資も合わせて提供する内容となっ

ております。

同日、三郷市役所で行われた調印式では、三郷市木津市⾧より当社エリアマネジャー平井へ協定書が授与さ

れました。今回の締結により地方自治体との防災協定の締結は161店舗となります。

今後も、地域とのさらなる共生を目指して、地域社会の発展につながる貢献活動を継続してまいります。

報道関係者各位 2023年2月21日
株式会社ダイナム

【2月20日（月）三郷市役所での調印式の様子】

（右から）
三郷市マスコット かいちゃん、埼玉県三郷市 木津市⾧、
エリアマネジャー平井、 戸ヶ崎店ストアマネジャー吉岡
上彦名店ストアマネジャー浅沼

防災協定調印式の様子

埼玉県三郷市 木津 雅晟 市⾧よりいただいたコメント
この度の協定において、ダイナム様2店舗の駐車場の一部を災害時の避難場所として提供していただけることは大変あり

がたく思います。また食料や飲料水等の物質もご提供いただけることは心強く思います。戸ヶ崎地区につきましては、コミュニ
ティ施設、防災施設を併せ持つ施設を建設中ですので竣工の際にはご協力よろしくお願いします。



◆防災協定を締結している自治体一覧
No 締結日 都道府県 店舗名 協定内容
1 2006/12/18 北海道 岩見沢店 緊急・救急車両等の保管場所の確保
2 2006/12/18 北海道 北海道岩見沢南店 緊急・救急車両等の保管場所の確保
3 2013/8/27 北海道 室蘭店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
4 2013/8/27 北海道 登別店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
5 2022/5/9 北海道 江別店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
6 2022/7/29 北海道 砂川店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
7 2022/11/10 北海道 石狩店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
8 2023/1/23 北海道 釧路貝塚店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
9 2023/1/23 北海道 釧路宝町店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
10 2023/2/15 北海道 深川店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
11 2021/11/2 青森県 弘前店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
12 2021/11/28 青森県 黒石店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
13 2022/2/25 青森県 十和田店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
14 2022/10/25 青森県 青森西店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
15 2022/10/25 青森県 青森浪岡店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
16 2022/12/15 青森県 むつ店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
17 2022/3/24 岩手県 花巻店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
18 2022/3/24 岩手県 岩手紫波店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
19 2022/3/24 岩手県 岩手前沢店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
20 2022/3/24 岩手県 岩手大船渡店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
21 2022/3/24 岩手県 岩手北上店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
22 2022/3/24 岩手県 水沢店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
23 2022/3/24 岩手県 滝沢店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
24 2022/7/26 宮城県 名取店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
25 2022/9/29 宮城県 宮城小牛田店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
26 2022/11/14 宮城県 古川店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
27 2022/12/13 宮城県 柴田町店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
28 2022/12/15 宮城県 宮城富谷店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
29 2021/10/8 秋田県 秋田御所野店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
30 2021/10/8 秋田県 秋田店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
31 2021/10/8 秋田県 秋田臨海店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
32 2022/3/31 秋田県 秋田中仙店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
33 2023/2/7 秋田県 能代店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
34 2021/9/3 山形県 山形寒河江店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
35 2021/10/26 山形県 山形イオンタウン酒田店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
36 2021/10/26 山形県 山形⾧井店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
37 2021/10/26 山形県 山形天童店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
38 2021/10/26 山形県 山形店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
39 2021/10/26 山形県 山形南陽店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
40 2021/10/26 山形県 酒田広野店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
41 2021/10/26 山形県 鶴岡店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
42 2021/10/26 山形県 東根店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
43 2021/10/26 山形県 米沢店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
44 2021/4/21 福島県 いわき平店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
45 2021/4/21 福島県 会津若松店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
46 2021/4/21 福島県 郡山店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
47 2021/4/21 福島県 原町店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
48 2021/4/21 福島県 小名浜店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
49 2021/4/21 福島県 二本松店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
50 2021/4/21 福島県 白河店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用



◆防災協定を締結している自治体一覧
No 締結日 都道府県 店舗名 協定内容
51 2021/4/21 福島県 福島いわき錦店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
52 2021/4/21 福島県 福島塩川店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
53 2021/4/21 福島県 福島郡山店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
54 2021/4/21 福島県 福島郡山東店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
55 2021/4/21 福島県 福島須賀川店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
56 2021/4/21 福島県 福島相馬店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
57 2021/4/21 福島県 福島白河西郷店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
58 2021/4/21 福島県 福島本宮店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
59 2021/4/21 福島県 福島矢吹店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
60 2022/8/25 茨城県 茨城古河店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
61 2022/8/25 茨城県 茨城古河東店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
62 2022/9/21 茨城県 茨城下妻店 ボランティアセンター設置、サポート担当者の駐車場、資材置き場
63 2022/9/30 茨城県 下館店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
64 2022/12/6 茨城県 茨城岩瀬店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
65 2022/12/20 茨城県 茨城神栖店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
66 2023/2/14 茨城県 茨城石岡店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
67 2021/8/25 栃木県 栃木岩舟店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
68 2021/10/28 栃木県 栃木鹿沼店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
69 2021/12/10 栃木県 栃木矢板店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
70 2022/4/13 栃木県 栃木真岡店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
71 2022/7/12 栃木県 栃木さくら店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
72 2022/9/30 栃木県 栃木大田原店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
73 2023/1/26 栃木県 栃木佐野高萩店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
74 2022/5/31 埼玉県 岡部店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
75 2022/5/31 埼玉県 埼玉深谷花園店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
76 2023/2/20 埼玉県 上彦名店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
77 2023/2/20 埼玉県 戸ヶ崎店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
78 2022/6/24 千葉県 千葉成東店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
79 2022/6/28 千葉県 千葉銚子店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
80 2022/12/1 千葉県 千葉館山店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
81 2022/12/22 千葉県 千葉⾧生店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
82 2023/1/16 千葉県 千葉東金店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
83 2023/1/25 千葉県 四街道店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
84 2023/2/7 千葉県 八街店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
85 2022/3/24 新潟県 岩船店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
86 2022/3/24 新潟県 見附店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
87 2022/3/24 新潟県 五泉店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
88 2022/3/24 新潟県 糸魚川店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
89 2022/3/24 新潟県 十日町店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
90 2022/3/24 新潟県 新井店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
91 2022/3/24 新潟県 新潟上越インター店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
92 2022/3/24 新潟県 新潟東店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
93 2022/3/24 新潟県 新潟南魚沼店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
94 2022/3/24 新潟県 新発田加治店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
95 2022/3/24 新潟県 柏崎店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
96 2022/3/24 新潟県 白根店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
97 2022/3/29 石川県 石川小松店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
98 2022/12/26 山梨県 山梨笛吹店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
99 2023/1/11 山梨県 山梨韮崎店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
100 2022/1/19 ⾧野県 ⾧野千曲店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供



◆防災協定を締結している自治体一覧

No 締結日 都道府県 店舗名 協定内容
101 2022/7/22 ⾧野県 ⾧野茅野店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
102 2022/3/24 岐阜県 岐阜養老店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
103 2022/4/25 岐阜県 岐阜山県店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
104 2022/9/16 岐阜県 岐阜多治見店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
105 2022/9/21 岐阜県 岐阜各務原鵜沼店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
106 2022/10/14 岐阜県 岐阜本巣店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
107 2022/12/16 岐阜県 美濃加茂店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
108 2022/1/20 静岡県 静岡掛川店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
109 2022/8/3 静岡県 静岡新居店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
110 2023/2/2 静岡県 静岡御前崎店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
111 2021/10/26 三重県 三重松阪三雲店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
112 2021/10/26 三重県 松阪店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
113 2022/3/24 滋賀県 近江店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
114 2022/10/25 兵庫県 兵庫たつの店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
115 2022/12/8 兵庫県 兵庫和田山店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
116 2022/10/7 奈良県 奈良桜井店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
117 2022/3/23 和歌山県 和歌山御坊店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
118 2022/9/4 和歌山県 和歌山岩出店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
119 2022/10/5 和歌山県 和歌山橋本店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
120 2022/1/14 岡山県 玉野店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
121 2022/4/19 岡山県 岡山真備店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
122 2022/4/19 岡山県 岡山倉敷中島店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
123 2022/4/19 岡山県 児島店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
124 2022/8/19 岡山県 岡山笠岡店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
125 2021/6/24 広島県 広島三次店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
126 2021/12/16 山口県 山口店 臨時ヘリポートのための駐車場解放
127 2021/12/16 山口県 山口阿知須店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
128 2021/12/16 山口県 山口小郡店 消防・自衛隊等の災害活動拠点としての駐車場の一時利用
129 2022/1/5 山口県 山口小野田店 自家用車による一時避難所、消防・自衛隊等の災害活動拠点としての駐車場の一時利用
130 2022/3/30 山口県 山口⾧門店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
131 2022/3/31 山口県 下関店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
132 2022/7/25 徳島県 徳島鴨島店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
133 2022/7/26 徳島県 徳島板野店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供

134 2022/10/19 徳島県 徳島三加茂店
災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
消防・自衛隊等の災害活動拠点としての施設または敷地の一時利用
臨時ヘリポートのための駐車場解放

135 2022/9/9 香川県 香川丸亀店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
136 2022/2/25 香川県 香川高松郷東店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
137 2022/2/25 香川県 香川高松店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供

138 2022/7/13 香川県 香川坂出店
災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
消防活動の拠点としての施設または敷地の一時利用

139 2022/9/28 愛媛県 愛媛宇和島店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
140 2021/10/4 高知県 高知土佐店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
141 2022/1/18 高知県 高知須崎店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
142 2022/3/9 高知県 野市店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
143 2021/11/29 福岡県 福岡頴田店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
144 2021/11/29 福岡県 福岡飯塚花瀬店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
145 2022/2/17 福岡県 福岡豊前店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
146 2022/6/20 福岡県 福岡大刀洗店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
147 2022/6/28 福岡県 福岡直方店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
148 2023/1/23 福岡県 福岡福津店 ボランティアセンター設置、サポート担当者の駐車場、資材置き場
149 2018/3/18 大分県 大分中津店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用
150 2021/7/12 熊本県 熊本二本木店 ボランティアセンター設置、サポート担当者の駐車場、資材置き場



◆防災協定を締結している自治体一覧

お問い合わせ先
株式会社ダイナム 経営企画部 広報担当
〒116-8580 東京都荒川区西日暮里2-27-5
TEL:03-3802-8224 FAX:03-3802-8563
メールアドレス : dynam_koho@dynam.co.jp

株式会社ダイナム

パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国に

チェーン型パチンコホールを展開しています。2023年2月現在、全国46都道府県に397店舗を展開し、1円パチンコ

などの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。

・ダイナム公式サイト:https://www.dynam.jp

・ダイナム公式Twitter:https://twitter.com/dynamjp

・ダイナム公式YouTube:https://www.youtube.com/user/dynamjp

http://dynam.lekumo.biz/dynamblog/

▶ダイナムの社会貢献活動をブログで紹介しております。

No 締結日 都道府県 店舗名 協定内容
151 2021/7/12 熊本県 植木店 ボランティアセンター設置、サポート担当者の駐車場、資材置き場
152 2022/6/23 熊本県 松橋店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
153 2023/1/16 熊本県 熊本人吉店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
154 2023/1/20 熊本県 熊本菊池店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
155 2023/2/15 熊本県 熊本大津店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
156 2022/2/16 宮崎県 宮崎小林店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
157 2022/3/17 宮崎県 宮崎西都店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
158 2022/10/26 鹿児島県 鹿児島笠之原店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
159 2022/11/18 鹿児島県 鹿児島鹿屋店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
160 2022/12/16 鹿児島県 鹿児島指宿店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供
161 2023/1/25 鹿児島県 鹿児島東串良店 災害時における、車中泊者に対する駐車場の一時使用、物資の提供


