
災害時における防災協定等締結状況一覧（令和４年４月１日現在）

宮城県復興・危機管理部防災推進課
電話：022-211-2464

区分 協定等名称 団体等名 締結年月日 主な内容

多数死体の検視等に関する覚書 宮城県医師会・宮城県歯科医師会 昭和61年11月26日
大規模事故,災害等の発生時における死体の検
視並びに身元確認に関する覚書

災害時の医療救護に関する協定 公益社団法人宮城県医師会 平成9年3月24日 災害時における医療救護活動に関する協定

災害時における医療救護活動に関する協定 一般社団法人宮城県薬剤師会 平成10年10月20日 災害時における医療救護活動に関する協定

災害時の歯科医療救護に関する協定 一般社団法人宮城県歯科医師会 平成19年3月30日
災害時における歯科医療救護及び協力に関する
協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

東北大学病院 平成21年3月30日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

独立行政法人
国立病院機構仙台医療センター

平成21年3月30日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

仙台市病院事業管理者 平成21年3月30日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

大崎市病院事業管理者 平成21年3月30日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

日本赤十字社宮城県支部
（仙台赤十字病院、石巻赤十字病院）

平成21年3月30日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

みやぎ県南中核病院 平成22年7月26日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

災害時における公益社団法人宮城県柔道整復
師会の協力に関する協定

公益社団法人宮城県柔道整復師会 平成23年12月22日
災害時における柔道整復業務に関する応援協力
に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

坂総合病院 平成24年8月10日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

独立行政法人労働者健康安全機構
東北労災病院

平成24年8月10日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

災害時における公益社団法人宮城県看護協会
の協力に関する協定

公益社団法人宮城県看護協会 平成25年3月8日
災害時における看護職による救護活動等の協力
に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

東北医科薬科大学病院 平成25年4月1日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

気仙沼市立病院 平成26年2月24日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

栗原市立栗原中央病院 平成26年2月24日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

公立刈田綜合病院 平成26年4月1日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

公益財団法人仙台市医療センター
仙台オープン病院

平成26年4月1日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

登米市立登米市民病院 平成26年4月1日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

大規模災害・事故等発生時の医学的活動に関
する協定書

一般社団法人仙台市医師会 平成28年2月23日 大規模災害等における検案医師の派遣

宮城県災害派遣チーム（宮城DMAT）の派遣に
関する協定

社会医療法人将道会
総合南東北病院

平成28年3月31日
災害時における宮城県災害派遣医療チーム（宮
城DMAT）の派遣に関する協定

災害派遣精神医療チーム（宮城DPAT）の派遣
に係る協定書

仙台市 平成29年4月13日
災害派遣精神医療チーム（宮城DPAT）の派遣に
係る協定

災害派遣精神医療チーム（宮城DPAT）の派遣
に係る協定書

宮城県立精神医療センター 平成29年8月8日
災害派遣精神医療チーム（宮城DPAT）の派遣に
係る協定

新型コロナウイルス感染症対応看護職員派遣
事業における看護職員の派遣に関する協定

公益社団法人宮城県看護協会 令和3年4月2日

新型コロナウイルス感染症対応看護職員派遣事
業における看護職員の派遣に関する協定（県外
の潜在看護職員を宮城県看護協会が一時的に
雇用の上，派遣するもの）

災害時における医療救護活動に関する協定 一般社団法人宮城県病院薬剤師会 令和3年8月30日 災害時における医療救護活動に関する協定

宮城県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関
する協定書

東北大学大学院医学系研究科 令和2年12月25日
災害時における宮城県災害時小児周産期リエゾ
ンの派遣に関する協定

宮城県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関
する協定書

東北大学病院 令和2年12月25日
災害時における宮城県災害時小児周産期リエゾ
ンの派遣に関する協定

宮城県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関
する協定書

東北公済病院 令和2年12月25日
災害時における宮城県災害時小児周産期リエゾ
ンの派遣に関する協定

宮城県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関
する協定書

仙台赤十字病院 令和2年12月25日
災害時における宮城県災害時小児周産期リエゾ
ンの派遣に関する協定

宮城県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関
する協定

宮城県立こども病院 令和2年12月25日
災害時における宮城県災害時小児周産期リエゾ
ンの派遣に関する協定

医療救護
(36件)
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区分 協定等名称 団体等名 締結年月日 主な内容

新型コロナウイルス感染症対応のための県外か
らの看護職員の応援派遣に関する協定

公益社団法人
宮城県看護協会

令和2年12月28日
新型コロナウイルス感染症対応看護職員派遣事
業における他県看護協会からの看護職員の派遣
に関する協定

宮城県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関
する協定

医療法人財団はるたか会 令和3年3月26日
災害時における宮城県災害時小児周産期リエゾ
ンの派遣に関する協定

宮城県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関
する協定

大崎市民病院 令和3年3月26日
災害時における宮城県災害時小児周産期リエゾ
ンの派遣に関する協定

宮城県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関
する協定

仙台市立病院 令和3年3月26日
災害時における宮城県災害時小児周産期リエゾ
ンの派遣に関する協定

宮城県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関
する協定

石巻赤十字病院 令和4年3月1日
災害時における宮城県災害時小児周産期リエゾ
ンの派遣に関する協定

災害時における帰宅困難者等の支援に関する
協定

株式会社壱番屋，仙台市 平成26年8月28日
帰宅困難者等に対して，水道水，トイレ，道路情
報等を提供

災害時における帰宅困難者等の支援に関する
協定

株式会社オートバックスセブン，仙台市 平成26年8月28日
帰宅困難者等に対して，水道水，トイレ，道路情
報等を提供

災害時における帰宅困難者等の支援に関する
協定

株式会社ストロベリーコーンズ，仙台市 平成26年8月28日
帰宅困難者等に対して，水道水，トイレ，道路情
報等を提供

災害時における帰宅困難者等の支援に関する
協定

株式会社セブン-イレブン・ジャパン，
仙台市

平成26年8月28日
帰宅困難者等に対して，水道水，トイレ，道路情
報等を提供

災害時における帰宅困難者等の支援に関する
協定

株式会社ドトールコーヒー，仙台市 平成26年8月28日
帰宅困難者等に対して，水道水，トイレ，道路情
報等を提供

災害時における帰宅困難者等の支援に関する
協定

株式会社ファミリーマート，仙台市 平成26年8月28日
帰宅困難者等に対して，水道水，トイレ，道路情
報等を提供

災害時における帰宅困難者等の支援に関する
協定

ミニストップ株式会社，仙台市 平成26年8月28日
帰宅困難者等に対して，水道水，トイレ，道路情
報等を提供

災害時における帰宅困難者等の支援に関する
協定

株式会社モスフードサービス，仙台市 平成26年8月28日
帰宅困難者等に対して，水道水，トイレ，道路情
報等を提供

災害時における帰宅困難者等の支援に関する
協定

山崎製パン株式会社，仙台市 平成26年8月28日
帰宅困難者等に対して，水道水，トイレ，道路情
報等を提供

災害時における帰宅困難者等の支援に関する
協定

株式会社吉野家，仙台市 平成26年8月28日
帰宅困難者等に対して，水道水，トイレ，道路情
報等を提供

災害時における帰宅困難者等の支援に関する
協定

株式会社ローソン，仙台市 平成26年8月28日
帰宅困難者等に対して，水道水，トイレ，道路情
報等を提供

ヘリコプターテレビ電送システムによる情報提供
に関する協定

仙台市 平成5年9月10日
大規模地震等自然災害及び大規模林野火災時
におけるヘリコプターテレビ電送システムによる情
報の提供に関する協定

大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応
援に関する協定

東北８道県 平成7年10月12日
大規模災害発生時等における応援措置等に関
する協定（H7.10.31協定は廃止）

東北地方における災害等の相互応援に関する
協定

東北６県，仙台市，東日本高速道路(株)
東北支社，東北地方整備局

平成31年3月25日
構成機関が災害等の発生又は発生するおそれが
ある場合の相互応援に関する協定

原子力災害時の相互応援に関する協定 １４道府県 平成13年1月31日 原子力災害時における相互応援に関する協定

ヘリコプターテレビ電（伝）送システム等による情
報提供に関する協定

東北地方整備局 平成16年3月19日
災害等に関する映像情報の相互提供に関する協
定

災害時における宮城県市町村相互応援協定 宮城県市長会，宮城県町村会 平成16年7月26日
個別協定・圏域協定では災害に対する十分な対
策等が実施できない場合，全市町村の相互応援
により対策等を迅速かつ円滑に実施するための

ヘリコプターテレビ電（伝）送システム等による情
報提供に関する協定

仙台市 平成17年6月16日 ヘリテレ等による相互の情報提供に関する協定

大規模災害時における施設提供に関する協定 株式会社　エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 平成17年9月1日
大規模災害発生時における災害対策本部の代
替施設提供に関する協定

映像情報提供に関する協定 警察本部 平成18年4月21日
警察本部の保有する映像情報の県への提供に
関する協定

防災関連情報の受配信に関する協定 東北地方整備局 平成18年5月1日
光ファイバによる防災関連情報の相互受配信に
関する協定

防災関連情報の受配信に関する覚書 東北地方整備局企画部 平成18年5月1日
光ファイバによる防災関連情報の相互受配信に
関する協定

防災上の連携・協力に関する協定 山形県 平成18年12月26日
平常時における両県の防災上の連携・協力の推
進に関する事項等についての協定

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

各地方知事会 平成24年5月18日
大規模災害発生時における広域応援に関する協
定

地理空間情報の活用促進のための協力に関す
る協定

国土交通省国土地理院 平成24年11月16日
地理空間情報の提供及び物品の貸与，災害対
応等における協力

東北地域における工業用水道災害時等の相互
応援に関する協定

東北６県，六ヶ所村，一関市，村田町，
大館市，東根市，小国町，白河市，南
相馬市，西郷村，双葉地方水道企業団

平成30年2月19日 工業用水道災害時等の相互応援

避難退域時検査に係る高速道路休憩施設の使
用に係る基本協定書

宮城県道路公社 平成30年12月6日
原子力災害又は発生するおそれがある場合の施
設使用に関する協定

避難退域時検査に係る大郷町文化会館及び自
由広場の使用に係る覚書

大郷町 平成31年1月16日
原子力災害又は発生するおそれがある場合の施
設使用に関する覚書

医療救護
(36件)

帰宅支援
（11件）

行政
(46件)
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区分 協定等名称 団体等名 締結年月日 主な内容

避難退域時検査に係る涌谷地区河川防災ス
テーション及び涌谷町河川防災センターの使用
に係る覚書

国土交通省東北地方整備局北上川下
流河川事務所，涌谷町

平成31年2月1日
原子力災害又は発生するおそれがある場合の施
設使用に関する覚書

災害救助に係る資源の配分，連絡調整等に関
する協定

仙台市 平成31年4月1日
災害救助法適用の災害発生時における県と仙台
市との救助に係る資源の配分及び連絡調整等に
関する協定

建設型仮設住宅に係る資源の配分割合に関す
る確認書

仙台市都市整備局 平成31年4月1日
災害救助法適用の災害発生時における県と仙台
市との建設型仮設住宅に係る資源の配分割合に
関する確認

避難退域時検査に係る鹿島台中央野球場の使
用に係る覚書

大崎市 令和3年3月18日
原子力災害又は発生するおそれがある場合の施
設使用に関する覚書

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

岩沼市 平成25年7月3日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

松島町 平成25年9月11日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

白石市 平成25年10月30日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

大崎市 平成25年11月20日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

名取市 平成25年11月29日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

塩竈市 平成25年12月4日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

涌谷町 平成26年1月15日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

丸森町 平成26年1月31日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

栗原市 平成26年4月1日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

気仙沼市 平成26年4月30日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

美里町 平成26年11月27日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

南三陸町 平成26年12月3日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

角田市 平成26年12月10日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

色麻町 平成27年2月24日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

加美町 平成27年2月27日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

大河原町 平成27年3月23日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

村田町 平成27年3月23日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

柴田町 平成27年3月23日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

山元町 平成29年2月24日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

石巻市 平成29年3月15日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

登米市 平成29年3月27日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

亘理町 平成29年3月30日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における社会教育施設の避難所利用に
関する基本協定書

南三陸町 平成29年3月31日
災害時における社会教育施設の避難所利用に関
する基本協定

災害時における県立学校の避難所利用に関す
る基本協定書

東松島市 平成30年3月20日
災害時のおける県立学校の避難所利用に関する
基本協定

災害時における社会教育施設の避難所利用に
関する基本協定書

東松島市 令和3年4月30日
災害時における社会教育施設の避難所利用に関
する基本協定

回転翼飛行機の運航についての覚書 仙台市 平成5年4月1日
宮城県広域航空消防応援協定に基づくヘリコプ
ターの応援に関する協定

宮城県防災ヘリコプターを使用した大規模特殊
災害時における広域航空消防応援に関する協
定

仙台市ほか消防本部(局)設置市町村
(広域)行政事務組合

平成16年4月1日
宮城県防災ヘリコプター職員派遣に関する協約
に基づく派遣職員の応援派遣に関する手続き等
について

災害応急対策におけるヘリコプターによる相互
協定に関する協定

国土交通省東北地方整備局 平成22年9月16日
災害応急対策におけるヘリコプターによる相互協
定に関する協定

仙台合同庁舎東北地方整備局ヘリポート使用
に関する協定

国土交通省東北地方整備局 平成28年3月7日
大規模災害時の迅速かつ速やかな対応を期する
ためのヘリポート使用に関する協定

行政
(46件)

航空
（6件）
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区分 協定等名称 団体等名 締結年月日 主な内容

宮城県広域航空消防応援協定
仙台市ほか消防本部(局)設置市町村
(広域)行政事務組合

平成31年4月1日
大規模災害発生時における県回転翼航空機の
応援を求めるための協定

宮城県内航空消防応援協定
仙台市ほか消防本部(局)設置市町村及
び(広域)行政事務組合

平成31年4月1日
大規模災害発生時における仙台市回転翼航空
機の応援を求めるための協定

災害時における災害救助犬の出動に関する協
定

一般社団法人ジャパンケネルクラブ 平成20年11月28日 災害時における救助犬による捜索活動

災害時における災害救助犬の出動に関する協
定

NPO法人全国災害救助犬協会 平成20年11月28日 災害時における救助犬による捜索活動

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 平成20年11月28日 災害時における救助犬による捜索活動

災害時における災害救助犬の出動に関する協
定

NPO法人災害救助犬ネットワーク 平成27年3月5日 災害時における救助犬による捜索活動

自衛隊
（1件）

災害派遣に関する協定
陸上自衛隊第２施設団
陸上自衛隊第２２普通科連隊

平成22年11月29日 自衛隊の災害派遣要請に関する協定

仙台空港及びその周辺における消火救難活動
に関する協定

仙台国際空港株式会社，仙台市，名取
市，岩沼市

平成28年7月1日
仙台空港及びその周辺における消火救難活動に
関する協定

宮城県広域消防相互応援協定
仙台市ほか消防本部(局)設置市町村
(広域)行政事務組合

平成31年4月1日
大規模災害発生時における行政区域を越え迅速
に処理するための広域応援

大規模災害時における建築物等の解体撤去等
の協力に関する協定

宮城県解体工事業協同組合 平成11年3月31日
建築物等の解体撤去，災害廃棄物の収集，運
搬，一時保管等の協力に関する協定

災害時における被害状況調査に係る応援協力
に関する協定

一般社団法人宮城県測量設計業協会 平成17年7月6日
大規模災害時における公共土木施設の被害状
況調査に対する応援協力に関する協定

災害時における応急業務に関する協定
一般社団法人日本建設業連合会東北
支部,東北6県，東北地方整備局，仙台
市

平成19年2月19日
大規模災害時において，公共土木施設が被災し
た場合の応急対策の実施に関する協定

大規模災害時における被害状況調査・応急措
置に係る応援協力に関する協定

一般社団法人全国特定法面保護協会
東北地方支部

平成19年7月4日
災害発生時又は恐れのあるとき，公共土木施設
等の調査及び応急措置を依頼する際の取決め等
に関する協定

災害時における被害状況調査に係る応援協力
に関する協定

一般社団法人建設コンサルタンツ協会
東北支部

平成21年5月13日
災害時における公共土木施設被害状況調査に
係る応援協力に関する協定

災害時における応急対策活動に関する協定
一般社団法人宮城県建設職組合連合
会

平成21年9月3日
災害時における自主的活動及び救出活動の支
援に関する協定

災害時における応援・協力に関する協定 宮城県板金工業組合 平成22年1月22日
災害時における応援活動及び機材等の支援に関
する協定

家畜伝染病の発生時における緊急対策業務へ
の協力に関する協定書

一般社団法人宮城県建設業協会 平成22年9月8日
家畜伝染病発生時の埋却溝の掘削、処分家畜
等の運搬及び埋却等

大規模災害時における応急業務に関する協定 一般社団法人宮城県建設業協会 平成22年9月8日
大規模災害時における応急対策業務の応援に関
する協定（協定事項等見直し，平成１０年3月27日
締結の協定は廃止する。）

災害時における被害状況調査に係る応援協力
に関する協定

一般社団法人東北地質調査業協会 平成22年10月28日
災害時における公共土木施設の被害状況調査に
対する応援協力に関する協定

災害時における応援協力に関する協定 一般社団法人宮城県造園建設業協会 平成22年11月11日
災害時における公園緑地等の被災状況調査，倒
木除去等に関する応援協力に関する協定

災害時における被災住宅の応急修理に関する
協定

一般社団法人宮城県建設職組合連合
会，一般社団法人みやぎ中小建設業協
会，一般社団法人宮城県優良住宅協

平成24年10月23日
災害時における被災住宅の応急修理に関する協
定

大規模災害時における応急対策業務の応援に
関する協定

一般社団法人宮城県空調衛生工事業
協会

平成24年12月19日
大規模災害時における給排水設備，空調設備等
建築設備の応急対策業務に関する協定

大規模災害時における橋りょうの応急対策業務
の応援に関する協定書

一般社団法人プレストレスト・コンクリート
建設業協会

平成25年4月18日 橋梁の緊急被災状況調査及び応急対策

大規模災害時における橋りょうの応急対策業務
の応援に関する協定書

一般社団法人日本橋梁建設協会 平成25年4月18日 橋梁の緊急被災状況調査及び応急対策

災害時における漁港・漁場の応急対策業務に
関する協定

一般社団法人全日本漁港建設協会宮
城県支部

平成27年4月15日

県が管理する漁港・漁場において，災害が発生し
又は発生するおそれがある場合に，情報の収集
や応急対策に必要な人員・資機材の調達と，応
急復旧工事の実施に関する協定。

災害時における調査及び防災の連携・協力に
関する協定

公益社団法人地盤工学会東北支部 平成27年7月29日
地盤災害発生時の調査や，地盤災害の減災及
び防災対策に向けた取組み

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

独立行政法人住宅金融支援機構
（住宅金融公庫東北支店)

平成27年10月27日
災害発生時に実施する住宅相談等に関する協力
に関する協定

港湾関係での災害発生時における応急対策業
務に関する包括協定

東北6県，東北地方整備局，一般社団
法人海洋調査協会，一般社団法人港
湾技術コンサルタンツ協会，一般社団
法人日本埋立浚渫協会東北支部，一
般社団法人日本海上起重技術協会東
北支部，一般社団法人日本潜水協会，
全国浚渫業協会日本海支部，全国浚
渫業協会東日本支部，東北港湾空港

平成28年2月29日
大規模災害時における港湾施設の応急対策業
務に関する応援協力に関する協定

大規模災害時における被災箇所の復旧に係る
助言に関する協定

公益社団法人日本技術士会　東北本
部宮城県支部

平成28年7月28日
大規模災害時における被災箇所の復旧に係る助
言に関する協定

災害時における電気工事等の応急対策に関す
る協定

宮城県電気工事工業組合 平成28年11月10日
電気設備等の損壊箇所等の被害状況の把握，報
告及び点検

災害時における応急仮設住宅の建設に関する
協定

一般社団法人プレハブ建築協会，仙台
市

平成31年4月1日 応急仮設住宅の建設・供給に関する協定

消防
（2件）

航空
（6件）

災害救助犬
（4件）

土木・建設・
住宅
(38件)
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区分 協定等名称 団体等名 締結年月日 主な内容

大規模災害時における建設発生土の受入に係
る情報提供等に関する協定書

建設発生土リサイクル協同組合 令和元年8月9日
大規模災害時における建設発生土の受入に係る
情報提供等に関する協定

災害時における支援協力に関する協定書 東北港運協会 令和元年10月1日 災害時における支援協力に関する協定

災害等支援協力に関する協定
一般社団法人日本下水道施設管理業
協会

令和元年5月22日
災害発生時における下水道施設の応急復旧のた
めに必要な業務に関する支援協定

災害時における復旧支援協力に関する協定
公益社団法人日本下水道管路管理業
協会

令和元年5月22日
災害発生時における下水道施設（管路）の応急
復旧のために必要な業務に関する支援協定

宮城県と東京都の水道事業の連携に関する協
定

東京都水道局 令和元年6月28日
水道事業における災害対応及び人的基盤の強
化に関する連携協定（資機材の提供及び水質検
査等に関する支援）

災害発生時における民間賃貸住宅の提供等に
関する協定書

仙台市，公益社団法人宮城県宅地建
物取引業協会，公益社団法人全日本
不動産協会宮城県本部，公益社団法
人全国賃貸住宅経営者協会連合会

平成31年4月26日
災害救助法適用の災害発生時における県，仙台
市及び住宅団体との民間賃貸住宅に関する協定

災害等支援協力に関する協定 一般社団法人日本水道運営管理協会 令和元年11月1日
災害や事故等発生時における水道及び工業用
水道施設の応急復旧のために必要な業務に関す
る支援協定

災害発生時における漁港・森林土木施設等の
復旧支援に関する協定書

一般社団法人宮城県測量設計業協会 令和2年8月25日
災害発生時における対象施設の被害調査及び
緊急措置の検討に係る復興支援に関する協定

災害発生時における農地・農業用施設の復旧
支援に関する協定書

一般社団法人宮城県測量設計業協会 令和2年8月25日
大規模災害発生時における農地・農業用施設の
被害調査及び緊急措置に関する協定

災害等の相互支援協力に関する協定
株式会社みずむすびマネジメントみや
ぎ，株式会社みずむすびサービスみや
ぎ，株式会社アイ・ケー･エス

令和4年2月1日
自然災害や新型コロナウイルス感染症等により，
各業務の履行が困難になった場合，受注者及び
指定管理者が相互に人員を派遣等する協定

災害時における応急仮設住宅の建設に関する
協定

宮城県木造応急仮設住宅建設協議
会，仙台市

令和2年9月30日 応急仮設住宅の建設・供給に関する協定

災害時における土地調査及び補償調査等に関
する協定

一般社団法人日本補償コンサルタント
協会東北支部宮城県部会

令和3年1月29日
応急復旧工事等の迅速な工事着手のための権
利者の調査や補償調査等

大規模災害時における建設資材調達に係る情
報提供等に関する協定

公益社団法人全国土木コンクリートブ
ロック協会東北地区協議会

令和3年2月9日
建設資材の保有状況の情報共有や提供に関す
る相互連携

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推
進に関する協定書

宮城県土地改良事業団体連合会，公
益社団法人みやぎ農業振興公社

令和3年2月18日
県ため池サポートセンターの設置等，農業用ため
池の防災機能維持に向けた相互協力

災害時における上下水道施設の技術支援に関
する協定

宮城県知事，公益社団法人全国上下
水道コンサルタント協会東北支部

令和3年2月19日
災害等の発生時における県及び協定参画市町
村が所管する上下水道施設（工業用水道を含
む）の早期復旧に係る技術支援に関する協定

災害時における被災住宅の屋根のブルーシー
ト掛けによる応急修理に関する協定

一般社団法人災害復旧職人派遣協会 令和4年3月29日
災害により損壊した屋根のブルーシート掛け等に
よる応急修理を行うための協定

大規模特殊災害時における航空燃料の給油に
関する覚書

(株)パシフィック 平成7年1月26日
大規模災害時における他県からの応援ヘリコプ
ターの燃料補給に関する協定

災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚
書

石油連盟 平成25年2月4日
大規模災害時における燃料給油に必要な重要施
設に係る情報共有に関する覚書

災害時の石油製品の備蓄に関する協定
宮城県石油商業組合
宮城県石油商業協同組合

平成27年1月16日
国で推進している災害時給油所地下タンク製品
備蓄促進事業に基づき石油製品を備蓄するため
に月１回の在庫状況の報告など必要事項を定め

災害時における支援に関する協定
宮城県石油商業組合
宮城県石油商業協同組合

平成27年1月16日
自衛隊・警察・消防などの緊急通行車両や医療
施設・行政庁舎に対する燃料の優先供給などの
支援に関する協定

災害時における下水及びし尿・浄化槽汚泥の
撤去等に関する協定

宮城県環境整備事業協同組合 平成18年11月29日
大規模災害時における下水及びし尿・浄化槽汚
泥等の撤去、収集・運搬

災害時における下水・し尿・浄化槽汚泥及び災
害廃棄物の撤去等に関する協定

公益社団法人宮城県生活環境事業協
会

平成19年5月17日
災害時における下水・し尿・浄化槽汚泥及び災害
廃棄物の撤去等の協力

災害時における災害廃棄物の処理等に関する
協定

一般社団法人宮城県産業資源循環協
会

平成20年10月21日 災害時における災害廃棄物の処理等の協力

特定家畜伝染病発生時における汚染物品の焼
却処理に関する協定書

一般社団法人宮城県産業資源循環協
会

令和3年9月30日 家畜伝染病発生時の汚染物品等の焼却

非常災害用医薬品確保に関する協定 宮城県医薬品卸組合 令和3年8月17日 医薬品及び医療材料の確保と供給に関する協定

災害時における応急生活物資供給等の協力に
関する協定

宮城県生活協同組合連合会 平成9年4月16日 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供給等の協力に
関する協定

株式会社　ファミリーマート 平成16年3月22日
大規模災害時における食料品等応急生活物資
の供給に関する協定

災害時における医療ガス等の調達業務に関す
る協定

一般社団法人日本産業・医療ガス協会
東北地域本部

平成17年4月1日 災害時における医療ガス等の調達に関する協定

災害時における物資の調達等に関する協定 株式会社　ローソン 平成19年5月28日
災害時の食料品等応急生活物資供給の協力に
関する協定

災害時における物資の調達等に関する協定 株式会社　セブン-イレブン・ジャパン 平成19年11月16日
災害時の食料品等応急生活物資供給の協力に
関する協定

災害時における物資の調達等に関する協定 宮城県食品産業協議会 平成20年5月28日 災害時の食料品等供給の協力に関する協定

災害時における飲料等の提供に関する協定 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 平成20年6月4日 災害時の飲料等の供給の協力に関する協定

土木・建設・
住宅
(38件)

燃料
(4件)

廃棄物処理
(4件)

物資供給
(48件)
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区分 協定等名称 団体等名 締結年月日 主な内容

災害時における支援協力に関する協定
イオングループ
（イオンリテール(株)東北カンパニー，イ
オンスーパーセンター(株)，(株)サン

平成20年12月19日 災害時における物資等の供給に関する協定

災害時における毒物劇物による危害防止協力
に関する協定

宮城県毒劇物協会 平成21年3月24日 災害時における資機材の供給に関する協定

災害時における棺等葬祭用品の供給に関する
協定

宮城県葬祭業協同組合 平成21年9月9日
災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協
定

災害時における支援協力に関する協定
三井不動産(株)，(株)カインズ，(株)宮城
テレビ放送

平成21年10月20日
災害時における一時集積所，一時避難所用地の
提供，生活物資の供給支援に関する協定

災害時における医療機器等の確保等に関する
協定

宮城県医療機器販売業協会 平成22年6月28日
災害時における医療機器及び衛生材料の確保と
供給に関する協定

大規模災害時における一時医薬品集積所に関
する覚書

宮城県医薬品卸組合 平成30年3月9日
災害時における県外等から輸送される医薬品等
を受け入れ，仕分け及び管理を行う一次医薬品
集積所に関する覚書

災害時における棺等葬祭用品の供給に関する
協定

宮城県ＪＡ葬祭事業運営協議会 平成24年7月31日
災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協
定

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 平成24年9月20日
災害時における災害応急対策物資等の供給に関
する協定

災害時における物資の調達等に関する協定 森永製菓株式会社 平成24年9月21日 災害時における菓子・食品の調達に関する協定

災害時における応急生活物資の供給に関する
協定

株式会社ケーヨー（ケーヨーデイツー） 平成24年12月6日
災害時における応急生活物資の供給に関する協
定

災害時における物資供給協力に関する協定 合同会社西友 平成25年3月1日
災害時における衣料・食料・飲料水等の供給協
力に関する協定

災害時における物資供給に関する協定書 アークランドサカモト株式会社 平成27年1月14日
災害時における災害応急対策物資等の供給に関
する協定

災害時における物資供給に関する協定書
株式会社アイリスプラザダイシンカンパ
ニー

平成27年1月14日
災害時における災害応急対策物資等の供給に関
する協定

災害時における物資供給に関する協定書 株式会社カインズ 平成27年1月14日
災害時における災害応急対策物資等の供給に関
する協定

災害時における物資供給に関する協定書 株式会社ケーヨー 平成27年1月14日
災害時における災害応急対策物資等の供給に関
する協定

災害時における物資供給に関する協定書 株式会社サンデー 平成27年1月14日
災害時における災害応急対策物資等の供給に関
する協定

災害時における物資供給に関する協定書 株式会社ダイユーエイト 平成27年1月14日
災害時における災害応急対策物資等の供給に関
する協定

災害時における物資供給に関する協定書 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 平成27年1月14日
災害時における災害応急対策物資等の供給に関
する協定

災害時における物資供給に関する協定書 ホーマック株式会社 平成27年1月14日
災害時における災害応急対策物資等の供給に関
する協定

災害時における物資供給に関する協定書 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 平成27年1月14日
災害時における災害応急対策物資等の供給に関
する協定

家畜伝染病発生時における資機材の供給等の
協力に関する協定書

宮城県高圧ガス保安協会 平成28年3月31日 家畜伝染病発生時における炭酸ガス等の供給

災害時における応急生活物資の供給に関する
協定

株式会社カワチ薬品 平成28年12月1日
被災者等に対する食料品・日用品・衣料品等物
資の供給

災害時における応急生活物資の供給に関する
協定

株式会社高速 平成28年12月16日 被災者等に対する日用品等物資の供給

家畜伝染病の発生時における緊急防疫業務の
物資の供給に関する協定

株式会社ケーヨー 平成29年3月31日 家畜伝染病発生時における資材の供給

家畜伝染病の発生時における緊急防疫業務の
物資の供給に関する協定

株式会社ダイユーエイト 平成29年3月31日 家畜伝染病発生時における資材の供給

家畜伝染病の発生時における緊急防疫業務の
物資の供給に関する協定

株式会社サンデー 平成29年3月31日 家畜伝染病発生時における資材の供給

災害時における物資の供給に関する協定 DCMホーマック株式会社 平成29年4月25日 災害時における日用品等物資の支援

家畜伝染病の発生時における緊急防疫業務の
物資の供給に関する協定

株式会社アイリスプラザダイシンカンパ
ニ－

平成29年7月14日 家畜伝染病発生時における資材の供給

家畜伝染病の発生時における緊急防疫業務の
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 平成29年8月29日 家畜伝染病発生時における資材の供給

災害時における棺等葬祭用品の供給及び遺体
の搬送に係る作業等役務の提供に関する協定

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協
会

平成29年11月7日
災害時における棺等葬祭用品の供給と遺体の搬
送に係る作業等役務の提供に関する協定

LPガス等供給協力に関する協定 一般社団法人宮城県LPガス協会 平成30年3月26日
災害時におけるLPガス等及び資機材の提供に関
する協定

災害時における物資の調達等に関する協定書 株式会社イトーヨーカ堂 平成30年6月19日
災害時における食料・飲料水・日用品等物資の
提供に関する協定

災害時における物資の供給等に関する協定書 宮城県塗装業組合連合会 令和元年７月１８日
災害時における水タンク，高圧洗浄機等の貸与
に関する協定

物資供給
(48件)
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区分 協定等名称 団体等名 締結年月日 主な内容

災害時における福祉用具等物資の供給等支援
協力に関する協定書

一般社団法人日本福祉用具供給協会 令和2年3月24日
避難所等で必要とされる介護用品・衛生用品等
の福祉用具等物資の供給に関する協定

災害時における畳の供給に関する協定 宮城県畳業商工組合 令和2年5月15日 避難所等に対する畳等の供給

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 令和2年6月29日
段ボール製簡易ベッドなど各種段ボール製品の
供給

災害時における外部給電可能な車両からの電
力供給に関する協定書

宮城トヨタ自動車株式会社，仙台トヨ
ペット株式会社，トヨタカローラ宮城株式
会社，ネッツトヨタ仙台株式会社

令和2年8月7日
災害時における外部給電可能な車両からの電力
供給の協力

災害時における電動車両等からの電力供給に
関する協定

宮城三菱自動車販売株式会社，三菱
自動車工業株式会社

令和2年11月9日
災害時における電動車両等からの電力供給の協
力

災害時における物資の調達等に関する協定 株式会社ファーストリテイリング 令和3年11月16日
同社及び同社子会社が展開するブランドの衣料
品等の提供

災害時における車両貸渡しに関する協定 一般社団法人宮城県レンタカー協会 令和4年3月18日
災害時に県が実施する応急対策に必要な車両の
提供

緊急物資の輸送に関する協定 公益社団法人宮城県トラック協会 平成9年3月18日 生活救援物資等緊急物資の輸送について

災害時における車両の派遣に関する協定 デイライン運輸株式会社 平成15年10月31日
大規模災害時の飲料水の運搬車両の派遣につ
いて

災害時における車両の派遣に関する協定 株式会社みやぎの運送 平成15年10月31日
大規模災害時の飲料水の運搬車両の派遣につ
いて

緊急物資の輸送に関する協定 赤帽宮城県軽自動車運送協同組合 平成17年6月14日
災害発生時の応急対策に必要な救援物資等の
緊急輸送について

災害時における物資の保管等に関する協定 宮城県倉庫協会 平成19年5月28日
災害時支援物資の受入れ・保管・出庫及び物流
専門家の派遣等の協力

災害時における物資輸送等の支援に関する協
定

一般社団法人日本パレット協会 平成29年3月24日 災害時における物資輸送等の支援

災害時におけるフォークリフトのレンタル供給等
に関する協定

トヨタエルアンドエフ宮城株式会社 平成29年3月24日 災害時における物資輸送等の支援

災害時におけるフォークリフトのレンタル供給等
に関する協定

ロジスネクスト東北株式会社 平成29年4月7日 災害時におけるフォークリフトの支援

特定家畜伝染病発生時におけるフォークリフト
等のレンタル供給に関する協定書

トヨタエルアンドエフ宮城株式会社 令和3年3月12日 災害時におけるフォークリフト等のレンタル供給

災害時における物資等の輸送・荷役等に関する
協定

一般社団法人ＡＺ－ＣＯＭ丸和・支援
ネットワーク

令和3年3月15日 災害時における物資の輸送等に係る支援

特定家畜伝染病時における防疫資材の緊急輸
送に関する協定

公益社団法人みやぎ農業振興公社 令和3年3月30日 家畜防疫業務に必要な防疫資材の緊急輸送

原子力災害時の物資等の輸送に関する覚書 公益社団法人宮城県トラック協会 平成31年4月1日
原子力災害又は発生するおそれがある場合の物
資等の緊急輸送に関する覚書

災害時における放送要請に関する協定 日本放送協会仙台放送局 昭和39年12月10日
災害対策基本法第57条に基づく放送を行うことを
求める時の手続きについて

災害時放送に関する覚書 東北放送(株) 昭和39年12月22日
災害対策基本法第57条に基づく放送を行うことを
求める時の手続きについて

災害時放送に関する覚書 (株)仙台放送 昭和40年1月10日
災害対策基本法第57条に基づく放送を行うことを
求める時の手続きについて

災害時放送に関する覚書 (株)宮城テレビ放送 昭和49年12月26日
災害対策基本法第57条に基づく放送を行うことを
求める時の手続きについて

災害時放送に関する覚書 (株)東日本放送 昭和50年10月7日
災害対策基本法第57条に基づく放送を行うことを
求める時の手続きについて

災害時放送に関する覚書 (株)エフエム仙台 昭和57年12月1日
災害対策基本法第57条に基づく放送を行うことを
求める時の手続きについて

大規模災害時緊急情報連絡システムに関する
覚書〔安心放送〕

日本放送協会仙台放送局ほか民放４社 平成8年6月10日
テレビ・ラジオを通し的確な災害情報（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
の提供について

災害時等における報道要請に関する協定
公安委員長，県政記者クラブ加盟新聞
８社

平成9年12月12日
被災者等への災害応急対策等の的確な情報伝
達について

警察官の措置命令等に関わる覚書
一般社団法人全国クレーン建設業協会
宮城県支部

平成7年10月5日
緊急通行車両の通行路確保のための車両の排
除活動について

警察官の措置命令等に関わる覚書
一般社団法人日本自動車連盟東北本
部宮城支部

平成7年10月12日
緊急通行車両の通行路確保のための車両の排
除活動について

大規模災害時における県災害ボランティアセン
ターの設置・運営に関する覚書

社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
NPO法人みやぎ災害救援ボランティアセン
ター

平成16年3月31日
大規模災害時にボランティア活動が円滑，効果
的かつ安全に行われるための広域的支援に関す
る覚書

大規模災害時における災害ボランティアセン
ターの設置・運営に関する覚書（全市町村）

市町村長
社会福祉法人市町村社会福祉協議会

平成16年12月1日
大規模災害時にボランティア活動が円滑，効果
的かつ安全に行われるための広域的支援に関す
る覚書

大規模災害発生時における相互協力に関する
協定

東日本高速道路㈱東北支社 平成18年10月10日
大規模災害時における高速道路ＳＡや緊急開口
部の活用及び相互協力

災害時における愛護動物の救護活動に関する
協定

公益社団法人宮城県獣医師会 平成19年3月16日 災害時における愛護動物の救護及び応急措置

その他
（37件）

物資供給
(48件)

物流
【物資輸送・保管】

(12件)

報道
(8件)
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区分 協定等名称 団体等名 締結年月日 主な内容

「宮城県防災・危機管理ブログ」に関する協定 楽天株式会社 平成19年3月23日
宮城県の防災や危機管理に関する情報を公開す
る。

災害時における事務機器等の調達の協力に関
する協定

東北事務機協会 平成20年6月11日
災害時災害対策本部が必要とする事務機の提供
協力

大規模災害時における相談業務の応援に関す
る協定

宮城県災害復興支援士業連絡会 平成20年12月3日
災害時における各種法律等専門性を要する相談
業務

災害時のスクールカウンセラー派遣協力に関す
る協定

宮城県臨床心理士会 平成20年12月15日 災害時等におけるスクールカウンセリング

災害時における隊友会の協力に関する協定 公益社団法人隊友会宮城県隊友会 平成22年3月25日 災害時における情報の収集，救援活動等の補助

大規模停電時における仙台東高等学校グラウ
ンド使用に関する協定

東北電力株式会社宮城支店 平成22年4月14日
地震等の自然現象に起因する大規模な停電が発
生した場合における支援協力

災害時における応援協力に関する協定 宮城県生コンクリート工業組合 平成22年7月1日
災害時における応援活動及び重機・機材等の支
援

災害時における応援協力に関する協定 一般社団法人宮城県消防設備協会 平成24年2月6日
災害時における公共施設の消防設備などの緊急
点検等

災害時における支援協力に関する協定
トヨタ自動車東日本株式会社，トヨタ自
動車株式会社，大衡村

平成24年12月13日
災害時における人命救助，一時避難場所の提
供，物資提供などの支援協力

災害時における緊急支援活動に関する協定 一般社団法人宮城県警備業協会 平成24年12月25日
被災地における防犯パトロール等及び緊急交通
路確保等に関する交通誘導に関する応援協定

災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 平成25年2月19日
県ホームページの災害時のアクセス負荷軽減や
防災・災害情報発信等に関する協定

防災への取り組みに関する協定 グーグル 平成25年7月26日 防災への取り組みに関する協定

災害時におけるタイヤ修理等に関する協定 宮城県タイヤ商工協同組合 平成26年1月22日 緊急車両のタイヤ修理等に関する協定

災害時における支援協力に関する協定 宮城県遊技業協同組合 平成26年3月17日 災害時における支援協力に関する協定

災害時における支援協力に関する協定 株式会社フジ・コーポレーション 平成26年10月17日
タイヤの提供及び交換作業，災害応急対策を実
施する車両の一時集結場所の提供

災害時における支援協力に関する協定 株式会社ホットマン 平成27年1月27日
災害応急対策を実施する車両の修理・整備，タイ
ヤの修理・交換等

災害時における老人福祉施設の応援，協力に
関する基本協定

宮城県老人福祉施設協議会 平成27年2月12日
被災施設利用者等の受入れのための施設の提
供及び被災施設等への物資の供給等

災害時における支援協力に関する協定
一般社団法人宮城県冷凍空調設備工
業会

平成28年3月23日
災害時に拠点となる施設（避難所を含む。）への
冷凍空調機器の提供及び応急復旧に関する協
定

災害時における支援協力に関する協定
カメイ株式会社，損害保険ジャパン日本
興亜株式会社

平成30年2月15日
ドローンを活用した情報収集及び物資の提供に
関する協定

原子力災害時における緊急輸送に関する協定 公益社団法人宮城県バス協会 平成30年9月13日
原子力災害又は発生するおそれがある場合の住
民の緊急輸送に関する協定

災害時における支援協力に関する協定につい
て

潜匠建設株式会社 平成30年10月11日
津波による行方不明者捜索等に係る救助活動作
業等に関する協定

石巻圏域大規模災害時在宅酸素療法患者支
援システム運用に関する協定

石巻市，東松島市，女川町，石巻市医
師会，桃生郡医師会，石巻赤十字病院

平成29年3月7日 石巻圏域のHOT患者を支援する。

原子力災害時におけるタクシーによる緊急輸送
に関する協定

一般社団法人宮城県タクシー協会 平成31年3月28日
原子力災害又は発生するおそれがある場合の住
民の緊急輸送に関する協定

宮城県災害派遣福祉チームへの職員の派遣に
関する協定

宮城県災害福祉広域支援ネットワーク
協議会　社会福祉法人等

令和元年6月20日外
大規模災害発生時に福祉専門職等を避難所へ
派遣し，要支援者を支援する。

宮城県原子力災害医療に係る患者搬送中継地
点に関する覚書

宮城県教育委員会
宮城県総合運動公園指定管理者
代表　公益財団法人宮城県スポーツ協

令和2年9月23日
原子力災害時における入院患者等の避難等に係
る中継地点の開設及び運営に関する覚書

特定家畜伝染病時における人員輸送に関する
協定

愛子観光バス株式会社 令和3年2月10日 特定家畜伝染病時における人員輸送

災害時における宿泊施設の提供等に関する協
定

宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合 令和3年2月16日
要配慮者等の宿泊並びに宿泊に付随する入浴
及び食事の提供

災害時における通信設備復旧等の協力に関す
る協定

株式会社NTTドコモ東北支社 令和3年3月5日 相互の情報共有及び各社連絡員の派遣

災害時における通信設備復旧等の協力に関す
る協定

ＫＤＤＩ株式会社東北総支社 令和3年3月5日 相互の情報共有及び各社連絡員の派遣

災害時における通信設備復旧等の協力に関す
る協定

ソフトバンク株式会社（東北ネットワーク
技術部）

令和3年3月5日 相互の情報共有及び各社連絡員の派遣

災害時における電力復旧に関する協定
東北電力株式会社宮城支店，東北電
力ネットワーク株式会社宮城支社

令和3年3月15日
相互の情報共有，各社連絡員の派遣及び医療
機関等重要施設の電力復旧

※ 令和４年４月１日現在，協定締結数２５６件。
※
※

その他
（37件）

県が協定締結立会の協定も含まれます。
県側は，知事のほか部局(所)，教育庁(委員会)，警察本部(部局)等も含まれます。
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