
15 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成28年4月8日 山口県萩市

災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

令和4年10月18日

女川町
東松島市

2
災害時における宮城県市町村相互応援協定書及び同
協定実施要領

区分 № 協定名 内容等 締結年月日

県内全市町村相互間の物資、資機材の提供及び職員派遣 平成16年7月26日
東部地方振興事務所
県総務部危機対策課

締結先・連絡先

相
互
応
援
協
定

1 広域石巻圏防災に関する相互応援協定書 広域石巻圏（旧１市９町）間の救助、復旧の相互協力 平成8年9月6日

3 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成18年2月13日 茨城県ひたちなか市

5 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成23年7月22日 東京都葛飾区

4
石巻市と平塚市の災害時相互応援に関する協定及び
同協定実施細目

救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成18年4月1日 神奈川県平塚市

大崎市、山形県新庄市、山形県酒田市
(ウエストライン）

6 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成24年4月5日 東京都中央区

9 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成24年8月4日 山形県河北町、徳島県藍住町

8 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成24年7月10日 秋田県湯沢市

7 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成24年4月12日

香川県丸亀市

10 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成24年11月15日 熊本県八代市

13 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成27年11月12日 長野県諏訪市

12 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成25年2月6日 東京都狛江市

11 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成24年11月21日

新潟県柏崎市

14 災害時相互応援協定
救助、復旧の相互協力
(役務提供物資調達)

平成28年3月11日 兵庫県芦屋市

16
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

広
域
避
難

1 原子力災害時における住民の広域避難に関する協定 原子力災害時における住民の広域避難 平成29年12月1日

仙台市、塩釜市、気仙沼市、白石市、角田
市、多賀城市、登米市、栗原市、大崎市、富
谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田
町、柴田町、川崎町、丸森町、松島町、七ヶ
浜町、利府町、大和町、大郷町、色麻町、加
美町、涌谷町、美里町、大衡村

県総務部消防課

2 宮城県広域航空消防応援協定書

平成19年3月15日

県防災ヘリコプターの応援要請 平成4年4月1日 県総務部消防課

日本水道協会宮城県支部

6
小型動力ポンプ付水槽車による緊急飲料水の供給等
に関する協定書

3 日本水道協会宮城県支部「災害時相互応援計画」 県支部内の応急給水・復旧等の相互協力 平成11年6月30日

石巻地区広域行政事務組合

4 宮城県内航空消防応援協定書 仙台市消防ヘリコプターの応援要請 平成13年4月1日 仙台市消防局広
域
関
連
団
体
等
協
定

1 宮城県広域消防相互応援協定書 人命救助と被害軽減等に関する消防相互応援 平成4年4月1日

5
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書

防災ヘリコプター派遣職員の応援派遣要請 平成16年4月1日

10 大規模災害時等における施設の使用に関する協定書
石巻警察署が使用不能になった場合の石巻市総合体育館の
施設使用

平成24年12月4日

県総務部消防課
仙台市消防局

7 災害時における応急復旧活動等に関する協定書 応急給水、応急復旧、情報収集、広報活動等 平成19年11月8日 石巻広域管工事業協同組合

大型水槽車による応急給水等

宮城県河北警察署

宮城県石巻警察署

8 大規模災害時等における施設の使用に関する協定書
河北警察署が使用不能になった場合の石巻市情報プラザ及
び河北総合センターの施設使用

平成20年3月27日

9 石巻市・美里町・涌谷町消防相互応援協定 火災における消防相互応援 平成21年8月31日 美里町、涌谷町
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

9 災害時における応急対策業務に関する協定書 建設資機材等の供給

イオン㈱
ジャスコ石巻店

DCM㈱　総務課

6 集中降雨による浸水等に対する協力に関する覚書 集中降雨時における特定地域のし尿汲取り 平成16年1月15日

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

石巻市災害防止協会

4

2
大規模災害時における建築物等の解体撤去等の協力
に関する協定書

倒壊、焼失した建築物等の解体撤去等 平成14年3月13日

㈱セブンイレブンジャパン

災害時における応急生活物資供給等の協力に関する
協定書

応急生活物資供給 平成15年9月11日

宮城県解体工事業協同組合

3
災害時における応急生活物資供給等の協力に関する
協定書

応急生活物資供給 平成15年3月28日

平成26年9月9日

7
災害時における応急生活物資供給等の協力に関する
協定書

㈱イトーヨーカ堂
あけぼの店

5
災害時における応急生活物資の供給協力等に関する
協定書及び同協定実施細目

応急生活物資供給 平成16年1月6日

応急生活物資供給 平成16年3月31日

石巻工業港企業連絡協議会
宮城県開発㈱石巻出張所

みやぎ生活協同組合

石巻環境保全事業協同組合

8
県保健福祉部社会福祉課
石巻市社会福祉協議会

12 災害時における支援協力に関する協定書 応急生活物資の供給及び運搬 平成18年11月22日

ボランティア活動を円滑、効果的かつ安全に行うための協
力

平成17年9月13日

仙台コカコーラボトリング㈱
石巻営業所

13
災害時における被災者に対する防災活動協力に関す
る協定書

一時避難場所及び食料生活物資等の集積場所の提供 平成18年11月22日

下水道関連施設等の応急措置 平成19年11月29日

イオン㈱
ジャスコ石巻店

石巻地区生コンクリート協同組合10
大規模災害発生時における消火活動等の業務に関す
る協定書

消火用水、応急復旧資機材の供給 平成18年2月21日

14 災害時における飲料水等の供給協力に関する協定書 応急生活物資供給 平成19年3月27日

11
災害時における資器材等物資の供給協力に関する協
定書及び同協定実施細目

資機材等物資の供給

15 子供とお年寄りの避難所に関する協定書

平成18年5月22日

一時避難場所及び専門技術の提供 平成19年8月29日
(社)宮城県柔道整復師会
石巻地域(木村接骨院)

16
下水道関連施設災害時応急対策業務の応援に関する
協定書

石巻市下水道関連災害対策連絡協議会

㈱ツルハ
中里店、大街道店

平成9年12月1日

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定

1 災害時における海上輸送体制の確保に関する協定 海上輸送（船舶、港湾、荷役）の確保
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

石巻地区測量設計業協会21 災害時における被害状況調査に関する協定書

20 災害時における飲料供給に関する協定書 応急生活物資供給 平成20年7月23日

18 災害時における災害情報等の放送に関する協定 災害情報伝達体制の構築
平成20年2月19日
平成27年3月27日　改定
平成29年3月1日　改定

石巻コミュニティ放送㈱

公共土木施設の被害状況調査 平成20年8月20日

平成20年2月4日 石巻専修大学

平成21年9月16日

平成20年5月20日

国土交通省　東北地方整備局

24 防災行政無線の緊急通報に係る運用に関する協定書 津波注意報及び警報が発令された場合の第一報対応 平成21年9月4日 石巻消防本部通信指令課

し尿・浄化槽汚泥の収集運搬 平成20年8月26日 石巻環境保全事業協同組合

災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 移動トイレ、発電機、その他のレンタル機材の提供 平成20年11月20日 株式会社アクティオ23

㈱伊藤園古川支店

石巻市医師会

サントリーフーズ㈱東北支社

19 災害時における飲料水等の供給協力に関する協定書 応急生活物資供給

日本製紙株式会社石巻工場

27 自然災害時における愛玩動物の保護に関する協定書 災害時の愛玩動物の保護と救護 平成22年9月9日 石巻獣医師会

26 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 平成22年1月27日

災害時におけるし尿・浄化槽汚泥の収集運搬に関す
る協定書

平成22年10月1日

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定

17 包括連携協定

1.地域づくり・まちづくりの推進に関すること
2.観光振興や産業振興など地域経済の発展に関すること
3.環境の保全及び防災対策の推進に関すること
4.健康づくりに関すること
5.住民との協働の推進に関すること
6.教育・文化の振興、生涯学習の推進に関すること
7.地域の国際化・国際交流の推進に関すること　等

災害時の情報交換（リエゾン）に関する協定

28 災害時の医療救護活動に関する協定書 災害時の医療救護活動

25 国土交通省東北地方整備局との災害時各種情報の交換

22
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

平成22年12月7日 株式会社ササコーテック

30 災害時における物資供給に関する協定書 応急生活物資の供給及び運搬 平成24年4月16日

29 災害時における飲料水の無償供給に関する協定書 災害時における飲料水の無償供給（河北地区）

32 災害時における支援協力に関する協定 支援物資の管理及び避難所等への物資配送 平成24年11月15日 ㈱佐川急便

31 大規模災害時における連携に関する協定
施設使用協力　（災害ボランティアセンター、避難所、救
援物資集積所、自衛隊集積所、臨時ヘリポート等）

平成24年5月25日 石巻専修大学

34 津波避難場所管理協定 津波における一時避難場所施設の提供 平成25年2月14日
㈲ベルカンパニー（所有者）
㈱東北ゆうあい（使用者）

33 津波避難場所管理協定 津波における一時避難場所施設の提供 平成24年12月4日 大興水産株式会社

35
Google・石巻市　復興と防災への取り組みに
関する協定

Googleによる災害対応サービスに関する利用
1.Googleﾊﾟｰｿﾝﾌｧｲﾝﾀﾞｰ(被災地における安否情報発信・検
索）
2.避難所情報・避難ﾙｰﾄおよびﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの地図ｻｰﾋﾞｽ
3.ｶﾞｽ・水道・道路など、各種ﾗｲﾌﾗｲﾝの状況についての地
図ｻｰﾋﾞｽ

平成25年3月7日 Google　Ireland　Limited

39
生活物資の供給協力に関する協定書
（地域活性化包括連携協定も連立）

応急生活物資の供給及び運搬 平成25年5月27日
株式会社ファミリーマート
東北第一地区営業統括部

38 津波避難場所管理協定 津波における一時避難場所施設の提供 平成25年5月13日 宮城エキスプレス株式会社

36 災害時におけるＬＰガス等の供給協力に関する協定 災害時のＬＰガス等の供給 平成25年3月28日
(社)宮城県エルピーガス協会石巻第一支部
同石巻第二支部、同河北女川支部

一時避難場所の提供に関する協定書（㈱ユー・エス） 平成25年5月1日

41 緊急物資の輸送に関する協定書 生活救援物資等の輸送 平成25年10月2日
公益社団法人　宮城県トラック協会　石巻支
部

40 津波避難場所管理協定 津波における一時避難場所施設の提供 平成25年6月27日 東海カーボン株式会社石巻工場

株式会社ユー・エス

㈱コメリ

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定

37
津波・洪水等の災害時における
避難場所及び避難路としての使用に関する協定書
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

47

湊水産株式会社

平成26年12月22日 株式会社　上野総建

51 津波避難場所管理協定 津波における一時避難場所施設の提供 平成27年3月13日
社会福祉法人　みやぎ会
（特別老人ホームはしうら）

津波避難場所管理協定 津波における一時避難場所施設の提供

第二管区海上保安部
（港湾合同庁舎）

石巻専修大学平成27年6月10日

平成27年3月16日

平成27年3月11日 メタウォーター株式会社

平成26年6月5日

平成27年4月14日

石巻・好文館・北高（飯野川高校含む）宮城
水産・石工・石商の各学校

平成26年10月23日 阿部勝自動車工業株式会社

平成26年1月15日
平成29年3月15日　再締
結

宮城県教育委員会教育長
（宮城県教育庁総務課広報調整班）

平成25年11月29日 社会福祉法人　石巻祥心会フェイシス

平成26年10月15日

株式会社かほく・上品の郷

石巻コミュニティ放送株式会社

平成27年7月6日

平成27年3月27日
平成29年3月1日　改定

平成25年10月15日 日野測量設計株式会社

石巻・好文館・北高・宮城水産・石工・石商及び飯野川校
グラウンドの避難所利用

津波における一時避難場所施設の提供

公益社団法人　宮城県隊友会石巻統合支部

平成25年10月3日

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定

46 津波避難場所に関する協定書

52

55 災害時における避難所等施設利用に関する協定書 大学の避難所利用

54 津波避難場所管理協定 津波における一時避難場所施設の提供

49

ヒューネッツジャパン株式会社
（アムズガーデン石巻湊店）

56 自衛隊への情報伝達

津波避難場所管理協定 津波における一時避難場所施設の提供

全国瞬時警報システムにより配信される緊急情報の
放送に関する協定

50 災害時における物資供給に関する協定書 応急生活物資の供給及び運搬

48 津波避難場所管理協定

津波避難場所管理協定

災害時における隊友会の協力に関する協定書

53

45
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

43

1.避難収容のための施設、備品の使用
2.避難者への食料・飲料水等の提供
3.救援物資の提供
4.防災関係機関の活動支援
5.道路情報、被災情報等の発信
6.その他必要と認める事項

Ｊアラートによる緊急情報のラジオ放送

津波における一時避難場所施設の提供

災害時における県立６高等学校の避難所利用につい
ての覚書

石巻・好文館・北高・宮城水産・石工・石商及び飯野川校
グラウンドの避難所利用

42
株式会社かほく・上品の郷と石巻市との
「災害時における支援協力に関する協定」

津波における一時避難場所施設の提供

44 津波避難場所管理協定 津波における一時避難場所施設の提供
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 前澤工業株式会社　東北支店

株式会社石垣　東北支店

70

65 災害復旧応援に関する協定書

災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年5月16日 株式会社電業社機械製作所　東北支店

69

災害復旧応援に関する協定書 平成29年5月16日

67 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年5月16日
シンフォニアテクノロジー株式会社　東北営
業所

68 災害復旧応援に関する協定書

災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援

64 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年3月30日 荏原実業株式会社　東北営業所

66 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年5月12日 株式会社ミゾタ　仙台営業所

災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年3月30日

津波における一時避難場所施設の提供

平成29年5月16日

メタウォーター株式会社　東北営業所

平成28年7月15日 ㈱日立製作所東北支社

平成28年7月1日

中央一丁目14・15番地区市街地再開発組合

平成28年8月1日 株式会社ヤマニシ

平成28年9月27日

東北電力株式会社石巻営業所

平成29年3月17日 日本下水道事業団

石巻葬祭サポート連絡協議会（13社）

協業組合石巻廃棄物処理センター平成28年3月31日

平成27年8月21日

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定

57
災害時における棺等葬祭用品の供給及び遺体搬送等
の協力に関する協定書

棺等葬祭用品の供給及び作業等の役務の提供、遺体の搬送

63 石巻市・日本下水道事業団災害支援協定 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援

津波における一時避難場所施設の提供津波避難場所管理協定58

62 津波避難場所管理協定

60 災害時応援に関する協定 災害時における応急対策の応援

避難経路としての土地利用

59 災害時における相互協力に関する覚書
災害時における児童の避難活動の協力
災害復旧車両の駐車場としての保育所用地利用

61 津波避難タワーに係る土地利用協定
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

一般社団法人石巻歯科医師会

73

72 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年5月18日
アズビル株式会社
アドバンスオートメーションカンパニー　東
北支店

71 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年5月18日 月島機械株式会社　仙台支店

災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年5月18日 新菱工業株式会社　東北営業所

77 包括連携協定

1.施策推進や地域課題の解決に係る人的資源、知的資源の
活用に関すること
2.東北大学の研究深化に関わる人的資源、知的資源の活用
に関すること
3.その他前条の目的を達成するため、協議して必要と認め
る事項

災害時の医療救護活動 平成29年7月7日 一般社団法人石巻薬剤師会78 災害時における医療救護活動に関する協定書

平成29年5月29日

79 包括連携協定

1.日常の防災活動及び大規模災害発生時の対応に関するこ
と。
2.道路損傷等の情報提供に関すること。
3.廃棄物の不法投棄行為や資源物持ち去り行為の情報提供
に関すること。
4.地域・暮らしの安全・安心に関すること。
5.地域活性化に関すること。
6.前各号に定めるもののほか、地域経済の活性化・住民
サービスの向上に関すること。

平成29年8月21日 石巻市内郵便局

75 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年5月29日 株式会社クボタ　東北支社

76 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年5月29日 株式会社明電舎　東北支店

東北大学災害科学国際研究所

74 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 災害時の歯科医療救護活動 平成29年5月18日

支
援
協
力
に
関
す
る
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

81 包括連携協定

1.東日本大震災からの復旧・復興に向けた中心市街地の街
づくりのための地図整備に関する事項
2.大規模災害時における復旧・復興支援に関する事項
3.相互連携による相続登記の促進に関する事項
4.住民サービスの向上等に関する事項
5.その他前条の目的を達成するために必要と認められる事
項

平成29年9月19日 仙台法務局

85 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年12月27日 株式会社丸島アクアシステム　仙台支店

86 災害時における医療救護活動に関する協定書 災害時の医療救護活動 平成30年2月7日 一般社団法人桃生郡医師会

87 津波避難場所管理協定 津波における一時避難場所施設の提供 平成30年3月19日 盛信冷凍庫株式会社

88 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成30年4月1日 東芝インフラシステムズ株式会社　東北支社

ヤンマーエネルギーシステム株式会社　仙台
支店

82 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成29年9月20日 株式会社荏原製作所　東北支社

包括連携協定

1.地産地消と市産品の販路拡大に関すること。
2.市政情報と観光情報の発信に関すること。
3.食育と健康増進に関すること。
4.環境保全とリサイクルに関すること。
5.地域や暮らしの安全・安心に関すること。
6.子どもと青少年の育成に関すること。
7.高齢者と障がい者の支援に関すること。
8.地域防災と災害対策に関すること。
9.地域社会の活性化及び市民サービスの向上に関するこ
と。

平成29年9月9日 宮城生活協同組合

平成29年9月25日

80

災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援

る
協
定

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定

1.地産地消と市産品の販路拡大に関すること。
2.市政情報と観光情報の発信に関すること。
3.食育と健康増進に関すること。
4.環境保全とリサイクルに関すること。
5.地域や暮らしの安全・安心に関すること。
6.子どもと青少年の育成に関すること。
7.高齢者と障がい者の支援に関すること。
8.地域防災と災害対策に関すること。
9.地域社会の活性化及び市民サービスの向上に関するこ
と。

平成29年9月29日
（株）ヨークベニマル
（株）イトーヨーカ堂
（株）セブン-イレブン・ジャパン

84 包括連携協定

83 災害復旧応援に関する協定書
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

89 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成30年6月5日 株式会社フソウ　東北支店

90 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成30年7月2日
住友重機械エンバイロメント株式会社
東北支店

91 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成30年7月2日 株式会社鶴見製作所　東北支店

92 災害時の相互応援に関する協定書
保有する電気自動車（EV）による避難所等での電源供給及
び市民への車両貸出の実施等

平成30年8月17日 一般社団法人日本カーシェアリング協会

93 原子力災害時の船舶による輸送等に関する協定書
原子力災害時における牡鹿半島及び離島住民等の避難輸送
等の実施

平成31年1月18日 網地島ライン株式会社

94 包括連携協定

1.地方創生のための産業・企業の振興に関すること。
2.地域の安全・安心に関すること。
3.観光振興、シティセールスに関すること。
4.健康増進に関すること。
5.スポーツ、文化振興に関すること。
6.その他目的を達成するために必要な事業に関すること。

平成31年1月23日 三井住友海上火災保険株式会社

95 包括連携協定

1.健康づくり・歯科保健対策に関すること。
2.災害対策に関すること。
3.シティプロモーション及びブランド認知向上に関するこ
と。
4.男女共同参画社会の推進に関すること。
5.その他目的を達成するために必要な事業に関すること。

平成31年1月28日 ライオン株式会社

96 包括連携協定

1.地域産業の振興・支援に関すること。
2.地域の安全・安心に関すること。
3.観光振興、シティセールスに関すること。
4.健康増進に関すること。
5.環境・防災・キャリア教育に関すること。
6.オリンピック・パラリンピックに関すること。
7.その他目的を達成するために必要な事業に関すること。

平成31年1月31日 東京海上日動火災保険株式会社

97 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成31年4月1日 日新電機株式会社　東北支店

98 災害復旧応援に関する協定書 災害時の下水道施設の維持・修繕工事の支援 平成31年4月1日
株式会社日立インダストリアルプロダクツ
北部支店

支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

99 包括連携協定

1.地域の発展に関すること。
2.大学及び地域の人材育成に関すること。
※地域防災リーダー育成等
3.学術・学際に関すること。
4.その他必要と認めること。

平成31年4月26日 東北福祉大学

100 災害時における支援協力に関する協定書 瓦礫、車輌等の撤去、運搬、建設用機械の貸出 令和元年11月8日 隆盛重機有限会社

101 災害時における支援協力に関する協定書 瓦礫、車輌等の撤去、運搬、支援物資等の輸送 令和元年11月8日 株式会社三條商事

102 災害時における支援協力に関する協定書 会社敷地及び社屋の避難場所としての利用 令和元年11月12日 株式会社ヴィアンドコーポレーション

103 災害時における支援協力に関する協定書 支援物資等の輸送 令和元年11月15日 株式会社サンワテック

104 災害時における支援協力に関する協定書 公共設備（電気設備等）の復旧作業 令和元年11月15日 株式会社協和産業

105 災害時における支援協力に関する協定書 支援物資等の輸送 令和元年11月20日 株式会社エハタ運輸

106 災害時における支援協力に関する協定書
会社敷地及び社屋の避難場所としての利用、避難者、人員
等の輸送

令和元年11月21日 有限会社大平工業

107 災害時における支援協力に関する協定書 公共設備（下水道）の復旧作業 令和元年11月22日 東亜環境サービス株式会社

108 災害時における支援協力に関する協定書 瓦礫、車輌等の撤去、運搬 令和元年11月27日 株式会社ヒルタ

110 災害時における支援協力に関する協定書 支援物資等の輸送 令和元年12月5日 有限会社信陽

111 災害時における支援協力に関する協定書 瓦礫、車輌等の撤去、運搬、支援物資等の運送 令和元年12月5日 株式会社野川商店

112 津波避難場所管理協定 津波における一時避難場所施設の提供 令和元年12月5日 デュオヒルズ石巻マークス

113 災害時における支援協力に関する協定書 支援物資（燃料）の供給 令和元年12月16日 株式会社岩城屋商店

支
援
協
力
に
関
す
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

114 災害時における支援協力に関する協定書
会社敷地及び社屋の避難場所としての利用、支援物資（木
質燃料）の供給

令和元年12月19日 有限会社戸田商店

115 東北地方津波防災支援システムの活用に関する協定書津波防災支援システムの利用 令和2年1月27日 国土交通省　東北地方整備局

116 災害時における段ボール製品の供給に関する協定書 段ボールベッドの供給 令和2年2月3日 レンゴー株式会社新仙台工場

117 災害時における段ボール製品の供給に関する協定書 段ボールベッドの供給 令和2年2月17日 今野梱包株式会社

118 包括連携協定

1.地産地消と市産品の販路拡大に関すること。
2.市政情報と観光情報の発信に関すること。
3.食育と健康増進に関すること。
4.環境保全とリサイクルに関すること。
5.地域や暮らしの安全・安心に関すること。
6.子どもと青少年の育成に関すること。
7.高齢者と障がい者の支援に関すること。
8.地域防災と災害対策に関すること。
9.地域WAONカードの活用に関すること。
10.その他、地域の活性化及び市民サービスの向上に関す
ること。

令和2年4月14日 イオン株式会社

119
災害時等における電動車両及び給電装置の貸与に関
する協力協定書

電動車両の貸与 令和2年10月9日 宮城三菱自動車販売株式会社

120 災害時に係る情報発信等に関する協定 Yahoo!防災速報の利用、市HPのキャッシュサイトの提供等 令和2年10月9日 ヤフー株式会社

121 災害時における支援協力に関する協定書 支援物資等の輸送 令和3年1月28日 有限会社フジイ

122 災害時における支援協力に関する協定書 公共建築物の復旧作業 令和3年1月28日 雅土木

123 災害時における支援協力に関する協定書 会社敷地及び社屋の避難場所としての利用 令和3年1月28日 富国工業株式会社

す
る
協
定
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

124 災害時における支援協力に関する協定書 会社敷地及び社屋の避難場所としての利用 令和3年2月3日 夢街工場

125 災害時における支援協力に関する協定書 車両（不動車）の撤去作業 令和3年2月4日 有限会社マルカメ自動車工場

126 災害時における支援協力に関する協定書 公共設備（電気設備等）の復旧作業 令和3年2月15日 株式会社ユアテック

127 災害時における支援協力に関する協定書 支援物資（蓄熱・保冷剤、油吸着材）の提供 令和3年5月24日 株式会社アルファテクノ

128 災害時における応急措置の協力に関する協定 災害時における倒木等に関する応急措置 令和3年5月31日 石巻地区森林組合

129 包括連携協定

1.ＳＤＧｓの普及啓発に関すること。
2.科学的根拠に基づいた熱中症対策に関すること。
3.スポーツを通した健康づくりに関すること。
4.食育と健康増進に関すること。
5.災害対策に関すること。
6.その他目的を達成するために必要な事業に関すること。

令和3年7月27日 大塚製薬株式会社

130 包括連携協定

1.コミュニティ・カーシェアリングの普及促進に関するこ
と。
2.生活困窮者の生活支援に関すること。
3.ＳＤＧｓの普及啓発に関すること。
4.震災伝承に関すること。
5.地域防災と災害対策に関すること。
6.地域の魅力発信や観光振興に関すること。
7.その他目的を達成するために必要に事業に関すること。

令和3年7月30日 一般社団法人日本カーシェアリング協会
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区分 № 協定名 内容等 締結年月日 締結先・連絡先

131 地震災害時の応急対策活動協力に関する協定書 災害時における被災建物の応急危険度判定の実施 令和3年9月1日

一般社団法人宮城県建築士会
一般社団法人宮城県建築士事業所協会
公益社団法人日本建築家協会東北支部宮城地
域会

132 災害時における電力設備の復旧等に関する協定書 災害等における電力設備復旧 令和3年9月1日
東北電力ネットワーク株式会社石巻電力セン
ター

133 包括連携協定

1.防災・減災に関すること
2.交通安全に関すること
3.健康増進に関すること
4.高齢者福祉に関すること
5.地方創生に関すること
6.SDGsの普及啓発に関すること
7.その他目的を達成するために必要な事業に関すること

令和4年8月26日 損害保険ジャパン株式会社

134
災害時における資機材の優先提供協力に関する協定
書

災害時における資機材の提供 令和4年10月24日 株式会社橋本店

135 漁港等の施設の災害復旧支援に関する協定 被災した漁港等の施設の迅速な復旧 令和4年11月5日 一般社団法人水産土木技術センター

136 包括連携協定

1.安全・安心な地域づくりに関すること
2.災害対策に関すること
3.市政情報・地域の魅力発信に関すること
4.産業振興・地場産品の販売促進に関すること
5.環境維持・保全に関すること
6.地域福祉に関すること
7.SDGsの普及啓発に関すること
8.その他目的を達成するために必要な事業に関すること

令和4年11月11日 ヤマト運輸株式会社

137 災害時における支援協力に関する連携協定 災害時における物資等の輸送力の提供等 令和5年1月11日
一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク
及び株式会社東北丸和ロジスティクス

138 包括連携協定

1.地域の観光資源を活用した地域活性化に関すること
2.景観、街並み保全及びまちづくりに関すること
3.地場産業の持続的発展及び産業振興全般に関すること
4.防災・減災対策に関すること
5.SDGsの普及・啓発に関すること
6.その他本協定の目的を達成するために必要な事項及び調
  査研究に関すること

令和5年2月2日 東北工業大学

139
石巻市災害ボランティアセンターの設置・運営等に
関する協定

災害時にボランティアセンターを円滑に設置・運営できる
連携体制の確立等

令和5年3月28日 社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

140 災害時におけるガス設備復旧等に関する協定
災害発生時の情報提供及び大規模災害発生時における復旧
拠点等として利用可能な市施設の提供に関する協力

令和5年5月8日 石巻ガス株式会社
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