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1 株式会社エフエム仙台 仙台市青葉区 物的支援 ＦＭ文字多重放送による情報表示システムの提供 http://datefm.co.jp H17.6.9

人的支援 建築・電気・設備技術者による支援

物的支援 建設機械等の支援

3 財団法人宮城県国際交流協会 仙台市青葉区 人的支援 災害時通訳ボランティア http://www.h5.dion.ne.jp/~mia/ H17.6.15

4 日本赤十字社宮城県支部 仙台市青葉区 物的支援 毛布等災害救援物資の配布 http://www.miyagi.jrc.or.jp H17.6.20

人的支援 警備員の提供

物的支援 宿泊施設，バイオトイレ車の提供

6 守屋運輸株式会社 岩沼市 物的支援 トラックによる物資輸送 http://www.moriya-unyu.co.jp H17.6.23

7 新栄観光バス株式会社 登米市 物的支援 バスによる被災者，支援者等の輸送 　－ H17.6.23

8 松島国際観光株式会社 宮城郡松島町 物的支援 バスによる被災者，支援者等の輸送 http://www.mkk-japan.com H17.6.25

9 日本通運株式会社仙台支店 仙台市若林区 物的支援 トラックによる物資輸送 http://www.nittsu.co.jp H17.6.27

10 東北農政局土地改良技術事務所 仙台市宮城野区 物的支援 災害応急ポンプ・エンジンの貸出 http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/kokuei/totikai/ H17.6.27

11 社団法人宮城県看護協会 仙台市青葉区 人的支援 災害時の看護支援活動 http://www.miyagi-kango.com/ H17.6.29

12 株式会社ニード 東京都港区 物的支援
簡易トイレ，汚物処理剤，凝固衛生袋セット，パー
テーション，テント

http://www.need-co.jp/ H17.6.30

13 宮城交通株式会社 仙台市泉区 物的支援 バスによる被災者，支援者等の輸送 http://miyakou.co.jp H17.6.30

14 船山株式会社東京本店 東京都中央区 物的支援 災害救助用簡易風呂システム http://www.funayama.co.jp H17.7.4

15 株式会社FORM(フォーム) 東京都中央区 物的支援
リヤカー，テント，簡易トイレ，ダンボール製担架，
間仕切り

　－ H17.7.4

16 社団法人宮城県柔道整復師会 仙台市青葉区 人的支援 災害時医療救護活動 http://www.mjs.or.jp H17.7.11

17 株式会社大町 仙台市宮城野区 物的支援 仮設ハウス（ユニットハウス） http://www.spacehouse.jp H17.7.13

18 敦井産業株式会社 新潟県新潟市 物的支援 プライバシーウォール（間仕切り） http://www.tsurui.co.jp H17.7.14

19 株式会社共成レンテム仙台営業所 仙台市宮城野区 物的支援 建設機械器具・物品レンタル http://www.kyosei-rentemu.co.jp H17.7.22

20 高橋土建株式会社 東松島市 物的支援 重機の貸し出し，人材の派遣 　－ H17.8.1

21 株式会社包徳環境技術開発センター 仙台市青葉区 物的支援 除菌消臭剤 http://www.houtoku.net/ H17.8.25

22 東北内航海運組合 仙台市青葉区 物的支援 災害時における船舶による輸送の確保 　－ H17.8.29

23 プッシュ建設株式会社 山形県山形市 物的支援 土嚢製造機 http://www.push-kensetsu.co.jp H17.9.5

24 宮城県倉庫協会 仙台市若林区 物的支援
災害時食料等の保管施設及び緊急救援物資保管施設の
提供

http://www.mgsokyo.com H17.9.26

25 株式会社非常食研究所 大阪府摂津市 物的支援 非常備蓄食 http://www.hijyoshoku.com H17.11.1

人的支援 職員及び普通作業員の派遣

物的支援 トラックによる輸送

27 株式会社オウイング 茨城県日立市 物的支援 災害時非常用燃料及び燃焼器 　－ H17.12

28 グランディ・２１ボランティア 宮城郡利府町 人的支援 人材派遣 http://www.miyagi-sports.net/grande21/ H17.12.19

人的支援 技術者，作業員の派遣

物的支援 建設機械及び車両の貸与

30 サンエス技研株式会社 仙台市青葉区 物的支援 防災避難セット，懐中電灯ほか http://www.3s-giken.co.jp H18.1.30

31 仙台バス株式会社 岩沼市 物的支援 バスによる被災者，支援者等の輸送 http://www.senbus.co.jp H18.2.6

32
特定非営利活動法人みやぎ防災態勢
支援協会

仙台市青葉区 人的支援 防災要員の派遣 　－ H18.2.13

33 ダイドードリンコ株式会社仙台支店 仙台市宮城野区 物的支援 飲料水の支援 http://www.dydo.co.jp H18.2.27

人的支援 技術者，作業員の派遣

物的支援 建設機械及び車両の貸与

35
ＮＰＯ法人宮城防災アマチュア無線
クラブ

仙台市泉区 人的支援 アマチュア無線による通信の確保 　－ H18.2.28

36 有限会社藤村銘木 仙台市宮城野区 物的支援 テント付簡易トイレ http://www.office-web.jp/fujimura-meiboku/pc/ H18.4.25

37 東北旅客船協会 仙台市宮城野区 物的支援 旅客船による被災者・支援者の輸送 　－ H18.4.26

38 株式会社総合サービス 東京都中央区 物的支援 簡易トイレ，仮設トイレ，除菌ウエットタオル http://www.sservice.co.jp H18.5.18

39 まいにち株式会社 大阪府岸和田市 物的支援 簡易トイレ http://www.mylet.jp/ H18.6.15

40 星野総合商事株式会社 埼玉県川口市 物的支援
ワンタッチテント，簡易トイレ，真空パック毛布，救
急箱，土のう

http://www.hoshino-z.com H18.7.13

41
三井住友海上火災保険株式会社東北
本部

仙台市青葉区 物的支援 非常食，食器セット，簡易トイレ，毛布 　－ H18.7.26

42 赤帽宮城県軽自動車運送協同組合 仙台市宮城野区 物的支援 軽貨物車による災害救援物資の配送 http://miyagi.akabou.jp H18.5.27

43 株式会社パン・アキモト 栃木県那須塩原市 物的支援 非常備蓄食品「パンの缶詰」 http://www.panakimoto.com/ H18.9.19

44 有限会社クワン 岩手県盛岡市 物的支援 防災手拭い http://www.cuwan.com/ H18.10.16

45 株式会社三陸オーシャン 仙台市泉区 物的支援 レトルトがゆ，レトルトスープ http://www.sanrikuocean.com/ H18.12.4

46
株式会社ジャパンビバレッジ仙台支
店

仙台市若林区 物的支援 飲料水の支援 　－ H18.12.27

47 ミドリ安全宮城株式会社 仙台市若林区 物的支援 防寒服，カロリーメイト 　－ H19.5.16

48 株式会社ゼロ・インフィニティ 仙台市太白区 物的支援 マジックタオル・ウェットクリーンタオル http://www.zero-hotaru.jp H19.7.25

49 南光運輸株式会社 石巻市 物的支援 トラックによる支援物資の輸送 http://www.nankou.co.jp/ H19.7.30

物的支援 重機及びトラックの提供

人的支援 作業員の提供

51 イオン株式会社東北カンパニー 仙台市青葉区 物的支援 食料品，衣料品，生活用品の物資支援 http://www.aeon.info/ H20.2.18

52 十全株式会社仙台支社 仙台市青葉区 物的支援 災害用簡易トイレ http://www.jc-jc.co.jp H20.3.31

53 宮城県繊維製品卸商業組合 仙台市若林区 物的支援 繊維製品，介護用品，殺菌・防臭機器 http://www.sendai-senigai.or.jp/ H20.4.28

54 松月産業株式会社 仙台市青葉区 物的支援 宿泊施設の提供（ホテル全10店舗） http://www.bh-green.co.jp H20.4.25

55 株式会社オプナス 東京都千代田区 物的支援 折りたたみロッカー「マルタス」の提供 http://www.opnus.co.jp/ H20.6.25

物的支援
被災建物からのアスベスト飛散防止工事（アスベスト
含浸固化処理）

人的支援 同上工事の施工

57 新興工材株式会社 仙台市宮城野区 物的支援 特定消火機器（投げ消すサット119） http://www.i-shinko-k.co.jp H20.8.27

宮城県災害支援目録登録状況一覧    

H17.6.13

26 桂島建設株式会社 仙台市宮城野区 http://www.katsurashima.co.jp H17.12.6

令和３年１月２８日現在，ご登録いただいている ７８の企業（団体）の支援項目（概要）の一覧表です。

2 日本防災ネットワーク協会 多賀城市 　－

34 宮城県解体工事業協同組合 仙台市宮城野区 　－ H18.3.22

5 株式会社トスネット 仙台市宮城野区 http://tosnet.co.jp H17.6.22

50 株式会社村上工業 気仙沼市 http://www.murakami-ko.co.jp H19.12.11

29 丹野土木株式会社 柴田郡川崎町 　－ H18.1.5

56 株式会社遠藤店 大崎市 http://www.endouten.co.jp H20.6.28
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宮城県災害支援目録登録状況一覧    
令和３年１月２８日現在，ご登録いただいている ７８の企業（団体）の支援項目（概要）の一覧表です。

物的支援 資機材等の貸出し

人的支援 緊急車両に不具合が発生した場合の応急整備

物的支援 被災建物・道路等からの一般廃棄物・産業廃棄物の処理

人的支援 同上工事の施工

物的支援 重機及びトラックの提供

人的支援 作業員の提供

61 小山株式会社仙台営業所 仙台市若林区 物的支援 寝具類の提供 http://www.koyama-kk.co.jp H21.9.17

62 社団法人日本即席食品工業協会 東京都台東区 物的支援 即席カップめんの提供 http://www.instantramen.or.jp H21.9.17

63 レンゴー株式会社新仙台工場 黒川郡大和町 物的支援 段ボールシート及び一般段ボールケースの提供 http://www.rengo.co.jp H21.9.17

64 株式会社みやこ 大阪府大阪市 物的支援
発熱材，燻華薪（ｸﾝｶｼﾝ：野外用燃料），簡易寝袋の提
供

http://www.miyako.co.jp/ H21.9.17

65 ＴＰＳ太陽株式会社 仙台市青葉区 物的支援 テント，大型テントの提供 http://www.tsp-taiyo.co.jp H21.10.7

物的支援 車両の提供

人的支援 乗務員の派遣

67 仙台環境開発株式会社 仙台市青葉区 物的支援 車両，重機の提供 http://www.sendaikankyo.co.jp H21.10.16

物的支援 重機及びトラック，ダンプ，簡易トイレの提供

人的支援 被災建物及び道路からの撤去物の処理作業員の派遣

物的支援 重機及びトラックの提供

人的支援 技術者，作業員の派遣

物的支援 トラック等車両及び簡易トイレの提供

人的支援 技術者，作業員の派遣

71 森永製菓株式会社 東京都港区 物的支援 菓子，食品の提供 　－ H22.8.19

物的支援 重機及びトラック，ダンプの提供

人的支援 被災建物及び道路からの撤去物の処理作業員の派遣

73 丸吉電機株式会社東北支店 仙台市若林区 物的支援 災害救護用マット（コンパクト，計量設計） http://www.maruyoshi-denki.com H22.9.17

74 株式会社フクイ 栃木県鹿沼市 物的支援 多目的シェルフ（オープンの棚） 　－ H23.7.25

物的支援
トラックの提供，支援物資提供，書類・データの緊急
避難サービス，バックアップオフィスの提供

人的支援
ファイリングデザイナー，文書情報管理士等有資格者
の派遣，片付け支援スタッフ等の派遣

物的支援 緊急時に於ける、電源車での電源供給

人的支援 電源車のドライバー兼オペレーター及び電源工事

77 泉ヶ岳温泉やまぼうし 仙台市泉区 物的支援 宿泊施設の提供 www.yamabousi.com H26.12.2

78 株式会社トヨタレンタリース宮城 仙台市宮城野区 物的支援
レンタカーハイブリット車における電源供給及びレン
タカー車両

https://rent.toyota.co.jp/service/car/class/charg
e.aspx?searchKbn=1

H29.11.7

58 社団法人宮城県自動車整備振興会 仙台市宮城野区 http://www.oasis-miyagi.or.jp/ H21.1.30

60 株式会社菅原工業 気仙沼市 　－ H21.4.7

68 小野寺工業株式会社 気仙沼市 　－ H22.1.12

59 有限会社丸本建設 気仙沼市 http://www.garapa.co.jp/ H21.4.7

70 有限会社佐々木建設工業 石巻市 　－ H22.4.23

66 守屋運輸株式会社仙台支店 仙台市宮城野区 http://www.moriya-unyu.co.jp H21.10.5

H24.2.23

株式会社森谷組 気仙沼市 　－ H22.9.2

H22.2.15

76 I･C･Cインターナショナル株式会社 神奈川県横浜市 http://www.iccgroup.co.jp/ H25.5.28

72

75 株式会社ワンビシアーカイブズ 東京都港区 http://www.wanbishi.co.jp

69 門馬建設株式会社 柴田郡村田町 　－
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