● 川崎市防災協力事業所一覧 【 中原区 】
番号
1

2

3

4

5

登録（変更）年月日

事業所名

所在地

平成22年5月31日 ㈱光陽電業社

新丸子東2905-2

平成24年10月5日 ㈱ヨシナガ工業

平成24年11月27日 川崎緑土㈱

平成25年8月27日 信号器材㈱

平成25年10月18日 （株）織戸組

木月住吉町121

小杉御殿町1722-5

市ノ坪160

田尻町61

連絡先

平常時における協力内容
・地域の防災訓練への参加

044-434-2811 ・地域の防災に関する会合への参加
・その他（発電機、操作等の講習）

災害時における協力内容
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機など）の貸出
・一時避難場所（駐車場）の提供

044-411-8181

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の救護活動
・地域の防災訓練への参加
・負傷者の搬送
・地域の防災に関する会合等への参加 ・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
・清掃活動等の地域活動への参加
・医薬品・衛生材料・介護用品（家庭用医薬品、担架、生理用品、紙おむつ等）
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）の提供
・一時避難場所等の提供（会議室）
・その他の防災・救援活動等、独自の取組（交通整理・誘導等）

044-722-7277

・避難誘導
・資機材（バール、ジャッキ）を用いた救出活動
・障害物の除去
・地域の防災訓練への参加
・その他労務提供（運搬重機の出動、大型ダンプの出動）
・地域の防災に関する会合等への参加 ・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）の提供
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機等）の貸出
・一時避難場所等の提供（駐車場、事務所、応接室）

044-411-2193

・地域の防災訓練への参加
・地域の防災に関する会合等への参加
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地
域活動に対する施設の提供

044-555-1111

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）の提供
・地域の防災に関する会合等への参加 ・飲料水（缶・ペットボトル飲料）の提供
・清掃活動等の地域活動への参加
・医薬品・衛生材料・介護用品（家庭用医薬品、担架、生理用品、紙おむつ等）
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地 ・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供
域活動に対する施設の提供
・衣類、身の回り品（服、防寒着、下着、タオル等）の提供
・その他（パンフ設置等）
・寝具（布団、毛布、枕等）の提供
・仮設物（トイレ、風呂、テントなど）の貸出
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）の貸出
・その他（コンロ等）
・一時避難場所等の提供（駐車場）
・その他（カラーコーンj等提供）
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・初期消火
・負傷者の救護活動
・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）の提供
・飲料水（缶・ペットボトル飲料）の提供
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機等）の貸出
・その他

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 中原区 】
番号

登録（変更）年月日

事業所名

所在地

連絡先

平常時における協力内容

災害時における協力内容

044-798-1554 ・清掃活動等の地域活動への参加

・初期消火
・避難誘導
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機等）の貸出
・その他（トイレットペーパー等支給）
・一時避難場所等の提供（駐車場、会議室）

川崎信用金庫（武蔵
小杉町3-415-1
小杉支店）

044-733-0101

・寝具（毛布、エアーマット）の提供
・一時避難場所等の提供（駐車場）

平成26年3月19日

川崎信用金庫（新城
新城1-2-2
支店）

044-777-4181

・寝具（毛布、エアーマット）の提供
・一時避難場所等の提供（駐車場）

9

平成26年3月19日

川崎信用金庫（宮内
宮内2-25-10
支店）

044-751-5601

・寝具（毛布、エアーマット）の提供
・一時避難場所等の提供（駐車場）

10

平成26年3月19日

川崎信用金庫（向河
下沼部1748-6
原支店）

044-434-4551

・寝具（毛布、エアーマット）の提供
・一時避難場所等の提供（駐車場）

11

株式会社
平成27年1月16日
アンフィニー

044-799-5227 ・清掃活動等の地域活動への参加

・初期消火
・避難誘導
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
・一時避難場所（会議室（中原区下小田中2-16-7-201））の提供

6

平成26年2月4日

（有）トータルビル
サービス

7

平成26年3月19日

8

下小田中3-328

下小田中
4-17-7-401

・技術者の派遣（応急危険度判定士等）
・日用品（タオル、軍手）の提供・貸出
・地域の防災に関する会合等への参加 ・井戸水（井戸の提供）
・清掃活動等の地域活動への参加
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機、消火器等）の
提供・貸出
・一時避難場所（ジェクト新城倉庫駐車場（中原区下新城2-1-8））の提供

上小田中
6-20-2

044-755-2525

上丸子山王町
1-878

044-434-2686 ・地域の防災訓練への参加

12

平成27年10月27日 株式会社 ジェクト

13

平成28年8月23日

島田工業 株式会
社

14

平成31年4月1日

ＮＥＣネッツエスアイ
株式会社 防災・交 下沼部1753
通システム事業部

・負傷者の搬送
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯など）

044-435-1522 ・地域の防災に関する会合等への参加 ・飲料水（缶、ペットボトル飲料等）
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 中原区 】
番号

登録（変更）年月日

15

平成30年4月18日

16

株式会社アイ・
平成29年7月24日
ビー・エス

17

18

平成30年12月19日

事業所名

所在地

日本電気株式会社
下沼部1753
玉川事業場

上丸子八幡町
816-12

連絡先

平常時における協力内容

災害時における協力内容

・地域の防災訓練への参加
044-435-1013 ・地域の防災に関する会合等への参加 ・一時避難場所の提供（グランド）

044-434-4489

・技術者の派遣
・地域の防災訓練への参加
・物資提供（アルカリ電解水（洗浄剤））
・地域の防災に関する会合等への参加 ・一時避難場所の提供（会議室）
・清掃活動等の地域活動への参加
・その他（仮設トイレ・避難所等の一般細菌調査（環境衛生レベルの調査・維
持）、温度・湿度・発火の有無の測定）

重田造園土木株式 上丸子山王町１
044-411-2521
会社
−1407

・初期消火
・避難誘導
・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・地域の防災訓練への参加
・負傷者の救出活動
・地域の防災に関する会合への参加
・負傷者の搬送
・清掃活動等の地域活動への参加
・障害物の除去
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地 ・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供
域活動に対する事業所等の施設の提 ・仮設物（トイレ、風呂、テント等）の貸出
供
・資器材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機等）貸出
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）の貸出
・交通整理、誘導、カラーコーン等の提供
・一時避難場所等の提供（駐車場）

上丸子山王町１
044-411-3891
−1407

・初期消火
・避難誘導
・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・地域の防災訓練への参加
・負傷者の救出活動
・地域の防災に関する会合への参加
・負傷者の搬送
・清掃活動等の地域活動への参加
・障害物の除去
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地 ・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供
域活動に対する事業所等の施設の提 ・仮設物（トイレ、風呂、テント等）の貸出
供
・資器材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機等）貸出
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）の貸出
・交通整理、誘導、カラーコーン等の提供
・一時避難場所等の提供（駐車場）

平成30年12月19日 株式会社重田組
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 中原区 】
番号

登録（変更）年月日

事業所名

所在地

19

富士通株式会社川
上小田中4-1-1
平成31年1月28日
崎工場

20

平成31年3月26日 株式会社岡田電設

木月住吉町28
−27

21

平成31年4月18日 最上テック株式会社 下沼部1980

22

令和元年5月31日 株式会社玉川設備

23

令和元年5月31日

下沼部1916番
地

ドウキョウビーフィッ 新城3-1-1-16ト株式会社
303

連絡先

平常時における協力内容

044-777-1111

・地域の防災訓練への参加
・地域の防災に関する会合への参加
・清掃活動等の地域活動への参加
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地
域活動に対する事業所等の施設の提
供

・地域の防災訓練への参加

044-433-3190 ・地域の防災に関する会合への参加
・発電機操作等の講習

044-433-8322

・地域の防災訓練への参加
・地域の防災に関する会合への参加

災害時における協力内容

・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
・仮設物（トイレ、風呂、テント等）の貸出
・消火ホースキット、ＡＥＤの貸出
・一時避難場所等の提供（グランド）

・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・資器材（バール、ジャッキ、電動カッター、発電機等）貸出

・初期消火
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・ 障害物の除去
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機等）

・避難誘導
・ 日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）

044-411-5729

・地域の防災訓練への参加

・負傷者の救護活動

044-789-5685 ・地域の防災に関する会合等への参加 ・ 資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・清掃活動等の地域活動への参加
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 中原区 】
番号

登録（変更）年月日

事業所名

所在地

連絡先

平常時における協力内容

044‐722‐4445

・地域の防災訓練への参加
・地域の防災に関する会合等への参加
・清掃活動等の地域活動への参加
・住宅デー（新丸子駅前で実施） におけ
る防災活動の啓発

災害時における協力内容

・ 資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・技術者の派遣（家屋被害認定士、応急危険度判定士等）を用いた救助活動
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
・仮設物（トイレ、風呂、テント等）
・ 資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機等）

24

川崎中部建設労働
今井上町1-22
令和元年6月21日
組合

25

令和元年8月2日

26

・ 障害物の除去
株式会社坂下電業 上丸子八幡町５
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地
令和元年9月13日
044-411-8366 域活動に対する事業所等の施設の提 ・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機等）
社
８７番地
・駐車場
供

有限会社さくら建設

・初期消火
・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）

上丸子八幡町６
044-455-0057
０７番地

・地域の防災に関する会合等への参加
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・ 初期消火

