● 川崎市防災協力事業所一覧 【 多摩区 】
番号

1

登録（変更）年月日

平成22年4月30日

事業所名

所在地

㈱フレックスエンジニア
登戸357
リング

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

044-932-8622 ・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

・地域の防災訓練への参加

2

平成22年5月31日 ㈱大里工業

堰1-17-10

044-811-8275 ・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

3

平成22年5月31日

マクセルスリオンテック
登戸3819
㈱川崎工場

044-922-1131

平成22年6月14日 高和電氣工業㈱

登戸834-1

044-900-5300 ・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

5

6

平成22年6月14日 中和産業㈱

平成22年8月23日 ㈱研空社

登戸2735

宿河原7-16-11

・資機材（バール、ジャッキ）を用いた救助活動
・障害物の除去
・上下水道の応急処置など
・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、発電機など）の
貸出
・アウトドア用品（ガスコンロ）の貸出
・初期消火
・避難誘導
・資機材（バール、ジャッキ）を用いた救出活動
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・障害物の除去
・井戸水の提供
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機など）の
貸出

・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
・初期消火
・清掃活動等の地域活動への参加
・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）の提供
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地
・一時避難場所（駐車場、グラウンド、会議室）の提供
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

4

災害時における協力内容

・初期消火
・避難誘導
・資機材（バール、ジャッキ）を用いた救出活動
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・障害物の除去
・飲料水（缶・ペットボトル飲料）の提供
・寝具（布団、毛布、枕等）の提供
・井戸水（井戸の提供）
・仮設物（トイレ、風呂、テントなど）の貸出
・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
・電気製品（テレビ、ラジオ、照明器具など）の貸出
・一時避難場所等の提供（駐車場、会議室）

044-911-4735

・一時避難場所等の提供（駐車場）

044-844-5671 ・地域の防災に関する会合への参加

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・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
・電気製品（テレビ、ラジオ、照明器具など）の貸出

・地域の防災訓練への参加
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 多摩区 】
番号

登録（変更）年月日

事業所名

7

平成24年1月18日 矢島建設工業㈱

8

平成24年2月23日

9

平成24年9月20日 小泉土木建設

10

11

12

所在地

東生田4-8-30

ＥＴＲＡ＆北嶋建築設計
菅仙谷2-3-8
事務所

平成24年9月26日 ㈱黒川土木

株式会社ジーエー
ティー

044-976-0365

平常時における協力内容

菅馬場1-1-30

・地域の防災に関する会合等への参加

044-944-0406 ・その他（防災教育等）

長沢1-16-10

044-944-6079 ・地域の防災訓練への参加

044-934-6670

044-272-5952

災害時における協力内容

・初期消火
・負傷者の救護活動
・地域の防災訓練への参加
・避難誘導
・地域の防災に関する会合等への参加
・負傷者の搬送
・清掃活動等の地域活動への参加
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救助活動
・その他
・障害物の除去
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター）の貸出

中野島3-14-23 044-911-8002 ・地域の防災訓練への参加

平成24年10月5日 安藤ハザマ川崎営業所 宿河原4-28-4

平成25年5月14日

連絡先

・技術者の派遣（家屋被害調査士・応急危険度判定士）
・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（ 勉強会（防災教育） ）

・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・障害物の除去
・労務提供（３ｔダンプトラック・パワーショベル）
・井戸水（井戸の提供）
・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

・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・ペットボトル飲料等）の提供
・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）
・地域の防災に関する会合等への参加
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）の提供
・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
・その他の防災・救援活動等、独自の取組（災害時の協力等）
・初期消火
・避難誘導
・地域の防災訓練への参加
・負傷者の救護活動
・地域の防災に関する会合等への参加 ・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
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
・避難誘導
・負傷者の救護活動
・地域の防災訓練への参加
・井戸水（井戸の提供）
・地域の防災に関する会合等への参加
・仮設物(トイレ、風呂、テントなど）の貸出
・アウトドア用品（ガスコンロ等）
・一時避難場所等の提供(会議室（多摩区登戸2918 手塚ホール））

登戸3056

044-911-2244

平成26年3月19日

川崎信用金庫（登戸支
登戸2596
店）

044-911-3411

・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（中野島
中野島1-9-3
支店）

044-944-7311

・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）

13

平成25年12月6日 (有)てづか

14

15
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 多摩区 】
番号
16

登録（変更）年月日

事業所名

平成26年5月19日 有限会社 一興業

所在地
宿河原1-26-33

連絡先

平常時における協力内容

044-911-5403 ・地域の防災訓練への参加

044-933-5597

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

・資機材（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
・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）の提
・地域の防災に関する会合等への参加 供
・一時避難場所等の提供（駐車場）

17

平成26年6月9日

株式会社シンヤ

宿河原2-13-3

18

平成27年2月26日

株式会社
アイ・ディー・エクス

宿河原6-28-11 044-850-8836

・その他（放送機器用バッテリー）の提供・貸出
・初期消火
・負傷者の救護活動
・避難誘導
・負傷者の搬送
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・障害物の除去
・技術者の派遣（家屋認定士、応急危険度判定士等）
・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）の提
供・貸出

19

平成27年2月26日 株式会社 手塚組

登戸2844-3

044-911-3818 ・地域の防災訓練への参加

20

平成27年7月6日

中野島5-5-12

・技術者の派遣（家屋被害認定士、応急危険度判定士等）
044-922-7800 ・地域の防災に関する会合等への参加 ・その他（電気設備の復旧工事等）
・清掃活動等の地域活動への参加

21

平成27年10月8日 有限会社 伸隆技建

宿河原
1-19-34-101

044-930-1321 ・地域の防災訓練への参加

・地域の防災訓練への参加

株式会社 誠和

・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・障害物の除去
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・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）の貸
出
・４ｔダンプ、３ｔダンプ、バックホウ、ホイールローダ、コンバインドローダ、ハ
ンドガイドローダの貸出

22

平成27年10月8日 有限会社 中神

宿河原
2-11-4-101

044-931-0211 ・清掃活動等の地域活動への参加

23

平成27年10月8日 有限会社 川善工業

登戸2514

044-935-2677 ・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
・障害物の除去

24

平成28年5月25日

25

平成29年1月20日 エースライズ株式会社

・地域の防災訓練への参加

・地域の防災訓練への参加

有限会社 ＯＫＡＷＡＲ
南生田3-9-2-1 044-789-8005
Ａ

宿河原6-28-5
関ビル1階

・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）

・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動

044-812-6071 ・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、電動カッター、フォークリフト、発電機等）の貸
出
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 多摩区 】
番号

26

登録（変更）年月日

平成29年5月31日

事業所名

所在地

連絡先

株式会社 テイクビルシ 菅稲田堤3-20044-742-9081
ステム
2

平常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
・障害物の除去
・地域の防災訓練への参加
・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・ペットボトル飲料等）の提供
・清掃活動等の地域活動への参加
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供
・地域の祭り、運動会、バザー等の地 ・衣類・身の回り品の提供
域活動に対する事業所などの施設の ・学用品（文房具、かばん等）
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
・一時避難場所の提供（駐車場）

27

平成29年7月24日 真成開発 株式会社

菅3-11-6

044-945-9456 ・地域の防災訓練への参加

28

平成29年12月25日 株式会社 V3

長尾7-7-2

050-5899-6005 ・清掃活動等の地域活動への参加

29

平成30年7月2日

日三産業 株式会社

・地域の防災訓練への参加

菅仙谷4-6465044-819-6560 ・清掃活動等の地域活動への参加
1

30

平成30年7月27日 株式会社 笹久保土建 生田３−２−２７ 044-934-2176

31

平成30年8月16日 門部興業株式会社

宿河原１−２９
−１−５０１

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
・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）の貸
出
・一時避難場所の提供（駐車場）

・初期消火
・避難誘導
・資機材（バール、ジャッキ等）を用いた救出活動

・障害物の除去
・その他（タイヤシャベル、チェーンソー、クレーン等で倒木・土砂の片づけ・
処分）

・初期消火
・避難誘導
・地域の防災訓練への参加
・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・地域の防災に関する会合等への参加
・障害物の除去
・清掃活動等への地域活動への参加
・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）の貸
出

044-932-8661 ・地域の防災訓練への参加
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・初期消火
・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 多摩区 】
番号

登録（変更）年月日

事業所名

所在地

向ヶ丘第２グリーンハイ 宿河原３−９−
ツ管理組合
２

32

平成30年9月11日

33

平成30年11月16日 ＳＰＪ株式会社

34

平成31年2月28日

菅稲田堤1−8
−17

連絡先

044-922-9445

平常時における協力内容

災害時における協力内容

・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
・技術者の派遣
・地域の防災訓練への参加
・負傷者の救護活動
・地域の防災に関する会合等への参加
・食料品の提供
・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、ガスコンロ当）
・一時避難場所等の提供（マンション４階部分倉庫）

・避難誘導
・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
・仮設物（トイレ、風呂、テント等）の貸出
・一時避難場所等の提供（駐車場）

044-819-7662 域活動に対する施設の提供

・地域の防災に関する会合への参加

・テントの貸出
神奈川土建一般労働組 中野島3−23−
・神奈川土建住宅デー等での防災への
044-931-3336 啓もう活動、住宅への防災の観点での ・一時避難場所の提供（駐車場）
合川崎西支部
28
・住宅・耐震等の相談
助言等

35

平成31年3月26日 有限会社濃沼工業

・地域の防災訓練への参加
菅馬場1−14−
044-945-1966 ・地域の防災に関する会合への参加
30
・清掃活動等の地域活動への参加

36

平成31年3月26日 清生土木有限会社

菅馬場２−２１
−１

37

平成31年3月29日 株式会社丸和

044-944-7543 ・地域の防災に関する会合への参加

・地域の防災訓練への参加
宿河原6−34−
044-281-4461 ・地域の防災に関する会合への参加
7
・清掃活動等の地域活動への参加
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・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
・負傷者の救出活動
・負傷者の搬送
・障害物の除去
・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

・負傷者の救出活動
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供
・一時避難場所等の提供（駐車場）

・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
・負傷者の救出活動
・負傷者の搬送
・障害物の除去・降雪時の除雪作業
・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

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 多摩区 】
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

・地域の防災訓練への参加

38

平成31年3月29日 株式会社丸栄建設

長沢4−18−6

044-976-0863 ・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

・地域の防災訓練への参加

39

平成31年4月3日

株式会社吉孝土建

登戸1768番地

044-911-3527 ・地域の防災に関する会合への参加

40

平成31年4月3日

有限会社ひかり建設

登戸1768番地

044-922-4929 ・地域の防災に関する会合への参加

・地域の防災訓練への参加

41

42

平成31年4月3日

令和1年5月31日

株式会社 研空社

宿河原1-20-11 044-455-7171

堰二丁目７番９
有限会社丹野電気商会
号

・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

044-822-6630 ・地域の防災訓練への参加
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災害時における協力内容
・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
・負傷者の救出活動
・負傷者の搬送
・障害物の除去・降雪時の除雪作業
・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

・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・障害物の除去
・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

・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・障害物の除去
・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

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・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
・一時避難場所の提供（会議室）

・初期消火
・負傷者の救護活動
・避難誘導

