● 川崎市防災協力事業所一覧 【 麻生区 】
番号

1

2

登録（変更）年月日

事業所名

平成22年6月14日 ㈱経理バンク

平成22年6月14日

所在地

万福寺1-1-1

東京ＪＡＰＡＮ税理士法
万福寺1-1-1
人

3

平成24年4月24日 三田調温工業㈱

上麻生3-1612

4

平成25年2月26日 ㈱アーネスト

早野498-1

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

044-933-8600

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・障害物の除去

044-969-0102

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・障害物の除去

・初期消火
・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 ・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供
・一時避難場所（会議室）の提供

044-965-2622

・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
044-986-8245 ・地域の防災に関する会合等への参加 ・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）

・その他労務提供（物資輸送）
・一時避難場所等の提供（駐車場）
・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
・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
・障害物の除去
・医薬品・衛生材料・介護用品（家庭用医薬品）
・資機材（バール、ジャッキ、発電機）の貸出
・一時避難場所等の提供（駐車場）
・その他の防災・救援活動、独自の取組み（オートバイ・車両による情報収集）

5

平成25年12月20日 ㈲タカハシレーシング

片平2-19-6

044-988-1565

6

㈱鴻池組
平成29年4月25日 横浜支店
川崎事業所

高石2-29-5

044-955-1725 ・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

・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）の提供
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供

1／5

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 麻生区 】
番号

登録（変更）年月日

事業所名

所在地

連絡先

平成27年5月18日 ㈱ホクショウ

上麻生3-20-6

8

平成27年10月8日 株式会社 ライフ

王禅寺西6-14-5044-742-2128 ・地域の防災訓練への参加

10

11

12

平成27年10月27日 株式会社 エトワール

平成27年11月30日 有限会社 川田産業

平成27年11月30日 有限会社 三成

平成28年1月22日

株式会社 フジタ
横浜支店川崎営業所

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）を用いた救出活動
・障害物の除去

7

9

044-954-1117

平常時における協力内容

・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）
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供

下麻生2-20-11 044-988-4221

・初期消火
・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 ・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・３ｔダンプ、軽トラックの貸出

岡上845-2

・初期消火
・負傷者の救護活動
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地 ・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
域活動に対する施設の提供
・負傷者の搬送
・障害物の除去
・資機材（パワーショベル、３ｔダンプ）の貸出

044-989-0856

千代ヶ丘6-11-7 044-543-8234

・初期消火
・避難誘導
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・地域の防災に関する会合等への参加
・障害物の除去
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
・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

上麻生1-15-3
・初期消火
新百合ヶ丘駅
・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）
044-299-6351 ・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）
前
エクシアハイツ
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
301
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 麻生区 】
番号

13

14

登録（変更）年月日

事業所名

平成28年4月26日 株式会社 ＩＢＦ

平成28年8月23日 株式会社 ＢＥＮＥＦＩＴ

15

平成28年10月5日 ｃａｆｅ ｓａｎｔｅ

16

平成29年7月24日

17

所在地

向原3-10-8-3

連絡先

044-967-2212

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
・地域の防災訓練への参加
・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、懐中電灯など）
・資機材（パワーショベル、３ｔダンプなど）の貸出

王禅寺東5-2-15044-299-7888

・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
・地域の祭り、運動会、バザー等の地域
活動に対する事業所等の施設の提供

・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、ジャッキ等）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）の提供・貸出
・一時避難場所（駐車場）の提供

百合丘3-24-25 044-543-8418

・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
・その他

・初期消火
・避難誘導
・障害物の除去
・その他（炊き出し）
・飲料水（缶、ペットボトル飲料水等）の提供
・その他（ペット関連備品）の提供

有限会社 横浜ベイサ
細山6-4-8
イドサービス

平成29年11月13日 有限会社 アーツ庭園 高石2-43-9

044-969-7035 ・地域の防災訓練への参加

044-954-1482

・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 ・負傷者の救護活動 ・避難誘導 ・負傷者の搬送
・地域の防災訓練への参加
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・地域の防災に関する会合等への参加 ・障害物の除去
・清掃活動等の地域活動への参加
・技術者の派遣（家屋被害認定士、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）の貸出
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 麻生区 】
番号

18

19

20

21

22

登録（変更）年月日

事業所名

平成30年9月11日 株式会社 道建

平成30年12月5日 千代田建工株式会社

平成31年3月26日 株式会社今村建設

平成31年3月26日 株式会社北島工務店

平成31年4月3日

あすなろテック株式会
社

所在地

白鳥1−3−5

東百合丘4−
33-3

千代ヶ丘5−7
−19−101

上麻生3−20
−6

麻生区片平８
−３−３

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

044−543-9933

・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
・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、懐中電灯等）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

044−959-5951

・初期消火
・避難誘導
・地域の防災に関する会合等への参加 ・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
への参加
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）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
・一時避難場所等の提供（駐車場）

・地域の防災訓練への参加

044-969-9350 ・清掃活動等の地域活動への参加

・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
・食料品の提供（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）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
・一時避難場所等の提供（駐車場）

044-954-1111

・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
・負傷者の救出活動
・清掃活動等の地域活動への参加
・負傷者の搬送
・障害物の除去

044-281-4713

・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・地域の防災訓練への参加
・障害物の除去
・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
・日用品（タオル、軍手、雨具、下着、タオル等
・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）
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 麻生区 】
番号

23

24

25

登録（変更）年月日

事業所名

平成31年4月10日 麻生建設株式会社

令和1年5月31日

令和1年9月13日

所在地

上麻生六丁目
13番13号

株式会社東洋社

東百合丘１丁
目22番10号

有限会社成幸

細山6丁目4番
地８

連絡先

044-987-9370

044-952-3593

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
・障害物の除去
・ 地域の防災に関する会合等への参加
・仮設物（トイレ）
・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）
・一時避難場所等の提供（駐車場）
・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
・ 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
・ 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）
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地
・ 電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）
域活動に対する事業所等の施設の提
・ アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）
供

044-945-2422 ・地域の防災訓練への参加

5／5

・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）

