● 川崎市防災協力事業所一覧 【 宮前区 】
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
・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

災害時における協力内容
・初期消火
・資機材（バール、ジャッキ）を用いた救助活動
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供
・資機材（バール、ジャッキ）の貸出
・その他（専門職として耐震のお手伝い）

1

平成22年5月31日 高橋工務店

菅生2-21-12

044-977-2348

2

平成22年5月31日 甲信電気㈱

馬絹6−16−15

044-888-4869

3

平成24年5月15日 ㈱吉田商会

菅生6-33-4

044-976-3343 ・地域の防災に関する会合等への参加 ・障害物の除去

・避難誘導
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供

・地域の防災訓練への参加
・清掃活動等の地域活動への参加

4

平成24年6月5日

5

平成24年6月26日 日東塗装㈱

6

7

㈱栄建

平成24年8月17日 露木建設㈱

平成25年4月11日 タケダ㈱

044-742-7560

野川1039-1

044-788-1944 域活動に対する施設の提供

犬蔵1-8-31

8

平成25年9月4日

㈱中山防災

9

平成26年3月19日

川崎信用金庫（野川支
野川535-2
店）

馬絹590

・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

・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
・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
・地域の防災に関する会合等への参加
・その他の防災・救援活動等、独自の取組（建設機械（パワーショベル等）による救出
活動及び道路整備）

犬蔵1-6-16
-203

野川3025-3

・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動

・地域の祭り、運動会、バザーなどの地

・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
・一時避難場所（駐車場（宮前区野川1002-1））の提供

044-766-6561

・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
・技術者の派遣（家屋被害調査士・応急危険度判定士）
・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
・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）の貸出
・一時避難場所等の提供（駐車場、会議室）

044-976-1881

・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、バザーなどの地
域活動に対する施設の提供

044-854-6461

・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
・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

・初期消火
・避難誘導
・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）
・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、会議室）

・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）

044-755-8511

1／5

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 宮前区 】
番号

登録（変更）年月日

10

平成26年3月19日

11

平成26年6月3日

事業所名
川崎信用金庫（向ヶ丘
支店）

菅生建設株式会社

所在地
南平台2-10

初山2-9-12

連絡先

平常時における協力内容

044-977-7411

・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）

044-977-0547

・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・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）の提供
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供
・衣類・身の回り品（服、防寒着、下着、タオル等）の提供
・仮設物（テント等）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）の提供
・アウトドア用品（寝袋、ガスコンロ等）の提供
・学用品（文房具等）の提供
・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
・負傷者の搬送
・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

12

平成26年9月24日 株式会社 航建

白幡台1-5-15

044-978-0016

13

平成27年7月6日

交安 株式会社

東有馬5-26-10

044-856-1400 ・地域の防災訓練への参加

14

平成28年2月8日

株式会社 ホリプロジェ
菅生3-42-23
クト

15

平成28年6月28日

安藤ハザマ 宮崎作業
鷺沼3-3-1-304
所

災害時における協力内容

・地域の祭り、運動会、バザーなどの地

044-750-8846 域活動に対する施設の提供

・地域の防災訓練への参加

044-857-0925 ・清掃活動等の地域活動への参加
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・避難誘導
・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
・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（１階倉庫）の提供

・初期消火
・障害物の除去
・技術者の派遣（家屋被害認定士、応急危険度判定士等）
・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）
・医薬品・衛生材料・介護用品
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯など）
・寝具（布団、毛布、枕等）
・その他（土のう、ブルーシート）の貸出
・一時避難場所（現地敷地ヤード）

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 宮前区 】
番号

16

登録（変更）年月日

事業所名

平成28年8月23日 株式会社 松下工商

所在地

連絡先

平常時における協力内容

・初期消火
・避難誘導
・資機材（バール、ジャッキ等）を用いた救出活動
・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

南平台10-22-407 044-967-0580

044-751-6171

災害時における協力内容

・初期消火
・資機材（バール、ジャッキ等）を用いた救出活動
・地域の防災訓練への参加
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
・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）の提供・貸出
・一時避難場所（地下倉庫）の提供

17

平成28年9月23日 富双電気 株式会社

野川286-7

18

平成28年10月5日 株式会社 美栄工業

神木本町2-17-14 044-888-0480 ・地域の防災に関する会合等への参加 ・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

19

平成28年10月5日 株式会社 加瀬建設

馬絹1285

044-866-5424 ・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）の提供・貸出

20

平成28年10月5日 有限会社 斎藤造園

水沢2-17-20

044-977-7384 ・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）の提供・貸出

・地域の防災訓練への参加

・地域の防災訓練への参加

・資機材（バール、ジャッキ等）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、ジャッキ等）を用いた救出活動

・清掃活動等の地域活動への参加

馬絹1219-7
ハイツスズキ106

21

平成28年12月19日 株式会社 グラニット

22

平成29年2月23日 株式会社 浦野工務店 野川3051-15

・資機材（バール、ジャッキ等）を用いた救出活動

・その他（降雪時の除雪）

・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）
・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）

044-863-3327

・資機材（バール、ジャッキ等）を用いた救出活動

044-788-7716 ・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）の提供・貸出
・障害物の除去
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 宮前区 】
番号

23

登録（変更）年月日

事業所名

平成29年3月14日 北條建設 株式会社

所在地

菅生2-18-1

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

災害時における協力内容
・初期消火
・資機材（バール、ジャッキ等）を用いた救出活動

044-977-2275 ・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）の提供・貸出
・障害物の除去

有馬1-7-5
ＳＯＭＰＯケア株式会社
サンプラザ鷺沼１
ＳＯＭＰＯケア川崎鷺沼
Ｆ

24

平成30年8月16日

25

平成29年11月13日 株式会社 ホクト

神木本町2-5-5

・避難誘導

・地域の防災訓練への参加
044-860-6530 ・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（駐車場、食堂、ホール）
【一時避難場所は別住所になります（宮前区野川755-1）そんぽの家宮前野川】

・地域の防災訓練への参加

・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）

0120-50-9262 ・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
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）

26

平成30年7月10日 株式会社 安田建設

南平台12−1

・地域の防災訓練への参加

・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
・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

27

平成31年3月26日 福吉塗装株式会社

犬蔵1−6−40

044-975-0221

28

平成31年3月29日 藤原建設株式会社

野川2594-1

044-755-7000 ・地域の防災に関する会合への参加

29

平成31年3月29日 藤和建興株式会社

野川2594-2

044-752-0808 ・地域の防災に関する会合への参加

30

平成31年3月29日 横堀電機工業株式会社 菅生ケ丘16−10

・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動

044−976-1541 ・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
・建設機械（パワーショベル等）による救出活動及び道路整備

044-976-5321

・初期消火
・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、フォークリフト、発電機等）貸出
・一時避難場所の提供（駐車場）

・地域の防災訓練への参加

・降雪時の除雪作業
・当路や施設等のパトロール

・地域の防災訓練への参加

・降雪時の除雪作業
・当路や施設等のパトロール

・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
・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
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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
・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
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）の貸出

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 宮前区 】
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

・ 初期消火
・ 負傷者の救護活動
・避難誘導
・ 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
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
加
・清掃活動等地域活動への参加
・障害物の除去
その他
・衣類・身の回り品（服、防寒着、下着、タオル等）
・ 寝具（布団、毛布、枕等）
・ 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）
・ 学用品（文房具、かばん等）

31

平成31年4月3日

河合土木株式会社

野川2908番地4

044-752-3900

32

令和1年5月31日

株式会社村瀬造園

宮崎二丁目8 番
地7池田ビル

044-854-2580 ・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）

33

34

令和1年5月31日

令和1年9月13日

株式会社橋本ハウジン
野川939番地27
グ

株式会社飯尾工業

宮崎6丁目4番地
15

・地域の防災訓練への参加

・初期消火
・避難誘導

・本社（一時避難場所等の提供）

・地域の防災訓練への参加

・避難誘導
・ 資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動

044-751-7731 ・地域の防災に関する会合等への参加 ・ 障害物の除去

044-854-8455

・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
・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）
・地域の防災に関する会合等への参加
・その他（建設機械（パワーショベル等）による救出活動）

5／5

