● 川崎市防災協力事業所一覧 【 高津区 】
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

1

平成22年5月31日 ㈱丸井電設

子母口987

044-766-0101 ・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

2

3

4

5

平成23年8月12日 ㈱カワコン

平成24年3月21日 川崎めぐみ幼稚園

平成24年7月4日

㈱総商

平成24年8月27日 ㈱昭栄電工社

梶ヶ谷3-14-23 044-742-4710

久末50

野川3901

二子2-1-16

044-777-5405

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
・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

・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
・負傷者の救護活動
・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
・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
・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）の貸出
・その他（事務所の一部を提供）

・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

・初期消火
・避難誘導
・井戸水（井戸の提供）
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救助活動
・一時避難場所（駐車場、グラウンド、ホール（140㎡））の提供

044-788-8521

・初期消火
・井戸水（井戸の提供）
・一時避難場所等の提供（駐車場）
・その他の防災・救援活動等、独自の取組

044-822-2460 ・清掃活動等の地域活動への参加

・初期消火
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・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、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）

・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 【 高津区 】
番号

6

7

8

9

登録（変更）年月日

事業所名

飛島建設㈱
平成24年10月17日 横浜営業所
首都圏土木支店

平成25年3月6日

関東宇部コンクリート工業
(株) 溝の口工場

平成26年3月14日 福山産業(株)

平成26年3月14日 ㈲三高工業所

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
・避難誘導
・資機材（バール、ジャッキ）を用いた救出活動
・技術者の派遣（家屋被害調査士・応急危険度判定士）
・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）
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）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（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、発電機等）の貸出
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）
・学用品（文房具、かばんなど）の提供
・一時避難場所等の提供（駐車場、会議室）

坂戸3-2-1
KSP西棟

044-820-7460 ・清掃活動等の地域活動への参加

末長1425

044-822-9435 ・地域の防災に関する会合等への参加 ・負傷者の救護活動
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）の提供

千年1251

千年1251

・地域の防災訓練への参加

・地域の防災訓練への参加

044-740-6692

・初期消火

・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
・清掃活動等の地域活動への参加
・資機材（バール、ジャッキ）を用いた救出活動
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地 ・障害物の除去
域活動に対する施設の提供
・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、発電機等）の貸出
・一時避難場所等の提供（駐車場）
・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）を用いた救出活動
・障害物の除去

044-751-6000
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 高津区 】
番号

10

11

12

13

登録（変更）年月日

平成26年7月8日

平成26年7月8日

事業所名

デイサービス
チャオ 久末店

株式会社 櫻澤工務店

平成26年9月24日 株式会社 石岡組

平成27年4月22日 株式会社 光洲産業

所在地

久末1553-4

上作延837

末長2-31-13

久地4-10-11

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

044-797-6359

・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
・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
・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
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地
提供
域活動に対する施設の提供
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供
・その他
・衣類・身の回り品（服、防寒着、下着、タオル等）の提供
・寝具（布団、毛布、枕等）の提供
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）の提供
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）の提供
・学用品（文房具、かばん等）の提供
・一時避難場所の提供（駐車場）

044-866-3448

・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
・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）の提供
・地域の防災訓練への参加
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供
・地域の防災に関する会合等への参加
・仮設物（トイレ、風呂、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
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）の提供

044-872-7180

・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
・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
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）の提供・貸出

044-822-0795

・初期消火
・負傷者の救護活動
・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
・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）
・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）
・井戸水（井戸の提供）
・その他（２ｔ車、４ｔ車貸出）
・一時避難場所等の提供（駐車場）
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 高津区 】
番号

14

登録（変更）年月日

事業所名

平成27年11月18日 株式会社 チョウエイ

所在地

上作延539-5

連絡先

平常時における協力内容

044-870-1853

・初期消火
・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 ・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
・清掃活動等の地域活動への参加
出
・一時避難場所（コンテナ倉庫（高津区上作延541・宮前区菅生4-1-2））の提供

・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
・障害物の除去
・その他
・その他（交通誘導員の派遣）
・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）の提供・貸
出

15

平成28年8月23日 株式会社 フロシャイム

溝口4-13-18

044-812-1178

16

平成28年8月23日 ロードアート 株式会社

下作延2-8-57

044-870-5020 ・地域の防災訓練への参加

・初期消火
・避難誘導

・初期消火
・地域の防災訓練への参加
・技術者の派遣（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 ・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）の提供
・清掃活動等の地域活動への参加
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）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）の貸出

17

平成30年3月16日 株式会社 みやこ企画

上作延739-4

044-870-2480

18

西松建設株式会社
平成31年2月28日 関東土木支社 川崎営業
所

上作延539-1
サンライズ中
島206

044-888-5080 ・地域の防災に関する会合への参加

19

平成31年4月3日

久地2丁目12
番6号

044-833-2485 ・清掃活動等の地域活動への参加

浅川建設工業株式会社

災害時における協力内容

・地域の防災訓練への参加

・地域の防災訓練への参加
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・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
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供

・初期消火
・・井戸水（井戸の提供）
・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
・一時避難場所の提供（駐車場 高津区久地３丁目14番11号）

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 高津区 】
番号

20

登録（変更）年月日

平成31年4月3日

事業所名

月野建設株式会社

21

令和元年5月7日

22

令和元年5月31日 株式会社佐野建設

23

24

令和元年8月2日

株式会社都市環境開発

所在地

平常時における協力内容

災害時における協力内容

044-752-6888

・ 初期消火
・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
・井戸水（井戸の提供）
加
・清掃活動等地域活動への参加
・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）
・一時避難場所等の提供（資機材置き場 高津区久末1653番地）

坂戸3-22-3

044-833-3221

・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
・仮設物（トイレ）
・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、発電機）
・学用品（文房具）
・一時避難場所等の提供（事務所高津区坂戸3-22-3）

久地二丁目８
番36号

044-822-0140 ・地域の防災訓練への参加

東野川１丁目
5-29

株式会社テクノアート・イシ 千年６５９番地
ヤマ
１

令和元年９月９日 有限会社水野興業

連絡先

千年３０１番地
１

044-755-7190

・ 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）

・初期消火
・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
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地
・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）
域活動に対する事業所等の施設の提
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
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）

・ 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
・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（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）
・駐車場

044-751-0799
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