● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

登録（変更）年月日

1

平成22年3月30日

事業所名
㈱澤田組

所在地
浜町4-2-3

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

044-322-3468 ・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

2

平成22年4月30日

㈱創信建築事務所 榎町1-18

044-211-4241 ・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4月30日

㈱佐藤工務店

川中島2-18-3

044-277-5611

・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

災害時における協力内容
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救助活動
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機など）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
・負傷者の救護活動
・避難誘導
・負傷者の搬送
・技術者の派遣（家屋被害調査士・応急危険度判定士）
・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
・衣類、身の回り品（服、防寒着、下着、タオル等）の提供
・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
・３ｔダンプ車両2台の貸出
・一時避難場所（駐車場）の提供

4

平成22年4月30日

協成電気㈱

新川通3-12

044-211-1191 ・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
・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、発電機など）の貸出
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）などの貸出
・一時避難場所（会議室・倉庫）の提供

5

平成22年5月31日

杉本電気産業㈱

渡田向町6-5

044-211-4745

・労務提供で可能な支援活動
・電設資材の提供
・一時避難場所（駐車場）の提供
・障害物の除去
・その他（仮設道路等資材運搬、オペレータ）
・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、発電機など）の貸出
・一時避難場所等の提供（駐車場）
・その他の防災・救援活動等、独自の取組（ ISO14001 取得済）

・地域の防災訓練への参加

6

平成23年11月24日

前田道路㈱川崎合
塩浜3-24-10
材工場

044-299-4333 ・清掃活動等の地域活動への参加

7

平成26年10月8日

清水建設㈱横浜支
砂子1-1-14
店 川崎営業所

・技術者の派遣（家屋被害調査士・応急危険度判定士）
044-244-8550 ・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

・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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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

登録（変更）年月日

8

平成26年10月8日

9

平成24年6月26日

事業所名

所在地

前田建設工業㈱横
小川町18-8浜営業所 川崎連
402
絡所

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
・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）の提供

045-313-7040 ・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

・初期消火
ＪＦＥエンジニアリン 南町16-1 朝日
・地域の防災訓練への参加
044-200-7524 ・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
グ㈱ 川崎支店
生命ビル4階
・学用品（文房具、かばんなど）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
・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）の貸出
・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・貸出
域活動に対する施設の提供
・仮設物（トイレ、風呂、テント）の提供・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・提
供
・一時避難場所等（駐車場）の提供

10

平成26年11月26日

㈱Ｋラインサービス

四谷上町1413

044-201-4408

11

平成24年9月11日

㈲新生工具店

新川通10-15

044-244-5355

・可能な範囲での労務提供
・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）

平成24年10月26日

ＪＦＥ東日本ジーエ
ス㈱

044-328-2781

・資機材（バール、ジャッキ）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
・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）の提供
域活動に対する施設の提供
・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（会議室）

044-355-7221

・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
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）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
・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
・その他の防災・救援活動等、独自の取組（ 年2回防災訓練を実施（消火訓練、
地震対策訓練） ）

12

13

平成29年4月25日

南渡田町1-14

ＪＦＥコンフォーム㈱ 南渡田町1-1
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

登録（変更）年月日

14

平成25年3月15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
・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）の提供

戸田建設横浜支店 東田町8
・地域の防災訓練への参加
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
044-230-2021 ・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）
川崎営業所
パレール212号
・衣類、身の回り品（服、防寒着、下着、タオル等）の提供

15

平成25年5月27日

南陽設備管理株式 鋼管通1-18会社
25

16

平成25年6月24日

川崎市管工事業協
宮本町5-5
同組合

平成25年11月25日

三井住友建設㈱
川崎営業所

17

18

平成25年12月27日

19

平成26年1月6日

砂子2-8-1

０４４−３６６−２８
・清掃活動等の地域活動への参加
７６

044-222-7700 ・地域の防災訓練への参加

・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）
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
・一時避難場所等の提供（駐車場:中原区宮内２−７−６）

044-222-4106

・初期消火
・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
・飲料水（缶・ペットボトル飲料）の提供
・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）
・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）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（建設機械による（パワーシャベル）救助活動、道路整備、３ｔダンプ２台
・地域の防災に関する会合等への参加 の貸出）
・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（倉庫、トイレ：川崎区浜町４−１６−８）

（株）由貴工務店

観音1-11-6

044-280-3307

（株）藤木工業

本町2-2-5

・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）の提供
044-200-9000 ・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

・資機材（バール、ジャッキ）を用いた救出活動
・一時避難場所等の提供（駐車場：川崎区宮前町４−９）

20

平成26年3月19日

川崎信用金庫（本
店）

砂子２−１１−
１

044-222-7581

・寝具（毛布、エアーマット）の提供
・一時避難場所等の提供（ふれあい広場／本店南側）
・一時避難場所等の提供（駐車場:登戸クラブハウス：多摩区登戸新町104）

21

平成26年3月19日

川崎信用金庫（大師
東門前1-1-11
支店）

044-266-6581

・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5月1日

宮前町8-19TK
ビル202
・地域の防災訓練への参加
鹿島建設㈱横浜支
044-223-1528 ・地域の防災に関する会合等への参加
（横浜市中区
店川崎営業事務所
太田町４−５１
総務グループ）

22
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・初期消火
・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
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

登録（変更）年月日

事業所名

所在地

23

平成26年6月13日

株式会社 鳶姫

24

平成26年9月9日

三菱化工機株式会
社
宮前町1-2
本社営業事務所

25

平成26年9月9日

大島2-6-10

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
・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
・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

044-233-5475

・その他の労務提供（労務提供で可能な支援活動）
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
044-333-5362 ・地域の防災に関する会合等への参加 ・学用品（文具等、かばん等）
・一時避難場所等（駐車場）の提供

株式会社エフ・ワイ・
伊勢町5-4-302 044-210-5588
ティー

・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
・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
・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）の提供・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）の提供・貸
出
・一時避難場所等（駐車場）の提供
・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
・その他の労務提供（建設機械（パワーショベル）による道路整備、救助活動）
・その他（軽トラック1台）の貸出
・一時避難場所等（駐車場（川崎区田島町16-1））の提供

26

平成26年9月9日

株式会社マルカエス
田島町4-16
テート

044-276-9809

27

平成26年9月9日

有限会社 柳商店

044-266-0755 ・地域の防災に関する会合等への参加 出

・地域の防災訓練への参加

28

平成26年9月24日

鳥本塗工 株式会
社

池上町10-10

宮本町3-11

044-245-0424

・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

・その他（3ｔダンプ2台、ユンボ1台）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
・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
・その他

・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
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供・貸出
・衣類・身の回りの品（服、防寒着、下着、タオル等）の提供・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）の提供・貸
出
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）の提供・貸出
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）の提供・貸出
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

登録（変更）年月日

事業所名

所在地

29

平成26年9月24日

株式会社
ロードカワサキ

藤崎2-4-10

平常時における協力内容

044-211-4308 ・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
・障害物の除去

・避難誘導
・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
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
・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・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）の提供・貸
出
・一時避難場所（駐車場（川崎区浜町4-8-15））の提供

平成26年10月23日

有限会社 喜有組

31

平成27年4月13日

株式会社 ＡＳＡＤＡ 浅田2-10-11

044-271-6650 ・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

32

平成27年7月6日

大司建設 株式会
社

044-222-1788 ・地域の防災訓練への参加

34

平成30年9月25日

平成27年10月8日

株式会社 レットウ
イング

株式会社 北條組

旭町1-1-6

京町1−5−4

出来野11-13

044-366-0145

災害時における協力内容

30

33

田島町5-2

連絡先

・地域の防災訓練への参加

・初期消火

・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動

044-201-4858

・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
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）
・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）
・衣類、身の回り品（服、防寒着、下着、タオル等）

044-288-5961

・初期消火
・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
・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
・バックホウを用いたがれき等の撤去

044-277-0231

・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 ・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
・一時避難場所の提供（敷地内駐車場）

35

平成27年10月8日

木下土木 株式会
社

塩浜3-24-12

36

平成27年10月27日

株式会社 島田

渡田新町2-8-5 044-223-8517 ・地域の防災訓練への参加

5／14

・初期消火

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

37

登録（変更）年月日

平成27年11月30日

事業所名

株式会社 小沼工
務店

所在地

池上町9-23

連絡先

平常時における協力内容

044-266-8976 ・地域の防災訓練への参加

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、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

38

平成28年4月26日

安田建設 有限会
社

台町1-11

044-287-8791 ・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、ジャッキなど）を用いた救出活動
・障害物の除去
・資機材（パワーショベル、３ｔダンプなど）の貸出
・一時避難場所（駐車場）の提供

39

平成28年4月26日

水ing 株式会社

江川1-4-1

044-288-1995 ・地域の防災訓練への参加

・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）の提供・貸
出

40

平成28年6月9日

青木あすなろ建設
株式会社
川崎出張所

台町4-8-2

044-266-1402 ・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）

・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）
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）

41

平成28年8月23日

株式会社 明成

池上町4-12

044-266-1671 ・地域の防災に関する会合等への参加 ・負傷者の救護活動

42

平成28年9月23日

日立造船 株式会
社
神奈川事務所

南町1-1

044-245-8660 ・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）
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）

・地域の防災訓練への参加

・初期消火

・初期消火
・避難誘導
・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 ・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

43

平成28年12月2日

株式会社 ユニコス 台町3-17-102

044-277-0890

44

平成29年4月26日

有限会社 東亜エン
浅田3-9-10
ジニヤビルサービス

044-333-8627 ・清掃活動等の地域活動への参加

6／14

・資機材（バール、ジャッキ等）を用いた救出活動
・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

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

登録（変更）年月日

45

平成29年4月26日

46

47

48

49

平成29年5月31日

平成29年6月26日

平成29年7月24日

平成29年10月3日

事業所名

株式会社 熊谷組
川崎営業事務所

有限会社 児島防
水工業

所在地

本町1-9-7
三嘉ビル613

藤崎1-11-15

東急建設株式会社
南町1-1
川崎営業所

アート印刷株式会社 池上新町3-1ロジスティックスセン 4
ター
GLP川崎内

株式会社 大華商
事

渡田東町1815
ダイカビル

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

044-245-4381

・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

044-244-8271

・初期消火
・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
・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
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）の貸出
・一時避難場所の提供（駐車場）

044-222-5571

・初期消火
・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

044-270-3351 ・清掃活動等の地域活動への参加

・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
・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）の貸出
・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：川崎区塩浜2-6-11 アート印刷川崎工場）

・地域の防災訓練への参加

044-276-9886

・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
・負傷者の救護活動
・清掃活動等の地域活動への参加
・負傷者の搬送
・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
供

7／14

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
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

50

平成29年12月1日

東洋建設株式会社
横浜支店川崎出張 港町4-18
所

044-244-8677 ・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
・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
・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）

51

平成29年12月1日

有限会社 タカモト
塗装店

台町22-5

044-277-8565 ・地域の防災訓練への参加

・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

52

平成30年3月22日

株式会社 共和工
業

浅野町8-2

044-223-7099 ・清掃活動等の地域活動への参加

53

54

平成30年8月16日

平成30年9月11日

株式会社 眞和

有限会社 TATEKO

中島2−11−6
−203

川崎区浜町4
−2−3

・地域の防災訓練への参加

・初期消火
・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

044-201-1037

・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
・負傷者の救出活動
・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
・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
域活動に対する施設の提供
・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）の貸出
・一時滞在施設（プレハブ）の提供（川崎区中島1−12−1）

044-322-3895

・地域の防災訓練への参加
・地域脳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
域活動に対する事業所等の施設の提
供

8／14

・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
・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
・一時避難場所等の提供（駐車場）

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

55

登録（変更）年月日

事業所名

所在地

連絡先

平成30年9月28日

株式会社 安藤・間 川崎区宮本町
044−245-5740
川崎営業所
3−6−1101

平成30年9月28日

株式会社 柴田土
木

平常時における協力内容

災害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）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（工事現場指揮等）

・地域の防災訓練への参加

56

・地域脳防災に関する会合等への参加
川崎区京町3
044−355-1032 ・地域の祭り、運動会、バザーなどの地 ・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
−1−2−1415
域活動に対する事業所等の施設の提
供

57

58

59

平成30年10月9日
（令和元年8月2日）

株式会社 神奈川ク 藤崎三丁目５
リーン
番１号

平成30年12月19日

株式会社コクサイテ 川崎区池田1
クノ
−4−5

平成31年1月28日

株式会社 進晃

川崎区宮前町
1−7

044−277-3152

044−201-2100

・地域の防災に関する会合等への参加
・ その他（清掃活動等の地域活動への ・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
参加）
・その他（４ｔダンプ・ロードスイーパーの貸出）

・地域の防災訓練への参加
・地域の防災に関数会合等への参加
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地
域活動に対する事業所等の施設の提
供

044-276-7057 ・地域の防災訓練への参加

9／14

・初期消火
・避難誘導
・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
・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、発電機等）貸出
・一時避難場所等の提供（駐車場）

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
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

災害時における協力内容

・避難誘導
・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・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
・医薬品、衛星材料、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
・寝具（布団、毛布、枕等）の貸出
・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
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）の貸出

株式会社 渡辺土
木

川崎区殿町１
−４−１０

平成31年2月28日

株式会社 由貴工
業

川崎区観音111-6

平成31年3月26日

千代田電気株式会 川崎区榎町9
社
−13

63

平成31年3月26日

株式会社菊池電業 川崎区四谷上
社
町2−9

044-266-3648

64

平成31年3月26日

川崎区田島町
加藤土建株式会社
4−16

044-322-4431 域活動に対する事業所等の施設の提 ・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

60

61

62

平成31年1月28日

044-277-2424 ・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

044-280-3307

・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

・負傷者の救護活動
・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・障害物の除去
・建築機械（パワーショベル等）による救出活動及び道路整備
・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

044-244-5461

・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

・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

・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
・寝具（布団、毛布、枕等）の提供
・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
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地 ・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
供

10／14

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

65

66

67

68

69

登録（変更）年月日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

事業所名

所在地

荏原実業株式会社 川崎区日進町
神奈川支社
26−17

東亜建設工業株式
川崎区夜光1
会社横浜支店川崎
−1−4
営業所

株式会社トモエコー 川崎区中島11
ポレーション
−6

川崎区池田2
株式会社石塚土木
−4−19

シンヨー株式会社

川崎区大川町
8−6

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

044-221-8950 ・地域の防災に関する会合への参加

044-280-3390

・初期消火
・支援活動
・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
・医薬品、衛星材料、介護用品（家庭用医薬品、担架、生理用品、紙おむつ等）
の提供

・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
・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への参加
・食料品の提供（カップラーメン、レトルト食品、米等）
・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
・地域の祭り、運動会、バザーなどの地 ・医薬品、衛星材料、介護用品（家庭用医薬品、担架、生理用品、紙おむつ等）
域活動に対する事業所等の施設の提 の提供
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、タオル等）
・仮設物（トイレ、風呂、テント等）
・電化製品（テレビ）の貸出
・学用品（文房具）の貸出
・一時避難場所の提供（駐車場）

・地域の防災訓練への参加

044-233-6434 ・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

044-344-5186

災害時における協力内容

・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
・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

044-366-4771 ・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

11／14

・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
・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）
・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（建物）

・初期消火
・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
・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
・３ｔダンプ２台の貸出
・初期消火
・負傷者の救出活動
・障害物の除去
・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
・一時避難場所の提供（駐車場）

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

登録（変更）年月日

70

平成31年3月29日

71

72

事業所名

所在地

株式会社邦松工務 川崎区大師駅
店
前2−10−12

南町２０−３川
崎ビル５階

平成31年4月3日

柴崎工業株式会社

平成31年4月10日

藤崎2丁目１４
株式会社山長建材
番10号

連絡先

平常時における協力内容

044-244-4435 ・清掃活動等の地域活動への参加

・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）

044-211-1601 ・地域の防災に関する会合への参加

・初期消火
・避難誘導
・その他（可能な支援活動）
・食料品の提供（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）の提供
・電化製品（テレビ）の貸出

・地域の防災に関する会合への参加

・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）

044-211-4458

73

平成31年4月10日

株式会社宅配 榎
町営業所

榎町6-5八木ビ
044-233-6981 ・ 地域の防災訓練への参加
ル２F

74

平成31年4月18日

野州工業株式会社

桜本一丁目12
番１号

75

76

77

平成31年4月22日

大恵建設株式会社 大島4-2-6

渡田１丁目10
番17号

令和元年5月7日

株式会社I＆I

令和元年5月7日

渡田新町３丁
株式会社山口塗装
目７番１０号

災害時における協力内容

・初期消火
・避難誘導
・ 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）
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
・学用品（文房具、かばん等）
・その他（応急給水活動支援、広報活動支援、交通整理支援

・ 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）

044-266-7000

044-244-0231

・避難誘導
・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
域活動に対する事業所等の施設の提 ・ 障害物の除去
供
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
・一時避難場所等の提供（駐車場、トイレ）

044-272-7080

・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

・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
・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）
・避難誘導
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
・衣類・身の回り品（服、防寒着、下着、タオル等）
・一時避難場所等の提供（駐車場）

044-344-1359
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

登録（変更）年月日

事業所名

78

令和元年5月14日

株式会社三和

79

令和元年5月31日

川又電機工事株式 観音二丁目９
会社
番３号

80

令和元年5月31日

昌栄電設株式会社

81

令和元年5月31日

株式会社菊池工業 桜本二丁目３０
044-266-4051
所
番９号

82

令和元年5月31日

株式会社丸三

83

令和元年5月31日

カワフルテクノ株式
伊勢町5番3号
会社

84

令和元年6月5日

岡村建興株式会社

所在地
田町3丁目11
番7号

浅田四丁目７
番1号

連絡先

平常時における協力内容

044-299-1201 ・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

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）
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、発電機）

・ 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）
044-277-3834 地域活動に対する事業所等の施設の ・駐車場、本社（一時避難場所等の提供）
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）

044-344-4130

・ 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）

白石町７番6号 044-333-3003

・ 負傷者の搬送
・ 障害物の除去

044-244-7255 ・地域の防災訓練への参加

鋼管通４丁目５
・地域の防災訓練への参加
044-344-5441 ・その他
番３号
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・初期消火
・負傷者の救護活動
・避難誘導

・初期消火
・ 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）

● 川崎市防災協力事業所一覧 【 川崎区 】
番号

85

86

登録（変更）年月日

令和元年7月3日

令和元年8月2日

事業所名

株式会社KEIHIN

所在地

渡田３丁目１７
番７号

大川原建設株式会 田島町１３番２
社
０号

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

044-333-8867 ・その他

044-322-5793

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 ・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）
・衣類・身の回り品（服、防寒着、下着、タオル等）
・事務所（一時避難場所等の提供）
・ユンボ・ダンプ等（その他の防災・救援活動等、独自の取組）

・ 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
・初期消火
加
・清掃活動等地域活動への参加
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）
・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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