● 川崎市防災協力事業所一覧 【 幸区 】
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
・地域の防災に関する会合への参加

1

平成22年3月30日 ㈱ハヤカワ

小倉803-1

災害時における協力内容
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）の提供

044-588-5531 ・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、電動カッター、フォークリフト、発電機など）の貸出
域活動に対する施設の提供

・一時避難場所（駐車場）の提供

・地域の防災訓練への参加

2

平成26年9月9日

オーベルグランディオ川
神明町1-80-1
崎 管理組合

044-520-3668 ・地域の防災に関する会合等への参加
・一時避難場所等の提供（北側公開空地）
・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
域活に対する事業所等の施設の提供

3

平成26年3月19日

川崎信用金庫（御幸支
店）

南幸町3-34-2

044-511-0147

・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）

4

平成26年3月19日

川崎信用金庫（加瀬支
店）

南加瀬3-6-1

044-588-8811

・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）

5

平成26年9月9日

株式会社 衣鳩工務店 南加瀬2-18-19 044-599-2232

・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（家屋被害認定士、応急危険度判定士等）
・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）の提供
域活動に対する事業所等の施設の提
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
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・貸出
・一時避難場所等（作業場（幸区南加瀬4-14-43））の提供

株式会社トモエカンパ
ニー

・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
域活に対する事業所等の施設の提供

幸町2-693

044-201-8996

・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
・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（建物（幸区中幸町4-17-3））の提供

6

平成26年12月11日

7

平成27年10月27日 株式会社 幸栄工業

南加瀬2-36-13 044-201-9130 ・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
・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（幸区南加瀬3-8-29））の提供

8

平成27年10月27日 宝建工業 株式会社

北加瀬2-5-35

・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・貸出
・一時避難場所（駐車場）の提供

044-223-6528

・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 【 幸区 】
番号

9

登録（変更）年月日

平成27年11月30日 幸伸工業 株式会社

連絡先

平常時における協力内容

北加瀬1-10-12 044-588-2275 ・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
・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

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の救護活動、搬送
・障害物の除去
・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 ・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、飲料水の提供
・清掃活動等の地域活動への参加
・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）の貸出
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）の貸出

平成29年7月24日 株式会社ワカナ

遠藤町16-1

044-544-7320 ・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
・一時避難場所の提供（駐車場）

平成30年7月27日 海月興業株式会社

小倉３−２５−
６

044-223-8960 ・その他

・障害物の除去

11

12

044-522-0461

・初期消火
・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・地域の防災訓練への参加
・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、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）
・清掃活動等の地域活動への参加
・建設機械（３ｔダンプ・小旋回バックホー等）の貸出

044-599-3611

・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

平成30年11月16日 大栄建設株式会社

戸手4−5−18

平成31年3月26日 株式会社村松工務店

小倉4−10−
25

15

平成31年3月26日 株式会社喜美代建設

鹿島田2−17
−62

044-511-0123 ・地域の防災訓練への参加

16

平成31年3月29日 若井工業株式会社

遠藤町16-10

044-555-0331 ・地域の防災訓練への参加

14

災害時における協力内容

045-341-0222

平成28年10月26日

環境デザイン・アトリエ
一級建築士事務所

所在地

中幸町2-333-201

10

13

事業所名
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・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）

・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
・仮設物（トイレ、風呂、テント等）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

・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 【 幸区 】
番号

17

18

19

登録（変更）年月日

平成31年4月3日

平成31年4月10日

事業所名

沼田工業株式会社

所在地

南加瀬３丁目４
044-599-1561
番９号

株式会社宅配 加瀬営 北加瀬1-35業所
20

平成31年4月17日 有限会社 誠サービス

連絡先

南加瀬5-1-14
−102

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
・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（寝袋、ガスコンロ等）の提供
・一時避難場所の提供（駐車場）

044-599-0600 ・ 地域の防災訓練への参加

・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）

044-580-6638 ・清掃活動等地域活動への参加

・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
・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）
・その他（トイレットペーパーの提供）

・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）
・地域の防災訓練への参加
・ 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）
・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）
・清掃活動等の地域活動への参加
・ 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）
・ 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）
・ 電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）
・ アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）
・ 学用品（文房具、かばん等）

20

令和1年5月31日

愛知電業株式会社

塚越二丁目
255番地51

21

令和1年5月31日

株式会社志岐工事

小倉二丁目１０
・ 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）
044-588-4499 ・地域の防災に関する会合等への参加
番４号

044-511-4171

・ 技術者の派遣（家屋被害認定士、応急危険度判定士等）
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● 川崎市防災協力事業所一覧 【 幸区 】
番号

22

登録（変更）年月日

事業所名

大成建設株式会社 横
平成28年7月11日 浜支店 川崎営業所
（令和元年8月2日） 臨港水江町線橋梁下部
工工事作業所

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

幸区堀河町
初期消火・負傷者の救助活動・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）
580ソリッドスク
・地域の防災訓練への参加
044-541-3811 ・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）
エアビル東館４
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
階
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