
【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

1 平成22年3月30日 株式会社澤田組 川崎区浜町4-2-3 044-322-3468

・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

・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
・ダンプ3トン（3台：約1週間）
・小型ユンボ（2台：約1週間）

2 平成22年4月30日 株式会社創信建築事務所 川崎区榎町1-18 044-211-4241

・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

・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

3 平成22年4月30日 株式会社佐藤工務店 川崎区川中島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

・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 協成電気株式会社 川崎区新川通3-12 044-211-1191

・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
・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 杉本電機産業株式会社 川崎区渡田向町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
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

6 平成23年11月24日
前田道路株式会社
川崎合材工場

川崎区塩浜3-24-10 044-299-4333

・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

・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）

7 平成26年10月8日
清水建設株式会社
横浜支店　川崎営業所

川崎区砂子1-1-14 044-244-8550

・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

・技術者の派遣（家屋被害調査士・応急危険度判
定士）
・飲料水（缶・ペットボトル飲料）の提供

8 平成26年10月8日
前田建設工業株式会社
横浜営業所　川崎連絡所

小川町18-8-402 045-313-7040

・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

・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

9
平成24年6月26日
（令和3年1月14日）

ＪＦＥエンジニアリング株式会
社川崎支店

川崎区東田町8番地 ﾊﾟﾚｰﾙ三
井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1階

044-200-7524

・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
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供
・学用品（文房具、かばんなど）の提供

10
平成26年11月26日
（令和2年10月1日）

株式会社Ｋラインサービス 川崎区藤崎4-7-13-1F 044-201-4408

・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
・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）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・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）などの貸
出
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）の貸
出
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11 平成24年9月11日 有限会社新生工具店 川崎区新川通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）

12 平成24年10月26日
ＪＦＥ東日本ジーエス株式会

社
川崎区南渡田町1-14 044-328-2781

・地域の防災に関する会合等への参加
・地域の祭り、運動会、バザーなどの
地域活動に対する施設の提供

・資機材（バール、ジャッキ）を用いた救出活動
・障害物の除去
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）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）

13
平成29年4月25日
（令和2年6月4日）

ＪＦＥコンフォーム株式会社 川崎区南渡田町1-1 044-355-7221

・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

・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
・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）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
・その他の防災・救援活動等、独自の取組（ 年2回
防災訓練を行う（消火訓練、地震対策訓練） ）

14 平成25年3月15日
戸田建設横浜支店川崎営業

所
川崎区東田町8
ﾊﾟﾚｰﾙ212号

044-230-2021

・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

・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）
・衣類、身の回り品（服、防寒着、下着、タオル等）
の提供
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

15 平成25年5月27日 南陽設備管理株式会社 川崎区鋼管通1-18-25
０４４－３６６－２

８７６

・清掃活動等の地域活動への参加 ・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）

16 平成25年6月24日 川崎市管工事業協同組合 川崎区宮本町5-5 044-222-7700

・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

17 平成25年11月25日
三井住友建設株式会社　川

崎営業所
川崎区砂子2-8-1
川崎互恵ﾋﾞﾙ1013

044-222-4106

・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
・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）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、懐中電灯等）の提供

18 平成25年12月27日 株式会社由貴工務店 川崎区観音1-11-6 044-280-3307

・地域の防災訓練への参加
・地域の防災に関する会合等への参加
・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
・障害物の除去
・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台の貸出）
・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）

19 平成26年1月6日 株式会社藤木工業 川崎区本町2-2-5 044-200-9000

・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）を用いた救出活動
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）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：川崎区宮前町４
－９）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

20 平成26年3月19日 川崎信用金庫（本店） 川崎区砂子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（大師支店） 川崎区東門前1-1-11 044-266-6581

・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）

22
平成26年5月1日
令和2年12月18日

鹿島建設株式会社
横浜支店川崎営業事務所

川崎区宮本町5-1-204 044-223-1520

・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
・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

23 平成26年6月13日 株式会社　鳶姫 川崎区大島2-6-10 044-233-5475

・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
・小型バックホー、トラック、排水ポンプ、スコップ（各
1台：5日間）

24
平成26年9月9日
（令和4年6月24日）

三菱化工機　株式会社
本社・川崎製作所

川崎区大川町2-1 044-333-5362

・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

・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
・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）
・一時避難場所等の提供（駐車場）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

25 平成26年9月9日 株式会社エフ・ワイ・ティー 川崎区伊勢町5-4-302 044-210-5588

・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
・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
・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

26 平成26年9月9日 株式会社マルカエステート 川崎区田島町4-16 044-276-9809

・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

・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
・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

27 平成26年9月9日 有限会社　柳商店 川崎区池上町10-10 044-266-0755

・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

・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
・その他（3ｔダンプ2台、ユンボ1台）の貸出

-6-



【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

28 平成26年9月24日 鳥本塗工　株式会社 川崎区宮本町3-11 044-244-0285

・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

29 平成26年9月24日
株式会社

ロードカワサキ
川崎区藤崎2-4-10 044-211-4308

・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

30 平成26年10月23日 有限会社　喜有組 川崎区田島町5-2 044-366-0145

・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

・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
・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・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

31 平成27年4月13日 株式会社　ＡＳＡＤＡ 川崎区浅田2-10-11 044-271-6650

・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
・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　有限会社 川崎区旭町1-1-6 044-222-1788

・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
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

33 平成30年9月25日 株式会社　レットウイング 川崎区京町1-5-4 044-201-4858

・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

・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
・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）
・衣類、身の回り品（服、防寒着、下着、タオル等）
・小旋回ユンボ、排水ポンプ、ダンプ（2t）、ポンプ
（各1台：作業が完了するまで）
・外部用集塵機、パートナー（各１台：作業が完了す
るまで）

34 平成27年10月8日 株式会社　北條組 川崎区出来野11-13 044-288-5961

・地域の防災に関する会合等への参加 ・初期消火
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・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

35 平成27年10月8日 木下土木　株式会社 川崎区塩浜3-24-12 044-277-0231

・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

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の搬送
・障害物の除去
・一時避難場所の提供（敷地内駐車場）

36 平成27年10月27日 株式会社　島田 川崎区渡田新町2-8-5 044-223-8517

・地域の防災訓練への参加 ・初期消火

37 平成27年11月30日 株式会社　小沼工務店 川崎区池上町9-23 044-266-8976

・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
・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
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

38 平成28年4月26日 安田建設　有限会社 川崎区台町1-11 044-287-8791

・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
・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
・パワーショベル（0.1ｍ3）（1台：1か月）
・ダンプトラック（1台：1か月）
・投光機（20台：1か月）

39 平成28年4月26日 水ing 株式会社 川崎区江川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
川崎区台町4-8-2 044-266-1402

・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）
・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 川崎区池上町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

川崎区南町1-1 044-245-8660

・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
・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）

43 平成28年12月2日 株式会社　ユニコス 川崎区台町3-17-102 044-277-0890

・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
・避難誘導
・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）の提供・貸出
・一時避難場所（駐車場）の提供
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

44 平成29年4月26日
有限会社　東亜エンジニヤビ

ルサービス
川崎区浅田3-9-10 044-333-8627

・清掃活動等の地域活動への参加 ・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
・物資提供　タオル（30枚）
・軍手　ゴム手袋（50足）

45 平成29年4月26日
株式会社　熊谷組
川崎営業事務所

川崎区本町1-9-7
三嘉ﾋﾞﾙ613

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

46 平成29年5月31日 有限会社　児島防水工業 川崎区藤崎1-11-15 044-244-8271

・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）

47 平成29年6月26日
東急建設株式会社
川崎営業所

川崎区南町1-1 044-222-5571

・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
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

48 平成29年7月24日
アート印刷株式会社
ロジスティックスセンター

川崎区池上新町3-1-4
GLP川崎内

044-270-3351

・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　・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）

49 平成29年10月3日 株式会社　大華商事
川崎区渡田東町18-15

ﾀﾞｲｶﾋﾞﾙ
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
・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

・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

50 平成29年12月1日
東洋建設株式会社
横浜支店川崎出張所

川崎区港町4-18 044-244-8677

・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）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

51 平成29年12月1日 有限会社　タカモト塗装店 川崎区台町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
・発電機・シャベル・高圧洗浄機・トラック（各1台：約
１週間）

52 平成30年3月22日 株式会社　共和工業 川崎区浅野町8-2 044-223-7099

・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
・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

53 平成30年8月16日 株式会社　眞和 川崎区中島2-11-6-203 044-201-1037

・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
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・負傷者の救出活動
・負傷者の搬送
・障害物の除去
・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）

54 平成30年9月11日 有限会社　TATEKO 川崎区浜町4-2-3 044-322-3895

・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

・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）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

55 平成30年9月28日
株式会社　安藤・間
川崎営業所

川崎区宮本町3-6-1101 044－245-5740

・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
・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
・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）

56 平成30年9月28日 株式会社　柴田土木 川崎区京町3-1-2-1415 044－355-1032

・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
・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

・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動

57
平成30年10月9日
（令和元年8月2日）

株式会社　神奈川クリーン 川崎区藤崎三丁目5番1号 044－277-3152

・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
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
・その他（４ｔダンプ・ロードスイーパーの貸出）

58 平成30年12月19日 株式会社コクサイテクノ 川崎区池田1-4-5 044－201-2100

・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

・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）
・高圧洗浄機（エンジン式）（1台：約１週間）
・AED（1台：約１週間）

59 平成31年1月28日 株式会社　進晃 川崎区宮前町1-7 044-276-7057

・地域の防災訓練への参加 ・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）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

60 平成31年1月28日 株式会社　渡辺土木 川崎区殿町1-4-10 044-277-2424

・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

・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

61 平成31年2月28日 株式会社　由貴工業 川崎区観音1-11-6 044-280-3307

・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

62
平成31年2月28日
（令和3年4月27日）

西松建設株式会社
関東土木支社　川崎営業所

川崎区本町1丁目8-3
東急ﾄﾞｴﾙｱﾙｽ川崎709

044-589-7678

・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

・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

63 平成31年3月26日 千代田電気株式会社 川崎区榎町9-13 044-244-5461

・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
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

64 平成31年3月26日 株式会社菊池電業社 川崎区四谷上町2-9 044-266-3648

・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）

65 平成31年3月26日 加藤土建株式会社 川崎区田島町4-16 044-322-4431

・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

・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

66 平成31年3月29日
荏原実業株式会社神奈川支

社
川崎区日進町26-17 044-221-8950

・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
・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

67
平成31年3月29日
(令和2年4月29日）

東亜建設工業株式会社
横浜支店川崎営業所

川崎区夜光1-1-4 044-280-3390

・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

・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
・医薬品、衛星材料、介護用品（家庭用医薬品、担
架）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、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）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

68 平成31年3月29日
株式会社

トモエコーポレーション
川崎区中島11-6 044-233-6434

・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

・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）

69 平成31年3月29日 株式会社石塚土木 川崎区池田2-4-19 044-344-5186

・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

・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

70 平成31年3月29日 シンヨー株式会社 川崎区大川町8-6 044-366-4771

・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

・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）

71 平成31年3月29日 株式会社邦松工務店 川崎区大師駅前2-10-12 044-244-4435

・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

・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）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

72
平成31年4月3日
（令和4年4月4日）

柴崎工業株式会社 川崎区南町20-3川崎ﾋﾞﾙ5階 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

73 平成31年4月10日 株式会社山長建材 川崎区藤崎2丁目14番10号 044-211-4458

・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）

74 平成31年4月10日 株式会社宅配　榎町営業所
川崎区榎町6-5
八木ﾋﾞﾙ2F

044-233-6981

・ 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

75 平成31年4月18日 野州工業株式会社 川崎区桜本一丁目12番1号 044-266-7000

・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）

76 平成31年4月22日 大恵建設株式会社 川崎区大島4-2-6 044-244-0231

・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

・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）
・一時避難場所等の提供（駐車場、トイレ）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

77 令和元年5月7日 株式会社I＆I 川崎区渡田1-10-17 044-272-7080

・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）

78 令和元年5月7日 株式会社山口塗装 川崎区渡田新町3-7-10 044-344-1359

・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）

79 令和元年5月14日 株式会社三和 川崎区田町3-11-7 044-299-1201

・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）
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、発電機）

80 令和元年5月31日 川又電機工事株式会社 川崎区観音二丁目9番3号 044-277-3834

 ・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

・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）
・駐車場、本社（一時避難場所等の提供）
・発電機、トラック、排水ポンプ、高圧洗浄機、脚立
（複数台：約1週間）

81 令和元年5月31日 昌栄電設株式会社 川崎区浅田4-7-1 044-344-4130

・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）
・排水ポンプ・シャベル ・高圧洗浄機  トラック（1台：
約１週間）

82 令和元年5月31日 株式会社菊池工業所 川崎区桜本2-30-9 044-266-4051

・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）

83 令和元年5月31日 株式会社丸三 川崎区白石町7-6 044-333-3003

・負傷者の搬送
・障害物の除去

-18-



【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

84 令和元年5月31日 カワフルテクノ株式会社 川崎区伊勢町5番3号 044-244-7255

・地域の防災訓練への参加 ・初期消火
・負傷者の救護活動
・避難誘導

85 令和元年6月5日 岡村建興株式会社 川崎区鋼管通4-5-3 044-344-5441

・地域の防災訓練への参加
・その他

・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）

86
令和元年7月3日
（令和4年4月18日）

株式会社KEIHIN 川崎区渡田3-17-7 044-333-8867

・地域の防災訓練への参加
・その他

・初期消火。負傷者の救護活動
・避難誘導 ・負傷者の搬送
・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）
・一時避難所の提供（屋上（津波避難所））
・その他の防災・救助活動等、独自の取り組み（ト
ラック1台：約1週間）

87 令和元年8月2日 大川原建設株式会社 川崎区田島町13-20 044-322-5793

・ 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

・初期消火
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）・飲料水（500  
120 本）
・トラック３t（1台：約１週間）
・ビニルシート（3.6×5.4m　100 枚）

88 令和元年10月9日
株式会社関電工南関東・東
海営業本部神奈川支店川崎

営業所

川崎区貝塚1-1-3
川崎富国生命ﾋﾞﾙ2階

044-245-7746

・地域の防災に関する会合等への参加 ・その他（可能な範囲内での労務提供）
・日用品（タオル、軍手）

89 令和元年11月11日 ケイ・アイ株式会社 川崎区大島4丁目1番20号 044-222-1610

・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

・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）

90 令和元年11月11日 川崎建築労働組合 川崎区藤崎1-13-27 044-222-4447

・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
・住宅デー開催等による住宅耐震化の
促進や防災活動の周知

・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
・技術者の派遣（家屋被害認定士、応急危険度判
定士等）
・住宅デー開催等による住宅耐震化の促進や防災
活動の周知

-19-



【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

91 令和2年4月14日
五洋建設株式会社横浜営業

支店川崎営業所
川崎区南町1-8
林ﾋﾞﾙ川崎404号室

044-222-4752

・地域の防災訓練への参加 ・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）
・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）

92 令和2年5月12日 株式会社鈴重建設 川崎区池田2-2-9 044-328-6547

・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

・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）
・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（ブルーシート、土嚢袋の提供）・ブルー
シート（30枚：寄与）
・2ｔダンプ（1台：約1週間）
・角スコップ（10台：寄与）

93 令和2年6月11日 新電工株式会社 川崎区池上新町2-11-7 044-280-1630

・初期消火
・負傷者の救護活動
・避難誘導

94 令和2年7月27日 株式会社吉浜工業所 川崎区中島2-13-1 044-244-5118

・初期消火
・避難誘導
・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）

95 令和2年8月18日 株式会社山根工務店 川崎区本町2-7-1 044-244-4811

・地域の防災に関する会合等への参加
・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

・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）
・飲料水（管・ペットボトル飲料等）
・駐車場（一時避難場所等の提供）
・その他（ミニユンボ）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

96 令和2年8月25日 東都熱工業株式会社 川崎区富士見2-5-6 044-244-7230

・地域の防災に関する会合等への参加 ・初期消火
・負傷者の救護活動
・避難誘導
・負傷者の搬送
・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）
・仮設物（トイレ、風呂、テント等）
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）
・その他（一時避難場所等の提供：4～6Ｆ改修未定
の為住戸8部屋）

97 令和2年9月2日 株式会社　小川組 川崎区榎町3-4 044-244-5661

・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）

98 令和2年9月8日 松村建設株式会社 川崎区大島上町22-17 044－223-9661

・地域の防災訓練への参加 ・資機材（バール、ジャッキ）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）

99 令和2年9月24日 株式会社　山創 川崎区鋼管通1-3-16 044－329-0585

・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

・避難誘導
・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）
・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（２tダンプ）
・駐車場（一時避難場所等の提供）
・その他の防災・救援活動等、独自の取組（地域防
災活動の参加）

100 令和3年2月15日 神明建設株式会社 川崎区渡田1-11-10 044-328-7652
・地域の防災に関する会合等への参加 ・負傷者の救護活動
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

101 令和3年3月18日 株式会社　吉忠工務所 川崎区藤崎1-12-13 044-211-0166

・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

・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）
・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）
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）
・駐車場（一時避難場所等の提供：川崎市川崎区
藤崎1-12-13）

102 令和3年3月18日 株式会社アップ総合企画 川崎区元木2-5-16 044-328-1162

・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

・避難誘導
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・その他（浸水被害後の高圧洗浄活動、薪ストーブ
やかまどベンチを利用した炊出し）
・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（高圧洗浄機、2tトラック、薪ストーブ、かま
どベンチ）

103 令和3年3月23日 大場建設株式会社 川崎区浅田3-1-19 044-344-0449

・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
・避難誘導
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）

104 令和3年3月30日
村本建設株式会社
横浜支店川崎出張所

川崎区宮本町8-25-404 044-200-4140

・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）
・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）

105 令和3年4月9日 小田土木株式会社 川崎区浅田2-10-11 044-366-8223

・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

・資機材（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）
・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）
・駐車場（一時避難場所等の提供）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

106 令和3年4月13日 大島工建株式会社 川崎区大島4-2-6 044-271-1011

・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

・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

107 令和3年6月4日
須藤工業株式会社　川崎工

事事務所
川崎区浅野町4-10 044-322-5856

・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
・避難誘導
・障害物の除去

108 令和3年6月28日 株式会社　南信社 川崎区境町12-15 044-222-2260

・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

・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）

109 令和3年8月23日 株式会社　青伸 川崎区田島町3-19 044-201-6120

・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
・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、発電機等）
・その他（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）

110 令和3年9月2日
株式会社大林組

横浜支店川崎営業所
川崎区砂子1-7-1 DKﾋﾞﾙ7階 044-874-6156

・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

・資機材（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）
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）

111 令和3年9月13日 株式会社　京浜総工 川崎区田島町1-4 044-328-0312

・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
・障害物の除去
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）
・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（一時避難場所等：川崎区田島町１番４号）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

112 令和3年10月26日 株式会社　マミヤ 川崎区小田栄1-9-25 044-333-1025

・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

・初期消火
・負傷者の救助活動
・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、フォーク
リフト、発電機等）
・一時避難場所等の提供（駐車場）

113 令和3年11月10日 株式会社　秋塗
川崎区追分町5-1
丸富追分町202号室

044-201-7630

・地域の防災訓練への参加 ・初期消火
・負傷者の救護活動
・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
・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）

114 令和3年12月1日 株式会社　STONE PAVING 川崎区池田二丁目4-19-2 044-280-7026

・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

・初期消火
・負傷者の救護活動
・避難誘導
・負傷者の搬送

115 令和4年1月24日 株式会社　ヤシュウ 川崎区桜本1-12-1 044-266-8500

・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）
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）

116 令和4年2月1日 株式会社　サンデライト 川崎区田島町5-2 044-280-7714

・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

・避難誘導
・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）
・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）

117 令和4年3月9日
若築建設（株）

横浜支店川崎営業所
川崎区榎町7-5 045-662-0814

・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）
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【　川崎区　】令和４年７月１日現在

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

118 令和4年5月16日 株式会社　アクト・ツーワン 川崎区南町1-1 044-211-2441

・清掃活動等の地域活動への参加 ・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）
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）

119 令和4年6月13日 トヨオカ電気　株式会社 川崎区渡田1-19-2 044-344-2341

・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）
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【　幸区　】令和４年７月１日現在

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

1 平成22年3月30日 株式会社ハヤカワ 幸区小倉803-1 044-588-5531

・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
地域活動に対する施設の提供

・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）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（駐車場）の提供

2 平成26年9月9日
オーベルグランディオ川崎

管理組合
幸区神明町1-80-1

044-520-3668

・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

・一時避難場所等の提供（北側公開空地）

3 平成26年3月19日 川崎信用金庫（御幸支店） 幸区南幸町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） 幸区南加瀬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 幸区南加瀬2-18-19 044-599-2232

・地域の防災訓練への参加
・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

・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
・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）の提
供
・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
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【　幸区　】令和４年７月１日現在

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

6 平成26年12月11日 株式会社トモエカンパニー 幸区幸町2-693 044-201-8996

・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

・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

7 平成27年10月27日 株式会社　幸栄工業 幸区南加瀬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 幸区北加瀬2-5-35 044-223-6528

・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

9 平成27年11月30日 幸伸工業　株式会社 幸区北加瀬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
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【　幸区　】令和４年７月１日現在

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

10 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

幸区中幸町2-33-3-201 045-341-0222

・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

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の救護活動、搬送
・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、飲料水の提供
・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）の貸出
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）の貸
出

11 平成29年7月24日 株式会社ワカナ 幸区遠藤町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）

12
平成30年7月27日
（令和3年3月8日）

海月興業株式会社 幸区小倉3-25-6 044-223-8960

・避難誘導
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・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（一時避難場所等の提供）

13 平成30年11月16日 大栄建設株式会社 幸区戸手4-5-18 044-522-0461

・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

・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
・一時避難場所等の提供（駐車場）
・建設機械（３ｔダンプ・小旋回バックホー等）の貸出

14 平成31年3月26日 株式会社村松工務店 幸区小倉4-10-25 044-599-3611

・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

・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）
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【　幸区　】令和４年７月１日現在

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

15 平成31年3月26日 株式会社喜美代建設 幸区鹿島田2-17-62 044-511-0123

・地域の防災訓練への参加 ・食料品の提供（カップラーメン、レトルト食品、米
等）
・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

16 平成31年3月29日 若井工業株式会社 幸区遠藤町16-10 044-555-0331

・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）

17 平成31年4月3日 沼田工業株式会社 幸区南加瀬3-4-9 044-599-1561

・ 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
・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
・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
・駐車場
・発電機（1台：約1週間）
・トラック（積載量1250kg）（1台：約1週間）
・トラック（UNIC 積載量3400kg）（1台：約1週間）

18 平成31年4月10日 株式会社宅配　加瀬営業所 幸区北加瀬1丁目35-20 044-599-0600

・ 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）

19 平成31年4月17日 有限会社　誠サービス 幸区南加瀬5-1-14-102 044-580-6638

・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）
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【　幸区　】令和４年７月１日現在

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

20 令和元年5月31日 愛知電業株式会社 幸区塚越2-255-51 044-511-4171

・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

・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）
・ 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）

21 令和元年5月31日 株式会社志岐工事 幸区小倉2-10-4 044-588-4499

・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）                                                      ・
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）

22
令和元年9月24日
（令和3年3月18日）

株式会社寿電興
幸区下平間263-
12speranza201

044-555-4761

・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）

23 令和元年12月10日 有限会社　幸ロードライン 幸区小倉1-1-7 044-588-0936

・負傷者の搬送
・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）
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【　幸区　】令和４年７月１日現在

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

24 令和元年12月16日 株式会社　エイワ 幸区南加瀬2-12-22 044-587-0810

・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
・既存住宅状況調査技術者派遣
・障害物の除去
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）

25 令和2年1月21日 高橋建設興業株式会社 幸区小向西町4-65 044-511-0557

・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
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
・駐車場

26 令和2年2月3日 株式会社伸栄工事 幸区南加瀬4-16-32 044-588-7344

・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
・負傷者の救護活動
・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）

27 令和2年2月25日 有限会社ひかり建興 幸区南幸町1-13-8 044-280-7626

・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

・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）
・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）
・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）
・駐車場（一時避難場所等の提供）

28 令和2年4月14日 有限会社　吉浜設備 幸区小倉三丁目2-10 044-588-0334

・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）
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【　幸区　】令和４年７月１日現在

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

29 令和2年9月10日 千葉建設株式会社 幸区東小倉21-37 044-544-8852

・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）
・その他（一時避難場所等の提供:駐車場）
・軍手・ガラ袋（在庫状況による）

30 令和2年10月5日 株式会社　プラマー 幸区古川町190-1 044-223-6540

・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
・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）

31 令和3年6月1日 株式会社スリーナイン
幸区下平間111-17
ﾅﾙｶﾜﾋﾞﾙ2F

044-280-7209

・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

・負傷者の救護活動
・避難誘導
・負傷者の搬送
・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）

32 令和3年9月15日 株式会社　エスケー 幸区南加瀬4-37-10 044-201-6388

・地域の防災に関する会合等への参加 ・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（バール、ジャッキ、電動カッター、フォーク
リフト、発電機等）

33 令和3年12月1日
一般社団法人

日本ドローン防災協議会
幸区古市場1772番地学校法

人金井学園内
044-511-0211

・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（区民祭）

・避難誘導
・その他（被災建物内外部をドローンから安否確認
を行う）
・その他（ドローン各種（ファントム４、マビック２エン
タープライズ）
・その他（ドローン活用（発災時に避難者の誘導及
び災害状況の空撮）

34 令和3年12月21日
空撮動画工房

「まちとり　うらやま」
幸区下平間143
ｻﾝｼｬｲﾝﾊｲﾑ301

070-4221-4059

・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

・避難誘導
・その他（被災建築物内外部をドローンによる安否
確認の実施）
・その他（ドローン各機種）
・その他（ドローンを活用した発災時の避難誘導及
び災害状況の空撮）
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【　幸区　】令和４年７月１日現在

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

35 令和4年1月25日 株式会社　東邦プラン
幸区新塚越201番地
ﾙﾘｴ新川崎7F

044-549-0772

・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）
・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）

36 令和4年2月2日 株式会社　スマイルプラス 幸区北加瀬1-17-3号 044-589-5680
・地域の防災訓練への参加 ・負傷者の救護活動

37 令和4年2月9日 株式会社　KS環境 幸区鹿島田3-5-36 044-511-4850

・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

・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
・一時避難場所等の提供（駐車場、会議室、その他
（社屋内部屋））

38 令和4年4月5日 大和塗装　株式会社 幸区小向町16-7 044-544-8018

・地域の防災訓練への参加
・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

・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
・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、発電機
等）
・一時避難場所等の提供（駐車場）

39 令和4年6月2日 株式会社　鈴工設備 幸区南加瀬3-14-3 044-599-7887

・清掃活動等の地域活動への参加 ・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）
・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、懐中電灯
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）
・一時避難場所等の提供（駐車場、会議室）
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【　幸区　】令和４年７月１日現在

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
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【　中原区　】令和４年７月１日現在

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

1 平成22年5月31日 株式会社光陽電業社 中原区新丸子東2-905-2 044-434-2811

・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
・その他（発電機、操作等の講習）

・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）の提供

2 平成24年10月5日 株式会社ヨシナガ工業 中原区木月住吉町12-1 044-411-8181

・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

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・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
・一時避難場所等の提供（会議室）
・その他の防災・救援活動等、独自の取組（交通整
理・誘導等）

3 平成24年11月27日 川崎緑土株式会社 中原区小杉御殿町1-722-5 044-722-7277

・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

・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
・その他労務提供（運搬重機の出動、大型ダンプの
出動）
・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）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、事務所、応接
室）

4 平成25年8月27日 信号器材株式会社 中原区市ﾉ坪160 044-411-2193

・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
・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
・負傷者の救護活動
・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）の貸出
・その他
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【　中原区　】令和４年７月１日現在

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

5 平成25年10月18日 株式会社織戸組 中原区田尻町61 044-555-1111

・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
・その他（パンフ設置等）

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・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）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、懐中電灯等）の提供
・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
・仮設物（トイレ、風呂、テントなど）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（コンロ等）
・一時避難場所等の提供（駐車場）
・その他（カラーコーンj等提供）

6 平成26年2月4日
有限会社トータルビルサービ

ス
中原区下小田中3-3-28 044-798-1554

・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、電動カッター、フォーク
リフト、発電機等）の貸出
・その他（トイレットペーパー等支給）
・一時避難場所等の提供（駐車場、会議室）

7平成26年3月19日（令和3年6月11日）
川崎信用金庫（武蔵小杉支

店）
中原区小杉町3-600 044-733-0101

・寝具（毛布、エアーマット）の提供

8平成26年3月19日（令和3年10月12日）川崎信用金庫（新城支店） 中原区新城1-2-2 044-777-4181
・寝具（毛布、エアーマット）の提供

9 平成26年3月19日 川崎信用金庫（宮内支店） 中原区宮内2-25-10 044-751-5601

・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）

10 平成26年3月19日 川崎信用金庫（向河原支店） 中原区下沼部1748-6 044-434-4551

・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）
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【　中原区　】令和４年７月１日現在

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

11 平成27年1月16日
株式会社
アンフィニー

中原区下小田中
4-17-7-401

044-799-5227

・清掃活動等の地域活動への参加 ・初期消火
・避難誘導
・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）
・一時避難場所（会議室（中原区下小田中2-16-7-
201））の提供
・排水ポンプ・高圧洗浄機・トラック（各1台：約10日）
・トイレットペーパー（500個）

12 平成27年10月27日 株式会社　ジェクト
中原区上小田中

6-20-2
044-755-2525

・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

・技術者の派遣（応急危険度判定士等）
・日用品（タオル、軍手）の提供・貸出
・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、消火器等）の提供・貸出
・一時避難場所（ジェクト新城倉庫駐車場（中原区
下新城2-1-8））の提供

13 平成28年8月23日 島田工業　株式会社 中原区上丸子山王町1-878 044-434-2686

・地域の防災訓練への参加 ・負傷者の搬送
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯など）

14平成31年4月1日（令和3年6月11日）
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
社会公共ソリューション事業

部
中原区下沼部1753 044-435-1522

・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）

15平成30年4月18日（令和3年4月13日）
日本電気株式会社
玉川事業場

中原区下沼部1753 044-435-1013

・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

・一時避難場所の提供（グランド）

16 平成29年7月24日 株式会社アイ・ビー・エス
中原区上丸子八幡町

816-12
044-434-4489

・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

・技術者の派遣
・物資提供（アルカリ電解水（洗浄剤））
・一時避難場所の提供（会議室）
・その他（仮設トイレ・避難所等の一般細菌調査（環
境衛生レベルの調査・維持）、温度・湿度・発火の
有無の測定）
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【　中原区　】令和４年７月１日現在

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

17 平成30年12月19日 重田造園土木株式会社 中原区上丸子山王町1-1407 044-411-2521

・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

・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
・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
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）の貸
出
・交通整理、誘導、カラーコーン等の提供
・一時避難場所等の提供（駐車場）

18 平成30年12月19日 株式会社重田組 中原区上丸子山王町1-1407 044-411-3891

・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

・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
・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
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）の貸
出
・交通整理、誘導、カラーコーン等の提供
・一時避難場所等の提供（駐車場）

19 平成31年1月28日 富士通株式会社川崎工場 中原区上小田中4-1-1 044-777-1111

・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

・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
・仮設物（トイレ、風呂、テント等）の貸出
・消火ホースキット、ＡＥＤの貸出
・一時避難場所等の提供（グランド）

20 平成31年3月26日 株式会社岡田電設 中原区木月住吉町28-27 044-433-3190

・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
・発電機操作等の講習

・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、発電機
等）貸出
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【　中原区　】令和４年７月１日現在

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

21 平成31年4月18日 最上テック株式会社 中原区下沼部1980 044-433-8322

・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
・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、発電機等）

22 令和元年5月31日 株式会社玉川設備 中原区下沼部1916番地 044-411-5729

・避難誘導
・ 日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）

23 令和元年5月31日
ドウキョウビーフィット株式会

社
中原区新城3-1-1-16-303 044-789-5685

・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

・負傷者の救護活動
・ 資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動

24 令和元年6月21日 川崎中部建設労働組合 中原区今井上町1-22 044‐722‐4445

・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
・住宅デー（新丸子駅前で実施） にお
ける防災活動の啓発

・ 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）を用いた救助活動
・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）

25 令和元年8月2日 有限会社さくら建設 中原区上丸子八幡町607番地 044-455-0057

・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）

26 令和元年9月13日 株式会社坂下電業社 中原区上丸子八幡町587番地 044-411-8366

・地域の防災に関する会合等への参加
・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

・初期消火
・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）
・駐車場
・ショベルカー、トラック（1台：3～4日）

27 令和元年11月11日 東邦電業株式会社 中原区上平間293番地 044-522-4491

・地域の防災訓練への参加 ・初期消火
・避難誘導
・駐車場
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【　中原区　】令和４年７月１日現在

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

28 令和2年1月9日 株式会社川崎みらい緑化 中原区上新城1-11-12 044-751-2240

・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

・ 初期消火
・避難誘導
・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）
・その他の防災・救援活動、独自の取組

29 令和2年5月12日 株式会社ミカセ 中原区中丸子267番地3 044-411-0660

・地域の防災訓練への参加 ・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）
・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）
・排水ポンプ（2台：約1週間）
・発電機（1台：約1週間）
・飲料水（サーバ用ボトル12リッター）（20本）

30 令和2年5月14日 株式会社井上工務店 中原区宮内2-8-1 044-755-5577

・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

・初期消火
・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）
・仮設物（トイレ、風呂、テント等）
・ブルーシート（3.6m×5.4m）（災害用備蓄）（50枚）
・軽トラック（1台）
・土のう袋（災害用備蓄）（100枚）

31 令和2年9月2日 コスギ　サード　アヴェニュー 中原区小杉町三丁目600番 044-322-9280

・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

・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（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）
・寝具（布団、毛布、枕等）
・仮設物（トイレ、竈スツール、テント等）
・その他（一時避難場所等の提供：サウスパーク）

32 令和3年2月1日 株式会社　エムアール 中原区井田杉山町1-4 044-741-3360

・地域の防災訓練への参加 ・初期消火
・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）
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【　中原区　】令和４年７月１日現在

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

33 令和3年6月16日 大道産業株式会社 中原区下新城1-3-11 044-788-2822

・地域の防災訓練への参加 ・初期消火
・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）
・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（一時避難場所等の提供）

34 令和3年10月19日 株式会社　興建 中原区今井仲町2-2 044-733-2325

・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

・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（応急危険度判定士等）
・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）
・学用品（文房具、かばん等）
・一時避難場所等の提供（駐車場）

35 令和3年11月10日
株式会社　ジェー・エヌ・エス

等々力ベース
中原区宮内3-24-3 044-833-9592

・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

・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）
・一時避難場所等の提供（駐車場、その他（倉庫
（屋内））

36 令和4年2月1日 土倉　康平
中原区新丸子東3-1301

G1702
090-2472-5133

・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
・その他（区民祭）

・仮設物（トイレ、風呂、テント等）
・アウトドア用品（自転車、寝袋、ガスコンロ等）
・その他（トレーラーハウス）

37 令和4年3月17日 株式会社　イスズ 中原区今井南町2-45 044-4368-3225

・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

高津営業所および中原本堤において、ＰＶ蓄電池
からの電力提供

38 令和4年3月29日 株式会社　大山組 中原区丸子通1-640-5 044-4368-3225

・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

・初期消火
・避難誘導
・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）
・一時避難場所等の提供（資器材置き場　川崎市
中原区宮田1-2-17）
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【　中原区　】令和４年７月１日現在

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

39 令和4年5月20日 株式会社横山工務店 中原区上平間216番地 044-555-5711

・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
・避難誘導
・障害物の除去
・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）
・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（四輪駆動軽ワゴン）

40 令和4年5月26日 有限会社　工藤組 中原区上小田中3-2-9 044-766-1413

・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
・負傷者の救護活動
・障害物の除去
・その他（重機での作業）
・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）
・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）

41 令和4年6月20日 セントラル総業　株式会社 中原区上小田2-3-6 044-863-3380

・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

・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）
・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）
・一時避難場所等の提供（会議室）
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【　高津区　】令和４年７月１日現在

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

1 平成22年5月31日 株式会社丸井電設 高津区子母口987 044-766-0101

・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

・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

2 平成23年8月12日 株式会社カワコン
高津区二子6-14-10

YTTﾋﾞﾙ3F
044-712-8712

・地域の防災に関する会合等への参加 ・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
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・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）

3 平成24年3月21日 川崎めぐみ幼稚園 高津区久末50 044-777-5405

・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

4 平成24年7月4日 株式会社総商 高津区東野川2-29-11 044-788-8521

・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

5 平成24年8月27日 株式会社昭栄電工社 高津区二子2-1-16 044-822-2460

・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
・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）
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【　高津区　】令和４年７月１日現在

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

6平成24年10月17日（令和3年1月21日）
飛島建設株式会社
KSP作業所

高津区坂戸3-2-1
KSP西棟506

044-844-1511

・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）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）

7 平成25年3月6日
関東宇部コンクリート工業株
式会社　溝の口工場

高津区末長1425 044-822-9435

・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
・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

8平成26年3月14日（令和2年10月1日）福山産業株式会社 高津区千年610-5 044-740-6692

・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
・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
・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）
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【　高津区　】令和４年７月１日現在

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

9 平成26年7月8日
デイサービス
チャオ　久末店

高津区久末1553-4 044-797-6359

・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
・その他

・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）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
・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）

10 平成26年7月8日 株式会社　櫻澤工務店 高津区上作延837 044-866-3448

・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
・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
・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

11 平成26年9月24日 株式会社　石岡組 高津区末長2-31-13 044-872-7180

・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

・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・貸出
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）の提供・
貸出
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【　高津区　】令和４年７月１日現在

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

12 平成27年4月22日 株式会社　光洲産業 高津区久地4-10-11 044-822-0795

・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

・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
・障害物の除去
・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）
・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）

13
平成27年11月18日
（令和2年9月2日）

株式会社  チョウエイ 高津区上作延539-5 044-866-7818

・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（コンテナ倉庫（高津区上作延541・
宮前区菅生4-1-2））の提供
・トラック　重機（2台ずつ：約1週間）

14 平成28年8月23日 株式会社　フロシャイム 高津区溝口4-13-18 044-812-1178

・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
・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
・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 ロードアート　株式会社 高津区下作延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

16 平成30年3月16日 株式会社　みやこ企画 高津区上作延739-4 044-870-2480

・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

・初期消火
・技術者の派遣（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
・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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【　高津区　】令和４年７月１日現在

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

17 平成31年4月3日
浅川建設工業株式会社

高津区久地2-12-6 044-833-2485

・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
・・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）

18 平成31年4月3日 月野建設株式会社 高津区東野川1-5-29 044-752-6888

・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
・井戸水（井戸の提供）
・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）
・一時避難場所等の提供（資機材置き場　高津区
久末1653番地）

19 令和元年5月7日 株式会社都市環境開発 高津区坂戸3-22-3 044-833-3221

・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

・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）
・仮設物（トイレ）
・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）

20 令和元年5月31日 株式会社佐野建設 高津区久地2-8-36 044-822-0140

・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）

21 令和元年8月2日
株式会社テクノアート・イシヤ

マ
高津区千年659-1 044-755-7190

・地域の防災訓練への参加
・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

・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）
・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）
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【　高津区　】令和４年７月１日現在

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

22 令和元年9月9日 有限会社水野興業 高津区千年301-1 044-751-0799

・ 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

23 令和元年9月26日 メルカート株式会社 高津区新作4-17-3 044-948-5540

・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

・ 初期消火
・負傷者の救護活動
・避難誘導
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）

24 令和2年2月3日 宮田土建工業株式会社 高津区新作3-15-29 044-888-2111

・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）

25 令和2年3月3日 株式会社　チームC
高津区子母口258-1
春月堂103号

044-750-0123

・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

・障害物の除去
・その他（様々な清掃等）
・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）
・その他（清掃に関する用具）
・駐車場（一時避難場所等の提供）
・高圧洗浄機（1台：約１週間）
・人員（2～3名：約１週間）

26 令和2年4月19日
アイサワ工業株式会社

川崎事業所
高津区諏訪2-7-21 044-812-2401

・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

・初期消火
・負傷者の救護活動
・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）
・飲料水（管・ペットボトル飲料等）
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【　高津区　】令和４年７月１日現在

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

27 令和2年7月13日 株式会社協和建装 高津区久末2140-1 044－863-7707

・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

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

28 令和2年9月8日 長栄興業株式会社 高津区上作延539-5 044－870-1853

・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

・資機材（バール、ジャッキ）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）

29 令和2年9月24日 株式会社　八木工務店 高津区久末2065-3 044－755-7172

・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）
・駐車場（一時避難場所等の提供）

30 令和3年3月1日 株式会社オーソリティー空調 高津区久地4-21-28 044-813-5256

・地域の防災訓練への参加 ・避難誘導

31 令和3年3月9日 高津建材興業株式会社 高津区久地1-13-25 044－822-1513

・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

・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
・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）
・駐車場（一時避難場所等の提供）

32 令和3年5月26日
前田道路株式会社川崎営業

所
高津区久地3-12-13 044-281-4426

・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
・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）
・寝具（布団、毛布、枕等）
・井戸水（井戸の提供）※まえだパークに設置　給
水施設
・グランド（一時避難場所等の提供）
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【　高津区　】令和４年７月１日現在

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

33 令和3年7月21日
東急リニューアル株式会社

川崎営業所
高津区溝口2-12-7-501 044-811-1361

・地域の防災訓練への参加 ・初期消火
・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）
・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）
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）

34 令和3年8月2日 株式会社　丸紘 高津区新作6-2-61 044-863-2167

・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

・初期消火
・避難誘導
・負傷者の救護活動
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）

35 令和3年9月28日 株式会社　互幸ワークス 高津区久本1-2-5 044-865-7166

・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
・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（高圧洗浄機：3台）
・駐車場（一時避難場所等の提供：高津区下作延
2-8-14）
・会議室（一時避難場所等の提供）

36 令和3年10月19日 株式会社　アート建装 高津区久末674-1 044-799-7442

・地域の防災訓練への参加 ・初期消火
・その他（防災非常用電源関連一式）

37 令和3年10月28日 ビッグバン株式会社 高津区北見方1-30-20 044-455-6902

・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

・避難誘導
・資機材（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）
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
・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）
・一時避難場所等の提供（駐車場）

38 令和3年11月10日 株式会社　シルバー産業 高津区下作延6-25-1 044-812-3794

・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

・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、フォーク
リフト、発電機等）
・その他（清掃用具・トイレットペーパー・ペーパータ
オル）
・一時避難場所等の提供（駐車場）
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【　高津区　】令和４年７月１日現在

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

39 令和3年11月10日 株式会社　ジェー・エヌ・エス 高津区坂戸3-19-2 044-833-9592

・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

・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）
・一時避難場所等の提供（駐車場、会議室）

40 令和4年2月9日 株式会社　エーアールエー
高津区子母口274-1
ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ101

044-798-5454

・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
・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）
・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）
・学用品（文房具、かばん等）
・その他
・一時避難場所等の提供（会社事務所内一部分：
高津区子母口274-1　セントラルハイツ101）

41 令和4年6月9日 加図建設　株式会社 高津区宇奈根642 044-833-4331

・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
・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）
・仮設物（トイレ、風呂、テント等）
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【　宮前区　】令和４年７月１日現在

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

1 平成22年5月31日 高橋工務店 宮前区菅生2-21-12 044-977-2348

・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

・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）

2 平成22年5月31日 甲信電気株式会社 宮前区馬絹6-16-15 044-888-4869

・避難誘導
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）の提供

3平成24年5月15日（令和3年3月9日）株式会社ワイ・デイ・エス 宮前区初山2-28-3 044-976-3343

・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

・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、発電機など）の貸出

4 平成24年6月5日 株式会社　栄建 宮前区犬蔵1-6-16 -203 044-742-7560

・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、発電機など）の貸出
・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）
・排水ポンプ・シャベル・高圧洗浄機・トラック（3台：
約1週間）

5平成24年6月26日（令和2年12月18日）株式会社　NITTO 宮前区西野川2-37-35 044-788-1944

・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

・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・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
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【　宮前区　】令和４年７月１日現在

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

6 平成24年8月17日 露木建設株式会社 宮前区野川台1-22-3 044-766-6561

・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

・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
・技術者の派遣（家屋被害調査士・応急危険度判
定士）
・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、会議室）

7 平成25年4月11日 タケダ株式会社 宮前区犬蔵1-8-31 044-976-1881

・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

・初期消火
・避難誘導
・一時避難場所等の提供（駐車場、会議室）

8平成25年5月14日（令和3年1月13日）株式会社ジーエーティー 宮前区菅生ｹ丘36-6 2F 044-272-5952

・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
・避難誘導
・負傷者の救護活動
・負傷者の搬送
・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

9 平成25年9月4日 株式会社　中山防災 宮前区馬絹590 044-854-6461

・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
・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

10 平成26年3月19日 川崎信用金庫（野川支店） 宮前区野川本町3-26-22 044-755-8511
・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）

11 平成26年3月19日 川崎信用金庫（向ヶ丘支店） 宮前区南平台2-10 044-977-7411

・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）
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【　宮前区　】令和４年７月１日現在

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

12 平成26年6月3日 菅生建設株式会社 宮前区初山2-9-12 044-977-0547

・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）
・高圧洗浄機（1台：約1週間）
・シャベル（5本：約2週間）
・ブルーシート　3.6ｍ×5.4ｍ（5枚：約2週間）

13 平成26年9月24日 株式会社　航建 宮前区白幡台1-5-15 044-978-0016

・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
・負傷者の救護活動
・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

14 平成27年7月6日 交安　株式会社 宮前区東有馬5-26-10 044-856-1400

・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
・ダンプ（1台：約1週間）

15 平成28年2月8日 株式会社　ホリプロジェクト 宮前区菅生3-42-23 044-750-8846

・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

・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
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【　宮前区　】令和４年７月１日現在

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

16 平成28年8月23日 株式会社　松下工商 宮前区南平台10-22-407 044-967-0580

・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

17 平成28年10月5日 株式会社　美栄工業 宮前区神木本町2-17-14 044-888-0480

・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

18 平成28年10月5日 株式会社　加瀬建設 宮前区馬絹1285 044-866-5424

・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

19 平成28年10月5日 有限会社　斎藤造園 宮前区水沢2-17-20 044-977-7384

・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

・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
・その他（降雪時の除雪）

20 平成28年12月19日 株式会社　グラニット
宮前区馬絹1219-7
ﾊｲﾂｽｽﾞｷ106

044-863-3327

・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）

21 平成29年2月23日 株式会社　浦野工務店 宮前区西野川1-18-44 044-788-7716

・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
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【　宮前区　】令和４年７月１日現在

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

22 平成29年3月14日 北條建設　株式会社 宮前区菅生2-18-1 044-977-2275

・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
・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
・障害物の除去

23 平成30年8月16日
ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア川崎鷺沼

宮前区有馬1-7-5
ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ鷺沼1F

044-860-6530

・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

・避難誘導
・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】

24 平成29年11月13日 株式会社　ホクト 宮前区神木本町2-5-5 0120-50-9262

・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

・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）

25 平成30年7月10日 株式会社　安田建設 宮前区南平台12-1 044－976-1541

・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
・排水ポンプ・シャベル・高圧洗浄機・トラック(3台：
約1週間）

26 平成31年3月26日 福吉塗装株式会社 宮前区犬蔵1-6-40 044-975-0221

・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

・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）

27 平成31年3月29日 藤原建設株式会社 宮前区南野川2-30-30 044-755-7000

・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

・降雪時の除雪作業
・当路や施設等のパトロール

28 平成31年3月29日 藤和建興株式会社 宮前区南野川2-30-28 044-752-0808

・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

・降雪時の除雪作業
・当路や施設等のパトロール
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【　宮前区　】令和４年７月１日現在

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

29 平成31年3月29日 横堀電機工業株式会社 宮前区菅生ｹ丘16-10 044-976-5321

・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

・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

30平成31年4月3日（令和3年6月11日）河合土木株式会社 宮前区南野川1丁目6番3号 044-752-3900

・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
・清掃活動等地域活動への参加
・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
・障害物の除去
・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）
・駐車場（一時避難場所等の提供：宮前区野川本
町一丁目24番地）
・その他（重機（バックホウ）による障害物の除去）

31 令和元年5月31日 株式会社村瀬造園
宮前区宮崎-8-7
池田ﾋﾞﾙ

044-854-2580

・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
・避難誘導
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
・本社（一時避難場所等の提供）

32 令和元年5月31日 株式会社橋本ハウジング 宮前区野川本町2-9-27 044-751-7731

・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

・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

33 令和元年9月13日 株式会社飯尾工業 宮前区宮崎6-4-15 044-854-8455

・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）
・その他（建設機械（パワーショベル等）による救出
活動）
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【　宮前区　】令和４年７月１日現在

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

34 令和2年3月13日 株式会社フューモ 宮前区馬絹6-6-9 044-855-2223

・清掃活動等の地域活動への参加 ・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）
・飲料水（管・ペットボトル飲料等）

35 令和2年8月14日 アベメンテナンス株式会社 宮前区西野川3-21-14 044-863-4087

・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

・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（家屋被害認定士、応急危険度判
定士等）

36 令和2年8月18日 帯野工業株式会社 宮前区水沢3-8-13 044-820-6994

・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

・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）
・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）
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター、発電機
等）
・学用品（文房具等）

37 令和3年5月6日 三和緑化株式会社 宮前区潮見台6-5 044-976-1642

・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）

38 令和3年5月13日 株式会社トラストテクニカル 宮前区菅生ｹ丘22-10 044-767-0529

・地域の防災訓練への参加 ・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
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）
・駐車場（一時避難場所等の提供）

39 令和3年7月30日 株式会社　正建 宮前区菅生3丁目41-37 044-872-8607

・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

・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）
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【　宮前区　】令和４年７月１日現在

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

40 令和3年9月2日 株式会社　ショウケン 宮前区馬絹2-14-14 044-860-1088

・清掃活動等の地域活動への参加 ・障害物の除去
・日用品（タオル、軍手、雨具、懐中電灯等）
・学用品（文房具、かばん等）

41 令和3年9月15日 株式会社　マリンスタイル 宮前区有馬一丁目1-25 044-789-8874

・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

・避難誘導
・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）
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【　多摩区　】令和４年７月１日現在

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

1 平成22年4月30日
株式会社フレックス
エンジニアリング

多摩区登戸357 044-932-8622

・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

・資機材（バール、ジャッキ）を用いた救助活動
・障害物の除去
・上下水道の応急処置など
・日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯）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
・アウトドア用品（ガスコンロ）の貸出
・ダンプトラック（1台：約１週間）
・発電機（2台：約１週間）
・水中ポンプ（1台：約１週間）

2 平成22年5月31日 株式会社大里工業 多摩区堰1-17-10 044-811-8275

・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

・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
・井戸水の提供
・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

3 平成22年5月31日
マクセルスリオンテック
株式会社川崎工場

多摩区登戸3819 044-922-1131

・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

・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
・一時避難場所（駐車場、グラウンド、会議室）の提
供
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【　多摩区　】令和４年７月１日現在

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

4 平成22年6月14日 高和電氣工業株式会社 多摩区登戸834-1 044-900-5300

・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

・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
・飲料水（缶・ペットボトル飲料）の提供
・寝具（布団、毛布、枕等）の提供
・井戸水（井戸の提供）
・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、発電機など）の貸出
・電気製品（テレビ、ラジオ、照明器具など）の貸出
・一時避難場所等の提供（駐車場、会議室）

5 平成22年6月14日 中和産業株式会社 多摩区登戸2735 044-911-4735
・一時避難場所等の提供（駐車場）

6平成22年8月23日（令和3年3月10日）株式会社　研空社 多摩区宿河原1-20-11 044-455-7171

・ 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
・避難誘導
・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
・一時避難場所の提供（会議室）
・日用品・衛生用品の提供（可能な範囲：約１週間）

7 平成24年1月18日 矢島建設工業株式会社 多摩区東生田4-8-30 044-976-0365

・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
・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）を用いた救助活動
・障害物の除去
・資機材（バール、ジャッキ、電動カッター）の貸出

8 平成24年2月23日
ＥＴＲＡ＆北嶋建築設計事務

所
多摩区菅仙谷2-3-8 044-944-0406

・地域の防災に関する会合等への参加
・その他（防災教育等）

・技術者の派遣（家屋被害調査士・応急危険度判
定士）
・一時避難場所等の提供（会議室）
・その他の防災・救援活動等、独自の取組（ 勉強会
（防災教育） ）
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【　多摩区　】令和４年７月１日現在

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

9 平成24年9月20日 小泉土木建設 多摩区中野島3-14-23 044-911-8002

・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

10 平成24年9月26日 株式会社　黒川土木 多摩区菅馬場1-1-30 044-944-6079

・地域の防災訓練への参加 ・障害物の除去
・労務提供（３ｔダンプトラック・パワーショベル）
・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、発電機等）の貸出

11 平成25年12月6日 有限会社　てづか 多摩区登戸3056 044-911-2244

・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

・避難誘導
・負傷者の救護活動
・井戸水（井戸の提供）
・仮設物(トイレ、風呂、テントなど）の貸出
・アウトドア用品（ガスコンロ等）
・一時避難場所等の提供(会議室（多摩区登戸2918
手塚ホール））

12 平成26年3月19日 川崎信用金庫（登戸支店） 多摩区登戸2596 044-911-3411

・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）

13 平成26年3月19日 川崎信用金庫（中野島支店） 多摩区中野島1-9-3 044-944-7311

・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）

14 平成26年5月19日 有限会社　一興業 多摩区宿河原1-26-33 044-911-5403

・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

15 平成26年6月9日 株式会社シンヤ 多摩区宿河原2-13-3 044-933-5597

・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
・一時避難場所等の提供（駐車場）

16 平成27年2月26日
株式会社

アイ・ディー・エクス
多摩区宿河原6-28-11 044-850-8836

・その他（放送機器用バッテリー）の提供・貸出
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【　多摩区　】令和４年７月１日現在

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

17 平成27年2月26日 株式会社　手塚組 多摩区登戸2844-3 044-911-3818

・地域の防災訓練への参加 ・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
・技術者の派遣（家屋認定士、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）の提供・貸出

18平成27年10月8日(令和3年1月14日）有限会社　伸隆技建 多摩区南生田1-22-18-1 044-567-4132

・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

19平成27年10月8日(令和2年8月31日） 有限会社　中神 多摩区長尾2-6-4 044-931-0211

・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

・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
・４ｔダンプ、３ｔダンプ、バックホウ、ホイールローダ、
コンバインドローダ、ハンドガイドローダの貸出

20 平成27年10月8日 有限会社　川善工業 多摩区登戸2514 044-935-2677

・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
・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

21 平成28年5月25日 有限会社　ＯＫＡＷＡＲＡ 多摩区南生田3-9-2-1 044-789-8005

・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）

22
平成29年1月20日
（令和2年12月17日）

エースライズ株式会社 多摩区登戸3816-6 044-819-4610

・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
・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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【　多摩区　】令和４年７月１日現在

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

23 平成29年5月31日
株式会社　テイクビルシステ

ム
多摩区菅稲田堤3-20-2 044-742-9081

・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などの施設の
提供

・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
・衣類・身の回り品の提供
・学用品（文房具、かばん等）
・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
・一時避難場所の提供（駐車場）

24 平成29年7月24日 真成開発　株式会社 多摩区菅3-11-6 044-945-9456

・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）の貸出
・一時避難場所の提供（駐車場）

25 平成29年12月25日 株式会社　V3 多摩区長尾7-7-2 050-5899-6005

・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、ジャッキ等）を用いた救出活動

26 平成30年7月2日 日三産業　株式会社 多摩区菅仙谷4-6465-1 044-819-6560

・清掃活動等の地域活動への参加 ・障害物の除去
・その他（タイヤシャベル、チェーンソー、クレーン等
で倒木・土砂の片づけ・処分）

27 平成30年7月27日 株式会社　笹久保土建 多摩区生田3-2-27 044-934-2176

・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
・清掃活動等へ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
・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）の貸出

28 平成30年8月16日 門部興業株式会社 多摩区宿河原1-29-1-501 044-932-8661

・地域の防災訓練への参加 ・初期消火
・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
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【　多摩区　】令和４年７月１日現在

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

29 平成30年9月11日
向ヶ丘第２グリーンハイツ

管理組合
多摩区宿河原3-9-2 044-922-9445

・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
・避難誘導
・資器材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・技術者の派遣
・負傷者の救護活動
・食料品の提供
・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（自転車、寝袋、ガスコンロ当）
・一時避難場所等の提供（マンション４階部分倉庫）

30 平成30年11月16日 ＳＰＪ株式会社 多摩区菅稲田堤1-8-17 044-819-7662

・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

・避難誘導
・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
・一時避難場所等の提供（駐車場）

31 平成31年2月28日
神奈川土建一般労働組合

川崎西支部
多摩区中野島3-23-28 044-931-3336

・地域の防災に関する会合への参加
・神奈川土建住宅デー等での防災へ
の啓もう活動、住宅への防災の観点で
の助言等

・テントの貸出
・一時避難場所の提供（駐車場）
・住宅・耐震等の相談

32 平成31年3月26日 有限会社濃沼工業 多摩区菅馬場1-14-30 044-945-1966

・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

・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
・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

33 平成31年3月26日 清生土木有限会社 多摩区菅馬場2-21-1 044-944-7543

・地域の防災に関する会合への参加 ・負傷者の救出活動
・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）
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【　多摩区　】令和４年７月１日現在

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

34 平成31年3月29日 株式会社丸和 多摩区宿河原6-34-7 044-281-4461

・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

・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・降雪時の除雪作業
・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

35 平成31年3月29日 株式会社丸栄建設 多摩区長沢4-18-6 044-976-0863

・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

・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・降雪時の除雪作業
・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

36 平成31年4月3日 株式会社吉孝土建 多摩区登戸1768番地 044-911-3527

・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

・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

37 平成31年4月3日 有限会社ひかり建設 多摩区登戸1768番地 044-922-4929

・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

・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

38 令和1年5月31日 有限会社丹野電気商会 多摩区堰二丁目7番9号 044-822-6630

・地域の防災訓練への参加 ・初期消火
・負傷者の救護活動
・避難誘導

39 令和2年8月25日 株式会社　ミズモリ 多摩区菅稲田堤2-3-8 044‐944-2399

・地域の防災訓練への参加 ・資機材（バール、ジャッキ）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）
・駐車場、会議室（一時避難場所等の提供）
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【　多摩区　】令和４年７月１日現在

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

40 令和2年9月24日 株式会社　濃沼植木 多摩区菅馬場2-1-18 044-944-2956

・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

・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
・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（一時避難場所等の提供）

41 令和3年6月4日 オリンピア建設　株式会社 多摩区登戸3368 044-933-1692

・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
・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）

42 令和3年7月14日 稲田電機株式会社 多摩区登戸2008番地 044-911-2312

・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
・その他（電気設備の復旧工事等）
・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）

43
令和3年8月30日
（令和4年5月2日）

リバーサービス株式会社 多摩区堰2-9-34 044-850-0023

・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

・初期消火
・避難誘導
・障害物の除去
・その他（スイーパー車による路面清掃作業、汚泥
吸引車排水管清掃車による土砂吸引作業）
・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）

44 令和4年3月7日
株式会社　佐藤渡辺　多摩

営業所
多摩区中野島1-9-1 ｸﾘｻﾝﾃｰ

ﾑ中野島203
044-949-1077

・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

・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）

-67-



【　麻生区　】令和４年７月１日現在

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

1 平成24年4月24日 三田調温工業株式会社 麻生区上麻生3-16-12 044-965-2622

・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
・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（会議室）の提供
・カセットボンベ式発電機（1台：約１週間）
・高圧洗浄機（1台：約１週間）
・シャベル、バール（各3本：約1週間）

2 平成25年2月26日 株式会社　アーネスト 麻生区早野498-1 044-986-8245

・地域の防災に関する会合等への参加 ・その他労務提供（物資輸送）
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）の提供
・電化製品（テレビ、ラジオ、照明器具等）
・一時避難場所等の提供（駐車場）

3 平成25年12月20日
有限会社　タカハシレーシン

グ
麻生区片平2-19-6 044-988-1565

・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
・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
・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）

4 平成29年4月25日
株式会社　鴻池組
横浜支店
川崎事業所

麻生区高石2-29-5 044-955-1725

・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
・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

5 平成27年5月18日 株式会社　ホクショウ 麻生区上麻生3-20-6 044-954-1117

・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

・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
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【　麻生区　】令和４年７月１日現在

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

6平成27年7月6日（令和3年1月13日） 株式会社　誠和 麻生区多摩美2-21-2 044-322-0555

・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

・技術者の派遣（家屋被害認定士、応急危険度判
定士等）
・その他（電気設備の復旧工事等）

7 平成27年10月8日 株式会社　ライフ 麻生区王禅寺西6-14-5 044-742-2128

・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
・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

8 平成27年10月27日 株式会社　エトワール 麻生区下麻生2-20-11 044-988-4221

・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
・避難誘導
・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

9 平成27年11月30日 有限会社　川田産業 麻生区岡上845-2 044-989-0856

・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
・負傷者の救護活動
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・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
・ミニパワーショベル、トラック（1台：都度）

10 平成27年11月30日 有限会社　三成 麻生区片平1900-1 044-543-8234

・地域の防災に関する会合等への参加 ・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）の提供・貸出

11 平成28年1月22日
株式会社　フジタ
横浜支店川崎営業所

麻生区上麻生1-15-3
新百合ヶ丘駅前
ｴｸｼｱﾊｲﾂ301

044-299-6351

・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
・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）
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12 平成28年4月26日 株式会社　ＩＢＦ 麻生区向原3-10-8-3 044-967-2212

・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
・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、懐中電灯など）
・資機材（パワーショベル、３ｔダンプなど）の貸出

13 平成28年6月28日
安藤ハザマ　川水黒川作業

所
麻生区黒川40-1-101 044-981-1616

・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
・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

14 平成28年8月23日 株式会社　ＢＥＮＥＦＩＴ 麻生区王禅寺東5-2-15 044-299-7888

・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

15 平成28年10月5日 ｃａｆｅ　ｓａｎｔｅ 麻生区百合丘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
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16 平成29年7月24日
有限会社

横浜ベイサイドサービス
麻生区細山6-4-8 044-969-7035

・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）の貸出
・一時避難場所の提供（駐車場）

17 平成29年11月13日 有限会社　アーツ庭園 麻生区高石2-43-9 044-954-1482

・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

・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
・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

18 平成30年9月11日 株式会社　道建 麻生区白鳥1-3-5 044-543-9933

・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

19 平成30年12月5日 千代田建工株式会社 麻生区東百合丘4-33-3 044－959-5951

・地域の防災に関する会合等への参加
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
・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）
・高圧洗浄機（1台：1か月）
・発電機（1台：1か月）
・ブルーシート2間×3間サイズ（3枚：提供）
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20 平成31年3月26日 株式会社今村建設 麻生区千代ヶ丘5-7-19-101 044-969-9350

・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）

21 平成31年3月26日 株式会社北島工務店 麻生区上麻生3-20-6 044-954-1111

・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

・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

22 平成31年4月3日 あすなろテック株式会社 麻生区片平8-3-3 044-281-4713

・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

・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、ジャッキなど）を用いた救出活動
・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）

23 平成31年4月10日 麻生建設株式会社
麻生区上麻生六丁目13番13

号
044-987-9370

・ 地域の防災に関する会合等への参
加

・初期消火
・避難誘導
・障害物の除去
・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）

-72-



【　麻生区　】令和４年７月１日現在

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

24 令和元年5月31日 株式会社東洋社
麻生区東百合丘1丁目22番10

号
044-952-3593

・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

・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
・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）
・バッテリー、チェーンソー（1台：1週間）

25 令和元年9月13日 有限会社成幸 麻生区細山6-4-8 044-945-2422

・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）

26 令和元年9月24日 有限会社小川水道 麻生区片平2-24-11 044-981-0360

・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

・障害物の除去

27 令和2年7月7日 株式会社三秀 麻生区下麻生2-18-3 044-987-5921

・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
・避難誘導
・資機材（バール、ジャッキなど）を用いた救出活動
・その他（3ｔダンプ、0.25バックホウ、転トラ　各1台）

28 令和2年7月20日
株式会社ＪＣＵ
総合研究所

麻生区栗木2-4-3 044-989-9250

・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

・初期消火
・避難誘導
・飲料水（缶・ペットボトル飲料等）
・駐車場（一時避難場所等の提供）

-73-



【　麻生区　】令和４年７月１日現在

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

29 令和2年9月29日 株式会社　Ｍｉｄｏｒａｓｕ 麻生区百合丘一丁目2-2-403 044-299-6377

・食料品（カップラーメン、レトルト食品、米等）
・飲料水（ペットボトル飲料等）
・トラック（倒木等の処理）（1台：約１週間）

30 令和3年3月3日 アジア航測株式会社
麻生区万福寺1-2-2 新百合

21ﾋﾞﾙ
044-967-6400

・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（防災関連技術者の派遣）
・その他（航空写真の提供・被害状況の収集）

31 令和3年3月4日 有限会社電空サービス 麻生区王禅寺1154-1 044－966-9741

・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

・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）

32 令和3年5月6日 伸和コントロールズ株式会社 麻生区栗木2-6-20 044-986-1861

・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

・初期消火
・駐車場（一時避難場所等の提供）
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