平成 29 年度災害協力事業者名簿

災害協力事業者 ･･･ 平成 27 年４月 1 日から平成 29 年３月 31 日までの
間に台風や降雪時等の緊急災害対応に協力し、本市に対して積極的な貢
献があった者、又は地震、風水害その他の災害時若しくは災害のおそれ
がある場合に、本市の要請に基づき応急活動を実施する者。

平成 29 年 11 月 24 日認定

横 浜 市

認定対象
１ 「災害時における緊急巡回及び応急措置等に関する横浜市と社団法人横浜建設業協会及び社団法人神
奈川県建設業協会横浜支部との協定」に基づく「横浜建設業防災作業隊会社名簿」に登載されている者

２ 「大規模地震時における道路啓開及び応急対策の支援活動の協力に関する協定」に基づく緊急災害時
の出動体制を定める事業者名簿に登録されている者

３ 「風水害、地震その他によるがけ崩れ災害に係る応急措置等に関する横浜市と一般社団法人横浜建設
業協会及び一般社団法人神奈川県建設業協会横浜支部との協定」に基づく「作業隊員名簿」に登載され
ている者

４ 「横浜市公共建築物に係わる震災時の応急措置の協力に関する協定」に基づく「即時出動班会員一覧
表」に登載されている者

５ 「横浜市内公園緑地等に係る災害時の応急措置等の協力に関する協定」に基づく緊急災害時の出動体
制を定める事業者名簿に登載されている者

６ 「横浜市下水道施設（小型機器・配管類）に関する災害時の応急措置の協力に関する協定」に基づく
緊急災害時の出動体制を定める事業者名簿に登載されている者

７ 「横浜市下水道施設（主要機器）に関する災害時の応急措置の協力に関する協定」に基づく緊急災害
時の出動体制を定める事業者名簿に登載されている者

８ 「横浜市下水道施設に関する災害時の応急措置の協力に関する協定」に基づく緊急災害時の出動体制
を定める事業者名簿に登載されている者

９ 「横浜市資源循環局ごみ焼却施設の災害時における応急措置の協力に関する協定」を締結している者
及び協定に基づく緊急災害時の出動体制を定める事業者名簿に登載されている者

10 「災害時における水道施設等の応急処置に関する協定」（横浜市管工事共同組合との協定）に基づく
緊急災害時の出動体制を定める事業者名簿に登載されている者

11 「災害時応急措置の協力に関する横浜市と横浜港災害対策支援協議会との協定」に基づく緊急災害時
の出動体制を定める事業者名簿に登載されている者

12 「災害時における応急復旧の協力に関する協定書」（市営地下鉄の地震等災害発生時における復旧支
援に関する協定）に基づく緊急災害時の出動体制を定める事業者名簿に登載されている者

13 「地震時における公共下水道管路施設に関する緊急巡回及び緊急措置等の協力に関する協定」に基づ
く緊急災害時の出動体制を定める事業者名簿に登載されている者

14 「地震時における地域防災拠点の防災水洗トイレ設置等の協力に関する協定」に基づく緊急災害時の
出動体制を定める事業者名簿に登載されている者

15 「災害時における水道施設等の応急措置に関する協定」（横浜市建設業協会との協定）に基づく緊急
災害時の出動体制を定める事業者名簿に登載されている者

16 「災害時等における水道施設等の応急活動に関する協定」に基づく緊急災害時の出動体制を定める事
業者名簿に登載されている者

17 「火山災害発生時における応急措置等に関する横浜市と横浜道路清掃事業協同組合との協定」に基づ
く緊急災害時の出動体制を定める事業者名簿に登載されている者
18 平成 27 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの間に、台風、降雪時及び地震発生時等の緊急災害
（都市災害を含む。）の対応に協力し、本市に対して積極的な貢献（災害発生前に締結した契約に基
づく義務を履行した場合を除く。ただし、暴風雨の中で履行するなど、明らかに想定する履行条件と
異なる場合は対象とする。
）があった者（施工協力業者を含む。）

平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

鶴見区
商号又は名称

所在地

株式会社アイ・エス・シー工業
阿部工業株式会社
株式会社伊勝
石井建設工業株式会社
今井建設株式会社
上野電気株式会社
有限会社汐田土木
株式会社エスイー
株式会社神奈川クリーンサービス
株式会社カワデン
株式会社グリーンケア
株式会社京浜テック
興栄工業株式会社
株式会社江電社
株式会社坂井工務店
株式会社佐藤土建
サンプラス株式会社
株式会社山陽ポンプ工業所
株式会社新川電気
株式会社杉本造園
ススム工業有限会社
須藤工業株式会社
株式会社政和工業所
株式会社滝川園
田口園芸株式会社
株式会社橘設備工業所
株式会社筒見工務店
株式会社照繁工務店
東海建設株式会社
東邦電設株式会社
東洋電装株式会社
有限会社中設備工業所
株式会社日工
日本電気技術工業株式会社
浜川電気株式会社
藤澤電設工業株式会社
冨士造園株式会社
株式会社フタバ電業社
松浦企業株式会社
株式会社松尾工務店
株式会社マツオホーム
マルシン建設株式会社
丸忠建工株式会社
株式会社マルビ
株式会社睦建設

鶴見区北寺尾１－１５－１３
鶴見区上末吉４－１３－６
鶴見区生麦１－５－３
鶴見区鶴見中央４－３８－３０
鶴見区駒岡１－２７－１６
鶴見区矢向２－７－３４
鶴見区仲通３－７４－１４
鶴見区東寺尾１－２８－２２
鶴見区駒岡４－５－１８
鶴見区江ヶ崎町１５－４
鶴見区馬場４－１－３
鶴見区駒岡１－２９－４９
鶴見区獅子ケ谷１－５６－８
鶴見区上末吉５－２７－７
鶴見区下野谷町４－１３９
鶴見区浜町２－１０－１
鶴見区生麦１－１２－１
鶴見区駒岡２－１３－９
鶴見区仲通１－５９－８
鶴見区上の宮１－２８－１５
鶴見区生麦２－３－２６
鶴見区鶴見中央３－２０－９
鶴見区獅子ケ谷１－３０－３９
鶴見区上の宮１－３－１０
鶴見区北寺尾１－１１－３４
鶴見区向井町３－７８－８
鶴見区生麦５－１３－１９
鶴見区上末吉５－２－３５
鶴見区潮田町２－１１４－９
鶴見区鶴見中央２－１４－２２
鶴見区大黒町９－７
鶴見区生麦４－２５－３８
鶴見区鶴見中央４－３２－１５
鶴見区栄町通２－１８－５
鶴見区馬場３－１－２８
鶴見区鶴見中央１－２－４
鶴見区獅子ケ谷２－３８－４７－１０１
鶴見区汐入町１－３４－１６
鶴見区寛政町１－６
鶴見区鶴見中央４－３８－３５
鶴見区鶴見中央４－２６－２
鶴見区寛政町１－６
鶴見区駒岡２－１３－７
鶴見区馬場１－１５－１３
鶴見区下末吉１－１－２４
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平成29年度災害協力事業者名簿
商号又は名称

所在地

森田建設株式会社
山正電気工事株式会社
株式会社ヤマヤ土建
横浜鉄工建設株式会社
臨港産業株式会社
サカエ興業株式会社
株式会社テクノアングル
磯田電材株式会社

鶴見区下末吉３－１８－１５
鶴見区鶴見中央４－３４－１２
鶴見区獅子ケ谷２－３８－４９
鶴見区寺谷２－１－１６
鶴見区馬場７－２９－９
鶴見区栄町通３－２６－２
鶴見区東寺尾６－１８－３３
鶴見区平安町１－５１－９
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

神奈川区
商号又は名称

所在地

株式会社アメニティ
一富士電工株式会社
株式会社井上興業
井原造園株式会社
株式会社植宗エクステリア
エヌ・ケイ・テクノ株式会社
株式会社ＮＢ建設
株式会社カツマタ
有限会社川下組
株式会社環境造園
協栄建設株式会社
株式会社桐ヶ谷工業所
久保田建設株式会社
株式会社京浜設備工業所
京浜電設株式会社
紅陽建設株式会社
株式会社近藤水道
株式会社五晃電気
株式会社佐藤造園
三共建設株式会社
三興電機株式会社
有限会社柴田工務店
株式会社清水工務店
昭和舗装株式会社
新栄建設株式会社
株式会社新正園
有限会社新明工事
有限会社隅田工業
清進電設株式会社
株式会社セイブ
相武造園土木株式会社
太建工業株式会社
宝建設株式会社
滝沢舗装興業有限会社
株式会社力設備
株式会社通信設備エンジニアリング
株式会社對馬産業
株式会社電成社
東洋船舶工業株式会社
富田屋管工株式会社
一造園土木株式会社
早坂緑化株式会社
光建設工業株式会社
藤造園建設株式会社
株式会社丸舗建設

神奈川区羽沢町６８５
神奈川区子安通２－２０７－２
神奈川区片倉２－５９－２４
神奈川区羽沢町１１９８
神奈川区羽沢町８２１
神奈川区鶴屋町３－３５－１
神奈川区栄町５－１
神奈川区羽沢町１５２２
神奈川区羽沢南１－４４－１０
神奈川区片倉２－４４－３
神奈川区羽沢町１３８１－１
神奈川区東神奈川２－４９－１６
神奈川区六角橋２－２７－１６
神奈川区上反町２－２６－１５
神奈川区松見町４－１０２０
神奈川区神奈川２丁目１８番１８号
神奈川区片倉２－３６－１９
神奈川区白幡向町１６－２
神奈川区菅田町４７
神奈川区羽沢南４－１９－８
神奈川区子安通２－２７５
神奈川区反町３－２３－１７
神奈川区神奈川２－１６－９
神奈川区菅田町２３４
神奈川区西神奈川１－１８－９
神奈川区菅田町１０００
神奈川区菅田町２７１４－１８
神奈川区三枚町１８８
神奈川区三ツ沢西町１１－１８
神奈川区栄町８番地１
神奈川区羽沢町１５６２
神奈川区二ッ谷町７－１１
神奈川区新子安１－１６－２２
神奈川区神大寺２－１－１９
神奈川区反町４－３０－１０
神奈川区片倉５－２－３２
神奈川区菅田町３５０－２５
神奈川区松本町６－４３－３
神奈川区出田町３－１
神奈川区六角橋１－１６－４
神奈川区三枚町３５８－３
神奈川区羽沢町１４－１
神奈川区神奈川本町７－８
神奈川区三ツ沢中町６－７
神奈川区羽沢町１２２２
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平成29年度災害協力事業者名簿
商号又は名称

所在地

見上工業株式会社
株式会社三木組
有限会社三島工業
港ポンプ工業株式会社
メルビック電工株式会社
株式会社八代工業
横浜日電工業株式会社
株式会社横溝工務店
吉川海事興業株式会社
東亜エンジニアリング株式会社
東西ビルサービス株式会社

神奈川区西神奈川１－７－８
神奈川区青木町７－１６
神奈川区台町１３－１７
神奈川区神奈川２－５－１０
神奈川区新子安１－３４－３
神奈川区神之木台３３－１９
神奈川区神奈川２－１３－４
神奈川区西神奈川３－１６－１
神奈川区神奈川２－８－８
神奈川区子安通３－４０３
神奈川区子安通１－１９２
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

西区
商号又は名称

所在地

岩野建設株式会社
株式会社植勘
エーブイサービス株式会社
岡山建設株式会社
株式会社奥村商会
株式会社加藤組
株式会社神奈川ケイテクノ
神奈川綜合設備株式会社
興信工業株式会社
株式会社紅梅組
株式会社三協
三和工業株式会社
新興電設工業株式会社
株式会社シンデン
株式会社センチュリー工業
株式会社拓越
株式会社大栄工業
株式会社大勝
中央電器住設株式会社
東京ガス横浜中央エネルギー株式会社
東電同窓電気株式会社
南海工業株式会社
日宝工業株式会社
豊正工業株式会社
三沢電機株式会社
三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社
三ツ矢設備工業株式会社
宗睦株式会社
豊産業株式会社

西区岡野１－１５－６
西区霞ヶ丘５９
西区平沼１－１１－１２
西区御所山町６‐２
西区平沼２－６－８
西区みなとみらい２－２－１
西区平沼１－１－８
西区藤棚町１－４９
西区伊勢町２－９５
西区戸部本町９－１８
西区平沼２－７－２３
西区平沼１－３３－７
西区戸部町２－４６－１
西区平沼１－２－２３
西区西平沼町８－１３
西区中央２－３９－４
西区北軽井沢５５－２６
西区平沼１－３－１３
西区中央１－２１－８
西区伊勢町３－１４８
西区桜木町７－４０－３
西区浜松町１４－６
西区久保町７－１１
西区浜松町１２－２９
西区戸部町４－１５８
西区みなとみらい４－４－２
西区久保町４－１２
西区西平沼町８―１３
西区高島２－１０－３１
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

中区
商号又は名称

所在地

株式会社青柳組
株式会社アクトエンジニアリング
アトム冷熱工業株式会社
株式会社磯村
一伸機工株式会社
岩崎産業株式会社
エルゴテック株式会社
株式会社小野澤工業
鹿取建設株式会社
株式会社カナテック
カナレイ株式会社
川本工業株式会社
岸本建設株式会社
協同電気株式会社
株式会社共栄社
共和興業株式会社
共和電気工事株式会社
県央建設株式会社
株式会社光電社
相模設備工業株式会社
株式会社昌工
昌和建設工業株式会社
株式会社白井組
株式会社伸栄興業所
株式会社ジェイ・ティー・エヌ
杉山管工設備株式会社
鈴木土木株式会社
株式会社須田電気商会
鷹羽工業株式会社
株式会社辰道路
たにもと建設株式会社
大光建設株式会社
株式会社大匠緑化建設
株式会社テクノジャパン
株式会社デック
東京ガスエネワーク株式会社
南部工業株式会社
日栄興業株式会社
株式会社日建
日成建設株式会社
株式会社早瀬工業
万里設備株式会社
ヒノデ工業株式会社
風越建設株式会社
藤建設工業株式会社

中区野毛町１－２９
中区本牧間門１９－１
中区弁天通２－２１
中区日本大通１７
中区本牧町１－１６３
中区本牧元町３８－６
中区尾上町１－４－１
中区元町２－９１－８
中区末吉町３－６７
中区寿町３－１０－１３
中区長者町２－５－１８
中区寿町２－５－１
中区小港町３－１９０－６
中区山下町２２７
中区住吉町２－２４
中区末吉町１－２１
中区末吉町３－５３
中区曙町１－８斉藤ビル２０２
中区富士見町３－７
中区山下町１８８
中区寿町２－６－２
中区山下町９３－２１０
中区住吉町１－８
中区石川町３－１０５－１８
中区初音町１－７－１
中区海岸通１－３
中区大和町１－２７
中区上野町２－５５
中区黄金町１－５
中区根岸町３－１７６－６７
中区羽衣町２－７－１０
中区弁天通２－２８
中区元町２－８０
中区太田町１－４－２
中区相生町６－１０２
中区花咲町２－６８
中区本牧間門４６－１１
中区長者町３－７－１
中区住吉町６－６６
中区本牧緑ヶ丘１３８
中区弥生町２－１７－Ｉ－１１０５
中区宮川町２－５５
中区小港町３－１９１－４
中区福富町西通１－８
中区長者町５－４８－１
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平成29年度災害協力事業者名簿
商号又は名称

所在地

芙蓉建設株式会社
平和工業株式会社
株式会社豊成建設
鳳和産業株式会社
増澤建設株式会社
株式会社丸伸工業所
横浜エレベータ株式会社
横浜市管工事協同組合
株式会社渡辺組
和同建設株式会社
株式会社カナテックヨコハマ
東亜工業株式会社
横浜市中高年雇用福祉事業団
株式会社キョーエーメック
株式会社ロムルス

中区曙町４－５０－２
中区小港町１－１４－３
中区山田町３－２
中区弁天通１－１４金港ビル内
中区小港町１－４－９
中区石川町５－２１０－１１
中区松影町２－８－６
中区扇町１－２－１
中区南仲通３－３１
中区蓬莱町２－４－２
中区寿町３－１０－１３
中区元町１－１８
中区松影町２－７－１２ 飯田ビル２階
中区山下町２産業貿易センタービル
中区本牧元町３９‐１第一北水ビル２０１
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

南区
商号又は名称

所在地

青野建設株式会社
アラン建設株式会社
有限会社一由設備
岩澤電気株式会社
栄光電設株式会社
有限会社エムエム電気工業
株式会社大山組
株式会社大山組建材
株式会社神奈川産業
株式会社九州電業社
有限会社クニイ電気工事
熊沢電気株式会社
向洋電機土木株式会社
株式会社古賀電気
株式会社小酒井工業
株式会社小俣組
株式会社斉藤組
株式会社栄企業
有限会社尚雲堂
新栄重機土木株式会社
株式会社神和
神中工業株式会社
株式会社誠和緑化
相和建設株式会社
株式会社田澤園
株式会社ティケイテック
株式会社電通工
東亜電設工業株式会社
都市拡業株式会社
株式会社中原建設
株式会社永吉緑化
株式会社なごみ建設
日栄建設株式会社
株式会社日本工業所
株式会社濱田園
ヒドロ工業株式会社
株式会社平岡電機工事
平野電気株式会社
株式会社弘充建設
株式会社風雅
馬淵建設株式会社
南設備工業株式会社
明誠建設株式会社
有限会社友希土木
横浜植木株式会社

南区大岡４－８－１２
南区大岡３－５－５
南区井土ケ谷上町２１－１１
南区大岡２－１０２１－１
南区中島町１－２－２
南区中里１－７－１４
南区山谷６９
南区山谷６９
南区井土ケ谷下町２２－７
南区井土ケ谷下町１８－８
南区通町３－５３－２－３０４
南区南太田１－１６－１５
南区井土ケ谷下町１６－６
南区六ッ川３―２３―４０
南区六ツ川３－４０－３
南区新川町５－２８
南区別所５－２１－１５
南区永田北３－４０－１３
南区別所１－３－２７
南区永田北３－４０－１２
南区白金町２－２８
南区井土ケ谷下町１８
南区六ツ川２－９１－１８
南区六ッ川１－２３９
南区六ツ川４－１２３４
南区別所１－３－３１
南区睦町１－１－９
南区宿町２－４０
南区三春台２５
南区中村町３－２０３－７
南区平楽１３１
南区大岡３－８－２２－１０７
南区吉野町４－２０
南区六ツ川２－１０－１３
南区六ツ川３－３－１
南区大岡３－１６－８
南区井土ケ谷下町２－５
南区南太田４－１１－１３
南区別所６－１－１
南区山谷６９
南区花之木町２－２６
南区庚台７２－１
南区大岡４－９－１
南区宮元町４－９１ ４－Ｂ
南区唐沢１５
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平成29年度災害協力事業者名簿
商号又は名称

所在地

大江電機株式会社
株式会社ダイイチ

南区前里町１－９
南区南太田１－１６－２５
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

港南区
商号又は名称

所在地

株式会社アドホームズ
株式会社アマノ技研
アライグリーン株式会社
有限会社一建テック
岩谷建設株式会社
永泰電設株式会社
有限会社エムテックグリーン
株式会社オーケーサービス
株式会社オカザキ
柏原建設株式会社
株式会社キクシマ
共栄産業株式会社
株式会社協栄電設
株式会社港南植木ガーデン
株式会社坂田組
株式会社佐藤薫工務店
有限会社佐藤組
四季造園株式会社
株式会社渋谷興業
昇栄工業株式会社
株式会社新世
高津戸建設工業株式会社
株式会社多並商会
東京ガスエコモ株式会社
中村建設株式会社
株式会社永島建設
株式会社南州電設
株式会社日辰
日成工事株式会社
根本建設株式会社
有限会社根本電業
株式会社浜電気
株式会社平川建設
有限会社福岡造園
株式会社ヘルツ
有限会社ホソイ
丸彦建設株式会社
矢崎設備工業株式会社
柳建設株式会社
株式会社山本建設
横浜ダイワ株式会社
株式会社ライフ・コア横浜
清建開発株式会社
三幸メンテサービス株式会社

港南区上永谷町４５９３
港南区野庭町５９９
港南区日野南４－３－５
港南区日野７－２２－１９
港南区下永谷５－６８－８
港南区港南３－３４－５
港南区丸山台２－２６－１５
港南区笹下１－８－１１－２０３
港南区上永谷３－１３－９
港南区野庭町６５９－１７
港南区港南台４－３９－７
港南区大久保２－８－２２
港南区笹下５－１０－８
港南区港南３－１５－６
港南区港南台８－１４－２１
港南区上大岡東１－３５－８
港南区野庭町５６２－１４
港南区東永谷３－４６－８
港南区港南台９－２９－５
港南区日野２－６０－１９
港南区日野９－２６－２
港南区日野４－５０－８
港南区港南台１－１－２０
港南区丸山台２－１２－１
港南区上永谷１－１－１８
港南区日野４－７－２９－１
港南区港南台８－１１－５
港南区東永谷１－１－３６
港南区上大岡西１－１２－３
港南区芹が谷１－８－１８
港南区芹が谷２－２０－２２
港南区上永谷６－７－１０
港南区港南３－３４－１１
港南区上永谷４－１７－９
港南区東芹が谷１０－５
港南区芹が谷１－３１－１３
港南区最戸１－１９－１９
港南区下永谷５－７－３０
港南区野庭町２４１０
港南区最戸１－１０－１
港南区日野１－２－３４
港南区下永谷２－２６－１０
港南区芹が谷３－２２－１
港南区港南台９－２９－５
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

保土ケ谷区
商号又は名称

所在地

相川建設株式会社
会津電業株式会社
有限会社板津農園
有限会社イワック
ウィン・アゲイン株式会社
浦田建設株式会社
有限会社大橋水道設備
大場電気株式会社
オザワ総合設備株式会社
尾鈴電気株式会社
菅野建設株式会社
岳南建興株式会社
株式会社共信建設
株式会社協同清美
邦貞工業株式会社
株式会社黒崎工務店
有限会社桜井建設
株式会社笹山植木
三光興産株式会社
有限会社清水土建
昭和建設株式会社
有限会社新藤組
株式会社誠昌建設
株式会社関根電気
創栄建設工業株式会社
総合開発工事株式会社
株式会社太洋電設
田野井造園株式会社
株式会社ダイイチ
大雄建設株式会社
千葉エンジニアリング有限会社
通信設備株式会社
株式会社司工事
有限会社電協社
常盤造園株式会社
株式会社徳建
都市総合緑地株式会社
有限会社富田電機
日亜建設株式会社
根本設備株式会社
有限会社はま設備工業
有限会社富士総建
藤原電気工事株式会社
二葉建設株式会社
株式会社南組

保土ケ谷区仏向町１５１５－２９
保土ケ谷区星川１－１７－１５
保土ケ谷区仏向町１０４８
保土ケ谷区仏向西２５－３
保土ケ谷区常盤台１８－１－４２２
保土ケ谷区法泉２－３－１４
保土ケ谷区初音ケ丘４０－９
保土ケ谷区西久保町１２５
保土ケ谷区峰岡町２－２１４
保土ケ谷区仏向町２２５－３
保土ケ谷区新井町２２０－２３
保土ケ谷区仏向町１００９－３２
保土ケ谷区今井町７５３－１
保土ケ谷区今井町８５９
保土ケ谷区星川３－２２－１０
保土ケ谷区今井町８０４－１
保土ケ谷区坂本町１３９－４
保土ケ谷区上菅田町１１９７
保土ケ谷区常盤台６１－３９
保土ケ谷区新井町４５８－８
保土ケ谷区和田１－１３－２１
保土ケ谷区常盤台５８－３８
保土ケ谷区仏向町２０
保土ケ谷区西谷町７１１－３８
保土ケ谷区上菅田町２７４－５
保土ケ谷区狩場町２７２
保土ケ谷区峰岡町２－２５４－２
保土ケ谷区境木町１５７
保土ケ谷区帷子町２－６７－１
保土ケ谷区峰岡町１－３－１２
保土ケ谷区西谷町９００－２
保土ケ谷区峰岡町１－３－２
保土ケ谷区上菅田町１３１２
保土ケ谷区西谷町１２９３－１
保土ケ谷区今井町１３５６
保土ケ谷区狩場町２７１
保土ケ谷区上菅田町１５０５－１
保土ケ谷区新桜ヶ丘１－４－１２
保土ケ谷区峰沢町８８－６
保土ケ谷区保土ケ谷町３－２０２
保土ケ谷区新井町６５２－４
保土ケ谷区仏向町１０９３
保土ケ谷区川島町１５７１
保土ケ谷区瀬戸ケ谷町７０－４
保土ケ谷区仏向町１４５５－１
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平成29年度災害協力事業者名簿
商号又は名称

所在地

株式会社宮野工務店
有限会社明星設備
矢口電気株式会社
株式会社谷津建設
株式会社横浜電業
株式会社横山電気工業
株式会社ヨコレイ
和光電気工事株式会社
横浜メンテナンス株式会社

保土ケ谷区権太坂２－１４－３６
保土ケ谷区瀬戸ケ谷町３
保土ケ谷区帷子町１－３０
保土ケ谷区常盤台６１－２８
保土ケ谷区峰岡町２－２３７
保土ケ谷区上菅田町１０６－６３
保土ケ谷区新井町６５７
保土ケ谷区峰岡町１－９７－１７
保土ケ谷区岩井町８７サンポ－トビル
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

旭区
商号又は名称

所在地

赤坂造園有限会社
浅井建設株式会社
アサヒロード株式会社
石黒建設株式会社
有限会社岩本設備
有限会社ウィステリアグリーン
ＭＲテクノス株式会社
株式会社エムテック
株式会社小笠原鉄工
株式会社加藤設備
有限会社カワビエンジニアリング
株式会社関工テクノシード
北沢建設株式会社
有限会社共栄電設
共和工業株式会社
株式会社栗原工務店
有限会社グローバンス
興和工業株式会社
株式会社コスモ
株式会社坂口工務店
株式会社坂本興業
櫻井造園土木株式会社
サン建設株式会社
有限会社竣光電設
株式会社シンサナミ
株式会社信和電気工業所
株式会社水美社
株式会社住吉
有限会社清進工業
有限会社関水商事
株式会社泰山園
有限会社多田設備工業
大生建設株式会社
中鉢建設株式会社
津軽商事株式会社
株式会社鶴ヶ峰建設
東栄電設株式会社
永野工業株式会社
株式会社浜
有限会社萬代組
平山防災設備株式会社
株式会社富士住設機器
北海工業株式会社
株式会社丸孝造園土木
丸柴建設株式会社

旭区鶴ヶ峰本町１－３５－１２
旭区川井本町８０
旭区白根２－４３－２
旭区下川井町２２１１－２
旭区川井本町８７－２７
旭区川井本町９９－９
旭区南本宿町１３３－３
旭区桐が作１６３１－８
旭区二俣川２－１０
旭区市沢町６４９
旭区白根３－２７－９ベルグリーンＡ１０１
旭区本宿町７５－２６
旭区白根４－３０－３
旭区中尾１－３７－８
旭区西川島町１０９－１
旭区今宿西町４７２
旭区さちが丘８０－１４
旭区中沢３－５５－１７
旭区上白根２－５－９
旭区市沢町８５２－６
旭区さちが丘１９－１８
旭区今宿１－３６－１１
旭区上川井町１９４－１
旭区白根５－４６－６
旭区鶴ケ峰２－５
旭区中白根２－１７－９
旭区下川井町２１３９－５
旭区中希望が丘１６９－１１
旭区上白根町７９５ひかりが丘６－３－５０１
旭区下川井町２２９５
旭区上白根町１２５７－１６
旭区今宿西町３７７－３４
旭区上白根町７５９－２
旭区上白根町７４４－４
旭区中白根２－２５－１８
旭区白根４－２５－１
旭区鶴ヶ峰本町１－４４－６
旭区白根８－２０－７
旭区今宿西町３２８
旭区南希望が丘１３－７
旭区鶴ケ峰本町１－３５－３６
旭区笹野台３－４８－２０
旭区都岡町４４－１１
旭区市沢町７０３
旭区桐が作１４６０－１
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平成29年度災害協力事業者名簿
商号又は名称

所在地

株式会社水村建設
株式会社みやした園芸
妙光電機株式会社
横森電気工業株式会社
和紘建設株式会社
邦栄メンテナンス株式会社
株式会社カナエル
株式会社ダイショー
石山造園株式会社

旭区市沢町３３７‐１９
旭区南本宿町１５８
旭区都岡町３９－４
旭区東希望が丘４２
旭区中白根２－１４－４８
旭区下川井町２２２３
旭区鶴ケ峰本町１－３０－２３
旭区三反田町８３－１
旭区善部町３２－１２
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

磯子区
商号又は名称

所在地

愛光電気株式会社
株式会社安藤建設
株式会社イシケン
宇田川電設株式会社
株式会社エスワイシー
株式会社面川興業
有限会社ベイワークス
北田建設株式会社
木原建設株式会社
有限会社金港建設
株式会社康栄社
株式会社弘栄土木
有限会社港南商事
株式会社興友社
株式会社サカエテック
株式会社サカクラ
新和建設株式会社
谷口建設株式会社
大同建設株式会社
株式会社ティー・エム・サービス
株式会社テクノ電工
株式会社直紀建設
錦海運建設株式会社
日光緑化建設株式会社
株式会社日本造園
英エンジニアリング株式会社
双葉工業株式会社
株式会社松栄建設
有限会社峯岸工務店
宮本土木株式会社
有限会社森永建設
横浜緑地株式会社
株式会社ワールドグリーンメンテナンス
飯塚商事株式会社
株式会社ワコー
光洋電設株式会社

磯子区磯子３－３－２８
磯子区中原２－１－１５
磯子区岡村４－３４－２０
磯子区洋光台３－２７－１９
磯子区栗木２－２５－１４
磯子区滝頭１－６－３０
磯子区洋光台１－１３－３９
磯子区西町１１－８
磯子区岡村１－５－１２
磯子区氷取沢町１８－２
磯子区西町３－３
磯子区氷取沢町１９２－４５
磯子区岡村５－１４－１６
磯子区西町８－２
磯子区栗木２－３１－１２
磯子区岡村７－３５－１６
磯子区氷取沢町３６１
磯子区栗木１－６－３６
磯子区森５－２－２０－２０１
磯子区中原２－２－６
磯子区杉田３－２７－３１
磯子区峰町５３５
磯子区西町１０－２３
磯子区岡村６－１３－３
磯子区杉田４－２－１８
磯子区杉田５－４－３
磯子区森３－８－２
磯子区岡村５－１９－１０
磯子区杉田４－７－３３
磯子区田中２－２１－１９
磯子区栗木２－１７－２
磯子区杉田４－５－１０
磯子区田中２－１６－５
磯子区中原１－２－３６
磯子区磯子２－２９－６１
磯子区丸山１－６－１６
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

金沢区
商号又は名称

所在地

アオキ工業株式会社
有賀工業株式会社
株式会社神奈川保健事業社
株式会社金沢臨海サービス
株式会社金子産商湘南
河本開発工業株式会社
株式会社港南北見緑化
高和管設株式会社
株式会社五常
紫雲建設株式会社
株式会社春峰園
湘南建設株式会社
有限会社タカノ工業
大光造園建設株式会社
有限会社大翔電設
株式会社坪倉興業
浪速産業株式会社
日飛興産株式会社
株式会社花方電設
浜崎建設工業株式会社
株式会社兵頭建設
福井建設株式会社
藤電設工業株式会社
向井化工機株式会社
杜企画株式会社
株式会社ヤマショウ
ヨコソウマシニカル株式会社
株式会社芳垣建設
株式会社綿貫建設
清美工営株式会社
富国運輸株式会社

金沢区釜利谷東４－５７－１４
金沢区西柴１－８－２７
金沢区鳥浜町４－１８
金沢区柴町３９１－７
金沢区東朝比奈３－１６－２
金沢区泥亀１－２１－６－３０２
金沢区富岡西７－３９－１
金沢区六浦南４－１４－９
金沢区福浦１－１５－１３
金沢区鳥浜町１３－１２
金沢区釜利谷東８－３－２０
金沢区鳥浜町１１－８
金沢区並木１－１７－１－５０２
金沢区富岡東１－２９－３
金沢区平潟町９－３
金沢区福浦１－４－１７
金沢区福浦２－１－１７
金沢区昭和町３１７５
金沢区平潟町９－３
金沢区福浦２－１８－１０
金沢区富岡西１－８－２
金沢区釜利谷西３－２７－１３
金沢区六浦４－２２－３
金沢区福浦１‐３‐２
金沢区泥亀１－１８－５サイダビル２階
金沢区釜利谷南２－２２－２
金沢区鳥浜町３－２０
金沢区福浦２－１３－４
金沢区福浦２－１４－２
金沢区鳥浜町４－５
金沢区鳥浜町６－５
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

港北区
商号又は名称

所在地

株式会社アイ・アメニティー
株式会社アイキン電機工業
旭建設株式会社
有限会社旭総合メンテナンス
扇建設株式会社
蒲工株式会社
久和建設株式会社
株式会社共拓社
窪倉電設株式会社
有限会社ケーイーカンパニー
向栄電気工業株式会社
弘電工株式会社
河野建設株式会社
株式会社今野設備
有限会社佐藤工業所
有限会社真田造園
株式会社シビックロード
有限会社正一設備
新光建設株式会社
末廣電気株式会社
株式会社綱島建機
奈良建設株式会社
奈良造園土木株式会社
日機道路株式会社
ニッケン建設株式会社
林建設株式会社
藤沢造園株式会社
扶桑電機株式会社
北友建設株式会社
株式会社本多組
丸わ建設株式会社
株式会社ヤマソウヨコハマ
やまぶき建設株式会社
有限会社豊工業所
有限会社ヨネヤマプランテイション
株式会社ランド
港北工業株式会社
株式会社佐藤環境整備

港北区日吉本町１－２９－１２－１０１
港北区小机町２５４３－８
港北区新吉田東３－３９－１９
港北区鳥山町１２２５
港北区小机町２１３１－２
港北区北新横浜２－５－１２
港北区日吉本町６－２３－７
港北区箕輪町２－１６－１
港北区小机町２６００－４６
港北区小机町６４５
港北区日吉本町３－４１－２２
港北区高田東１－３４－１７
港北区日吉本町２－４７－２７
港北区新横浜１－２６－１３
港北区高田東４－１１－２１
港北区仲手原２－３０－２
港北区新吉田町１９１
港北区篠原町１３３８－２
港北区大豆戸町３５９
港北区綱島西３－２２－１８
港北区綱島台２３－１９
港北区新横浜１－１３－３
港北区新横浜１－１３－３
港北区新横浜１－１３－３
港北区大豆戸町３５３
港北区大倉山６－１－１
港北区篠原西町１４－３１
港北区新横浜２－１２－８
港北区菊名１－１７－７
港北区新吉田町２５
港北区樽町３－２－２７
港北区篠原町１３３８－１
港北区新横浜２－１８－１４－６０２
港北区新吉田町２３３－１
港北区新羽町２５８２
港北区日吉２－１９－２５
港北区新羽町１８１１
港北区高田町２５２９
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

緑区
商号又は名称

所在地

ＡＲＳＨＥＬＬ株式会社
株式会社宇井建設
株式会社奥島建設
有限会社海藤住建
関東工業株式会社
有限会社串田設備
株式会社久保田建設
小林建設林産株式会社
敷地建設株式会社
新都市建設株式会社
有限会社スイ・スイ
タカハシ株式会社
株式会社田中ポンプ製作所
大永建設工業株式会社
株式会社チュウバチ
土志田建設株式会社
ナトリ電設株式会社
株式会社日動電設
株式会社日建産業
日本舗材株式会社
浜田工業株式会社
有限会社松永電設
宮内建設株式会社
ヤマト建設株式会社
横浜電気水道株式会社
竜南土木工業株式会社
ワコー緑建株式会社
株式会社ビルド

緑区長津田みなみ台５－２４－１２
緑区長津田町２９６１－１
緑区新治町４７０
緑区鴨居６－１０－３２
緑区長津田２－２０－３
緑区鴨居町２５４４
緑区三保町２３４
緑区十日市場町８３２－３
緑区鴨居町２６３２－１
緑区上山１－６－２
緑区東本郷６－２２－１－９０１
緑区鴨居町２４７０
緑区小山町４３５－８
緑区上山２－１１－１６
緑区台村町６１０－６
緑区長津田３－４－１２
緑区東本郷５－３－１
緑区十日市場町８６７－１２
緑区長津田町２９４２－１
緑区青砥町４１５
緑区長津田町４８０５
緑区三保町１７１８
緑区鴨居４－６３－５
緑区十日市場町９１１－１
緑区長津田町４８０４－１
緑区鴨居町２６１８－４
緑区いぶき野４３－５
緑区上山１－１４－１１
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

青葉区
商号又は名称

所在地

有限会社アゴーラ企画
市ケ尾建設株式会社
大口電設株式会社
株式会社大貫電興社
金子工業株式会社
株式会社北芝建設
株式会社協立電気商会
工藤建設株式会社
株式会社倉本造園
三光電業株式会社
三和造園土木株式会社
株式会社シンシアワークス
有限会社鈴木商店
都筑開発株式会社
日舗建設株式会社
日章電気工事株式会社
弘前建設有限会社
株式会社北勇
丸子電気工事株式会社
株式会社水野商会
三橋建設株式会社
株式会社三橋緑化興業
山崎建設株式会社
株式会社大和園
株式会社ヤマノウチスポーツ
横浜庭苑株式会社
株式会社横浜フィールド
有限会社緑生園
株式会社石正造園土木

青葉区奈良１－１８－１
青葉区市ケ尾町８６８－４
青葉区黒須田１９－１２
青葉区青葉台１－２４－１
青葉区鴨志田町５６０－５
青葉区新石川１－９－３
青葉区田奈町４７－８
青葉区新石川４－３３－１０
青葉区美しが丘４－１７－１０
青葉区しらとり台３４－１２
青葉区新石川１－２３－１７
青葉区すみよし台２２－５１
青葉区大場町１７４
青葉区桂台１－３－３１
青葉区さつきが丘２５－５
青葉区田奈町３８－１
青葉区鴨志田町９５－１０
青葉区奈良３－２１－４
青葉区しらとり台３４－１３
青葉区市ケ尾町１７９７
青葉区あざみ野１－４－３
青葉区あざみ野１－４－３
青葉区桂台２－１８－１２
青葉区美しが丘５－２５－６
青葉区鴨志田町５６３－３
青葉区荏田北１－３－１２
青葉区榎が丘１４－３
青葉区奈良町１８００
青葉区美しが丘５－２４－１４
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

都筑区
商号又は名称

所在地

相原建設株式会社
今井工業株式会社
岩崎造園株式会社
株式会社貝塚造園
株式会社カナメ電機
株式会社カモシダ
有限会社神原興業
株式会社協栄エンタープライズ
協栄電機株式会社
株式会社錦光園
建成株式会社
光陽機械株式会社
株式会社サカタのタネ
サンランド株式会社
重田建設企業株式会社
株式会社シンエイテック
泰平建設株式会社
株式会社ダイデンテクノス
千代田建設株式会社
株式会社東伸
株式会社日興タカラコーポレーション
朋栄建設株式会社
株式会社北都サービス
株式会社牧野造園
株式会社八千代
株式会社遊佐組
ワイエスシー株式会社
ワンタイ建設株式会社
日神企業株式会社
株式会社東伸サービス
株式会社建成クリーン

都筑区佐江戸町２４７
都筑区佐江戸町１８４１－１
都筑区牛久保東１－１２－１０
都筑区茅ケ崎東２－１２－８
都筑区東山田町２４８
都筑区川和町１４４１
都筑区荏田東３－２－３
都筑区早渕３－３２－２６
都筑区茅ケ崎東３－１０－１２
都筑区早渕１－２５－３８
都筑区川和町２４６２
都筑区東山田町１４２６
都筑区仲町台２－７－１
都筑区荏田東町４４３９－２
都筑区荏田南１－２
都筑区川和町２５３２－２
都筑区東方町９８９－３
都筑区勝田町３８１
都筑区東山田町１７６３－１
都筑区川向町８０３－１
都筑区大丸９－１６
都筑区勝田町３８１
都筑区中川５－４１－８
都筑区佐江戸町２２５７
都筑区池辺町４６５９－１
都筑区池辺町１７２０
都筑区佐江戸町２０２５－１
都筑区池辺町１７２３
都筑区川向町８２４－１
都筑区川向町８０３－１
都筑区川和町２４６３－１
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

戸塚区
商号又は名称

所在地

株式会社アオイ産業
株式会社青木工業
秋葉建設工業株式会社
秋葉メンテナンス株式会社
生駒植木株式会社
生駒造園土木株式会社
株式会社岡田建設
沖野建設株式会社
株式会社金子工業所
上條建設株式会社
株式会社きたむら園
紘永工業株式会社
株式会社コウセイ
幸和建設工業株式会社
小雀建設株式会社
株式会社小林欽也工務店
三栄電設株式会社
株式会社昭和工業
株式会社信友建設
株式会社眞和
株式会社地曳設備工業
隅田建設株式会社
曽根原工設株式会社
大清工業株式会社
大洋建設株式会社
高尾工業株式会社
東洋水工株式会社
株式会社長野工務店
永谷工業株式会社
ナス工業株式会社
株式会社日産クリエイティブサービス
日進建設株式会社
株式会社ハシックス
英工業株式会社
藤崎建業株式会社
武相建設株式会社
有限会社プラスエヌ
マコト設備工業株式会社
三善建設株式会社
株式会社横浜緑化
株式会社リアル建設神奈川
有限会社隆建工業

戸塚区名瀬町７６４－１２
戸塚区原宿３－４－１
戸塚区秋葉町４７０
戸塚区秋葉町４７０
戸塚区小雀町１８０５
戸塚区小雀町１９５６－１
戸塚区平戸３－５５－１３
戸塚区小雀町２２１５－２
戸塚区矢部町９３９
戸塚区戸塚町１４１１－３
戸塚区東俣野町１２３１
戸塚区柏尾町１９１－２
戸塚区上倉田町１５７７―２
戸塚区東俣野町１２０７－３
戸塚区小雀町１２９－３
戸塚区舞岡町２２６
戸塚区名瀬町３０６５
戸塚区戸塚町４６６８
戸塚区鳥が丘１２－１
戸塚区名瀬町２７１－１
戸塚区南舞岡３－６－７
戸塚区名瀬町２６０－１
戸塚区小雀町２０００－１
戸塚区矢部町５７２
戸塚区戸塚町１５７
戸塚区上矢部町３１５
戸塚区名瀬町２２２２－１
戸塚区小雀町１１３７
戸塚区俣野町５３４－１
戸塚区品濃町５６３
戸塚区上矢部町２３８４
戸塚区舞岡町１５４０
戸塚区戸塚町３０００－４石井ビル２階
戸塚区深谷町７４３－９
戸塚区上矢部町３２５０
戸塚区汲沢５－２－８
戸塚区下倉田町６１２－１２
戸塚区深谷町６７７－９５
戸塚区小雀町２８３
戸塚区俣野町８２８
戸塚区矢部町２９
戸塚区小雀町８８－１
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

栄区
商号又は名称

所在地

石井造園株式会社
銀杏建設株式会社
大橋庭園株式会社
株式会社柏原工務店
金子園芸株式会社
権藤建設株式会社
栄開発株式会社
篠原造園建設株式会社
有限会社千田建設
株式会社トキワ
有限会社浜建
有限会社真柄電気
横浜建設株式会社

栄区笠間４－１１－５
栄区小菅ケ谷４－２６－１１
栄区犬山町４－７
栄区庄戸５－１－４０
栄区桂町６－３０
栄区公田町３４８
栄区上郷町７２７－１
栄区上郷町１２２０－４
栄区長沼町４３６－６
栄区笠間１－６－１７
栄区長沼町３２８－１
栄区長沼町５６５－２２－１０２
栄区小菅ヶ谷４－２６－１１
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平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

泉区
商号又は名称

所在地

東工営株式会社
有限会社新建
株式会社安西組
石田建設株式会社
株式会社大井電業社
株式会社コーシン
株式会社小菅造園
株式会社斎藤電気商会
株式会社酒井造園
坂本建設株式会社
株式会社新和
株式会社大神産業
有限会社千歳工業所
東洋電設株式会社
株式会社戸塚工業所
株式会社ニッセツ
有限会社初鹿野建設
株式会社富創
有限会社増田園
株式会社港薬品造園
株式会社ムラサキ設備
株式会社モリヤ総合設備
有限会社山崎建設
株式会社ヨコテック
有限会社横浜テクノ

泉区和泉町３２０１－４
泉区領家３－２３－１１
泉区和泉町５３９０
泉区岡津町１５７３
泉区中田南４－２８－３１
泉区岡津町２２３５
泉区池の谷４０３６
泉区中田町２９５０－２２
泉区新橋町８５８
泉区中田西３－２７－３８
泉区和泉町５９３２－１
泉区上飯田町２３００－２
泉区中田南３－６－２
泉区中田西３－２２－１８
泉区中田北１－２５－６
泉区中田西１－２１－５
泉区和泉町７３２９－７
泉区和泉町８２１－３
泉区中田南１－３５－２１
泉区上飯田町２４３８－４
泉区中田西４－３１－１９
泉区緑園２－９－４
泉区岡津町２０９５－５
泉区西が岡２－１２－６
泉区白百合１丁目３－１６

23 ページ

平成29年度災害協力事業者名簿
【市内企業】

瀬谷区
商号又は名称

所在地

相原造園土木株式会社
アクアテック株式会社
有限会社阿部工務店
川口工業株式会社
ケーシー建設有限会社
株式会社Ｋ．Ｙ．Ｓ
小島造園株式会社
株式会社小塚建設
株式会社小林園
株式会社小松工業
志水工業株式会社
有限会社伸興設備
株式会社伸陽
親和興業株式会社
ステーション工業株式会社
株式会社青武組
関戸工業株式会社
株式会社相設
拓神建設株式会社
株式会社大相建設
東都造園株式会社
渡栄企業株式会社
日栄建設株式会社
株式会社日生設備
堀江造園株式会社
株式会社栁沼建設
株式会社渡辺建設

瀬谷区阿久和南２－１６－３
瀬谷区阿久和東２－５－１８
瀬谷区橋戸１－３７－３
瀬谷区本郷１－９－１０
瀬谷区阿久和西４－３６－７
瀬谷区橋戸３‐２６‐２２
瀬谷区中屋敷２－３１－４
瀬谷区阿久和西４－３－１１
瀬谷区阿久和南２－１７－２
瀬谷区下瀬谷１－３１－１０
瀬谷区瀬谷２－４３－１１
瀬谷区宮沢１－２６－１０
瀬谷区下瀬谷１－２７－５
瀬谷区中央１６－２０
瀬谷区瀬谷４－５－５
瀬谷区三ツ境９４－１
瀬谷区阿久和東４－２８－１３
瀬谷区阿久和西２－４０－１
瀬谷区目黒町３６－２
瀬谷区南台１－３３－８
瀬谷区阿久和南１－２９－５
瀬谷区中屋敷２－２５－３３
瀬谷区本郷２－７－５
瀬谷区阿久和東４－２３－７
瀬谷区阿久和南１－２１－４
瀬谷区下瀬谷３－１５－３
瀬谷区阿久和南１－１６－１１
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平成29年度災害協力事業者名簿
【準市内企業】
商号又は名称

所在地

アイサワ工業株式会社
青木あすなろ建設株式会社
あおみ建設株式会社
あきら株式会社
株式会社淺沼組
株式会社朝日工業社
株式会社安藤・間
家島建設株式会社
岩田地崎建設株式会社
株式会社荏原製作所
大木建設株式会社
株式会社大林組
株式会社大本組
株式会社奥村組
奥村組土木興業株式会社
オリエンタル白石株式会社
鹿島建設株式会社
株式会社金子港湾
株木建設株式会社
管清工業株式会社
株式会社キャプティ
九北電機工業株式会社
株式会社協和エクシオ
株式会社清田工業
株式会社クボタ
株式会社熊谷組
京急建設株式会社
コイト電工株式会社
株式会社鴻池組
株式会社小島組
五栄土木株式会社
五洋建設株式会社
佐藤工業株式会社
三軌建設株式会社
三機工業株式会社
三建設備工業株式会社
株式会社三冷社
芝工業株式会社
島津システムソリューションズ株式会社
清水建設株式会社
株式会社城口研究所
株式会社神鋼環境ソリューション
信幸建設株式会社
新日本空調株式会社
新菱工業株式会社

岡山県岡山市北区表町１－５－１
東京都港区芝４－８－２
東京都港区海岸３－１８－２１
東京都中央区東日本橋３－３－１１
大阪府大阪市浪速区湊町１－２－３
東京都港区三田３－１３－１２
東京都港区赤坂６－１－２０
兵庫県姫路市飾磨区三宅２－５９
北海道札幌市中央区北２条東１７－２
東京都大田区羽田旭町１１－１
東京都江東区亀戸４－２２－１
東京都港区港南２－１５－２
岡山県岡山市北区内山下１－１－１３
大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２
大阪府大阪市港区三先１－１１－１８
東京都江東区豊洲５－６－５２
東京都港区元赤坂１－３－１
東京都大田区東糀谷１－２１－４
茨城県水戸市吉沢町３１１－１
東京都世田谷区上用賀１－７－３
東京都品川区東五反田５－２２－２７
福岡県北九州市小倉北区井堀１－５－５
東京都渋谷区渋谷３－２９－２０
東京都中央区東日本橋３－４－１４
大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７
東京都新宿区津久戸町２－１
神奈川区金港町１－４
戸塚区前田町１００
大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６－１
愛知県名古屋市港区木場町１－６
東京都江東区有明３－７－２６
東京都文京区後楽２－２－８
東京都中央区日本橋本町４－１２－１９
福岡県福岡市博多区東光寺町１－１３－５
東京都中央区明石町８－１
東京都中央区新川１－１７－２１
東京都中央区日本橋本町３－４－６
千葉県千葉市中央区本町３－３－１５
京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町１
東京都中央区京橋２－１６－１
東京都千代田区鍛冶町１－５－７
兵庫県神戸市中央区脇浜町１－４－７８
東京都千代田区神田司町２－２ー７
東京都中央区日本橋浜町２－３１－１
東京都千代田区鍛冶町２－２－１
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平成29年度災害協力事業者名簿
商号又は名称

所在地

新菱冷熱工業株式会社
ＪＦＥエンジニアリング株式会社
水ｉｎｇ株式会社
須賀工業株式会社
住友重機械エンバイロメント株式会社
西武建設株式会社
株式会社錢高組
大成温調株式会社
大成建設株式会社
大成設備株式会社
高砂熱学工業株式会社
株式会社竹中工務店
株式会社竹中土木
第一工業株式会社
株式会社第一テクノ
ダイダン株式会社
大同機工株式会社
大日本土木株式会社
大豊建設株式会社
中央日化サービス株式会社
月島機械株式会社
坪井工業株式会社
株式会社鶴見製作所
株式会社テクノ菱和
鉄建建設株式会社
株式会社電業社機械製作所
東亜建設工業株式会社
東海鋼管株式会社
東急建設株式会社
株式会社東芝
東鉄工業株式会社
東洋建設株式会社
東洋熱工業株式会社
戸田建設株式会社
飛島建設株式会社
株式会社酉島製作所
株式会社西原衛生工業所
株式会社西原環境
西松建設株式会社
株式会社日設
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社
日新電機株式会社
日本国土開発株式会社
株式会社日立製作所
日立造船株式会社

東京都新宿区四谷２－４
鶴見区末広町２－１
東京都港区港南１－７－１８
東京都台東区上野５－１８－１０
東京都品川区西五反田７－１０－４
埼玉県所沢市くすのき台１－１１－２
大阪府大阪市西区西本町２－２－１１
東京都品川区大井１－４７－１
東京都新宿区西新宿１－２５－１
東京都新宿区西新宿２－６－１
東京都新宿区新宿６－２７－３０
大阪府大阪市中央区本町４－１－１３
東京都江東区新砂１－１－１
東京都千代田区丸の内３－３－１
東京都品川区南大井６－１３－１０
大阪府大阪市西区江戸堀１－９－２５
埼玉県戸田市新曽３３６
岐阜県岐阜市宇佐南１－３－１１
東京都中央区新川１－２４－４
千葉県千葉市花見川区犢橋町１６２７－１２
東京都中央区晴海３－５－１
東京都中央区銀座２－９－１７
大阪府大阪市鶴見区鶴見４－１６－４０
東京都豊島区南大塚２－２６－２０
東京都千代田区三崎町２－５－３
東京都大田区大森北１－５－１
東京都新宿区西新宿３－７－１
愛知県名古屋市南区桜台２－５－２４
東京都渋谷区渋谷１－１６－１４
東京都港区芝浦１－１－１
東京都新宿区信濃町３４
東京都江東区青海２－４－２４
東京都中央区京橋２－５－１２
東京都中央区京橋１－７－１
東京都港区港南１－８－１５
大阪府高槻市宮田町１－１－８
東京都港区芝浦４－２－８
東京都港区海岸３－２０－２０
東京都港区虎ノ門１－２３－１
東京都港区芝浦１－２－１
東京都品川区大崎１―５―１
京都府京都市右京区梅津高畝町４７
東京都港区赤坂４－９－９
東京都千代田区丸の内１－６－６
大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９
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平成29年度災害協力事業者名簿
商号又は名称

所在地

株式会社日立ビルシステム
日比谷総合設備株式会社
株式会社ピーエス三菱
深田サルベージ建設株式会社
株式会社福田組
株式会社フジタ
株式会社フソウ
株式会社不動テトラ
古河産機システムズ株式会社
株式会社本間組
前澤工業株式会社
前田建設工業株式会社
三井住友建設株式会社
三菱化工機株式会社
三菱電機株式会社
みらい建設工業株式会社
名工建設株式会社
株式会社明電舎
メタウォーター株式会社
株式会社森組
株式会社森本組
株式会社安川電機
株式会社ヤマト
ヤマト工業株式会社
ユニオン建設株式会社
株式会社吉田組
菱和設備株式会社
りんかい日産建設株式会社
若築建設株式会社
株式会社木村技研

東京都千代田区神田淡路町２－１０１
東京都港区芝浦４－２－８
東京都中央区晴海２－５－２４
大阪府大阪市港区築港４－１－１
新潟県新潟市中央区一番堀通町３－１０
東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２５－２
東京都中央区新川１－２３－５
東京都中央区日本橋小網町７－２
東京都千代田区丸の内２－２－３
新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００－３
埼玉県川口市仲町５－１１
東京都千代田区富士見２－１０－２
東京都中央区佃２－１－６
神奈川県川崎市川崎区宮前町１－２
東京都千代田区丸の内２－７－３
東京都港区芝４－８－２
愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４
東京都品川区大崎２－１－１
東京都千代田区神田須田町１－２５
大阪府大阪市中央区道修町４－５－１７
大阪府大阪市中央区南本町２－６－１２
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－１
群馬県前橋市古市町１１８
大阪府大阪市港区市岡１－２－１９
東京都目黒区中目黒２－１０－１
兵庫県姫路市広畑区正門通３－６－２
静岡県静岡市葵区清閑町１４－５
東京都港区芝２－３－８
東京都目黒区下目黒２－２３－１８
東京都世田谷区上用賀４－９－１９
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株式会社新井組
株式会社石垣
株式会社カワサキマシンシステムズ
京浜港湾工事株式会社
コスモ工機株式会社
鈴鹿建設株式会社
大成機工株式会社
大旺新洋株式会社
大同産業株式会社
ダイハツディーゼル株式会社
新潟原動機株式会社
日本海工株式会社
日本ヴィクトリック株式会社
株式会社古川組
明和工業株式会社
ヤンマーエネルギーシステム株式会社
寄神建設株式会社

兵庫県西宮市池田町１２－２０
東京都千代田区丸の内１－６－５
東京都千代田区神田駿河台２－５－１
東京都大田区羽田１－２１－７
東京都港区西新橋３－９－５
神奈川県横須賀市夏島町４
大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００
高知県高知市仁井田１６２５―２
神奈川県川崎市幸区下平間２８０
大阪府大阪市北区大淀中１－１－３０
東京都千代田区外神田２－１４－５
兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９
東京都港区六本木１－８－７
東京都中央区明石町１３－１
新潟県新潟市西蒲区打越１３５－１
大阪府大阪市北区鶴野町１－９
兵庫県神戸市兵庫区七宮町２－１－１
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