
 

平成 27 年７月 10 日 

消 防 庁 
 

消防団協力事業所表示制度の要綱の制定状況等及び特例措置の実施状況

（平成 27 年４月１日現在） 
 

消防庁では、平成 18 年度から被雇用者団員（サラリーマン団員）の増加に伴い、消防団員

を雇用する事業所の消防団活動への理解と協力を得ることが不可欠であるため、消防団活動

に協力している事業所を顕彰する「消防団協力事業所表示制度」を設け、市町村等に導入の

促進を図ってきました。 

この度、消防団協力事業所表示制度の要綱の制定状況等及び特例措置の実施状況（平成 27

年４月１日現在）の調査を行い、調査結果を取りまとめましたので公表します。 
 

１ 調査対象  全国市町村（消防団事務を消防本部及び一部事務組合等で実施している場

合は、当該消防本部及び一部事務組合を対象） 

 

２ 調査時点  平成 27 年４月１日現在 

 

３ 調査内容  ①消防団協力事業所表示制度の要綱等の策定状況 

        ②消防団協力事業所表示制度の認定事業所数の状況 

        ③都道府県及び市町村における消防団協力事業所として認定された事業所

に係る特例措置の実施状況 

 

４ 調査結果 

  本調査によると、要綱の策定状況については、67％の 1,156 市町村が消防団協力事業所

表示制度の要綱を策定済みであった。都道府県別に見ると制度導入率が低いのは佐賀県

（10.0％）、奈良県（10.3％）、和歌山県（13.3％）、大阪府（16.3％）、沖縄県（17.1％）

の順であった。 

また、特例措置の状況については、都道府県では、法人事業税等の減税（長野県、静岡

県及び岐阜県（岐阜県については平成 28 年４月から））や入札参加資格の加点等の支援を

実施。市町村では、消防団協力事業所報償金支給制度（秋田県能代市）、広報誌広告掲載料

免除制度（新潟県糸魚川市）、消防団協力事業所割引制度（新潟県上越市）、防災行政無線

設置補助（長野県小海町）、消火器の無償提供（愛知県豊田市）、協力事業所の表彰（鹿児

島県垂水市）や入札参加資格の加点等の支援を実施している状況であった。 

消防庁では、全ての市町村において消防団協力事業所表示制度を導入されるよう各都道

府県宛に通知したところである。 

 

５ 総務省消防庁消防団協力事業所の公表 

  総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱第 10 条の規定に基づき、総務省消防庁

消防団協力事業所の一覧を公表する。 

 

【添付資料】 

別添１  消防団協力事業所表示制度の導入状況等の概要 

別添２  総務省消防庁消防団協力事業所一覧 

別添３  都道府県通知文 

  

（連絡先）消防庁国民保護・防災部地域防災室 

担 当：猪鼻補佐、山下係長、橋本事務官 

 電 話：０３－５２５３－７５６１（直通） 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ：０３－５２５３－７５３５ 

 電子メール：syobodan@ml.soumu.go.jp 
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（※）２３特別区（東京消防庁管内）は一つの市町村として計上している。

消防団協力事業所表示制度の導入状況等について

（平成２７年４月１日現在）
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問１ 認定事業所の有無に関係なく要綱等を

定めているか （調査対象：１，７１９市町村）

問２ 問１で「定めている」と回答した１，１５６市町村の

表示証交付状況について

問３ 問１で「定めていない」と回答した５６３市町村の

今後の制定予定について

（※）

（※）



うち総務省消防庁
表示証交付

うち総務省消防庁
表示証交付

1 北海道 179 155 158 88.3 3 584 33 652 32 68

2 青森県 40 31 31 77.5 0 222 23 225 24 3

3 岩手県 33 23 24 72.7 1 282 34 298 36 16

4 宮城県 35 28 28 80.0 0 353 14 373 16 20

5 秋田県 25 22 22 88.0 0 342 60 352 55 10

6 山形県 35 34 35 100.0 1 428 20 453 19 25

7 福島県 59 19 23 39.0 4 109 18 117 18 8

8 茨城県 44 34 34 77.3 0 205 0 193 0 ▲ 12

9 栃木県 25 13 14 56.0 1 159 4 194 4 35

10 群馬県 35 12 12 34.3 0 37 0 49 0 12

11 埼玉県 63 34 51 81.0 17 49 2 61 2 12

12 千葉県 54 31 34 63.0 3 124 8 142 8 18

13 東京都 40 10 10 25.0 0 469 21 501 21 32

14 神奈川県 33 22 25 75.8 3 238 6 258 6 20

15 新潟県 30 23 26 86.7 3 1,044 165 1,080 165 36

16 富山県 15 15 15 100.0 0 366 17 390 18 24

17 石川県 19 19 19 100.0 0 177 12 187 12 10

18 福井県 17 17 17 100.0 0 266 16 277 17 11

19 山梨県 27 16 16 59.3 0 97 9 116 8 19

20 長野県 77 77 77 100.0 0 1,062 24 1,075 24 13

21 岐阜県 42 21 25 59.5 4 95 13 102 12 7

22 静岡県 35 35 35 100.0 0 464 8 507 8 43

23 愛知県 54 20 24 44.4 4 203 5 223 6 20

24 三重県 29 29 29 100.0 0 181 12 199 9 18

25 滋賀県 19 9 9 47.4 0 39 3 46 3 7

26 京都府 26 24 26 100.0 2 95 8 157 7 62

27 大阪府 43 5 7 16.3 2 3 0 3 0 0

28 兵庫県 41 19 21 51.2 2 222 24 240 26 18

29 奈良県 39 4 4 10.3 0 6 0 7 0 1

30 和歌山県 30 3 4 13.3 1 14 3 15 3 1

31 鳥取県 19 3 7 36.8 4 21 0 21 0 0

32 島根県 19 12 15 78.9 3 209 4 216 4 7

33 岡山県 27 14 16 59.3 2 112 13 147 13 35

34 広島県 23 17 19 82.6 2 256 2 285 2 29

35 山口県 19 14 19 100.0 5 138 25 147 25 9

36 徳島県 24 16 17 70.8 1 194 10 197 10 3

37 香川県 17 3 4 23.5 1 31 1 46 1 15

38 愛媛県 20 18 20 100.0 2 86 18 125 18 39

39 高知県 34 34 34 100.0 0 355 19 351 19 ▲ 4

40 福岡県 60 35 54 90.0 19 282 14 435 16 153

41 佐賀県 20 2 2 10.0 0 44 7 48 7 4

42 長崎県 21 16 21 100.0 5 210 35 268 39 58

43 熊本県 45 22 28 62.2 6 117 4 208 5 91

44 大分県 18 5 6 33.3 1 136 1 142 1 6

45 宮崎県 26 10 10 38.5 0 62 13 66 13 4

46 鹿児島県 43 20 22 51.2 2 237 13 252 14 15

47 沖縄県 41 1 7 17.1 6 0 0 0 0 0

1,719 1,046 1,156 67.2 110 10,425 741 11,446 746 1,021合　　計

（※）２３特別区（東京消防庁管内）は一つの市町村として計上している。

消防団協力事業所表示制度導入市町村数及び市町村表示証交付事業所数

平成27年4月1日現在

都道府県 市町村数

制度導入市町村数 市町村表示証交付事業所数

Ｈ26．４．１ Ｈ27．４．１ 導入率（％） 前回比較
Ｈ26．４．１ Ｈ27．４．１

前回比較

（※） （※） （※）



消防団協力事業所に対する支援策   

①減税  ３県 
  ・法人事業税等の減税 （長野、静岡、  
   岐阜）※岐阜は平成28年４月実施 

     減税限度額１０万円（長野、静岡） 

      減税限度額１００万円（岐阜） 

②入札  １９県 
  ・入札参加資格の加点 
     ・総合評価落札方式の加点 など 
   （北海道、青森、宮城、秋田、山形、 
   栃木、新潟、富山、石川、福井、長野、  
   静岡、島根、山口、徳島、高知、福岡、 
   熊本、鹿児島） 
 ③その他   ９府県 
       ・県知事感謝状の贈呈 
     （富山、福井、山梨、長野、兵庫 
      徳島、愛媛） 
   ・中小企業制度融資（島根） 
   ・認証地域貢献企業からの物品調達 
    （京都） 

自治体による支援策の実施状況 
（平成２７年４月１日現在） 

＜都道府県 ２４府県＞ 

①入札 １４４市町村 
 ・入札参加資格の加点 
 ・総合評価落札方式の加点 など 
 
②その他 ６市町 
 ・消防団協力事業所報償金 
          （秋田県能代市） 
 ・広報誌広告掲載料の免除 
          （新潟県糸魚川市） 
 ・協力事業所割引制度 
          （新潟県上越市） 
 ・防災行政無線設置補助 
          （長野県小海町） 
 ・消火器の無償提供 
          （愛知県豊田市） 
 ・協力事業所の表彰 
          （鹿児島県垂水市） 
 

＜市町村 １４７市町村＞ 

（平成１９年４月施行、平成27年４月一部改正） 

長野県消防団活動協力事業所 
応援減税 

・法人事業税（中小法人） 
・個人事業税（個人事業主） 
→ 税額の２分の１を減税（減税限度額:10万円） 

     

① 消防団協力事業所表示制度導入市町村に所在 
するすべての事業所が認定。 

② 事業主、常勤役員又は労働者である消防団員が 
   ２人以上。 
③ 県内に所在するすべての事業所が就業規則等  
  に消防団員が消防団活動を行うことにより、昇進、    
  賃金、労働時間その他の処遇面での扱いが不利 
  にならないことを記載。 

・法人 29件   減税額 196万3千円 
・個人   3件     減税額   29万6千円 

計 32 件  225万9千円 

※平成25年度実績 

静岡県消防団の活動に協力する
事業所等を応援する県税の特例 

（平成２４年４月施行、平成２６年４月一部改正） 

・法人事業税   ・個人事業税 
→ 税額の２分の１を減税（減税限度額:10万円） 

     

① 県内に事務所等を有し、かつ、すべての表示制度
の認定を受けているもの 

② 県内の事務所等における使用人等のうち、消防
団員が１名以上であること。 

③ 消防団活動に対する配慮が規定された就業規則 
  等が整備されていること。 
 ・資本金又は出資金の額が１億円以下の法人又は 
  個人 
  

１．減税内容 

２．対象となる法人・個人事業主 

３．適用実績 

１．減税内容 

２．対象となる法人・個人事業主 

３．適用実績 

・法人  38件   減税額 307万5千円 
・個人  13件     減税額    78万3千円 

計 51件 385万8千円 

※平成25年度実績 



平成27年４月１日現在

都道府県

交
付
番
号

事　業　所　名 所  在  地

北海道 14 江丹別産業開発株式会社 北海道旭川市江丹別中央103番地4

北海道 15 株式会社　只石組 北海道旭川市東旭川町旭正362番地

北海道 16 住鉱国富電子株式会社 北海道岩内郡共和町国富３５１番地１

北海道 17 当麻農業協同組合 北海道上川郡当麻町４条東３丁目４番６３号

北海道 18 熱海産業株式会社 北海道常呂郡置戸町字置戸２６１番地の５

北海道 19 株式会社　磯田組 北海道沙流郡日高町富川南3丁目2番32号

北海道 20 株式会社　川上砂利工業 北海道沙流郡平取町字荷負２７－１

北海道 21 沙流川森林組合 北海道沙流郡平取町本町４６－９

北海道 22 坂田組土建株式会社 北海道幌泉郡えりも町字本町310番地

北海道 23 有限会社 岩井水産 北海道幌泉郡えりも町字目黒２３番地

北海道 24 広尾町農業協同組合 北海道広尾郡広尾町字紋別19線51-20

北海道 25 宮谷工業株式会社 北海道古宇郡泊村大字堀株村２９番地

北海道 188 石狩市農業協同組合 北海道石狩市八幡２丁目３３２番地１１

北海道 189 浜益海運株式会社 北海道石狩市浜益区柏木８７番地

北海道 191 三協機械建設株式会社 北海道松前郡松前町字月島１８８番地

北海道 194 月形町農業協同組合 北海道樺戸郡月形町１０６９番地

北海道 195 株式会社　常盤天塩川建設  北海道中川郡音威子府村字音威子府487番地

北海道 196 天塩町農業協同組合  北海道天塩郡天塩町新地通６丁目２３４３番地

北海道 197 幌延町農業協同組合  北海道天塩郡幌延町２条北１丁目１４番地

北海道 198 忠類農業協同組合 北海道中川郡幕別町忠類栄町２５９番地

北海道 199 中札内村農業協同組合 北海道河西郡中札内村東１条南２丁目１４

北海道 462
医療法人社団　醫王会

緑の街診療所
北海道札幌市豊平区豊平7条13丁目1番1号

北海道 463
社会福祉法人　音別憩いの郷

障がい者支援施設おんべつ学園
北海道釧路市音別町川東200番地１

北海道 464 社会福祉法人　愛誠会 北海道勇払郡むかわ町穂別80番地10

北海道 465 社会福祉法人　愛光会 北海道沙流郡日高町富川西12丁目67-4

北海道 466
北海道電力株式会社

焼尻発電所
北海道苫前郡羽幌町大字焼尻字豊崎

北海道 467
国立大学法人北海道大学北方生物圏ステーション北管理部天

塩研究林
北海道天塩郡幌延町字問寒別

北海道 468 美幌町森林組合 北海道網走郡美幌町字稲美234番地

北海道 642 株式会社　亀田清掃 北海道函館市赤川町９０番地４

北海道 643 大樹町農業協同組合 北海道広尾郡大樹町西本通33番地２

北海道 766 訓子府石灰工業株式会社 北海道常呂郡訓子府町大町86番地

北海道 767 北見木材株式会社 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布元町41番地

総務省消防庁消防団協力事業所一覧表

別添２



平成27年４月１日現在

都道府県

交
付
番
号

事　業　所　名 所  在  地

総務省消防庁消防団協力事業所一覧表

別添２

青森県 26 赤平設備工業株式会社 青森県青森市大字荒川字柴田194番地20

青森県 27 大管工業株式会社 青森県青森市大字諏訪沢字岩田50番地4

青森県 28 有限会社　大居建設 青森県青森市大字浅虫字山下305番地12

青森県 29 株式会社　松本工務店 青森県三戸郡南部町大字上名久井字外ノ沢10

青森県 200 株式会社　須崎建設 青森県五所川原市金木町嘉瀬端山崎202

青森県 201 株式会社　箱田住宅工業 青森県つがる市柏桑野木田浅井３３番地１

青森県 202 株式会社　丸重組 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町106番地

青森県 203 株式会社　村下建設工業 青森県三戸郡新郷村大字戸来字金ケ沢尻15-1

青森県 204 有限会社　平葭建設 青森県三戸郡新郷村大字戸来字川台66

青森県 205 小坂建設工業　株式会社 青森県三戸郡新郷村大字戸来字高畑下44-3

青森県 469 山内土木　株式会社 青森県むつ市大湊新町37-12

青森県 470 株式会社　浜中土木 青森県むつ市川内町家ノ上8

青森県 471 株式会社　ストヨネ 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字南金沢町字床夏146-1

青森県 472 株式会社　脇川建設工業所 青森県西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢字塩見形2-10

青森県 473 株式会社　ホリエイ 青森県西津軽郡深浦町大字岩崎字松原193-2

青森県 644 株式会社　雁金建設 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字南浮田町字美ノ捨48番地の1

青森県 693 谷川工務所 青森県むつ市川内町蛎崎合野８６番地５０

青森県 694 有限会社　北栄電工 青森県むつ市横迎町二丁目１１番１５号

青森県 695
青森綜合警備保障株式会社

むつ支社
青森県むつ市大曲三丁目９番６号

青森県 696 一般財団法人　むつ市教育振興会 青森県むつ市大畑町中島１０８番地５

青森県 697 株式会社　ヒロトーヨー住器 青森県むつ市大湊新町９番５０号

青森県 698 株式会社　セイホク 青森県むつ市川内町家ノ上６番地

青森県 699 戸沼貨物自動車株式会社 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田３６の１

青森県 768
三菱マテリアル株式会社

青森工場
青森県下北郡東通村大字尻屋字八峠1番地
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岩手県 1
太平洋セメント株式会社

大船渡工場
岩手県大船渡市赤崎町字跡浜21番地6

岩手県 30 大船渡市農業協同組合 岩手県大船渡市盛町字下舘下7-16

岩手県 31 橋爪商事株式会社 岩手県大船渡市大船渡町字欠ノ下向1-125

岩手県 32 龍振鉱業株式会社 岩手県大船渡市日頃市町字石橋16番地1

岩手県 33 株式会社　小友建設 岩手県遠野市小友町14-73-2

岩手県 34
株式会社クライン

岩手事業所
岩手県遠野市上郷町板沢10-1-3

岩手県 35 株式会社　栄組 岩手県遠野市上郷町板沢9-19-1

岩手県 36 株式会社　テラ 岩手県遠野市青笹町中沢2-52

岩手県 37
株式会社　東洋レンズ

岩手工場
岩手県遠野市宮守町下宮守17-95-1

岩手県 38 佐藤建設株式会社 岩手県遠野市早瀬町一丁目1番18号

岩手県 39 遠野建設工業株式会社 岩手県遠野市松崎町白岩13-4-1

岩手県 40 有限会社　菊栄工務店 岩手県遠野市小友町30-89-1

岩手県 206 後藤工建　株式会社 岩手県一関市大東町摺沢字但馬崎66番地2

岩手県 207 株式会社　かばら 岩手県遠野市宮守町上宮守14-93-11

岩手県 208 佐藤工業株式会社 岩手県遠野市松崎町白岩25地割1番地

岩手県 209 大船渡市漁業協同組合 岩手県大船渡市赤崎町字蛸ノ浦68番地

岩手県 210 株式会社　菊池組 岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森61番地7

岩手県 211 有限会社　小松組 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第７地割112-１

岩手県 212 株式会社　佐武建設 岩手県陸前高田市米崎町字地竹沢79番地１

岩手県 213 株式会社　長谷川建設 岩手県陸前高田市竹駒町字仲の沢17番地１

岩手県 474
社会福祉法人　愛生会

障がい者支援施設　吉浜荘
岩手県大船渡市三陸町吉浜字125番地224

岩手県 475 株式会社　細谷地 岩手県久慈市長内町第１７地割１００番地１０

岩手県 476 株式会社　金子デーゼル商会 岩手県久慈市大川目町第１地割２０番地

岩手県 477 北星鉱業株式会社 岩手県久慈市川崎町１４番１０号

岩手県 478 久慈地方森林組合 岩手県久慈市長内町第４２地割９番地７

岩手県 479 南建設株式会社 岩手県九戸郡軽米町大字晴山第２７地割１２番地２

岩手県 480 株式会社　岩渕建設 岩手県一関市藤沢町黄海字箕ノ輪４６番地

岩手県 481
社会福祉法人　鳴瀬会

特別養護老人ホームすみた荘
岩手県気仙郡住田町世田米字赤畑６９番地２

岩手県 645 株式会社　三栄工業所 岩手県大船渡市赤崎町字普金10番地５

岩手県 700 花巻農業協同組合 岩手県花巻市野田３１６番地１

岩手県 701 有限会社　高龍工務店 岩手県花巻市糠塚第７地割８２番地

岩手県 702 株式会社　佐藤組 岩手県花巻市大迫町大迫３－６２

岩手県 703 浅与建設株式会社 岩手県花巻市東和町土沢８区６番地

岩手県 704 株式会社　長澤工務店 岩手県花巻市石鳥谷町八幡第１１地割２９番地２

岩手県 769 株式会社　岩辰 岩手県一関市室根町折壁字新舘前57番地1

岩手県 770 中村建設　株式会社 岩手県大船渡市三陸町越喜来字所通122番地2
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宮城県 41 仙台農業協同組合 宮城県仙台市宮城野区新田東二丁目15－2

宮城県 42 農事組合法人　西多賀三和ファーム 宮城県仙台市太白区富沢字熊ノ前２１番地

宮城県 43
能美防災株式会社

東北支社
宮城県仙台市青葉区本町一丁目２－２０

宮城県 44 有限会社　定義観光 宮城県仙台市青葉区大倉字下道１番地の２

宮城県 45 名取岩沼農業協同組合 宮城県名取市増田一丁目１２番３６号

宮城県 46 荒雄建設株式会社 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字中田野３５番４

宮城県 214 株式会社　山内組 宮城県石巻市北上町橋浦字行人前174番１

宮城県 216 株式会社　武山興業 宮城県石巻市中野字牧野巣前198番地

宮城県 217 株式会社　榮興業 宮城県石巻市桃生町中津山字町34番地2

宮城県 218 いしのまき農業協同組合 宮城県石巻市中里五丁目1番12号

宮城県 219 株式会社　金原土建 宮城県大崎市古川南町一丁目６番１１号

宮城県 220 株式会社　オニコウベ 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字小向原９番５５

宮城県 482 寺嶋建設工業株式会社 宮城県黒川郡大郷町大松沢字於在家屋敷１１

宮城県 771 株式会社　宮城衛生環境公社 宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字野川26－6

宮城県 772
有限会社　おっとち
グリーンステーション

宮城県登米市米山町津山字弥蔵壇50番地

宮城県 773 あさひな農業協同組合 宮城県黒川郡大和町吉岡南三丁目6番地の２
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秋田県 47  株式会社 工藤興業 秋田県秋田市雄和新波字樋口10番３地

秋田県 48 新あきた農業協同組合 秋田県秋田市千秋矢留町２番40号

秋田県 49  タプロス株式会社 秋田県秋田市寺内字後城322番３

秋田県 221 株式会社　秋田クボタ 秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５番地３８

秋田県 222
全農物流株式会社

秋田支店
秋田県秋田市寺内字大小路２０７番地２８

秋田県 223 あきた白神農業協同組合 秋田県能代市富町２番３号

秋田県 225 ミノル工業　株式会社 秋田県横手市南町20-12

秋田県 227 株式会社　ふるさと燃料サービス 秋田県横手市婦気大堤字婦気前122-2

秋田県 228 JUKI電子工業　株式会社 秋田県横手市増田町増田字石神西70

秋田県 229 株式会社　吉田建設 秋田県横手市雄物川町薄井字下開344

秋田県 230
株式会社　西山製作所

秋田工場
秋田県横手市雄物川町谷地新田字堤添50

秋田県 231
秋田ふるさと農業協同組合

雄物川支店
秋田県横手市雄物川町沼館字小谷地62-1

秋田県 232 株式会社　ヴァレオジャパン秋田工場 秋田県横手市雄物川町大沢字根羽子沢52-66

秋田県 234
秋田ふるさと農業協同組合

十文字支店
秋田県横手市十文字町字海道下55-2

秋田県 235 三又建設　株式会社 秋田県横手市山内三又字落合10-1

秋田県 236 株式会社　宮腰デジタルシステムズ 秋田県横手市大雄字高津野111

秋田県 237 株式会社　秋田新電元  秋田県由利本荘市大浦字上谷地１１４番地２

秋田県 238 秋田ルビコン　株式会社  秋田県由利本荘市東由利舘合字上ノ代１番地１

秋田県 239 矢島小林工業　株式会社  秋田県由利本荘市矢島町城内字沖小田４２９番地

秋田県 240 菊地建設　株式会社  秋田県由利本荘市大内三川字三川２０番地

秋田県 241 山科建設　株式会社  秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り渕１５８番地１

秋田県 242 矢島木材乾燥　株式会社  秋田県由利本荘市矢島町七日町字下山寺42番地２

秋田県 243 株式会社　菅組 秋田県湯沢市小野字東古戸１９－４

秋田県 245 進藤建設株式会社 秋田県大仙市協和峰吉川字半仙８６番地の２

秋田県 247 石井工業　株式会社 秋田県山本郡三種町豊岡金田字堀切３７番地６

秋田県 249 株式会社　マルコ産業 秋田県仙北郡美郷町六郷字作山１８３番地２

秋田県 250 株式会社 佐藤建設 秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原９６番地９

秋田県 251 株式会社   柴田組 秋田県雄勝郡羽後町杉宮字東腰廻６３番地

秋田県 483 山岡工業株式会社 秋田県秋田市御所野湯本二丁目1番5号

秋田県 484 株式会社　岡部建設工業 秋田県秋田市河辺戸島字上高屋６７－１

秋田県 485 佐藤建設株式会社 秋田県大館市川口字横岩岱６３番地１

秋田県 486 白川建設株式会社 秋田県大館市花岡町字大森山６７番地

秋田県 487 株式会社大森土木 秋田県大館市花岡町字泉田４７番地

秋田県 488 あきた北農業協同組合 秋田県大館市根下戸新町７番２２号

秋田県 489 株式会社 寒風 秋田県男鹿市脇本脇本字前野１番地１
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秋田県 491 株式会社　加藤組 秋田県男鹿市脇本脇本字向山１８番地６

秋田県 492 株式会社　田村組 秋田県湯沢市表町四丁目６－５

秋田県 493 株式会社　辨天技建 秋田県湯沢市二井田字道下１７－２

秋田県 494 株式会社　皆瀬土木 秋田県湯沢市皆瀬字宮田１１５

秋田県 496 かづの農業協同組合 秋田県鹿角市花輪字下中島１０番地２５

秋田県 497 株式会社　柳沢建設 秋田県鹿角市十和田大湯字川原ノ湯１５番地１０　　　　　　

秋田県 498 株式会社　新東組 秋田県鹿角市八幡平字永代地５０番地

秋田県 499 ハタリキ　株式会社 秋田県鹿角市十和田錦木字向谷地９番地１

秋田県 500 小坂製錬株式会社 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部60番地１

秋田県 646 株式会社　ミートランド 秋田県鹿角市八幡平字外川原３１番地１

秋田県 647 株式会社　米村組 秋田県鹿角市尾去沢字山根２０番地３

秋田県 648 株式会社　浅利佐助商店 秋田県鹿角市花輪字観音堂２７番地３

秋田県 649 工藤製作所 秋田県鹿角市尾去沢字麦沢２２番地

秋田県 650 秋田上日工業　株式会社 秋田県大仙市鑓見内字野中２４８番地の１

秋田県 651 有限会社  県南開発工業 秋田県大仙市大曲飯田町１番１１号

秋田県 705 コマツ建設株式会社 秋田県にかほ市金浦字鳥長根１３０番地の２

秋田県 706 株式会社　石川組 秋田県鹿角市十和田大湯字中田１番地３

秋田県 707 髙吉建設株式会社 秋田県大仙市大曲福住町６番６号

秋田県 708 有限会社　グリーンサポート男鹿 秋田県男鹿市五里合箱井字町屋田２４７番地２

秋田県 709 伊藤建設工業株式会社 秋田県横手市大町５番１９号
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山形県 50 大井建設株式会社 山形県酒田市東町２丁目１番地７

山形県 51 株式会社　双葉建設コンサルタント 山形県新庄市金沢字谷地田１３９９番地１１

山形県 52
株式会社　片桐製作所

本社・工場
山形県上山市金谷字鼠谷地１４５３

山形県 53
エムテックスマツムラ株式会社

本社╱天童事業所
山形県天童市北久野本１丁目７番４３号

山形県 54 株式会社　オザキ  山形県尾花沢市大字荻袋字西荻原１３１８－７

山形県 55 株式会社　成和技術 山形県尾花沢市若葉町４丁目１番１号

山形県 252 株式会社　カネト製作所 山形県上山市中山５６３３番地

山形県 253 株式会社　天童木工 山形県天童市乱川一丁目３番１０号

山形県 254 沼田建設株式会社 山形県新庄市大字鳥越１７８０番地１

山形県 255 株式会社　殖産工務所 山形県東置賜郡川西町大字上小松９８８番地１

山形県 501 阿部エンジニアリング株式会社 山形県酒田市北浜町２－５４

山形県 502 株式会社　メカニック 山形県酒田市砂越字中台７０

山形県 503 西庄建設株式会社 山形県上山市藤吾字原２０６０番地

山形県 504
ＴＨＫ株式会社

山形工場
山形県東根市大字東根甲５６００

山形県 505 山形サンケン株式会社 山形県東根市大字東根甲５６００－２

山形県 506 東根市農業協同組合 山形県東根市大字東根甲１３９０番地１

山形県 507 真室川町農業協同組合 山形県最上郡真室川町大字新町141-1

山形県 653
株式会社　ケーアイロード

メンティナンス
山形県東田川郡庄内町大野字大塚１番地１

山形県 710 小笠原建設株式会社 山形県長井市九野本２２１７番地
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福島県 57
株式会社　ファルテック
北関東工場　福島地区

福島県いわき市三和町中三坂字湯の向105

福島県 58 常磐火力産業株式会社 福島県いわき市岩間町塚原76

福島県 59 常磐共同ガス株式会社 福島県いわき市常磐湯本町日渡74-7

福島県 60 入谷建設工業株式会社 福島県河沼郡会津坂下町字沢ノ目1717番地

福島県 61 マルト建設株式会社 福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字砂田５６５番地

福島県 62
会津みどり農業協同組合

新鶴総合支店
福島県大沼郡会津美里町立石田字古宮前甲362番地２

福島県 256 小名浜海陸運送株式会社 福島県いわき市小名浜字高山312ｰ2

福島県 257
有機合成薬品工業株式会社

常磐工場
福島県いわき市常磐西郷町落合７８８番地

福島県 258 喜多方軽金属株式会社 福島県喜多方市長内7840番地

福島県 259 株式会社　唐橋 福島県喜多方市山都町三津合字細田520番地

福島県 260 穴澤建設株式会社 福島県喜多方市松山町村松字上川原3417番地1

福島県 261 渡部産業株式会社 福島県耶麻郡猪苗代町芹沢4040番地

福島県 262 東北シール工業株式会社 福島県耶麻郡猪苗代町大字磐根字中曽根2422番地37

福島県 263
会津みどり農業協同組合

高田総合支店
福島県大沼郡会津美里町高田甲2742番地4

福島県 264 滝谷建設工業株式会社 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下１７７番地

福島県 508 有限会社　サトウ建装 福島県いわき市平鎌田字岸85番地

福島県 509 株式会社　野地組 福島県二本松市油井字赤坂山２７番地

福島県 654 いわき大王製紙株式会社 福島県いわき市南台４丁目３番６号
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栃木県 265 株式会社　栗山山本建設 栃木県日光市日向２４４番地

栃木県 266 古河キャステック株式会社 栃木県日光市足尾町下間藤３番地５

栃木県 510 粟野森林組合 栃木県鹿沼市下粕尾１３６

栃木県 511 株式会社　栃木県畜産公社 栃木県宇都宮市川田町２２０番地
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埼玉県 3 株式会社　秩父富士 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野755番地１

埼玉県 63 花園農業協同組合 埼玉県深谷市小前田１１６９
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千葉県 267 有限会社　ロードワークス船橋営業所 千葉県船橋市海神町１ー20－４

千葉県 268 大本山成田山新勝寺 千葉県成田市成田１番地

千葉県 269 成田市農業協同組合 千葉県成田市寺台２９２番地

千葉県 270
株式会社　合同資源

千葉事業所
千葉県長生郡長生村七井土1365

千葉県 512 千葉オイレッシュ株式会社 千葉県君津市笹１２４９番３号

千葉県 513
日宝化学株式会社

千町工場
千葉県いすみ市松丸１２４０番地

千葉県 514
株式会社　ハマイ

大多喜工場
千葉県夷隅郡大多喜町横山880番地

千葉県 655 米屋株式会社 千葉県成田市上町５００番地
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東京都 65 株式会社　秀朝 東京都文京区小石川４丁目１番１９号

東京都 66
朝日新聞

高円寺販売所
東京都杉並区高円寺南一丁目22番29号

東京都 68
学校法人　江戸川富士学園

浅間幼稚園
東京都江戸川区上篠崎１丁目２２番１１号

東京都 69 株式会社　シイナ防災 東京都文京区千駄木３丁目４３番１２号

東京都 70 株式会社トヨダ工業 東京都江戸川区南葛西６丁目８番１４号

東京都 72 株式会社　ヨシダ防災設備 東京都葛飾区東四つ木４丁目９番９号

東京都 73 一般社団法人　東京防災設備保守協会 東京都新宿区矢来町８１番地３号

東京都 74 帝国繊維　株式会社 東京都中央区日本橋二丁目１番１０号

東京都 75 帝商　株式会社 東京都千代田区神田須田町一丁目16番５ヒューリック神田ビル９階

東京都 78 ＨＯＴＥＬ 　ＳＫＹ 東京都江戸川区東葛西６丁目９番５号

東京都 79 明治交通株式会社 東京都北区上中里２丁目１９番１号

東京都 515 株式会社　アートホテルズ 東京都品川区南大井６丁目１９番３号

東京都 516 有限会社　吉池製作所 東京都荒川区町屋３丁目３番９号

東京都 656
東京ヤクルト販売株式会社

東十条センター
東京都北区東十条四丁目６番４号

東京都 657
東高通信工業株式会社

白鳥工場
東京都葛飾区白鳥二丁目１７番１号

東京都 711 株式会社　船清 東京都品川区北品川一丁目１６番８号

東京都 712 社会福祉法人　どんぐり保育園 東京都品川区南品川二丁目９番２５号

東京都 713 有限会社　舟宿平井 東京都品川区北品川一丁目２１番１号

東京都 714 株式会社　植米苑 東京都杉並区久我山５－３８－３２

東京都 715 石川生コン株式会社 東京都葛飾区高砂２丁目３番５号

　※平成27年４月１日以降　　１件取消

908955
長方形
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神奈川県 80 株式会社 清和サービス 神奈川県相模原市宮下3丁目9番18号

神奈川県 81 相模原市農業協同組合 神奈川県相模原市中央6丁目10番10号

神奈川県 82 津久井郡農業協同組合 神奈川県相模原市津久井町中野550番地

神奈川県 83 県央愛川農業協同組合 神奈川県愛甲郡愛川町中津７４７番地

神奈川県 658 厚木市農業協同組合 神奈川県厚木市水引2－10－38

神奈川県 716 有限会社　関戸商事 神奈川県相模原市緑区青野原６０－１
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新潟県 5
電気化学工業株式会社

青海工場
新潟県糸魚川市大字青海2209

新潟県 84 蒲原瓦斯株式会社 新潟県新潟市西蒲区巻甲４１１１番地

新潟県 85 朝日酒造株式会社 新潟県長岡市朝日８８０番地１

新潟県 86 越後ながおか農業協同組合 新潟県長岡市今朝白２丁目７番25号

新潟県 87 株式会社　阿部製作所 新潟県長岡市与板町与板字江東乙1902番地４

新潟県 88 新建ビルド株式会社 新潟県新発田市富塚1942番地

新潟県 89 越後おぢや農業協同組合 新潟県小千谷市城内４－１－５５

新潟県 90 日本ベアリング株式会社 新潟県小千谷市千谷甲２８３３

新潟県 91 株式会社　シンコーテック 新潟県糸魚川市大字能生1408

新潟県 92 株式会社　タナベ 新潟県糸魚川市大字大野978

新潟県 93 株式会社　谷村建設 新潟県糸魚川市寺町1-6-35

新潟県 94
田辺工業株式会社

青海支店
新潟県糸魚川市大字青海1650

新潟県 95 新潟ポリマー株式会社 新潟県糸魚川市大字大和川715

新潟県 96 ひすい農業協同組合 新潟県糸魚川市大町1-3-4

新潟県 97 水島電機産業株式会社 新潟県糸魚川市大字田海1179-1

新潟県 98 有限会社　黒姫総業 新潟県糸魚川市大字青海2209

新潟県 99 有限会社　姫川産業 新潟県糸魚川市大字青海2209

新潟県 100 信越冷汽株式会社 新潟県妙高市月岡2丁目12番8号

新潟県 101 中電産業株式会社 新潟県妙高市大字田口272番地

新潟県 102
日本曹達株式会社

二本木工場
新潟県上越市中郷区950番地

新潟県 103 株式会社　林組 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢１７０８番地

新潟県 104 株式会社　森下組 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立１３０番地

新潟県 271 緑水工業株式会社 新潟県長岡市高見町３０６３番地１

新潟県 274 株式会　社富樫組 新潟県村上市仲間町639番地11

新潟県 275 株式会社　ホンダ村上エスエス 新潟県村上市下助渕1506番地1

新潟県 276 渋谷建設株式会社 新潟県村上市小須戸248番地2

新潟県 277 株式会社　山木組 新潟県村上市八日市12番51号

新潟県 278
株式会社　テクノフレックス

新潟工場
新潟県村上市山辺里281番地

新潟県 279 株式会社　横井組 新潟県村上市古渡路600番地

新潟県 280 村上市森林組合 新潟県村上市府屋121番地2

新潟県 281 かみはやし農業協同組合 新潟県村上市山田930番地5

新潟県 283 株式会社　フォト・スタンプ新潟 新潟県村上市天神岡381番地1

新潟県 284 朝日相互燃料株式会社 新潟県村上市早稲田54番地2

新潟県 285 株式会社　松山組 新潟県村上市府屋385番地8

新潟県 286 有限会社　松本組 新潟県村上市府屋176番地15
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新潟県 287
株式会社　和建設計事務所

村上支店
新潟県村上市塩町9番38号

新潟県 288 株式会社　加藤組 新潟県村上市久保多町7番3号

新潟県 289 株式会社　武江組 新潟県上越市浦川原区虫川1675

新潟県 290 東武土木株式会社 新潟県上越市浦川原区虫川616-1

新潟県 291
特別養護老人ホーム

ほくら園
新潟県上越市大島区大平5131

新潟県 292 大陽開発株式会社 新潟県上越市浦川原区横川406

新潟県 293 株式会社　イズミ 新潟県上越市大字黒井2598-29

新潟県 294 株式会社　サンコー 新潟県上越市頸城区百間町1060番地１

新潟県 295 株式会社　丸和総建 新潟県上越市大島区大平152

新潟県 296 西田建設株式会社 新潟県上越市大潟区土底浜1690-1

新潟県 297 直江津電子工業株式会社 新潟県上越市頸城区城野腰596-2

新潟県 298 新潟太陽誘電株式会社 新潟県上越市頸城区上吉197-8

新潟県 299 久保田建設株式会社 新潟県上越市大字辰尾新田1

新潟県 300
太平興業株式会社

上越支店
新潟県上越市大字福田字北の畔211-1

新潟県 301 協業組合太陽自動車工業 新潟県上越市大字福橋字前田634-1

新潟県 302
シゲル工業株式会社

上越工場
新潟県上越市頸城区西福島字沖田401-2

新潟県 303 上越技研株式会社 新潟県上越市安塚区安塚830

新潟県 304 農事組合法人　大潟ナショナルカントリー 新潟県上越市大潟区潟田581-1

新潟県 305 株式会社　丸互 新潟県上越市春日新田4-1-1

新潟県 307
エムイーシーテクノ株式会社

直江津事業所
新潟県上越市福田町1

新潟県 308
新潟トヨタ自動車株式会社

上越店
新潟県上越市新光町3-1-17

新潟県 309 東頸生コン株式会社 新潟県上越市大島区岡450

新潟県 310 日鉄住友工材株式会社 新潟県上越市川原町10-29

新潟県 311 頸城自動車株式会社 新潟県上越市石橋2-12-52

新潟県 312 田中産業株式会社 新潟県上越市大字土橋1928

新潟県 313 株式会社　東光クリエート 新潟県上越市平成町570

新潟県 314 内海府漁業生産組合 新潟県佐渡市両津夷９８番地１８

新潟県 315 加茂水産定置網組合 新潟県佐渡市両津夷９８番地５１

新潟県 316 有限会社　菊池組 新潟県佐渡市両津夷２６８番地７

新潟県 317 佐渡汽船運輸株式会社 新潟県佐渡市吾潟１８３番地１

新潟県 319 株式会社　堂谷組 新潟県佐渡市春日１００９番地１

新潟県 320 有限会社　藤栄建設 新潟県佐渡市鷲崎９２４番地２

新潟県 321
佐渡汽船株式会社

貨物事業部　両津貨物営業所
新潟県佐渡市両津湊３５６番地６

新潟県 322 株式会社　広瀬組 新潟県佐渡市秋津１０１番地１

新潟県 324 丸内定置網組合 新潟県佐渡市両津夷９８番地５１
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新潟県 326
メルティングセンター佐渡有限会社

佐渡エナジー
新潟県佐渡市両津大川９２５番地１

新潟県 327 有限会社　森田組 新潟県佐渡市北鵜島４７１番地３

新潟県 328
ヤマト運輸株式会社

佐渡営業所
新潟県佐渡市上横山字戸ノ下８２６番地２

新潟県 329
株式会社　近藤組

高千支店
新潟県佐渡市入川２１１６番地

新潟県 331
内藤電誠工業株式会社

羽茂工場
新潟県佐渡市羽茂本郷１９３９番地

新潟県 332 本間建設株式会社 新潟県佐渡市羽茂大橋１６４６番地３

新潟県 334
前佐渡運送株式会社

小木営業所
新潟県佐渡市小木町１９５０番地

新潟県 335 北陸建材株式会社 新潟県佐渡市八幡字田屋田８番地

新潟県 336 北陸生コンクリート株式会社 新潟県佐渡市八幡字田屋田３９番地

新潟県 337
内藤電誠工業株式会社

真野工場
新潟県佐渡市吉岡１６８８番地

新潟県 338 北魚沼農業協同組合 新潟県魚沼市中原２５８番地３

新潟県 517
ユニオンツール株式会社

長岡工場
新潟県長岡市摂田屋町字外川2706番地6

新潟県 518 株式会社　高橋土木 新潟県長岡市小島谷２９９０番地２

新潟県 519 柏崎農業協同組合 新潟県柏崎市駅前一丁目３番２２号

新潟県 520 柏崎ピストンリング株式会社 新潟県柏崎市田塚三丁目２番５１号

新潟県 521 サンワーズ株式会社 新潟県柏崎市田中１番２４号

新潟県 522 株式会社　ジェイエイサービス柏崎 新潟県柏崎市大字藤井８４８７番地

新潟県 523 株式会社　創風システム 新潟県柏崎市田中２０番２２号

新潟県 524 株式会社　リケン柏崎事業所 新潟県柏崎市北斗町１番３７号

新潟県 525
新潟漁業協同組合

山北支所
新潟県村上市寝屋１４９番地

新潟県 526 有限会社　山作 新潟県村上市山屋１７１５番地２

新潟県 527 株式会社　カエツハウス工業 新潟県村上市勝木５５４番地１

新潟県 528 村上信用金庫 新潟県村上市小町２番１５号

新潟県 529 旭電工株式会社 新潟県村上市塩町１２番１４号

新潟県 530 株式会社　笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生1155番地6

新潟県 531
明星セメント株式会社

糸魚川工場
新潟県糸魚川市上刈７丁目1番1号

新潟県 532 西頸城運送株式会社 新潟県糸魚川市寺島3丁目3番37号

新潟県 533 田辺運輸株式会社 新潟県糸魚川市大字須沢3828番地

新潟県 534 北陸自動車株式会社 新潟県糸魚川市寺島3丁目1番8号

新潟県 535 糸魚川信用組合 新潟県糸魚川市南寺町1丁目8番41号

新潟県 536 トーヨーリトレッド株式会社 新潟県糸魚川市寺町3丁目10番15号

新潟県 537 株式会社　木島組 新潟県糸魚川市大字中川原新田2285番地

新潟県 538 株式会社　新潟高和 新潟県糸魚川市大字大野910番地の1

新潟県 539 株式会社　伊藤建設 新潟県糸魚川市大字須沢2637番地

新潟県 540 株式会社　カネタ建設 新潟県糸魚川市中央2丁目4番2号
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新潟県 541 株式会社　小田島建設 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27番地1

新潟県 542 株式会社　笹川建設 新潟県糸魚川市大字中野口1番地1

新潟県 543 株式会社　小滝建材 新潟県糸魚川市上刈5丁目3番1号

新潟県 544
住友電工ウインテック株式会社

田口事業所
新潟県妙高市大字関川字中川原７０番地

新潟県 545 共栄建設工業株式会社 新潟県佐渡市赤泊６７７番地１

新潟県 546 中野建設工業株式会社 新潟県佐渡市小木町１０７４番地

新潟県 547 帯刀建設株式会社 新潟県佐渡市多田２５９番地１

新潟県 548 羽茂農業協同組合 新潟県佐渡市羽茂本郷５０４番地３

新潟県 549
佐渡農業協同組合

本店
新潟県佐渡市原黒３００番地１

新潟県 550 株式会社皆川自動車販売 新潟県佐渡市東大通１２９０番地３

新潟県 551
中野建設工業株式会社

金井支店
新潟県佐渡市泉甲２８９番地１

新潟県 552 株式会社　北雪酒造 新潟県佐渡市徳和２３７７番地２

新潟県 553 株式会社　雪国まいたけ 新潟県南魚沼市余川89

新潟県 554 魚沼みなみ農業協同組合 新潟県南魚沼市美佐島1834-1

新潟県 555
テーブルマーク株式会社

新潟魚沼工場
新潟県南魚沼市長崎813-3

新潟県 556 しおざわ農業協同組合 新潟県南魚沼市塩沢7-1

新潟県 557
株式会社　ミツバ

新潟工場
新潟県南魚沼市山崎新田950

新潟県 558 高速紙工業株式会社 新潟県南魚沼市津久野1112-14

新潟県 559 hakkai株式会社 新潟県南魚沼市九日町2845

新潟県 560
日東工業株式会社

六日町工場
新潟県南魚沼市津久野1112-9

新潟県 561 株式会社　セイタン 新潟県南魚沼市二日町684-1

新潟県 562
日本電産コパル株式会社

新潟事務所
新潟県南魚沼市宮村下新田250

新潟県 563
ニューロング精密工業株式会社

六日町工場
新潟県南魚沼市津久野1112-7

新潟県 564 新潟三吉工業株式会社 新潟県南魚沼市山崎新田980

新潟県 565 株式会社　関越イワサキ 新潟県南魚沼市新堀新田629-100

新潟県 566 株式会社　種村建設 新潟県南魚沼市水尾417

新潟県 567 八海醸造株式会社 新潟県南魚沼市長森1051

新潟県 568 セキ技研株式会社 新潟県南魚沼市早川354-32

新潟県 569 株式会社　山口組 新潟県南魚沼市九日町1137-1

新潟県 570 ニコ精密機器株式会社 新潟県南魚沼市川窪1095-1

新潟県 571 新潟ガービッヂ株式会社 新潟県南魚沼市宮1713

新潟県 572 株式会　社高辰組 新潟県南魚沼市新堀186-3

新潟県 573 株式会社　笛田組 新潟県南魚沼市五郎丸305

新潟県 574 魚沼廃棄物興産株式会社 新潟県南魚沼市泉新田130-4

新潟県 575
特別養護老人ホーム

まいこ園
新潟県南魚沼市仙石1-18
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新潟県 659 株式会社　吉田建設 新潟県新潟市西蒲区赤鏥１３０７番地１

新潟県 660 株式会社　廣瀨 新潟県新潟市西区善久８２３番地

新潟県 661 株式会社　小出建設 新潟県新発田市小出649番地

新潟県 662 株式会社　笹原建設 新潟県見附市名木野町２８７０番地２

新潟県 663 株式会社　後藤組 新潟県糸魚川市上刈６丁目１番18号

新潟県 664 遠藤建設株式会社 新潟県佐渡市八幡1966－１

新潟県 717 明星開発株式会社 新潟県糸魚川市上刈7丁目1番1号

新潟県 718 株式会社　柿崎機械 新潟県上越市柿崎区馬正面1278-30

新潟県 719 株式会社　小池組 新潟県新発田市真野原外1274番地1

新潟県 720 株式会社　青柳工務店 新潟県長岡市東川口1900番地

新潟県 721 株式会社　共立舗装 新潟県十日町市如来寺甲２４２２番地１

新潟県 722 株式会社　高橋組 新潟県十日町市松之山湯本１３８０番地１

新潟県 723 上村建設工業株式会社 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊３０５番地１８

新潟県 724 株式会社　ナカサト共和 新潟県十日町市上山イ２８３番地

新潟県 725 株式会社　共和自動車 新潟県十日町市子７５０番地

新潟県 726 株式会社　村尾電気 新潟県十日町市字四ツ宮寅甲２５１番地１

新潟県 727 株式会社　丸山工務所 新潟県十日町市稲葉４５６番地１

新潟県 774 株式会社　カネカ 新潟県糸魚川市大字能生7147番地1

新潟県 775
黒部川電力株式会社

糸魚川本社
新潟県糸魚川市寺町二丁目6番35号

新潟県 776 有限会社　青海メンテナンス 新潟県糸魚川市大字青海2209

新潟県 777 株式会社　倉富鐵工所 新潟県糸魚川市大野1110番地

新潟県 778 株式会社ドリームパネル 新潟県十日町市姿甲309番地8

新潟県 779
株式会社　髙橋組

松之山オートサービス
新潟県十日町市松之山1194番地1

新潟県 780 株式会社　大阪屋商店 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁2631番地

新潟県 781 株式会社　新潟ジャムコ 新潟県村上市坪根字上坪根341番地1
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富山県 105 日本カーボンエンジニアリング株式会社 富山県富山市高内１２２番地

富山県 106 山田村農業協同組合 富山県富山市山田中村２４４番地

富山県 107 魚津市農業協同組合 富山県魚津市釈迦堂一丁目１４番１７号

富山県 108 いなば農業協同組合 富山県小矢部市石動町１０番３０号

富山県 109 いみず野農業協同組合 富山県射水市北野１５５５番地の１

富山県 110 新川地域農業共センター 富山県下新川郡入善町青木１，３８５－１

富山県 339 中川運輸株式会社 富山県魚津市宮津234番地

富山県 340 株式会社　旭重機工業 富山県氷見市十二町字潟中開4322番地10

富山県 341 コマツキャステックス株式会社 富山県氷見市下田子１－３

富山県 342 黒部峡谷鉄道株式会社 富山県黒部市黒部峡谷口11番地

富山県 343 黒部農業協同組合 富山県黒部市天神新210番地の1

富山県 344 平野工務店株式会社 富山県黒部市植木758番地の2

富山県 576 氷見市農業協同組合 富山県氷見市朝日丘２－３２

富山県 577 株式会社　羽馬 富山県南砺市上平細島６６８

富山県 578 米澤工業株式会社 富山県南砺市利賀村坂上１２７５

富山県 579
株式会社　北陸銀行

速星支店
富山県富山市婦中町速星５８８番地

富山県 665 婦負森林組合 富山県富山市八尾町梅苑町１－９５－１

富山県 666 みな穂農業協同組合 富山県下新川郡入善町入膳３４８９－１
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石川県 111 株式会社　のとさく 石川県珠洲市上戸町北方い３１－１

石川県 112 珠洲市農業協同組合 石川県珠洲市野々江町ユ部４０－１

石川県 113 石川かほく農業協同組合 石川県河北郡津幡町字清水チ３２９番地

石川県 345 小松市農業協同組合 石川県小松市上小松町丙252番地

石川県 346 宮下建設　株式会社 石川県輪島市門前町走出3の50番地

石川県 347 町野町農業協同組合 石川県輪島市町野町広江4字32番地

石川県 348 山下建設株式会社 石川県輪島市門前町南ラの13番地1

石川県 667
石川サンケン　株式会社

町野工場
石川県輪島市町野町粟蔵白山田４４番地

石川県 668 能登建設株式会社 石川県珠洲市三崎町宇治ヨ部１２９番地１

石川県 669 伸栄建設株式会社 石川県鳳珠郡穴水町字志ヶ浦ニ４９番地１

石川県 728 昭和建設株式会社 石川県鳳珠郡穴水町字川島レ１１０の１番地

石川県 729
社会福祉法人　北伸福祉会養護老人ホーム

朱鷺の苑
石川県鳳珠郡穴水町字志ヶ浦１５字１－３番地
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福井県 114 株式会社　加藤機業場 福井県福井市川合鷲塚町４９－２－１

福井県 115 美山町森林組合 福井県福井市美山町６－２５－１

福井県 116 若狭農業協同組合 福井県小浜市遠敷８号８番地の１

福井県 117 九頭竜森林組合 福井県大野市吉６号７番地

福井県 118 越前たけふ農業協同組合 福井県越前市本多二丁目１０番２２号

福井県 119 福井池田町農業協同組合 福井県今立郡池田町稲荷１２号１６の２

福井県 120 越前丹生農業協同組合 福井県丹生郡越前町東内郡１丁目127

福井県 121 新谷窯業株式会社 福井県丹生郡越前町小曽原111-15-2

福井県 122 株式会社　時岡組 福井県大飯郡おおい町本郷１１７－２１－１

福井県 349 花咲ふくい農業協同組合 福井県坂井市坂井町上新庄第４２号１９番地

福井県 351
関電プラント株式会社

原子力事業本部
福井県三方郡美浜町興道寺９－１０

福井県 353
デンヨー株式会社

福井工場
福井県三方上中郡若狭町相田３８－１

福井県 580 椛山建設株式会社 福井県吉田郡永平寺町松岡上合月6-120-4

福井県 670 敦賀美方農業協同組合 福井県敦賀市三島町２丁目１１番１１号

福井県 671
日本ビル・メンテナンス株式会社
原子力事業本部　美浜作業所

福井県三方郡美浜町丹生６１－５

福井県 730
株式会社　関電パワーテック

美浜事業所
福井県三方郡美浜町丹生６６号川坂山５－３

福井県 782 株式会社　WADA工業 福井県大飯郡高浜町和田4－10－3



平成27年４月１日現在

都道府県

交
付
番
号

事　業　所　名 所  在  地

総務省消防庁消防団協力事業所一覧表

別添２

山梨県 123
日立マクセル株式会社スリオンテック事業本部

小淵沢事業所
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3434-8

山梨県 124 有限会社　坂本鉄工 山梨県上野原市上野原８１５４番地３１

山梨県 354
株式会社 ＮＢＣメッシュテック

山梨都留工場
山梨県都留市井倉７５７番地

山梨県 355 コニカミノルタ電子株式会社 山梨県都留市小野字宮地２２６番地

山梨県 356 株式会社 ＯＭＴ 山梨県都留市下谷三丁目２番３号

山梨県 581 ユニテック株式会社 山梨県都留市与縄1186番地

山梨県 582 テクノハウス株式会社 山梨県都留市戸沢１７０番地

山梨県 583
エヌジーケイ・セラミックデバイス株式会社

山梨工場
山梨県都留市井倉字沢戸７７５番地３



平成27年４月１日現在

都道府県

交
付
番
号

事　業　所　名 所  在  地

総務省消防庁消防団協力事業所一覧表

別添２

長野県 7 田島建設株式会社 長野県上伊那郡中川村片桐5158

長野県 125 トーハツマリーン株式会社 長野県駒ヶ根市下平４４９５番地９

長野県 127 株式会社 倉品組 長野県大町市美麻975

長野県 128 株式会社　相模組 長野県大町市大町3052番地

長野県 129 畑八開発株式会社 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑３２９番地

長野県 358 株式会社　近藤工務店 長野県飯田市南信濃和田1387番地

長野県 359
株式会社　トーエネック

飯田営業所
長野県飯田市上郷黒田662番地７

長野県 360 長豊建設株式会社 長野県飯田市座光寺5558番地1

長野県 362 池端工業株式会社 長野県飯田市南信濃和田1012番地

長野県 363 飯伊森林組合 長野県飯田市常盤町30番地

長野県 364 中野土建株式会社 長野県中野市西2-5-11

長野県 365 株式会社　東和 長野県中野市大字中野1698番地2

長野県 366
株式会社　オーク製作所

諏訪工場
長野県茅野市玉川4896

長野県 368 共和アスコン株式会社 長野県安曇野市穂高牧766番地1

長野県 369 木曽森林組合 長野県木曽郡木曽町日義4898番地37

長野県 370 木曽土建工業株式会社 長野県木曽郡木祖村大字小木曽172番地2

長野県 371 株式会社　今井工務店  長野県北安曇郡小谷村大字北小谷1850番地6

長野県 372 株式会社　鷲澤建設 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷字川原521番地1

長野県 584 株式会社　東設 長野県飯田市座光寺6711番地2

長野県 585
佐久浅間農業協同組合

軽井沢支所
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2965

長野県 672
株式会社ニチワ工業

本社茅野工場
長野県茅野市本町東3番17号

長野県 673 株式会社　黒澤組 長野県南佐久郡小海町大字千代里３１６２番地

長野県 731 ハナブサ精機株式会社 長野県飯田市下殿岡５９５－１

長野県 783 株式会社　竹花組 長野県佐久市望月30－1
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岐阜県 130 めぐみの農業協同組合中濃本部 岐阜県関市若草通１丁目１番地

岐阜県 132 有限会社　フジケン土木 岐阜県関市上之保２２７８３番地

岐阜県 133 株式会社　吉川工務店 岐阜県中津川市小川町２番８号

岐阜県 374
大宗土建株式会社

中津川支店
岐阜県中津川市馬籠4795-２

岐阜県 376 株式会社　中島工務店 〒岐阜県中津川市加子母１００５

岐阜県 586
株式会社　青山製作所製造

本部　中津川工場
岐阜県中津川市蛭川字新田５２３９番地の１

岐阜県 587 東美濃農業協同組合（JAひがしみの） 岐阜県中津川市茄子川１６４6－１９

岐阜県 674
イハラサイエンス株式会社

岐阜事業所
岐阜県中津川市付知町１０４２４番地

岐阜県 675 明知ガイシ株式会社 岐阜県恵那市明智町1001番地の200

岐阜県 732 株式会社　加地工務店 岐阜県中津川市付知町６０５４番地

岐阜県 733
株式会社　青山製作所

恵那工場
岐阜県中津川市蛭川字新田５２６９番地の１

岐阜県 784 株式会社　トライテック 岐阜県中津川市茄子川1556番地
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静岡県 8 株式会社　ヤマエイ長島建設 静岡県静岡市葵区井川1030番地

静岡県 134 あいら伊豆農業協同組合 静岡県伊東市宇佐美１８０８－１

静岡県 377 株式会社　白鳥建設 静岡県静岡市葵区梅ヶ島692番地の1

静岡県 378 有限会社　サンシラトリ 静岡県静岡市葵区梅ヶ島5341番地の1

静岡県 379
正光建設株式会社

水窪営業所
静岡県浜松市天竜区水窪町３６５８番地の４０

静岡県 588 井川森林組合 静岡県静岡市葵区井川５４４番地の７

静岡県 589 御殿場農業協同組合 静岡県御殿場市茱萸沢５番地

静岡県 590 株式会社　マルヰエナジー 静岡県伊東市鎌田７７２番１号
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愛知県 135 あいち豊田農業協同組合 愛知県豊田市西町４丁目５番地

愛知県 137 豊田森林組合 愛知県豊田市足助町横枕３番地１

愛知県 676 あいち三河農業協同組合 愛知県岡崎市坂左右町字葦ノ部18番地１

愛知県 734 愛知東農協協同組合 愛知県新城市平井字中田６番地１

愛知県 735 小笠原建設株式会社 愛知県新城市門谷字笠川25番地

愛知県 785
三菱電機株式会社

名古屋製作所新城工場
愛知県新城市有海字鳥影1番地1
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三重県 138 松阪飯南森林組合 三重県松阪市飯南町粥見5725-3

三重県 139 松阪農業協同組合 三重県松阪市豊原町1043番地1

三重県 382 株式会社　安永 三重県伊賀市緑ヶ丘中町3860番地

三重県 384
旭ダイヤモンド工業株式会社

三重工場
三重県伊賀市ゆめが丘七丁目8番地の1

三重県 385 株式会社　ミヤケ 三重県伊賀市佐那具町１６２６番地

三重県 591
津安芸農業協同組合
（ＪＡ津安芸）

三重県津市一色町２１１番地

三重県 592
三重中央農業協同組合

（ＪＡ三重中央）
三重県津市一志町田尻５９５番地の１３

三重県 677 上野ガス株式会社 三重県伊賀市上野茅町２７０６番地

三重県 736
太平洋セメント株式会社

藤原工場
三重県いなべ市藤原町東禅寺1361-1
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滋賀県 140 東びわこ農業協同組合 滋賀県根市川瀬馬場町９２２－１

滋賀県 386 レーク大津農業協同組合 滋賀県大津市打出浜14番1号

滋賀県 387 おうみ冨士農業協同組合 滋賀県守山市吉身三丁目7番6号
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京都府 388 株式会社　日進製作所 京都府京丹後市峰山町千歳22番地

京都府 389 綾部市森林組合 京都府綾部市宮代町前田２０－５

京都府 593 安田建設株式会社 京都府与謝郡与謝野町字男山800番地の1

京都府 594
栗田漁業生産組合

田井事業所
京都府宮津市字田井161番地

京都府 595
栗田漁業生産組合

小田事業所
京都府宮津市字小田宿野357番地

京都府 596 株式会社　積進 京都府京丹後市峰山町長岡1750番地の1

京都府 678 株式会社　山寅組 京都府京丹後市峰山町安204番地の7
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兵庫県 9 株式会社　ダイセル姫路製造所網干工場 兵庫県姫路市網干区新在家1239

兵庫県 141
兵庫みらい農業協同組合

豊地支店
兵庫県三木市細川町豊地５４番地

兵庫県 142
みのり農業協同組合

三木支店
兵庫県三木市本町２丁目７番31号

兵庫県 391 ヤヱガキ酒造株式会社 兵庫県姫路市林田町六九谷６８１番地

兵庫県 392 　株式会社　デービー精工 兵庫県姫路市香寺町溝口１１２７番地

兵庫県 394
兵庫みらい農業協同組合

小野中央支店
兵庫県小野市上本町１９５－６

兵庫県 395 三洋エナジー南淡株式会社 兵庫県南あわじ市賀集野田４０７番地

兵庫県 396 ミツ精機株式会社 兵庫県淡路市下河合301番地

兵庫県 397 淡路日の出農業協同組合 兵庫県淡路市志筑3112番地14

兵庫県 398 株式会社　ダイセル播磨工場 兵庫県たつの市揖保川町馬場８０５

兵庫県 598 株式会社　近畿クボタ 兵庫県南あわじ市市小井446番地4

兵庫県 599 淡路島酪農農業協同組合 兵庫県南あわじ市市善光寺26番地1

兵庫県 600
理研化学工業株式会社

淡路工場
兵庫県南あわじ市賀集野田460番地1

兵庫県 601 ミツテック株式会社 兵庫県淡路市中村134番地1

兵庫県 602 三洋エナジー東浦株式会社 兵庫県淡路市小磯1番地1

兵庫県 679
株式会社　ミヤナガ

第２工場
兵庫県三木市別所町巴１９番地

兵庫県 680 株式会社　岡田金属工業所 兵庫県三木市大村５６１番地

兵庫県 681 医療法人社団　淡路平成会　平成病院 兵庫県南あわじ市八木養宜中173

兵庫県 682 北村電機株式会社 兵庫県南あわじ市榎列上幡多1441-1

兵庫県 683 株式会社Danto　淡路島工場 兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野1290

兵庫県 737 清水建設工業株式会社 兵庫県神戸市長田区房王寺町１－４－１３

兵庫県 738 株式会社　ほくだん 兵庫県淡路市小倉１７７番地

兵庫県 739 株式会社　神田鉄工所 兵庫県淡路市浅野南１８５番地１

兵庫県 786
ヤマト運輸株式会社
津名東浦センター

兵庫県淡路市久留麻2017番地1

兵庫県 787 淡路観光開発株式会社 兵庫県淡路市生田田尻629番地

兵庫県 788 株式会社　八嶋組 兵庫県淡路市野島平林58番地
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和歌山県 684
花王株式会社
和歌山工場

和歌山県和歌山市湊１３３４番地

和歌山県 685
新日鐵住金株式会社

和歌山製鐵所
和歌山県和歌山市湊１８５０番地

和歌山県 686 株式会社　明松 和歌山県和歌山市湊１８５０番地
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島根県 143
島根県農業協同組合

くにびき地区本部
島根県松江市西川津町１６３５番地１

島根県 400 ヒカワ精工株式会社 島根県出雲市斐川町大字荘原町3168

島根県 740 株式会社　安部建設 島根県仁多郡奥出雲町下横田４５２

島根県 789 有限会社　中田建設 島根県安来市赤江町164番地
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岡山県 144 ヤンマー農機製造株式会社 岡山県岡山市中区江並428番地

岡山県 145
パナソニック株式会社ＡＶＣネットワークス社ネットワークス社イ

メージングネットワーク事業部　岡山工場
岡山県岡山市東区東平島1360番地

岡山県 401
岡山西農業協同組合

西部支店
岡山県井原市井原町５１２番地２

岡山県 402
フェニテックセミコンダクター

株式会社
岡山県井原市木之子町１５０番地

岡山県 403 　株式会社　化繊ノズル製作所 岡山県井原市東江原町８３８番地

岡山県 404 　　シーピー化成株式会社 岡山県井原市東江原町１５１６番地

岡山県 405 株式会社　岡山サカエ理研 岡山県井原市美星町大倉２０９３番地

岡山県 406 片山工業株式会社 岡山県井原市西江原町１００５番地１

岡山県 603 株式会社　本山合金製作所 岡山県津山市綾部１６４５―２０

岡山県 605
倉敷かさや農業協同組合

笠岡支店
岡山県笠岡市笠岡５９２０

岡山県 606
エムシー・ファーティコム株式会社

神島工場
岡山県笠岡市神島外浦３３６６

岡山県 607
ヒルタ工業株式会社

笠岡工場
岡山県笠岡市茂平１４１０

　※平成27年４月１日以降　　１件取消

908955
長方形
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広島県 407
広島中央農業協同組合

本店
広島県東広島市西条栄町10-35

広島県 408
中国化薬株式会社

江田島工場
広島県江田島市江田島町小用五丁目１番１号
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山口県 4
日本精蠟株式会社

徳山工場
山口県周南市大字大島850番地

山口県 409 山口宇部農業協同組合 山口県宇部市大字川上字小羽山７４番地

山口県 410 阿武萩森林組合 山口県萩市大字福井下307-1

山口県 411 ジェムカ株式会社 山口県萩市大字福井上2773-1

山口県 412 特別養護老人ホーム　阿北苑 山口県萩市大字上小川東分1406

山口県 413 有限会社　須佐自動車整備工場 山口県萩市大字須佐422-1

山口県 414 有限会社　大福丸 山口県萩市大島490

山口県 415
山口県漁業協同組合

はぎ統括支店
山口県萩市大字椿東6446-5

山口県 416 有限会社　吉光水産 山口県萩市大島24

山口県 417 山口美祢農業協同組合 山口県美祢市大嶺町東分3443番地1

山口県 418
株式会社　東洋シート

秋芳工場
山口県美祢市秋芳町岩永下郷1840

山口県 419
宇部マテリアルズ株式会社

美祢工場
山口県美祢市伊佐町伊佐4611番地の1

山口県 420 株式会社　西田産業 山口県美祢市伊佐町伊佐2858

山口県 421 カルスト森林組合 山口県美祢市大嶺町東分418番1

山口県 422 株式会社 大和建設 山口県美祢市大嶺町東分1348番地の4

山口県 423
利高工業株式会社

山口工場
山口県美祢市美東町真名2257

山口県 608 あぶらんど萩農業協同組合 山口県萩市大字江向431-2

山口県 609 防府とくぢ農業協同組合 山口県防府市中央町４番１号

山口県 610 龍陽興産株式会社 山口県美祢市大嶺町北分687番地7

山口県 611 有限会社　林電気 山口県美祢市秋芳町別府3597-2

山口県 612
株式会社 技工団

美祢事業所
山口県美祢市伊佐町伊佐１７０８

山口県 613 秋芳鉱業株式会社 山口県美祢市秋芳町別府６８２番地

山口県 614 厚和産業株式会社 山口県山陽小野田市大字郡2300番地

山口県 741 株式会社　梅﨑組 山口県美祢市秋芳町嘉万4457番地2

山口県 742 特別養護老人ホーム　青景園 山口県美祢市秋芳町青景1873番地
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徳島県 10 美馬農業協同組合 徳島県美馬市脇町拝原1300

徳島県 146
徳島市農業協同組合

応神支所
 徳島県徳島市応神町吉成字西吉成５０番地の１

徳島県 147
社会福祉法人　和田島福祉会

かもめ保育園
徳島県小松島市和田島町字西林66-1

徳島県 148 株式会社　ウッドピア 徳島県美馬市木屋平字弓道298番地

徳島県 149 株式会社　田村組 徳島県美馬市木屋平字川井287番地3

徳島県 424 八木建設株式会社 徳島県阿南市見能林町大作半１番地１

徳島県 425
大津松茂農業協同組合

松茂支所
徳島県板野郡松茂町広島字壱番越一番地

徳島県 615
株式会社　タクマテクノス
西日本支社　阿南事業所

徳島県阿南市橘町土井崎117番地14号

徳島県 616 麻植郡農業協同組合 徳島県吉野川市鴨島町鴨島106番地11

徳島県 617 株式会社　谷田組 徳島県海部郡海陽町相川字笹草40番地
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香川県 150
香川県農業協同組合
中央第一農機センター

香川県高松市下田井町３５３番地４
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愛媛県 11 大康建設株式会社 愛媛県松山市姫原1－9－9

愛媛県 12 日本郵便株式会社　松山西郵便局 愛媛県松山市古三津6－13－16

愛媛県 151 えひめ中央農業協同組合 愛媛県松山市千舟町八丁目１２８番地１

愛媛県 152 中島汽船株式会社 愛媛県松山市三津１丁目４番９号

愛媛県 153 松山市農業協同組合 愛媛県松山市三番町八丁目325番１

愛媛県 426 ネッツトヨタ瀬戸内　株式会社 愛媛県松山市中央1丁目19番32号

愛媛県 427 特別養護老人ホーム　姫ヶ浜荘 愛媛県松山市長師156番地

愛媛県 618
伯方塩業株式会社

大三島工場
愛媛県今治市大三島町台３２番地

愛媛県 619 越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町１丁目１番地５

愛媛県 620 株式会社　プロシーズ  愛媛県伊予市中山町出渕２番耕地６１２番地３

愛媛県 621 伊予アサノコンクリート株式会社 愛媛県宇和島市津島町岩松字拝高甲３１

愛媛県 687 周桑農業協同組合 愛媛県西条市丹原町池田1701番地1

愛媛県 743
日本郵便株式会社
松山中央郵便局

愛媛県松山市三番町５－２

愛媛県 744
日本郵便株式会社
松山南郵便局

愛媛県松山市森松町６４７番地

愛媛県 745
日本郵便株式会社

北条郵便局
愛媛県松山市北条辻１７６

愛媛県 746 波方ターミナル株式会社 愛媛県今治市波方町宮崎甲６００番地

愛媛県 747 あいえす造船株式会社 愛媛県今治市吉海町本庄332番地

愛媛県 748 今治造船株式会社 愛媛県今治市小浦町１丁目４番５２号
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高知県 155 高知中央森林組合 高知県吾川郡いの町小川東津賀才８４番地１

高知県 156
コスモス農業協同組合

吾北支所
高知県吾川郡いの町小川東津賀才５３番地１

高知県 157 大洋建設株式会社 高知県吾川郡いの町清水下分９２８

高知県 158 有限会社　手箱建設 高知県吾川郡いの町戸中８１番地５

高知県 159 湯浅建設株式会社 高知県安芸郡馬路村大字魚梁瀬１０番地１２０

高知県 428 植田興業株式会社 高知県四万十市渡川１丁目１０番２５号

高知県 429 国友商事株式会社 高知県吾川郡いの町小川東津賀才206-2

高知県 430 梼原町森林組合 高知県高岡郡梼原町広野647番地

高知県 431
柴田運送株式会社

     梼原営業所
高知県高岡郡梼原町東町太郎川3375番地１

高知県 432 株式会社　四万川総合建設 高知県高岡郡梼原町六丁86番地2

高知県 433 杉本土建株式会社 高知県高岡郡梼原町下西の川55番地

高知県 434 岩井建設株式会社 高知県高岡郡梼原町川西路2324番地1

高知県 435 梼原林産企業組合　　ゆうりん 高知県高岡郡梼原町上折渡98番地

高知県 622 南国市農業共同組合 高知県南国市大埇乙894-1

高知県 623 株式会社　大一林組 高知県吾川郡仁淀川町田村８２番地１

高知県 624
日鉄鉱業株式会社
鳥形山鉱業所

高知県吾川郡仁淀川町大植１０７６番地

高知県 625 株式会社　不二土木 高知県吾川郡仁淀川町寺村１４５９番地

高知県 626 株式会社　土居建設 高知県幡多郡黒潮町伊与喜43番地5

高知県 749 大東建設株式会社 高知県高岡郡四万十町河内250番地1　十和ビル１F
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福岡県 6 いわき会グループ 福岡県北九州市戸畑区初音13番13号

福岡県 160 製鉄曳船株式会社 福岡県北九州市戸畑区飛幡町２番２号

福岡県 161 第一港運株式会社 福岡県北九州市若松区本町一丁目１４番１４号

福岡県 162 洞海マリンシステムズ株式会社 福岡県北九州市若松区久岐の浜７番１号

福岡県 163
日本水産株式会社

戸畑工場
福岡県北九州市戸畑区川代二丁目３番６号

福岡県 164 北筑電業株式会社 福岡県北九州市八幡西区陣原四丁目５番１号

福岡県 165 矢野海運株式会社 福岡県北九州市若松区本町一丁目１１番１７号

福岡県 167 株式会社 黒瀬建設 福岡県中間市長津２丁目２３番２７号

福岡県 436 小倉鉱業株式会社 福岡県北九州市小倉南区大字市丸１０５０番地

福岡県 627 柳川農業協同組合 福岡県柳川市上宮永町４２５番地１

福岡県 688
JAふくおか八女筑後地区

センター
福岡県筑後市大字上北島１２１７－１

福岡県 750 株式会社　吉開組 福岡県八女市矢部村北矢部１０３８８番地３

福岡県 751 成央建設株式会社 福岡県八女市高塚６７９番地

福岡県 752 有限会社　田村環境開発工業 福岡県嘉麻市鴨生５４３番地３

福岡県 790
一般財団法人航空保安協会

北九州第一事務所
福岡県北九州市小倉南区空港北町6番

福岡県 791
株式会社　東洋金属熱錬工業所

九州工場
福岡県北九州市小倉南区新道寺936－3
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佐賀県 2 株式会社　フタバ九州 佐賀県伊万里市大川町川原5515番地

佐賀県 437 伊万里市農業協同組合 佐賀県伊万里市立花町１２９０－１

佐賀県 628 小糸九州株式会社 佐賀県佐賀市久保泉町上和泉１５８０番６

佐賀県 629
佐賀県農業協同組合
中部地区中央支所

佐賀県佐賀市本庄町大字本庄２８０－５

佐賀県 630
株式会社名村造船所

伊万里事業所
佐賀県伊万里市黒川町塩屋５番地１

佐賀県 631 株式会社　松永産業 佐賀県佐賀市富士町大字古湯８１８番地

佐賀県 753 昭和金属伊万里株式会社 佐賀県伊万里市大川町川原５９１２番地１
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長崎県 168
大石建設株式会社

対馬支店　比田勝事務所
長崎県対馬市上対馬町西泊横道１３７－２

長崎県 169
株式会社　九電工

対馬営業所
長崎県対馬市厳原町小浦７９－２

長崎県 170 株式会社　小宮建設 長崎県対馬市上県町樫滝１０５０

長崎県 171 株式会社　昭大建設 長崎県対馬市上県町飼所８２３番地

長崎県 173 株式会社　土田物流 長崎県対馬市厳原町東里３３９番地１

長崎県 175 株式会社　三槻組 長崎県対馬市上県町犬ケ浦３１７番地２

長崎県 176 上対馬町漁業協同組合 長崎県対馬市上対馬町西泊２０６番地

長崎県 177 鈴木石油株式会社 長崎県対馬市厳原町久田道１５７１番地

長崎県 178
対州海運株式会社

対馬支店
長崎県対馬市厳原町久田道１６６１番地

長崎県 179 対馬森林組合 長崎県対馬市厳原町南室２２番地１

長崎県 180 対馬農業協同組合 長崎県対馬市厳原町中村６０６番地１９

長崎県 181 豊玉町漁業協同組合 長崎県対馬市豊玉町千尋藻３５５番地９

長崎県 182
博多海陸運送株式会社

対馬支店
長崎県対馬市厳原町東里３４１番地４２号

長崎県 184 有限会社　山田土木 長崎県対馬市上対馬町比田勝３

長崎県 438 勝本町漁業協同組合 長崎県壱岐市勝本町勝本浦５７５番地６１

長崎県 439 有限会社  安川建設 長崎県壱岐市石田町石田東触８５３番地

長崎県 440 壱岐土木工業株式会社 長崎県壱岐市芦辺町中野郷本村触８００番地

長崎県 441 株式会社  川上組 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７２２番地

長崎県 442 株式会社  壱岐産業 長崎県壱岐市石田町池田西触８６２番地２

長崎県 443 株式会社  宮坂組  長崎県壱岐市芦辺町国分本村触１２３４番地

長崎県 632 有限会社  割石工務店 長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触２５８３

長崎県 633 郷ノ浦町漁業協同組合 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０５番地６

長崎県 689 壱岐交通株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触５７５－２

長崎県 690 株式会社　なかはら 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触８２８番地１

長崎県 691 株式会社　広瀬組 長崎県壱岐市石田町石田西触１３７０番地

長崎県 754 川口印刷株式会社 長崎県長崎市田中町421番地1

長崎県 755 池島アーバンマイン株式会社 長崎県長崎市池島町776番地1

長崎県 756 株式会社ダイコウ建設 長崎県佐世保市宇久町平２６５番地４

長崎県 757 株式会社大川建設工業 長崎県対馬市上対馬町比田勝956-12

長崎県 758 吉住建設株式会社 長崎県平戸市前津吉町174-1

長崎県 759 株式会社　久田組 長崎県平戸市下中津良町３９５

長崎県 760 有限会　社山川組 長崎県平戸市大島村的山川内411

長崎県 761 志々伎漁業協同組合 長崎県平戸市志々伎町1857-4

長崎県 762 平戸市森林組合 長崎県平戸市宝亀町91-1

長崎県 763 生月漁業協同組合 長崎県平戸市生月町壱部浦168-2
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長崎県 792 株式会社　外港工業 長崎県長崎市土井首509番地20

長崎県 793 三重郵便局 長崎県長崎市三重町1096－7

長崎県 794 株式会社　壱松組 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触777

長崎県 795 壱岐市農業協同組合 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触560番地
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熊本県 444
日本製紙株式会社

八代工場
熊本県八代市十条町１番１号

熊本県 634 株式会社 高野組 熊本県八代市鏡町内田１５０１番地

熊本県 635 熊本宇城農業協同組合 熊本県宇城市松橋町松橋３５７－１

熊本県 636 苓北町農業協同組合 熊本県天草郡苓北町志岐１０１０番地

熊本県 796 株式会社　江川組 熊本県八代市鏡町両出1324－1
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大分県 445 佐伯重工業株式会社 大分県佐伯市鶴谷町２丁目５番３７号
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宮崎県 185
尾鈴農業協同組合

川南本所
宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６５８番地１

宮崎県 446 宮崎中央農業協同組合 宮崎県宮崎市丸島町１番１７号

宮崎県 447 延岡農業協同組合 宮崎県延岡市川原崎町２８１番地１

宮崎県 448 旭有機材工業株式会社 宮崎県延岡市中の瀬町２丁目5955番地

宮崎県 449
日本郵便株式会社

延岡郵便局
宮崎県延岡市南町１丁目3-5

宮崎県 451 南日本ハム株式会社 宮崎県日向市大字財光寺１１９３番地

宮崎県 452 株式会社　日向製錬所 宮崎県日向市船場町５番地

宮崎県 453 日向農業協同組合 宮崎県日向市鶴町１丁目３番１２号

宮崎県 637 飫肥通産株式会社 宮崎県日南市大字平野１１４７番地１

宮崎県 638 　株式会社　三郎建設 宮崎県日向市東郷町山陰丙１４７９－７

宮崎県 639 日向運輸株式会社 宮崎県日向市船場町１番地１６

宮崎県 640 西都農業協同組合 宮崎県西都市大字右松2071番地

宮崎県 764 都城農業協同組合 宮崎県都城市上川東３－４－１
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鹿児島県 186 株式会社　村山組 鹿児島県鹿児島市桜島赤水町１４３１－３

鹿児島県 187 久見崎産業株式会社 鹿児島県薩摩川内市久見崎町１７６５番地５　　

鹿児島県 454 株式会社 宮内建設 鹿児島県薩摩川内市上甑町小島２番地

鹿児島県 455
さつま日置農業協同組合
（日置市管内事業所）

鹿児島県日置市伊集院町下谷口1810番地

鹿児島県 456
さつま日置農業協同組合

（いちき串木野市管内事業所）
鹿児島県いちき串木野市東塩田町２３３

鹿児島県 457
株式会社　川崎技研

串木野事業所
鹿児島県いちき串木野市冠岳 10660（串木野環境センター）

鹿児島県 458
日本特殊陶業株式会社

鹿児島宮之城工場
鹿児島県薩摩郡さつま町田原2238番地1

鹿児島県 459
北さつま農業協同組合

本所
鹿児島県薩摩郡さつま町虎居745番地

鹿児島県 460 町田酒造株式会社 鹿児島県大島郡龍郷町大勝3321番地

鹿児島県 461 有限会社 中善組 鹿児島県大島郡龍郷町龍郷1574番地1

鹿児島県 641 株式会社　野添土木 鹿児島県鹿児島市持木町４０番地

鹿児島県 692 西南水産株式会社 鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑1067番地2

鹿児島県 765 グリーン鹿児島農業協同組合 鹿児島市小川町２７番１７号

鹿児島県 797 株式会社　野添組 鹿児島県鹿児島市東桜島町24番地1



 

消防庁国民保護･防災部地域防災室 

猪鼻補佐、山下係長、橋本事務官 

〒100-8927 東京都千代田区霞が関二丁目 1 番 2 号

TEL：03-5253-7561（直通） FAX：03-5253-7535 

e-mail： syobodan@ml.soumu.go.jp 

消 防 地 第 １ ５ ５ 号  

平成２７年７月１０日  

 

 各都道府県消防防災主管部局長 殿 

 

消防庁国民保護・防災部地域防災室長    

（ 公 印 省 略 ）      

 

 

   消防団協力事業所表示制度の要綱の制定状況等及び特例措置の 

   実施状況（平成２７年４月１日現在）について 

 

 

 日頃、消防防災行政の推進に御理解・御協力いただきありがとうございます。 

 消防庁では、全国の消防団員のうち被雇用者の占める割合が七割を超えてい

る現状に鑑み、消防団員が所属する事業所の社会的評価や信頼性を高め、消防

団活動に対するより一層の理解の促進及び事業所と消防団との連携強化が図ら

れることを目指し、事業所が消防団活動に協力することを社会貢献として賞揚

する「消防団協力事業所表示制度」の導入を推進しています。 

 今般、「『消防団協力事業所として認定された事業所』に係る特例措置等の実

施状況の調査について（照会）」（平成２７年４月８日付け消防地第１０８号）

及び「『消防団協力事業所表示制度』の要綱等の制定に係る実態調査の実施につ

いて（照会）」（平成２７年４月８日付け消防地第１０９号）にて実施した調査

について、別添のとおりその結果を取りまとめましたので、貴都道府県内の市

町村に周知いただくようお願いいたします。 

 また、貴都道府県内の市町村が交付している「消防団協力事業所表示証（い

わゆるシルバーマーク）」の交付先を積極的に公表することについて、別添の

「総務省消防庁消防団協力事業所表示証（いわゆるゴールドマーク）」の交付

先一覧と併せて、周知いただくようお願いいたします。 

 加えて、消防団協力事業所表示制度を導入していない市町村が存する場合に

あっては、速やかに同制度を導入するよう働きかけていただくようお願いいた

します。 

 なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定

に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。 

別添３ 
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