
番号 市町村名 事業所名 消防庁認定事業所

1 福島市 株式会社小野工業所

2 福島市 佐藤工業株式会社

3 福島市 富久泉工業株式会社

4 福島市 大槻電設工業株式会社

5 福島市 菅信建設株式会社

6 福島市 日東産業株式会社

7 福島市 菅野建設株式会社

8 福島市 株式会社日新土建

9 福島市 多田建設株式会社

10 福島市 日東紡績株式会社　福島工場

11 福島市 福島キャノン株式会社

12 福島市 日本郵便株式会社　福島中央郵便局

13 福島市 小林土木株式会社

14 福島市 若松ガス株式会社　福島支店

15 福島市 東開工業株式会社

16 福島市 協三工業株式会社

17 福島市 株式会社ネクスコ・メンテナンス東北　福島事業所

18 福島市 旭産業株式会社

19 福島市 大佐藤建設有限会社 〇

20 福島市 福島看護専門学校

21 福島市 桜の聖母短期大学

22 福島市 福島学院大学

23 福島市 大原看護専門学校

24 福島市 株式会社尾形建設

25 福島市 株式会社ケーデーエム　福島事業所

26 福島市 トーアエイヨー株式会社　福島工場

27 福島市 三井住建道路株式会社　東北支社　福島営業所

28 福島市 一般財団法人大原記念財団　清水病院　

29 福島市 有限会社エヌオーエー

30 福島市 株式会社安藤組

31 会津若松市 会津土建株式会社

32 会津若松市 秋山ユアビス建設株式会社

33 会津若松市 株式会社共立土建

34 会津若松市 三立道路株式会社

35 会津若松市 一般財団法人会津若松市公園緑地協会

福島県市町村消防団協力事業所一覧
（令和４年１０月末時点）

1/7



番号 市町村名 事業所名 消防庁認定事業所

福島県市町村消防団協力事業所一覧
（令和４年１０月末時点）

36 会津若松市 磐梯産業株式会社

37 会津若松市 有限会社あいづ松川

38 会津若松市 八ツ橋設備株式会社

39 会津若松市 花春酒造株式会社

40 会津若松市 株式会社三義漆器店

41 会津若松市 会津商工信用組合

42 会津若松市 田中建設工業株式会社

43 会津若松市 会津よつば農業協同組合

44 会津若松市 会津信用金庫

45 郡山市 株式会社二嘉組 〇

46 郡山市 北日本ライン株式会社

47 郡山市 三立土建株式会社　郡山支店

48 郡山市 昭和建設工業株式会社

49 郡山市 渡富建設株式会社

50 郡山市 合資会社共立社

51 郡山市 株式会社エンドウ

52 郡山市 援護化学株式会社

53 郡山市 株式会社関組

54 郡山市 ALSOK福島株式会社 〇

55 郡山市 株式会社郡山測量設計社

56 郡山市 壁巣建設株式会社

57 いわき市 有機合成薬品工業株式会社　常磐工場 〇

58 いわき市 常磐共同ガス株式会社 〇

59 いわき市 小名浜海陸運送株式会社 〇

60 いわき市 株式会社ファルテック　福島工場 〇

61 いわき市 株式会社常磐製作所

62 いわき市 常磐火力産業株式会社 〇

63 いわき市 クリナップ株式会社　いわき事業所

64 いわき市 常磐共同火力株式会社　勿来発電所

65 いわき市 株式会社クレハ環境

66 いわき市 日本製紙株式会社　勿来工場

67 いわき市 株式会社クレハ　生産・技術本部いわき事業所

68 いわき市 いわき大王製紙株式会社

69 いわき市 山木工業株式会社

70 いわき市 クレハ建設株式会社
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71 いわき市 株式会社渡辺組

72 いわき市 福浜大一建設株式会社

73 いわき市 北関東空調工業株式会社

74 いわき市 堀江工業株式会社

75 いわき市 林興業株式会社

76 いわき市 株式会社加地和組

77 いわき市 クレハ電機株式会社

78 いわき市 三井住建道路株式会社　東北支店　いわき営業所

79 いわき市 株式会社作山工務所

80 いわき市 株式会社三崎組

81 いわき市 有限会社サトウ建装

82 いわき市 クレハ設備株式会社

83 いわき市 株式会社久田設備工業

84 いわき市 株式会社常磐エンジニアリング

85 いわき市 三共設備株式会社

86 いわき市 大和電設工業株式会社

87 いわき市 株式会社いわきエアコン

88 いわき市 富士見防災通信株式会社

89 いわき市 前田道路株式会社　いわき合材工場

90 いわき市 東洋システム株式会社

91 いわき市 有限会社蛭田電設

92 いわき市 古河電池株式会社　いわき事業所

93 いわき市 株式会社大倉工業所 〇

94 いわき市 福島通商株式会社

95 いわき市 株式会社ジェイ・ケイ・リアルタイム

96 いわき市 アルプスアルパイン株式会社　いわき事業所

97 いわき市 株式会社マツザキガーデン

98 いわき市 社会福祉法人誠友会　大倉保育園

99 いわき市 岩電機工事株式会社

100 いわき市 株式会社東日本計算センター

101 いわき市 城北化学工業株式会社　いわき工場

102 いわき市 品川リフラクトリーズ株式会社　東日本工場

103 いわき市 いわき緑化興業株式会社

104 いわき市 株式会社山一緑化土木

105 いわき市 三浦電気工事株式会社
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106 いわき市 遠野興産株式会社

107 いわき市 クレハ工事株式会社

108 いわき市 株式会社中山組

109 いわき市 株式会社鈴民建設

110 いわき市 植田電機株式会社

111 いわき市 常盤電設産業株式会社

112 いわき市 株式会社酒井組

113 いわき市 株式会社齊組工業

114 いわき市 株式会社キャレック

115 いわき市 株式会社タンガロイ

116 いわき市 志賀工業株式会社

117 いわき市 有限会社上遠野造園土木

118 いわき市 株式会社吉村興業

119 いわき市 福吉工業株式会社

120 いわき市 いわき電気工業株式会社

121 いわき市 株式会社地質基礎

122 いわき市 株式会社建誠

123 いわき市 菅野建設工業株式会社

124 いわき市 株式会社南自動車工業所

125 喜多方市 株式会社唐橋 ○

126 喜多方市 穴澤建設株式会社 ○

127 喜多方市 喜多方軽金属株式会社 ○

128 喜多方市 株式会社環境建設

129 喜多方市 パナソニック　ソーラー　アモルトン株式会社

130 喜多方市 医療法人昨雲会

131 喜多方市 ほまれ酒造株式会社

132 喜多方市 株式会社高橋建設

133 喜多方市 マツモトプレシジョン株式会社

134 喜多方市 本田軽金属株式会社

135 相馬市 株式会社MYS

136 相馬市 株式会社小野中村

137 相馬市 旭電設工業株式会社

138 相馬市 高山電業株式会社

139 二本松市 二本松信用金庫

140 二本松市 大七酒造株式会社
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141 二本松市 東北江南株式会社

142 二本松市 株式会社マルサン

143 二本松市 株式会社野地組

144 二本松市 株式会社下山電工

145 二本松市 有限会社野地斫り建設工業

146 二本松市 有限会社あだたらボーリング

147 二本松市 ヤマニ建設株式会社

148 二本松市 株式会社菅野土建

149 二本松市 有限会社野地建設

150 二本松市 菅野建設工業株式会社　二本松支店

151 二本松市 株式会社本多建設

152 二本松市 株式会社吉田設備

153 二本松市 株式会社本多組

154 二本松市 有限会社川崎開発

155 二本松市 株式会社尾形土建

156 南相馬市 関場建設株式会社

157 南相馬市 後藤建設工業株式会社

158 南相馬市 世紀東急工業株式会社　南相馬営業所

159 南相馬市 大内新興化学工業株式会社　原町工場

160 伊達市 森藤建設工業株式会社

161 伊達市 株式会社利根川組

162 伊達市 大沼林産工業株式会社

163 伊達市 有限会社大友組

164 伊達市 有限会社羽賀造園土木

165 本宮市 株式会社長谷川建設

166 本宮市 菅野建設工業株式会社

167 本宮市 石橋建設工業株式会社

168 本宮市 川名建設工業株式会社

169 本宮市 石川工業株式会社

170 本宮市 有限会社飯田製作所

171 本宮市 国分木材工業株式会社

172 下郷町 三立土建株式会社

173 下郷町 株式会社渡部工務所

174 下郷町 株式会社しもごう環境サービス

175 下郷町 五十嵐建設株式会社
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176 下郷町 有限会社佐藤土建

177 下郷町 有限会社佐藤建設

178 只見町 株式会社南会西部建設コーポレーション　南会津本社

179 只見町 永洸建設株式会社

180 只見町 有限会社只見自動車整備工場

181 只見町 朝日建設株式会社

182 只見町 梁取板金有限会社

183 只見町 目黒写真館

184 猪苗代町 東北シール工業株式会社 〇

185 猪苗代町 渡部産業株式会社 〇

186 猪苗代町 株式会社森口電気商会

187 猪苗代町 渡部電気工業株式会社

188 猪苗代町 安部建設株式会社

189 猪苗代町 東信建設工業株式会社

190 猪苗代町 東栄建設株式会社

191 猪苗代町 五十嵐石材

192 会津坂下町 マルト建設株式会社 ○

193 会津坂下町 会津機械株式会社

194 会津坂下町 株式会社東北入谷まちづくり建設　坂下本社 ○

195 会津坂下町 八洲ゴム工業株式会社　会津工場

196 会津坂下町 会津よつば農業協同組合　坂下支店

197 会津坂下町 第一緑化工業株式会社

198 会津坂下町 株式会社八重電業社　会津営業所

199 三島町 滝谷建設工業株式会社 ○

200 三島町 佐久間建設工業株式会社 ○

201 会津美里町 会津よつば農業協同組合　新鶴支店 ○

202 会津美里町 会津よつば農業協同組合　高田支店 ○

203 会津美里町 若松ガス株式会社

204 会津美里町 巳ノ瀬建設工業株式会社

205 棚倉町 藤田建設工業株式会社

206 棚倉町 緑川建材工業株式会社

207 棚倉町 森本建設株式会社

208 鮫川村 東白工業株式会社

209 鮫川村 小松重機土木有限会社

210 鮫川村 湯座建設株式会社
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211 鮫川村 国島建設株式会社

212 鮫川村 株式会社森建設

213 石川町 株式会社佐藤渡辺　石川営業所

214 石川町 株式会社創誠
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