
○鳴門市災害時等協力事業者登録制度に登録していただいた事業者及び事業所は以下のとおりです。（平成26年1月8日現在、登録事業者数31）

○「災害時等」とは、地震・津波、台風・豪雨、その他危機事態等を指し、協力活動への参加・不参加の可否及び協力可能な時間帯については各事業者の任意となります。

人材 物品 施設 搬送 資機材 その他

0901 鳴門西 H21.1.8
太平建設　有限会社

代表取締役　工藤　謙二
ﾀｲﾍｲｹﾝｾﾂ      ﾕｳｹﾞﾝｶｲｼｬ

太平建設　有限会社
建設業 772-0052 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下255 088-687-2122 ○ ○ ○

0902 板東 H21.1.21
新栄土建株式会社　鳴門本店

本店長　新　　栄
ｼﾝｴｲﾄﾞｹﾝ    ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ      ﾅﾙﾄﾎﾝﾃﾝ

新栄土建株式会社　鳴門本店
建設業 779-0223 鳴門市大麻町川崎474 088-689-1401 ○ ○

0903 堀江 H21.2.2
有限会社　川上工務店

代表取締役　川上　泰
ﾕｳｹﾞﾝｶｲｼｬ      ｶﾜｶﾐｺｳﾑﾃﾝ

有限会社　川上工務店
建設業

不動産業
779-0303 鳴門市大麻町池谷字浜田3-2 088-689-3456 ○ ○

0904 黒崎 H21.2.27
有限会社　原土木

代表取締役　原　泰夫
ﾕｳｹﾞﾝｶｲｼｬ      ﾊﾗﾄﾞﾎﾞｸｼﾞﾑｼｮ

有限会社　原土木事務所
建設業 772-0002 鳴門市撫養町斎田字見白126-25 088-685-0093 ○ ○ ○

0905 川東 H21.3.4
株式会社　亀井組

代表取締役　朝野　佳伸
ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ       ｶﾒｲｸﾞﾐ

株式会社　亀井組
建設業 772-0017 鳴門市撫養町立岩字七枚114 088-685-4178 ○ ○ ○ ○

0906
市内

各地区
H21.4.14

鳴門市内13郵便局

代表者 鳴門岡崎郵便局長
ﾅﾙﾄ    ｼﾅｲ       ﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ

鳴門市内13郵便局
サービス業 772-0014 鳴門市撫養町弁財天字ﾊﾏ8-19 088-685-4623 ○

0907 木津 H21.4.27
冨士庭園土木株式会社

代表取締役　矢野　英治
ﾌｼﾞﾃｲｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ         ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

冨士庭園土木 株式会社
建設業 772-0004 鳴門市撫養町木津1338-73 088-685-4623 ○ ○

1101 桑島 H23.8.1
井上建設株式会社

代表取締役　井上　一弘
ｲﾉｳｴｹﾝｾﾂ    ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

井上建設 株式会社
建設業 772-0012 鳴門市撫養町小桑島字前組16-12 088-686-5145 ○ ○ ○ ○

1102 川東 H23.10.21
財団法人鳴門ガレの森美術館

館長　山口　秀人
ｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ  ﾅﾙﾄ              ﾓﾘ ﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ

財団法人鳴門ガレの森美術館
サービス業 772-0016 鳴門市撫養町林崎字北殿町149 088-684-4445 ○ ○ ○

1103 堀江 H23.10.21
株式会社　福井組

代表取締役　福井　孝典
ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ      ﾌｸｲｸﾞﾐ

株式会社　福井組
建設業 779-0315 鳴門市大麻町市場字川縁35-1 088-689-1055 ○ ○

1201 川東 H24.4.13
大昭興業株式会社

取締役社長　三木　緑
ﾀﾞｲｼｮｳｺｳｷﾞｮｳ    ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

大昭興業　株式会社
不動産業 770-0905 徳島市東大工町3-16（三木ビル8階） 088-623-0875 ○

1202 瀬戸 H24.5.29
ﾅｲﾄﾗｲﾄﾞ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ株式会社

代表取締役　村本　宜彦 ﾅｲﾄﾗｲﾄﾞ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ株式会社
カブシキカイシャ

製造業 771-0360 鳴門市瀬戸町明神字板屋島115-7 088-683-7750 ○ ○

1203 桑島 H24.6.5
株式会社ウザワ

代表取締役　鵜澤　一郎 株式
カブシキ

会社
　カイシャ

　ウザワ 建設業 772-0012 鳴門市撫養町小桑島字西浜10-24 088-685-5184 ○

1204 瀬戸 H24.6.11
念法眞教 鳴門念法寺

主管者　井平　良道
ﾈﾝﾎﾟｳｼﾝｷｮｳ      ﾅﾙﾄﾈﾝﾎﾟｳｼﾞ

念法眞教　鳴門念法寺
その他 771-0360 鳴門市瀬戸町明神字馬越36-2 088-688-0306 ○

1205 瀬戸 H24.6.11
有限会社 嵯峨鉄工所

代表取締役　嵯峨　美和
ﾕｳｹﾞﾝｶｲｼｬ      ｻｶﾞﾃｯｺｳｼｮ

有限会社　嵯峨鉄工所
製造業 771-0360 鳴門市瀬戸町明神字丸山63-2 088-688-2821 ○
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1206 瀬戸 H24.6.11
阿波道路株式会社

代表取締役　福生　武彦
ｱﾜﾄﾞｳﾛ      ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

阿波道路株式会社
建設業 771-0360 鳴門市瀬戸町明神字馬越26-1 088-688-0370 ○ ○ ○ ○

1207 瀬戸 H24.6.13
富田製薬株式会社

代表取締役　富田　純弘
ﾄﾐﾀｾｲﾔｸ     ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

富田製薬株式会社
製造業 771-0360 鳴門市瀬戸町明神字丸山85-1 088-688-0511 ○

1208 瀬戸 H24.9.10
宗教法人 吉祥寺

住職　山本　和正
ｼｭｳｷｮｳﾎｳｼﾞﾝ   ｷｯｼｮｳｼﾞ

宗教法人　吉祥寺
その他 771-0361 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り弐307 088-688-0542 ○

1209 川東 H24.10.17
荒川建設株式会社

代表取締役　荒川　浩児
ｱﾗｶﾜｹﾝｾﾂ   ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

荒川建設株式会社
建設業 772-0017 鳴門市撫養町立岩六枚190 088-685-0131 ○ ○ ○ ○ ○

1301 鳴門西 H25.1.30
鳴門ﾘｿﾞｰﾄﾏﾝｼｮﾝ「ふるさと君」

管理組合
理事長　小西　貴文

鳴門
ナ ル ト

ﾘｿﾞｰﾄﾏﾝｼｮﾝ「ふるさと君
クン

」

管理組合
カ ン リ ク ミ ア イ

その他 772-0051 鳴門市鳴門町高島字竹島324 088-687-2552 ○

1302 瀬戸 H25.2.6
宗教法人 　普光寺

住職　井潟　密雄
ｼｭｳｷｮｳﾎｳｼﾞﾝ　　ﾌｺｳｼﾞ

宗教法人　普光寺
その他 771-0364 鳴門市瀬戸町北泊字北泊199 088-688-0157 ○ ○

1303 北灘 H25.2.8
宗教法人 　葛城神社

宮司　能田　政俊
ｼｭｳｷｮｳﾎｳｼﾞﾝ　　ｶﾂﾗｷﾞｼﾞﾝｼﾞｬ

宗教法人　葛城神社
その他 771-0372 鳴門市北灘町粟田字池谷2 088-682-0135 ○

1304 板東 H25.2.20
社会福祉法人　緑樹会
理事長　柏木　美代子

ﾄｸﾍﾞﾂﾖｳｺﾞﾛｳｼﾞﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　ｴﾝ

特別養護老人ホーム おおあさ苑
医療・福祉 ７７９－０２２５ 鳴門市大麻町桧字東山田５７－１０ 088-689-3788 ○

1305 大津 H25.2.20
社会福祉法人　緑樹会
理事長　柏木　美代子

ｶｲｺﾞﾛｳｼﾞﾝ　　　　ﾌｸｼｼｾﾂ　　　　　　　　　　ｴﾝ

介護老人福祉施設　おおつ苑
医療・福祉 ７７２－００４１ 鳴門市大津町大代字戎野４７２ 088-684-3788 ○

1306 木津 H25.2.20
宗教法人　長谷寺
住職　熊谷　祐信

ｼｭｳｷｮｳﾎｳｼﾞﾝ　　　ﾁｮｳｺｸｼﾞ

宗教法人　長谷寺
その他 ７７２－０００４ 鳴門市撫養町木津１０３７－１ 088-686-2102 ○

1307 木津 H25.4.12
社会福祉法人　桜里音福祉会

理事長　木内　正弘
キヅ　　　　　　ﾎｲｸｴﾝ
木津さくらんぼ保育園

医療・福祉 ７７２－０００３ 鳴門市撫養町南浜字蛭子前西９２番地１ 088-685-3458 ○

1308 里浦 H25.4.12
社会福祉法人　桜里音福祉会

理事長　木内　正弘
ｼｮｳｶﾞｲｼｴﾝ　　　　　ｻｸﾗ
障害支援センター　桜

医療・福祉 ７７２－００２１ 鳴門市里浦町里浦字坂田４３２－４３ 088-686-5706 ○

1309 北灘 H25.7.10
ほほえみ児童クラブ

運営委員長　豊田　基史 ほほえみ児童
ジ ドウ

クラブ 医療・福祉 771-0372 鳴門市北灘町粟田字西傍示１３７－４ 088-682-0680 ○

1310 中央 H25.7.16
特定非営利活動法人

こどもの発達研究室きりん
理事長　椎野　広久

児童
ジ ドウ

発達
ハッタツ

支援
シエン

なると 医療・福祉 772-0003 鳴門市撫養町南浜字蛭子前西１４０－２ 088-686-1011 ○

1311 堀江 H25.7.16
宗教法人　音蔵寺

代表役員　高島　俊裕 宗教
シュウキョウ

法人
ホウジン

　音
オン

蔵
ゾウ

寺
ジ その他 779-0301 鳴門市大麻町姫田字寺内３ 088-686-7382 ○

1401 北灘 H26.1.8
ギャラリーカフェ
風待ちの丘ルン

店長　　郡　紀美子
ギャラリーカフェ風待

カゼマ

ちの丘
オカ

ルン サービス業 771-0376 鳴門市北灘町折野字上東地３１２－３ 088-682-0015 ○

2


