
R4.9.1現在

総務省消防庁協力事業所
（ゴールド）

番号 事　業　所　名 所　在　地 認定事業所

1 株式会社 井筒造船所 長崎市戸町4丁目11-11

2 株式会社 真田石油 長崎市向町56番地

3 株式会社長崎船舶装備生産部長崎工場 長崎市香焼町3021-9

4 東亜電建工業株式会社 長崎市香焼町486番地26

5 株式会社　境鉄工所 長崎市三京町２８４２番３

6 社会福祉法人　みのり会 長崎市十人町1-7

7 株式会社　パサージュ琴海 長崎市琴海戸根原町171番地

8 一般社団法人　長崎県医師会 長崎市茂里町3番27号

9 有限会社 銀屋工業所 長崎市脇岬町3628-48

10 有限会社 観月 長崎市脇岬町3628-5

11 株式会社 信和 長崎市古河町4番16号

12 楠本工房有限会社 長崎市香焼町1481番地22

13 坂本工業株式会社 長崎市小ヶ倉町3丁目81番地2

14 有限会社 平尾ダンボール 長崎市矢上町52番3号

15 川口印刷株式会社 長崎市田中町421番地1

16 有限会社 音丸水産 長崎脇岬町3538番地

17 三菱重工業株式会社長崎造船所 長崎市飽の浦町1番1号

18 三菱長崎機工株式会社 長崎市深堀町1丁目2番地1 〇

19 扇精光ソリューションズ株式会社 長崎市田中町585番地5

20 株式会社カステラ本家福砂屋 長崎市船大工町3番1号

21 三菱電機株式会社長崎製作所 長崎市丸尾町6番14号

22 トヨタカローラ長崎株式会社 長崎市稲佐町2番10号

23 株式会社KPGHOTEL＆RESORT i+Land nagasaki 長崎市伊王島町1丁目3277ー7

24 西部ガス長崎株式会社 長崎市御船蔵町1-1

25 医療法人 外海弘仁会 日浦病院 長崎市下黒崎町1402番地

26 株式会社 星野組 長崎市宝町4番30号

27 医療法人 清潮会 三和中央病院 長崎市布巻町165番地１

28 長崎県漁業協同組合連合会 長崎市五島町2番27号

29 有限会社 共栄産業 長崎市野母崎町4060-5 ○

30 株式会社キョーネン長崎営業所 長崎市小ヶ倉町1丁目1022番地

31 ひぐちグループ 長崎市旭町７番１２号

32 株式会社 ナガネツ 長崎市小江原2丁目35番3号

33 医療法人 協治会　杠葉病院　 長崎市三和町413番地

34 長崎自動車株式会社 長崎市新地町3番17号

35 株式会社 長果 長崎市田中町279番地４

36 九州商船株式会社 長崎市元船町16番12号

37 林兼石油株式会社 長崎支店 長崎市旭町6番1号

38 第一高周波工業株式会社 長崎市香焼町3021番地3

39 株式会社 早瀬鉄工所 長崎市小江原5丁目9番7号

40 久保工業株式会社 長崎市小江町2734番地4

41 有限会社 サンライズ工業 長崎市小江原2丁目25番10号

42 株式会社 フジオカ 長崎市田中町582番地４

43 MHIファシリティーサービス株式会社 長崎市神ノ島町３丁目５２６－１９

44 星野管工設備株式会社 長崎市葉山１丁目３２番１６号

45 株式会社　三基 長崎市大橋町22番14号

46 福岡造船株式会社 長崎市深堀町1丁目1番地4

47 長崎電気軌道株式会社 長崎市大橋町4番5号
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48 有限会社　小林ボーリング工業 長崎市京泊2丁目9番7号

49 金山装備 長崎市上戸町2丁目11番13号

50 総合建設業　池本総業 長崎市小瀬戸町528-1 ○

51 三井松島リソーシス　株式会社 長崎市池島町1522-2

52 日本郵便株式会社三重郵便局 長崎市三重町1096-7 ○

53 景照園株式会社　　 長崎市古賀町142番地4

54 長崎電業株式会社 長崎市花園町2番21号

55 株式会社　山口運輸 長崎市西海町2372番地3

56 株式会社　上滝 長崎市新地町5番17号

57 有限会社　栄宏工務店 長崎市戸石町1476番地24

58 松石電設工業株式会社 長崎市神ノ島町1丁目358番地

59 長田工業株式会社 長崎市飽の浦町3番5号

60 やまたつ建設株式会社 長崎市虹が丘町6番10号山口ハイツ１０３

61 株式会社　外港工業 長崎市土井首町509番地20 ○

62 ヤナセ産業株式会社 長崎市竹の久保町11番3号

63 服部産業株式会社 長崎市小瀬戸町809番地9

64 株式会社 丸栄組 長崎市小瀬戸町1011番地3

65 株式会社　長崎西部建設 長崎市玉園町2番37号

66 株式会社　弘栄工業　 長崎市小瀬戸町809番地55

67 株式会社　カワミチ　 長崎市畝刈町1088-3

68 水口建設株式会社 長崎市永田町2051番地1

69 有限会社　松波建設 長崎市多以良町406番地1

70 有限会社　川上建設 長崎市下黒崎町１３３３番地

71 有限会社　翔生建設 長崎市戸町4丁目1番9号

72 株式会社　田浦組 長崎市滑石２丁目６番２４号

73 株式会社アース 長崎市小江原5丁目3番21号

74 秋浦トータルサービス 長崎市館内町15番10号

75 長崎県交通局 長崎市八千代町3番1号

76 Acropark Golf Corp.有限会社 長崎市琴海戸根町95番地

77 長崎県民の森　管理事務所 長崎市神浦北大中尾町693番地2

78 琴海清掃　有限会社 長崎市長浦町1100番地

79 後藤運輸　株式会社 長崎市出島町２番１６号

80 勇建設工業　株式会社 長崎市畝刈町1105番地12

81 株式会社　白水建設 長崎市青山町２5４番地1１

82 有限会社　メディカル葉山 長崎市岩屋町25ー7

83 本間建設　株式会社 長崎市多以良町１５５１番地１０４

84 株式会社　マテックス 長崎市田中町６０８番地７３

85 有限会社　尾﨑建設 長崎市神浦下大中尾町564番地

86 株式会社　水樹 長崎市船石町1184番地

87 株式会社　メディウェイブ　赤迫薬局 長崎市中園町22番28号

88 株式会社　ソル・ハート 長崎市富士見町2番11号

89 松本緑建　 長崎市古賀町1029

90 大丸工業株式会社 長崎深堀町2丁目169番地15

91 株式会社　修和 長崎市下黒崎町1454番地2

92 三浦建設(有) 長崎市高浜町2737-1

93 株式会社　弘進テック 長崎市小瀬戸町809番地32



R4.9.1現在

総務省消防庁協力事業所
（ゴールド）

番号 事　業　所　名 所　在　地 認定事業所

長崎市消防団協力事業所一覧

長崎市消防団協力事業所
（シルバー）

94 株式会社　長崎造園土木 長崎市大崎町615番地

95 株式会社　西菱環境開発 長崎市三京町2750番1

96 有限会社　渡辺工業 長崎市弥生町6-43

97 ヒラセ設備 長崎市琴海戸根原町1451-1

98 有限会社　松尾精肉店 長崎市西海町1728番地10

99 株式会社　森興業 長崎市三重田町377番地1

100 社会福祉法人まこと福祉会　畝刈保育園 長崎市畝刈町1005

101 株式会社　藤本建設 長崎市三川町777番地24

102 崎永海運　株式会社 長崎市浪の平町4番11号 ○

103 有限会社　ヒロシ畳店 長崎市平間町928-1

104 大成物流K・S　有限会社 長崎市古賀町14番1号

105 長崎電建工業　株式会社 長崎市北陽町９３４番地６

106 株式会社　豊工業 長崎市梁川町１８－２２

107 株式会社　エム・ケイ 長崎市小ヶ倉３丁目２０７番地２

108 長興産業　株式会社 長崎市三原１丁目５番43-809号

109 株式会社　セイエイ建設 長崎市白木町１６番１８号

110 協和機電工業　株式会社 長崎市川口町１０番２号

111 株式会社　野母崎建設 長崎市高浜町2175番地

112 一般財団法人 長崎市野母崎振興公社 長崎市野母町562番地１

113 株式会社　山村建設 長崎市古賀町515番地

114 株式会社　谷口商事 長崎市田中町1553番地

115 株式会社　熊本水産 長崎市野母町4002

116 有限会社　山口ハウジング 長崎市高浜町3265番地38

117 有限会社　三浦園芸 長崎市北浦町1822

118 加藤産業　株式会社 長崎市竹の久保町20番地9

119 株式会社　寺尾工業 長崎市西山４丁目677番地1

120 株式会社　西海興業 長崎市平和町5番19号

121 山道工業 長崎市琴海戸根町2285

122 株式会社　長崎ユタカ 長崎市五島町６番１７号

123 新英建設　株式会社 長崎市八つ尾町25番1号

124 岩崎蒲鉾　株式会社 長崎市深堀町３丁目２９番地

125 株式会社　コクサイエンジニアリング 長崎市元船町１２番６号

126 株式会社　香焼早瀬工業所 長崎市香焼町９２０番地

127 株式会社　クリーン・マット 長崎市田中町５７３番地３

128 社会福祉法人　南陽会 長崎市蚊焼町６４９番地３

129 社会福祉法人　神楽会（ﾊｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ夕陽ヶ丘） 長崎市住吉町２１番７号

130 有限会社　中尾住宅産業 長崎市虹が丘町２５１９番地２

・掲載されている消防団協力事業所は、各事業所の承諾をもとに掲載しており、実際に認定されている事業所数とは異なりま
す。

・総務省消防庁認定（ゴールド）
　消防庁長官が消防活動に積極的に協力している消防団協力事業所のうち、特に顕著な功績が認められる事業所に対して総務省
消防庁消防団協力事業所表示証を交付し、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的として認定を行ってい
るものです。


