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（株）みなみ 千葉　沙登美 芦田町上有地３０８１番地３ 084-983-1635

福山アルミ建材（株） 河村　実 芦田町大字上有地２２２４ 084-958-4134

（株）開真 藤原　尚平 芦田町大字上有地２７８０－４ 084-958-5560

（株）スズワ 髙本　スミコ 芦田町大字上有地２８７４－１ 084-958-4596 ○○○○

（有）スヤマ設備 陶山　卓也 芦田町大字福田３６６－２ 084-958-3113

川上産業（株） 川上　秀壽 芦田町大字福田７０３－３ 084-958-3216

勝建産業（有） 小林　勝之 芦田町大字福田甲２０５３ 084-958-3108 ○○○○

（株）近江電設工業 近江　俊司 芦田町福田８２２－２ 084-958-3538

（有）南組 南　忠義 伊勢丘４－９－１７ 084-940-2044

（有）井上設備工業所 井上　勝廣 伊勢丘５－３－４２ 084-982-7403

（株）コウセイ 宮迫　修二 伊勢丘７－３６－５ 084-948-3256 ○○○○

昭栄電業（株） 八塚　鬼代幸 伊勢丘一丁目２番８号 084-999-3080 ○○○○

（株）伸友 横藤田　晋 一文字町１４－３１ 084-982-5805

（有）佐伯商事 佐伯　光生 一文字町１９－２ 084-954-0551

村上商事（株） 村上　和英 一文字町２０－２ 084-953-1800 ○○○○

（株）協同瓦斯 山上　一成 一文字町３－２ 084-953-3232 ○○○○

山陽ゴーレックス工業（株） 廣江　保則 引野町２－１３－１４ 084-945-0788

（有）福和工業 髙田　博俊 引野町２－４６－２９ 084-940-5989

（株）ワイ・エス・サバイバル 山田　篤典 引野町３－１９－２６ 084-946-6747

福山ユアサ電機（株） 新田　五常 引野町３－２－９ 084-941-2894 ○○○○

（有）佐藤組 佐藤　博幸 引野町３－３２－９ 084-943-4328 ○○○○

（有）山口管工所 山口　浩司 引野町３－８－１７ 084-941-0489

（株）松原組 松原　宏林 引野町５２１８ 084-941-0066 ○○○○

（株）小川長春館 小川　隆 引野町５－４－２３ 084-941-0230

（株）ワイティ企画 日谷　大和 引野町５－４３－１１ 084-943-6001

（株）藤原建工 藤原　哲也 引野町５－４６－１３ 084-943-2790 ○○○○

引野町南引野町南引野町南引野町南 （株）ビックス 河野　健司 引野町南２－１－１０ 084-983-0700 ○○○○

（株）松扇園 藤井　宏之 引野町北３－１７－１６ 084-943-3121 ○○○○

（有）中川管設 中川　篤男 引野町北３－３－３ 084-943-5043

キャス（株） 吹本　眞 引野町北５－８－３０ 084-946-6769

岡義建設（株） 岡田　義雄 駅家町近田１４９－４ 084-983-0172

（有）ティー・シー・シー 高橋　能生夫 駅家町大橋２４３－５ 084-976-7978

（有）やまだ組 山田　和則 駅家町大字近田４１６－１ 084-976-1138

（株）駅家工務店 髙本　俊徳 駅家町大字近田９４－１ 084-976-1429 ○○○○

（株）クリエ企画 小林　照子 駅家町大字向永谷１６７５－１ 084-983-0388

（株）丸忠建設 小林　浩二 駅家町大字向永谷１６７５－１ 084-976-0526 ○○○○

大和コーポレーション（株） 小澤　安子 駅家町大字向永谷１８０－１ 084-976-3717

小林建設（株） 小林　將了 駅家町大字向永谷７０４－１ 084-976-1227 ○○○○

（有）一栄電気工事店 三好　隆介 駅家町大字上山守１３１－２ 084-976-0551

甲斐建設（株） 甲斐　弘幸 駅家町大字上山守４３７－１ 084-976-2381

児玉水道（有） 児玉　裕太 駅家町大字新山１２６５－３ 084-976-6080

（有）服部建設工業 松本　仁志 駅家町大字新山１３１０－１ 084-978-0067 ○○○○

なわち産業（株） 縄稚　眞治 駅家町大字倉光１０－１ 084-976-3213

吉元建設（株） 吉元　友浩 駅家町大字倉光５９６－２ 084-976-3913 ○○○○

甲斐畳店 甲斐　靖彦 駅家町大字倉光７８－５ 084-976-1208

（有）三光建設 岡田　浩一 駅家町大字大橋３８－１ 084-976-3914

（有）建星 中山　剛行 駅家町大字中島甲１１５４ 084-970-1003

井口建設（株） 井口　善郎 駅家町大字服部永谷１０－１ 084-978-0039 ○○○○

ビンゴ総合（有） 後藤　卓己 駅家町大字服部永谷４９５－１ 084-978-0785

丸後産業（有） 高橋　展弘 駅家町大字服部永谷甲８２８－１ 084-978-0175 ○○○○

小川建設（株） 小川　英信 駅家町大字法成寺１２９８－１ 084-972-5353

岩木産業（株） 岩木　靖男 駅家町大字法成寺２２１－１ 084-972-2073

（株）今井住建 今井　照明 駅家町大字万能倉１０９－１３ 084-976-2653

（有）豊藤 加藤　丈典 駅家町大字万能倉１２８８－５ 084-983-0101
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（有）室内装飾光成 光成　和彦 駅家町大字万能倉１３２３－３ 084-976-3843

（株）井口工業 郷丸　晋吉 駅家町大字万能倉１３９９ 084-976-2171 ○○○○

（株）太宏水道 井口　茂樹 駅家町大字万能倉１４５４－１１ 084-976-1574

共伸産業（株） 鶏内　詳三 駅家町大字万能倉１５８０ 084-972-6655

ジーエム産業 下江　美香 駅家町大字万能倉４３８－１－Ａ２０１ 084-983-1280

（株）土井工業 土井　雄蔵 駅家町大字万能倉９１０－１０ 084-976-9010 ○○○○

三島産業（株） 三島　弘敬 駅家町万能倉１２９５－１ 084-976-1531 ○○○○

王子町王子町王子町王子町 （株）寺田建設 寺田　剛 王子町１－４－２５ 084-923-4871

河相建設（株） 河相　充宏 沖野上町１－１２－６ 084-922-5377

（株）瀬良忠建設 瀬良　和謙 沖野上町２－１２－８ 084-923-0331

敷島工業（株） 若林　泰秀 沖野上町２－７－１６ 084-924-5458

（有）広川工業 廣川　八潮 沖野上町４－１７－２０ 084-926-6706 ○○○○

誠和建設（株） 延平　典嗣 沖野上町４－４－３２－２０１ 084-924-3752 ○○○○

（有）栄進設備 津田　紘作 沖野上町５－１４－３０ 084-926-5735

（有）木村工業所 川上　博文 沖野上町６－８－２１ 084-922-6313 ○○○○

日本運搬機械（株） 安達　義則 卸町１５－１６ 084-954-2551 ○○○○

タツミ電工（株） 坂谷　裕 卸町３－１ 084-953-7373 ○○○○

（有）佐藤住設 佐藤　実 卸町７－１１ 084-954-6959

（有）エル・シード 濱田　信也 加茂町下加茂１２０ 084-972-8889

宮崎電設工業（株） 宮崎　弘樹 加茂町下加茂四反地２１９ 084-972-6707

加茂水道（有） 粟井　末次 加茂町字芦原２８２－４ 084-972-4177 ○○○○

（有）丸富建設 頼政　一八 加茂町字粟根２０－３ 084-972-2164

山路建設工業（株） 山路　俊文 加茂町字上加茂１７－６ 084-972-6621 ○○○○

（株）ニューハウス 渡邊　秀夫 加茂町字中野２－８０ 084-972-6361

千城土建（有） 寺岡　孝二 加茂町字八軒屋１８１－１ 084-972-5858 ○○○○

（株）江種 江種　勝治 加茂町大字下加茂９１８ 084-972-3557 ○○○○

（株）六共 粟木原　敦祐 加茂町大字下加茂９２１－７ 084-972-4522 ○○○○

（有）アイワ・テクノ 山本　晴彦 加茂町中野１－３３ 084-972-6972

日進電設（有） 髙橋　寛 加茂町中野１－５５ 084-972-5588

内山興業（株） 内山　善稚 加茂町中野１－８５ 084-972-3933 ○○○○

五大産業（株） 江種　宏泰 加茂町八軒屋２９－３ 084-972-5880 ○○○○

（株）坂本工務店 坂本　吉孝 花園町１－１－２７ 084-932-1794

リッツ（株） 川原　章寛 花園町２－１－２ 084-953-2160

（株）前石建設 前田　靖 花園町２－５－７ 084-973-3566 ○○○○

山崎建設（株） 山崎　育洋 霞町３－２－２３ 084-923-3456 ○○○○

小畠工業（株） 小畠　正行 霞町３－６－１６ 084-922-0323 ○○○○

丸之内丸之内丸之内丸之内 （株）鈴木工務店 鈴木　章平 丸之内１－４－１ 084-922-1011

宮前町宮前町宮前町宮前町 （株）備後ドリーム 岡田　昌幸 宮前町１－６－７ 084-934-0518

（有）藤井興業 藤井　和三 金江町金見１９４３－１ 084-935-8146

（有）インテリアサービスオカダ 岡田　光正 金江町金見２９７４ 084-935-8390

（有）小林興業 小林　隆 金江町金見３５２２－２ 084-935-7799 ○○○○

（株）前田組 前田　直秀 金江町藁江６５ 084-935-7111 ○○○○

三葉興業（有） 田川　洋子 熊野町乙１１４８－３ 084-959-0498

（株）ニシウラ建設 廣川　五洋 熊野町乙２０４７ 084-920-6151 ○○○○

くまの建設（有） 高橋　宏至 熊野町乙２４４５－１ 084-959-0373 ○○○○

（株）皿谷造園 皿谷　育人 熊野町乙７８８－１ 084-959-0830

（有）小山建設 小山　富久 熊野町丙２８１ 084-959-0623

（有）小山組 小山　尚吾 熊野町丙８８ 084-959-0083 ○○○○

（株）宮川塗装 宮川　輝己 古野上町８－１１ 084-924-1046

（株）Ｐ・Ｃ・Ｇプランテック 田邉　順子 古野上町９－３ 084-923-4748

（株）セキショウ 千葉　耕二 御幸町大字下岩成１００７－５ 084-955-5780

（有）東和建設 原田　淳一 御幸町大字下岩成１２１０ 084-955-8225 ○○○○

（株）ライト建設産業 大橋　隆史 御幸町大字下岩成１４４－２ 084-955-6261 ○○○○

内田鉄工建設（株） 内田　智久 御幸町大字下岩成８７３－３ 084-955-4690
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（株）豊田工業所 豊田　克浩 御幸町大字森脇１－１ 084-955-0288

テラル（株） 菅田　博文 御幸町大字森脇２３０ 084-955-1111

石井建材（有） 石井　一夫 御幸町大字森脇３６４－１ 084-955-1131 ○○○○

（有）アイ・シィ・ティ 石井　伸明 御幸町大字森脇３８１－２ 084-955-7531

石黒建設（株） 石黒　聖三 御幸町大字森脇４９３－１ 084-955-1875 ○○○○

（株）井上建工 井上　大輔 御幸町大字中津原３８－１ 084-916-1384

（株）陸正 大熊　玲子 御幸町大字中津原７６７－１ 084-999-3240

（株）御幸設備工業 中島　誠二 御幸町大字中津原８７６－７ 084-955-0812

（有）繁森建設 繁森　隆義 御幸町大字中津原字寺前６３９－４ 084-955-5599

（株）浄管センター 渡辺　保則 御幸町中津原１６７８－１ 084-955-8181 ○○○○

タカオ（株） 高尾　典秀 御幸町中津原１７８７－１ 084-955-1275

（株）和田造園 和田　寿之 御幸町中津原４４３－１ 084-955-8388 ○○○○

ナイガイ装備（有） 岡田　憲尚 御門町３－６－８ 084-922-6020

東光建設（株） 山手　和男 御門町３－９－６ 084-921-4139 ○○○○

光南町光南町光南町光南町 （株）大造産業 花咲　文詞 光南町３－９－２３ 084-923-3339 ○○○○

（有）フリースコール 大塚　篤 港町１－１０－３ 084-920-1711

（株）ベイ・システム 村上　靖典 港町１－６－２３ 084-924-3325

（有）クレアス・ヒラタ 平田　雅則 港町２－１３－６ 084-991-1288

三平興業（株） 大本　智三 鋼管町１ 084-941-2440

ＪＦＥ西日本ジーエス（株） 藤井　愼吾 鋼管町１ 084-943-7358

Ｍ設計工房（株） 三藤　清次 高西町２－５－２１ 084-939-6525

カネカ建設（株） 垣本　靖彦 高西町３－９－７ 084-933-5046

（有）フジメンテナンス 藤原　寛 高西町川尻２０８－２ 084-934-8853

粟村造園（有） 粟村　昌弘 高西町川尻４０７８ 084-934-0741

（株）中弘興業 中元　公弘 高西町南６９ 084-934-5740

（有）トヨヒロ 豊田　滿俊 今津町１４５２ 084-934-7595

（有）タニグチ建設 谷口　靖志 今津町１９４８－１ 084-934-6123

（株）ハムラ 羽村　真幸 今津町３－８－５０ 084-939-5715

（株）松永ホームサービス 京楽　宏昭 今津町３－８－５１ 084-934-5511

大村電気工事（株） 大村　秀樹 今津町４－６－１０ 084-934-3161 ○○○○

（株）坂本 坂本　一佳 今津町５－１４－６９ 084-934-5522

（株）ビルテック 井上　彰 今津町宮ノ下７３ 084-933-6161

日栄土木（株） 竹本　康成 今津町甲７１９ 084-934-0868 ○○○○

服部電池（株） 嶽山　繁一 佐波町１６８－１ 084-951-1520

藤井塗装（株） 藤井　邦彦 佐波町９０２ 084-951-2076

（株）タネ幸 黒木　大三 佐波町日和谷５８９ 084-951-5468

（株）エイシン 永久　昌宏 三吉町１－９－１６ 084-944-5155

藤栄建設（有） 佐藤　賢一 三吉町４－１３－１０ 084-931-4500

（株）川原内装表具店 川原　昌彦 三吉町４－１３－２１ 084-943-1529

（有）エイ・テック 河野　智一 山手町１－３－２ 084-952-2161

（有）とうあ 喜多村　靖 山手町１３５７－１ 084-952-4643

三宝工業（株） 妹尾　政幸 山手町１５７９－４ 084-952-0941

（有）城西土地開発 喜多村　隆 山手町１８０９－１ 084-951-3876 ○○○○

泉技研（有） 喜多村　俊孝 山手町２６９７ 084-951-1244

（株）柿原建設 柿原　康広 山手町２７７１－１１ 084-951-0327

フクヤマシステム（株） 水野上　昭嘉 山手町４－２１－４３ 084-951-8920 ○○○○

（株）ボーサイフジ 藤井　晴江 山手町５－２６－５０ 084-952-2050

（株）藤井鉄筋工業 藤井　卓司 山手町５－３１－７ 084-952-1390

日昇設備（有） 高橋　俊作 山手町５－４－２１ 084-951-3106

（有）川崎建材 川崎　常夫 山手町６－２６－１ 084-951-1442 ○○○○

角建工業（有） 角　厚志 山手町７－２－４９－１ 084-952-2007 ○○○○

藤田興業（有） 門利　實 山野町山野７４２－３ 084-974-2702 ○○○○

フタバ建設（株） 阿部　素雄 山野町大字山野３７８３ 084-974-2044 ○○○○

寺町寺町寺町寺町 甲田建設（株） 甲田　善久 寺町９－１２ 084-923-0367 ○○○○

御門町御門町御門町御門町

港町港町港町港町

鋼管町鋼管町鋼管町鋼管町

高西町高西町高西町高西町

今津町今津町今津町今津町

佐波町佐波町佐波町佐波町

三吉町三吉町三吉町三吉町

山手町山手町山手町山手町

山手町山手町山手町山手町

山野町山野町山野町山野町

御幸町御幸町御幸町御幸町

凡例　災害：福山市災害応急対策協力事業者



町名町名町名町名 商号又は名称商号又は名称商号又は名称商号又は名称 代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名 住所住所住所住所 電話番号電話番号電話番号電話番号 災害災害災害災害

寺町寺町寺町寺町 （有）日興電気工事店 今城　邦義 寺町９－２２ 084-923-3114

若松町若松町若松町若松町 大和建設（株） 三谷　道昭 若松町８－４ 084-924-4411 ○○○○

（有）渡辺造園 渡邉　浩三 手城町１－１４－１３ 084-924-7397

（有）うらべ水処理 岡本　浩一 手城町１－５－１１ 084-931-4097

（有）山崎塗装 山崎　晃夫 手城町２－２３－５ 084-931-5738

渡辺電気工事（株） 渡辺　常徳 手城町３－１３－２４ 084-923-8686

桑田塗装工業 桑田　三四郎 手城町４－２５－２３ 080-2913-1253

（株）川中建設 川中　雄二 手城町４－３３－３８ 084-932-2722

住吉町住吉町住吉町住吉町 大成工業（株） 的井　善美 住吉町４－１３ 084-922-6269

春日台春日台春日台春日台 （有）吉建 吉岡　誠治 春日台２０－１２ 084-947-5980

春日池春日池春日池春日池 盛正造園 岡本　正信 春日池１５－２１ 084-947-7272

（有）藤和設備 定藤　賢二 春日町１－３－３０ 084-941-1233

（有）協設 青滝　雅子 春日町１－９－４ 084-945-2653

山晴建設（株） 高尾　英士 春日町２－５－２９ 084-941-1414

（株）ヒサタクリーン 久田　弘美 春日町６－１１－９ 084-945-5097

大創アシスト（株） 正木　博 春日町６－３０－１９ 084-941-6271 ○○○○

春日建設（有） 貝塚　博司 春日町７－２７－６ 084-941-4332 ○○○○

（株）住建コーポレーション 横野　忠正 春日町７－３－９ 084-941-3733

西谷建設（株） 西谷　隆己 春日町浦上１９１４ 084-948-2441

日塗（株） 小川　恭史 曙町１－１０－１０ 084-954-7890

（有）ヘイセイリフォーム 山本　晃二 曙町１－１１－１２ 084-954-6480

（株）上杉組 上杉　泰成 曙町１－１６－２１ 084-954-0313 ○○○○

ショウエイ（株） 谷本　勝志 曙町１－２－２１ 084-957-2355

（株）共栄店舗 織田　誠二 曙町１－３－１７ 084-953-1650 ○○○○

（有）丸髙設備 石丸　石根 曙町２－１３－２２ 084-953-9019

佐戸島建設（株） 渡邊　賢司 曙町３－２３－１４ 084-953-5850

（株）プログレッス 髙橋　亮策 曙町３－３０－１３ 084-999-2323

（株）タイトー設備工業 藤岡　泰晃 曙町３－５－１ 084-953-9988 ○○○○

（株）エイトコーポレーション 八條　公貴 曙町４－３－１５ 084-983-0880 ○○○○

（株）ラックス 山田　哲矢 曙町４－３－１８ 084-957-5038

（株）岡田組 廣川　和彦 曙町５－３－３０ 084-953-0445

（株）八杉商店 八杉　陽一郎 曙町６－１６－１０ 084-953-7288

（有）福松商店 松田　幸夫 曙町６－４－１ 084-954-5581

アサヒ装飾（株） 小田　正己 曙町６－７－１５ 084-920-3040

（株）レフォルメ 大村　恒有 曙町６－７－１５ 084-920-2368

（有）太宏メンテナンス 下山　章文 曙町６－７－２３ 084-953-8977

昭和町昭和町昭和町昭和町 福山電業（株） 島田　宗輔 昭和町６－１ 084-922-6361 ○○○○

（有）田中設備工業所 田中　耕一 松永町２－１９－３６ 084-933-5555

ブラザー技研（株） 岡田　康史 松永町３－１１－８－１ 084-933-4575 ○○○○

ソラコン（有） 工藤　利一 松永町４－２１－２４－１４ 084-933-4311

（株）伸和建工 佐藤　伸一 松永町４－３３－３ 084-933-3021

中根電機工業（株） 中根　洋一 松永町４－４－２３ 084-933-2161 ○○○○

（株）オービス 中浜　勇治 松永町６－１０－１ 084-930-4707

（株）京楽開発 京樂　謙治 松永町６－１６－１０ 084-934-7611

大和電気工事（株） 梅澤　誠司 松浜町１－１－８ 084-922-3340 ○○○○

（株）三共冷熱 宮本　大輔 松浜町４－２－２２ 084-923-1263 ○○○○

（株）竜建設 藤井　啓司 松浜町４－２－３６ 084-921-3507

シグマ・コーポレーション（株） 河野　正樹 沼隈町草深１９１９－５ 084-987-3211 ○○○○

桜真都市開発（株） 表　秀市 沼隈町大字下山南１７１０－１ 084-980-7477 ○○○○

（有）沼隈設備 伊原　義人 沼隈町大字下山南３６６－２ 084-988-0009

メグミ建設（有） 箱田　征士 沼隈町大字下山南６６１ 084-988-0712

（有）タクミ建設 杉野　卓己 沼隈町大字下山南９５５ 084-988-1596 ○○○○

常石鉄工（株） 岡本　章 沼隈町大字常石１０８３ 084-987-1346

（株）イハラ 伊原　浩喜 沼隈町大字常石１６７０ 084-987-2111

松永町松永町松永町松永町

松永町松永町松永町松永町

松浜町松浜町松浜町松浜町

沼隈町沼隈町沼隈町沼隈町

手城町手城町手城町手城町

春日町春日町春日町春日町

曙町曙町曙町曙町

凡例　災害：福山市災害応急対策協力事業者
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（有）村田組 村田　浩 沼隈町大字常石２１９８－５ 084-987-2142

（株）マックハウジング 河野　正己 沼隈町大字草深１８０５－３ 084-987-2017

山信興産（株） 佐藤　環 沼隈町大字草深１９３０－４ 084-987-1433

（有）三和設備 為定　逸男 沼隈町大字草深１９９２－４ 084-987-2517 ○○○○

（有）アースウイング 岡崎　元紀 沼隈町大字草深２７８５－１３２ 084-987-0084 ○○○○

サンセイハウジング（株） 花岡　薫 沼隈町大字草深２７８５－２４８ 084-987-3902

三谷産業（株） 三谷　良平 沼隈町大字草深２７８５－２４９ 084-987-3031 ○○○○

杉野建設（有） 杉野　勝利 沼隈町大字草深４８１－３ 084-987-1029

西日本シビル（株） 浅野　のり子 沼隈町大字草深７４７－６ 084-980-7061 ○○○○

柏迫建設（有） 浅野　愼治 沼隈町大字草深甲８２６ 084-987-0867 ○○○○

（株）寺岡建設 寺岡　勝男 沼隈町大字能登原１１１２－１ 084-987-1462

ホーム（株） 角田　浩樹 沼隈町大字能登原１４３６－３３ 084-987-3555 ○○○○

三谷設備工業（有） 三谷　堅三 沼隈町大字能登原１９３４ 084-987-3939

（有）シード 坂本　憲昭 沼隈町大字能登原９１８－１ 084-987-1176 ○○○○

沖電機（株） 沖　亮子 城見町１－３－３４ 084-922-4495

吉川管工（株） 吉川　純弘 城見町２－４－１２ 084-923-1661

（有）協立土建 藤井　昭男 新涯町２－１０－１９ 084-953-1607

（株）マサキ工務店 松岡　正樹 新涯町３－１５－３３ 084-953-2795 ○○○○

（有）学塗装 山手　学 新涯町３－２４－１８ 084-954-7345

岡田石材（株） 岡田　成弘 新涯町４－１０－１１ 084-954-2535 ○○○○

（有）岡本設備工業所 合原　憲治 新涯町４－２６－８ 084-954-1513

朝日環境衛生（有） 山口　哲男 新涯町５－３６－１４ 084-953-5567 ○○○○

（有）石のオカダ 高田　誠一 新涯町５－４－３９ 084-953-3224

内田建設（株） 内田　憲男 新涯町６－１０－５ 084-954-2524

（有）栗原設備 栗原　壽 新涯町６－４－１８ 084-953-5807

（株）日野設備 日野　衛 新市町下安井２９７ 0847-51-4317

大日電気工事（有） 上角　充洋 新市町下安井５５５－２ 0847-51-5441

先納組（有） 先納　雅尚 新市町宮内１８２５ 0847-51-8535

（有）北部産業 今岡　用自 新市町金丸５４９ 0847-57-8228

（有）サクシード 小寺　司真 新市町金丸７７ 0847-51-2456 ○○○○

大八建設 宇根　常倖 新市町戸手１２８７－１ 0847-52-4218 ○○○○

佐藤工業（株） 佐藤　正明 新市町戸手２３５０－１ 0847-51-5061

瀬戸田電気（株） 瀬戸田　博之 新市町戸手５９３－２ 0847-52-6060 ○○○○

（有）良邊建設 良邊　則光 新市町上安井１７９－３ 0847-51-5811

（株）棗田建工 棗田　泰正 新市町新市１０００－１ 0847-52-2239

（有）朝日住設 朝日　鉄夫 新市町大字下安井２１９１－３ 0847-52-5267

（株）栄建 藤井　栄 新市町大字下安井４００－１ 0847-52-7220

マツバ建設（有） 松葉　成生 新市町大字下安井４－１ 0847-51-3154 ○○○○

（株）サンロック 小林　優 新市町大字下安井５３９－１ 0847-44-6222

宮原建設（株） 宮原　光徳 新市町大字宮内１４３６ 0847-51-2827

（株）山本組 山本　隆士 新市町大字宮内１８２３－３ 0847-51-8075

田坂京華園（有） 田坂　京司 新市町大字宮内３７４－１ 0847-51-4929

（有）髙橋設備 髙橋　敬三 新市町大字金丸３２１－１ 0847-57-8732

アシナ環境管理センター（有） 土井　美智雄 新市町大字戸手１１３９－１ 0847-52-6525

平田産業（株） 平田　耕吉 新市町大字戸手１４－２ 0847-51-2358

（株）グローバル 田上　誠 新市町大字戸手１８９－１ 0847-52-5060 ○○○○

（株）後迫建設 後迫　直道 新市町大字戸手２２５ 0847-52-2088

ユーセイ建設（株） 佐藤　大地 新市町大字戸手２３０３－９ 0847-51-2946 ○○○○

（有）クリケン 栗原　眞二 新市町大字戸手２３８１ 0847-51-2965

（有）ダイワ産業 棗田　光彦 新市町大字戸手５１１ 0847-52-6372

八光建設（株） 後迫　茂 新市町大字戸手５７８－２ 0847-51-4985

大木建設（株） 吉元　秀徳 新市町大字戸手６２６－１ 0847-40-3448 ○○○○

（有）ダイテク・ワーク 大嶋　正勝 新市町大字戸手６４６－１ 0847-52-5398

日東建設（有） 後迫　正勝 新市町大字戸手７９２－１ 0847-52-5410

新市町新市町新市町新市町

新市町新市町新市町新市町

城見町城見町城見町城見町

新涯町新涯町新涯町新涯町

沼隈町沼隈町沼隈町沼隈町

凡例　災害：福山市災害応急対策協力事業者



町名町名町名町名 商号又は名称商号又は名称商号又は名称商号又は名称 代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名 住所住所住所住所 電話番号電話番号電話番号電話番号 災害災害災害災害

貝原ボイラ（株） 貝原　幹子 新市町大字上安井７４７－１ 0847-52-2573

佐藤電気（株） 佐藤　友哉 新市町大字新市１８７－５ 0847-44-0600

（株）サンスイ 小寺　一史 新市町大字新市２７３－３ 0847-52-7355 ○○○○

（株）窪田組 窪田　浩二 新市町大字新市９２１－８ 0847-55-4360

（有）土井商事 土井　克也 新市町大字相方４６３－１ 0847-51-4282

割鞘土建 割鞘　寛治 神村町１０３８ 084-933-2898

（株）ハセガワ設備工業 長谷川　誠 神村町１５０３－１０１ 084-934-6865

森尾工業（株） 森尾　幸治 神村町１５０３－２１０ 084-934-6322

三笠建設（株） 三笠　哲明 神村町１６３４－５ 084-933-5556

アマノ企業（株） 宇根　智久 神村町３１０６－６ 084-933-4704 ○○○○

（有）わたなべ設備 渡邉　弘明 神村町４５９５－１ 084-930-0130

宮川建設（有） 宮川　春夫 神村町４７６９－２ 084-933-2461

ひらた建材（株） 平田　省三 神村町４９２２－２ 084-933-4436

（株）清代 宮川　尚吾 神村町６８００ 084-939-5677

富士建設（株） 三好　信男 神島町１０－１８ 084-951-2820 ○○○○

（株）ヤマザキ技販 信高　昌平 神島町１２－１４ 084-952-1155

（株）サン設備工業 村上　孝広 神島町７－１ 084-959-2670

（有）吉岡設備 吉岡　博信 神辺町字下御領１２７４－４ 084-966-0621

（有）アドバンス・ステージ 立木　孝行 神辺町字下御領１９３－２ 084-966-3677

（有）明石設備 明石　伸司 神辺町字下御領２２４－２６ 084-966-2752

（有）フジイ産業 藤井　秀彦 神辺町字下御領９０１－２ 084-965-0606

日晃建設（株） 藤井　薫 神辺町字下御領９６８－２ 084-965-1850

シビルプラン（株） 高見　久枝 神辺町字十三軒屋１９６－１１ 050-1205-6623

佐藤造園（株） 佐藤　範雄 神辺町字上御領１３４６－４ 084-966-0375

（株）大栄組 樋口　崇 神辺町字西中条２２１７－２ 084-967-1661 ○○○○

吉澤建設（株） 白土　祥範 神辺町字西中条２４２５ 084-967-0956 ○○○○

（株）Ｆ・ＴＥＣ 藤井　克己 神辺町字西中条９５７ 084-960-2200

高見建設（株） 高見　浩司 神辺町字東中条３００ 084-967-0205 ○○○○

平賀建設（株） 平賀　勝也 神辺町字湯野１３０２ 084-962-1212 ○○○○

藤田土木建設（有） 藤田　博志 神辺町字湯野５１２－１ 084-962-1167

（株）橋本建設 橋本　和幸 神辺町字道上１２９５ 084-962-2378

（有）福栄電設 長光　良太 神辺町字道上３０－５ 084-955-6600

（株）マエタ 前田　育雄 神辺町字徳田５６０ 084-962-0717

（有）三和電工 福島　慎慈 神辺町字箱田２４６－５ 084-963-7003

（有）三町工務店 三町　武文 神辺町新湯野２４－１３ 084-963-3680

（株）高森工業 高森　克幸 神辺町西中条１０９３－１ 084-960-2460 ○○○○

（株）プレテック 前原　幸則 神辺町川南１７１０－１ 084-963-7751

（株）サントマーク 松井　秀介 神辺町川南３１１８－５ 084-979-9466

（有）三島設備 三島　雅治 神辺町川北９３１－７ 084-962-3116

東洋建設工業（株） 近藤　成朗 神辺町大字下竹田６１６－２ 084-965-1100 ○○○○

（有）山善組 山崎　善士 神辺町大字新湯野５３－５ 084-963-2776 ○○○○

ＮＡＫＡＭＩＴＳＵ 中光　茂幸 神辺町大字新徳田３８８ 084-963-0712

（株）総合建設資材 藤田　博之 神辺町大字西中条１７６４－１ 084-967-0202 ○○○○

（株）緑陽エンタープライズ 藤井　真 神辺町大字川南１２７２－２ 084-962-3922 ○○○○

（株）テクノス 酒見　量知 神辺町大字川南１３０３－１ 084-963-5553

（株）藤木工務店 藤木　一二三 神辺町大字川南１７２７－４ 084-962-2221 ○○○○

（有）小森設備 小森　弘茂 神辺町大字川南２６３－５ 084-962-1667

（株）ヒラガシステム 徳永　謙二 神辺町大字川南字８の丁１０９４－１ 084-963-8328

（株）御池鐵工所 小林　由和 神辺町大字川南字三ノ丁３９６－２ 084-963-5500

（有）佐藤水道工事店 佐藤　誠治 神辺町大字川北１０６６－２ 084-967-5833

高陽建設工業（株） 高垣　励自 神辺町大字川北９２１ 084-963-1101 ○○○○

（株）榊原商店 榊原　哲也 神辺町大字湯野２９６－１ 084-963-2521

八広設備工業（株） 猪原　忍 神辺町大字八尋９４１－４ 084-965-0351

（有）亀田建設 亀田　公明 神辺町東中条６３０－１ 084-960-2366

神村町神村町神村町神村町

神島町神島町神島町神島町

神辺町神辺町神辺町神辺町

新市町新市町新市町新市町

神辺町神辺町神辺町神辺町

凡例　災害：福山市災害応急対策協力事業者
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（有）アート・ワーク 藤岡　雅文 神辺町湯野１２４０－１ 084-963-1407

（株）ダイケン 花岡　健二 神辺町八尋才ノ前８９２－６ 084-966-0002

（株）安原組 安原　喜代美 神辺町平野３６１－１ 084-963-2319

八興建設（株） 占部　泰三 水呑町１０２６－８ 084-956-0802 ○○○○

石井造園（株） 石井　和正 水呑町１４３ 084-956-2600

サンケイ電気工事（株） 森川　計三 水呑町２０６０－２ 084-956-3282 ○○○○

（株）広江 廣江　保則 水呑町２１－１０ 084-956-3886

松坂産業（株） 松坂　大治郎 水呑町２８８－１ 084-956-3737

（有）横山工務店 吉村　道明 水呑町３２３３ 090-1136-5402 ○○○○

（有）水呑水道 縄稚　和典 水呑町３３２３－３ 084-956-3901

コスモ産業（株） 山田　康義 水呑町４４８７－２ 084-956-3485

本庄管工事（有） 西野　英徳 水呑町４７４－５ 084-956-3704 ○○○○

昭和建設（株） 佐藤　英明 水呑町５７４ 084-956-2061

（有）ダイリン 種本　守 水呑町字大谷西奥５５８－１ 084-956-0092

（株）水本組 水本　謙 水呑町中新田２３５－３ 084-920-5347 ○○○○

瀬戸電設工業（株） 池ノ内　弘美 瀬戸町山北４２３－１ 084-951-9474 ○○○○

セトアクア工業（株） 池ノ内　幸徳 瀬戸町山北４２５－１ 084-952-3739

（株）岡崎建設 岡崎　友喜 瀬戸町大字山北１０３－１ 084-951-0146

横田福松園 横田　繁子 瀬戸町大字山北４５６－２ 084-952-1418

（有）佐藤昌工業 佐藤　眞 瀬戸町大字山北４８９－１ 084-951-7565

中央通信工業（有） 菅波　義一 瀬戸町大字地頭分２１４ 084-951-5083

瑞穂工業（株） 三谷　文人 瀬戸町大字地頭分７７０ 084-949-2715 ○○○○

（有）オービックス 髙森　鈴子 瀬戸町大字長和１０３６－１ 084-951-7231 ○○○○

（有）ライフコバヤシ 小林　誠治 瀬戸町大字長和１０７８ 084-951-6335

友三建設（株） 友滝　元則 瀬戸町大字長和２２４８ 084-951-1739 ○○○○

井上建設（株） 井上　正敏 瀬戸町大字長和２７７５ 084-951-2522

ＴＡＫＵＭＩ（株） 山尾　博昭 瀬戸町大字長和２８７４－１ 084-954-5880

（有）フジ鉄筋建設 藤井　成樹 瀬戸町地頭分５１－１ 084-951-0729

（有）サプライおおむら 大村　武徳 瀬戸町長和１６０７ 084-952-2289

（有）井上造園 井上　茂樹 瀬戸町長和２５６４ 084-951-7211

清水ヶ丘清水ヶ丘清水ヶ丘清水ヶ丘 西日本舞台設備（株） 瀬尾　拓三 清水ヶ丘１２－１６ 084-955-5995

（企）福山地方中高年雇用福祉事業団 藤井　康子 西桜町１－２－４ 084-923-9730

（株）福山冷機 石井　秀政 西桜町２－３－４ 084-924-2345 ○○○○

（有）ホームハナ 花田　敦善 西新涯町２－１０－４７ 084-954-0086

（株）緒方塗装 緒方　重樹 西新涯町２－１０－４８ 084-953-5730

有本工業（有） 有本　晋一 西新涯町２－１７－１ 084-954-3518

（株）桑田製畳 中村　裕 西新涯町２－１８－１１ 084-953-2603

（株）神原組 神原　雅弘 西新涯町２－３－２５ 084-981-1885

（株）オグマ電気 藤井　俊克 西深津町１－１１－９ 084-922-1699

（株）福山管機工業 北　治郎 西深津町１－１２－４ 084-922-5690

新和建設工業（株） 新谷　忠弘 西深津町５－１６－３ 084-925-0689 ○○○○

西町西町西町西町 （株）上野 上野　藤之 西町１－７－１１ 084-973-1801 ○○○○

青葉台青葉台青葉台青葉台 山装（株） 山口　隆 青葉台１－１１－１７ 084-947-6111

（株）メディアテック一心 眞田　奈津基 赤坂町赤坂１２７６ 084-952-3000 ○○○○

共進商事（株） 渡邊　貴人 赤坂町赤坂１２９２－２ 084-951-1383

（株）仲心電設 工藤　将大 赤坂町赤坂１２９５－１４ 084-961-3778

佐藤管工（有） 佐藤　惠是 赤坂町早戸１３９６－２ 084-951-3637

ＮＫコーポレーション 二之方　健之助 赤坂町早戸２９５－１４５ 084-951-8473

成友建設（株） 高橋　英光 赤坂町大字赤坂１００－３ 084-951-1500

山田工業（株） 山田　達幸 赤坂町大字赤坂１１９１－５ 084-951-5028 ○○○○

三谷建設（株） 三谷　哲也 赤坂町大字赤坂１６４７－１ 084-951-1254 ○○○○

大山建設（有） 山本　貴史 赤坂町大字赤坂２９１－８ 084-951-5785

（有）爽風苑 梅西　大輔 赤坂町大字赤坂９９４－４ 084-951-4988 ○○○○

（有）丸畠工業 大畠　重信 赤坂町大字早戸１９１８ 084-952-3221

神辺町神辺町神辺町神辺町

赤坂町赤坂町赤坂町赤坂町

水呑町水呑町水呑町水呑町

瀬戸町瀬戸町瀬戸町瀬戸町

西桜町西桜町西桜町西桜町

西新涯町西新涯町西新涯町西新涯町

西深津町西深津町西深津町西深津町

凡例　災害：福山市災害応急対策協力事業者
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赤坂町赤坂町赤坂町赤坂町 （有）山本興業 山本　等 赤坂町大字早戸４７８ 084-951-5996 ○○○○

葦陽設備工業（株） 村上　英彦 千代田町１－１３－１７ 084-953-4325 ○○○○

前田土建工業（株） 前田　康光 千代田町２－１－２３ 084-953-1677 ○○○○

山尾組（有） 山尾　哲士 千代田町２－５－１５ 084-954-5683

（有）大松園 藤井　敬三 千田町２－３９－１７ 084-955-0550

（株）繁山興業 繁山　和典 千田町３－４８－１３ 084-955-1319 ○○○○

（有）エキスパート 繁山　実 千田町３－４８－１４ 084-955-0018 ○○○○

旭ハウス工業（株） 礒田　和好 千田町３－５－１０ 084-955-1161 ○○○○

（株）勝栄建工 佐々木　勝輝 千田町３－５２－１６ 084-955-6655

（株）鈴鹿建設 小林　和浩 千田町千田２４０５－３ 084-955-7788

（株）山水園緑地建設 小寺　将之 千田町千田２５３５ 084-955-5525 ○○○○

（株）ボンドテクノ 塚本　卓司 千田町千田２６０５－１ 084-955-7004

（株）景松園 北村　正己 千田町大字坂田５４０－１ 084-955-0257 ○○○○

北村植恵園 北村　正之 千田町大字坂田甲５３１－１ 084-955-0471

開成 高橋　俊成 千田町大字藪路１１６５－７ 084-955-3250

馬場工業（株） 馬場　徹 川口町１－１２－３６ 084-953-5570 ○○○○

（株）エイチテック 岡田　宏 川口町１－１６－３５ 084-953-2721

平和建設（株） 岡田　吉弘 川口町１－１６－３５ 084-953-2711 ○○○○

（有）大輝 迫　輝良 川口町１－２１－１４ 084-953-1955

（有）松栄建材 松田　耕二 川口町１－５－３２ 084-953-5385

安田電工（有） 安田　崇広 川口町３－１３－１７ 084-953-1355

村井塗装（株） 村井　祐介 川口町３－２４－６ 084-953-8034

（有）伸明設備 種本　茂之 川口町４－１８－１６ 084-954-3033

（有）種本水道工業所 種本　豊 川口町４－１９－３ 084-953-1175

（有）藤井鉄筋工業 藤井　昭人 草戸町１－１３－６ 084-922-8168

福山管工事（同） 中根　洋一 草戸町１－２１－２８ 084-921-5070

（有）三交ライン 三谷　知足 草戸町１５００－３ 084-951-0041

（株）丸福設備工業 藤井　一範 草戸町１－７－１９ 084-922-1114

（有）大森工務店 大森　裕之 蔵王町１－５－１９ 084-926-0195

（株）伊予建設 市川　文雄 蔵王町１６０－１４６ 084-945-9665 ○○○○

ティ・エムケンセツ（株） 歳原　竜治 蔵王町１６０－１４６ 084-959-4466 ○○○○

光建設（株） 渡邉　憲太郎 蔵王町１６０－１５１ 084-945-2211

（株）マスタービルド 中島　広尚 蔵王町３－１６－１６ 084-971-6783

森重建設（株） 森重　隆正 蔵王町４－８－１ 084-924-5785 ○○○○

（有）備三工務店 佐々木　雅浩 蔵王町５－１０－４８ 084-940-6255 ○○○○

（有）蔵王造園 東坂　睦之 蔵王町５－１３－１４ 084-941-1501

（有）余田畳店 余田　純司 多治米町１－２４－２ 084-953-0211

泉興産（株） 岩部　慎也 多治米町５－８－５ 084-953-2400 ○○○○

山陽土建工業（株） 栗原　賢治 多治米町６－４－５ 084-954-0351 ○○○○

共和実業（株） 北野　仁康 多治米町６－４－８ 084-953-8811

大黒町大黒町大黒町大黒町 中山金網（株） 柴田　哲男 大黒町２－３４ 084-924-1200

（有）茂本住設 坂本　光宏 大門町１－４０－２０ 084-945-2420

日製電気工事（有） 関戸　孝充 大門町１－４２－２７ 084-941-1214

（株）占部防水工業 占部　綾子 大門町３－２６－２６ 084-945-7399

井上土木（株） 井上　和彦 大門町４－１４－３ 084-941-4135

（株）岩本産業 難波　務 大門町４－１５－１５ 084-941-1675

三東冷熱（株） 小林　英雄 大門町４－１８－６－１ 084-941-5002 ○○○○

山陽塗装工業（株） 住吉　弘充 大門町４－２２－１５ 084-941-0033

（株）広栄産業 横田　邦雄 大門町５－１０－１６ 084-945-2330 ○○○○

井上塗装（株） 井上　良一 大門町５－７－４７ 084-943-5300

オー・エル・ディ 小笠原　政弘 大門町８－１４－６ 084-941-3046

クシダ工業（株） 串田　英郎 大門町野々浜１０３４－１ 084-941-1071 ○○○○

昭和舗道建設（株） 山本　幸宏 大門町野々浜字沖浦４８１－１ 084-945-5511 ○○○○

地吹町地吹町地吹町地吹町 占部建設工業（株） 占部　誠 地吹町１８－１６ 084-922-1254 ○○○○

大門町大門町大門町大門町

千代田町千代田町千代田町千代田町

千田町千田町千田町千田町

川口町川口町川口町川口町

草戸町草戸町草戸町草戸町

蔵王町蔵王町蔵王町蔵王町

多治米町多治米町多治米町多治米町

凡例　災害：福山市災害応急対策協力事業者
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地吹町地吹町地吹町地吹町 大谷機工（株） 大谷　省吾 地吹町３－８ 084-921-2466

（株）サンヨーテック 力石　正 津之郷町加屋３８－１ 084-949-2455

桑田造園 桑田　毅 津之郷町大字加屋２２５－６ 084-952-0308

（有）大和コーポレーション 小澤　薫功 津之郷町大字津之郷１８６－１５ 084-952-0233

松永瓦斯（株） 森上　茂光 津之郷町大字津之郷２２５－１ 084-951-1818

（有）福星電機 長　彦義 津之郷町大字津之郷２３２５ 084-952-5065

サンデン（株） 中川　壮太 津之郷町大字津之郷８１１－６ 084-952-2525

（株）広瀬工作所 広瀬　憲市 津之郷町津之郷９６０ 084-951-1475

（有）橋本産業 橋本　利子 坪生町１－２３－１０ 084-947-6122

（有）平井技建 平井　圭二 坪生町１４８８ 084-947-0605

（有）グローバルエンジニア 辰巳　彰英 坪生町１－４９－４ 084-948-6522 ○○○○

（株）尾熊設備 尾熊　吉常 坪生町３－１６－２０ 084-947-0662 ○○○○

巧建設（株） 橋本　哲弘 坪生町３２７６ 084-948-0001

（株）一瓢組 藤井　裕道 田尻町２３３４－３ 084-956-1155 ○○○○

来山環衛工業（有） 来山　洋一 田尻町２３３７－１ 084-956-5671

佐々木建設（株） 佐々木　康夫 田尻町３５１３－３ 084-956-2220 ○○○○

来山建設（株） 来山　輝利 田尻町５７８－２ 084-956-3577 ○○○○

東吉津町東吉津町東吉津町東吉津町 （株）橘高組 橘高　清美 東吉津町４－１７ 084-922-1005

（有）カシマ屋 池田　浩壽 東手城町１－１３－１４ 084-943-7786

東洋プラント（株） 平田　俊幹 東手城町１－２－３７ 084-945-2233 ○○○○

共伸電業（有） 石橋　光雄 東手城町１－２６－３９ 084-943-2299

スガナミ物産（株） 三上　誠司 東手城町２－１４－５ 084-941-1977

（有）上坊組 上坊　幸裕 東手城町３－２９－４ 084-943-5004

双葉空調（株） 佐藤　護 東手城町３－３４－２４ 084-945-8732

双葉電機（株） 佐藤　護 東手城町３－３４－２４ 084-943-0204 ○○○○

東手城町東手城町東手城町東手城町 エフロード（株） 藤原　哲也 東手城町４－１３－１ 084-943-9847

（株）フジイ家電 藤井　恵 東深津町１－１１－１４ 084-926-0135

（有）アイコー 藏田　孝一 東深津町１－２０－１３ 084-924-3014

東産業（株） 藤井　善浩 東深津町１－５－１３ 084-926-1130 ○○○○

寺岡製畳 寺岡　常吉 東深津町２－１６－３１ 084-931-0426

ミツバ電工（有） 石川　博祐 東深津町２－６－１９ 084-921-7935

山陽ネット工業（株） 中嶋　宏治 東深津町２－９－３０ 084-926-3666 ○○○○

（株）グッド・サークル 小野　芳光 東深津町４－１７－３３ 084-926-2316

（株）西日本ファシリティー 中田　朋基 東深津町７－１５－２ 084-922-2199 ○○○○

（株）ゼネコス 小川　恭史 東川口町１－４－１３ 084-954-2377

（有）エーアンドエフ 石井　副夫 東川口町１－４－２２ 084-981-3033

（有）延明工務店 延明　智 東川口町２－８－１０ 084-957-0098

安建工業（株） 安井　幸男 東川口町３－１０－１５ 084-954-2446 ○○○○

（株）営善 白石　六朗 東川口町３－１８－１３ 084-953-2154

山陽住販（株） 八田　秀樹 東川口町３－２－６ 084-953-6011

（株）円福寺 円福寺　雅之 東川口町４－１１－１６ 084-954-5940

大倉土建（有） 西本　かをり 東川口町４－７－２６－４ 084-957-0030

澄和造園土木（株） 宮池　健太 東川口町５－８－４８ 084-953-0671 ○○○○

（有）功栄工業 植田　悦嗣 東村町字善光６７７－１ 084-936-0772

東部開発（有） 藤原　明 東村町方ヶ迫５１ 084-936-1178

東町東町東町東町 畦﨑畳商工（株） 畦﨑　貢 東町３－５－５ 084-922-2664

（有）コンプリート・エフ 藤原　比登士 藤江町３７１番地２ 084-935-9010

ユーセス 上本　善克 藤江町５３１８－２ 084-930-1006

岡田畳店 岡田　敏彦 道三町１２－２３ 084-922-1277

福山テント装飾（株） 水野　勝則 道三町６－１３ 084-923-1160

（有）大真土木 奥迫　賢二 奈良津町１－５－２０ 084-924-5473 ○○○○

（有）ヤスヒラ建設 平賀　優子 奈良津町２－１２－１ 084-923-6385

檀上土建（有） 檀上　賢悟 内海町２６３５－１４ 084-986-2214

内海設備工業（有） 藤原　肇 内海町イ１３１５－５ 084-986-2397 ○○○○

津之郷町津之郷町津之郷町津之郷町

坪生町坪生町坪生町坪生町

田尻町田尻町田尻町田尻町

東手城町東手城町東手城町東手城町

東深津町東深津町東深津町東深津町

東川口町東川口町東川口町東川口町

東村町東村町東村町東村町

藤江町藤江町藤江町藤江町

道三町道三町道三町道三町

奈良津町奈良津町奈良津町奈良津町

内海町内海町内海町内海町
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内海町内海町内海町内海町 （有）アスィスト 三谷　忠 内海町ロ２５２５－１ 084-980-9131 ○○○○

大橋屋装備 佐藤　幸仁 南手城町１－１３－２３ 084-923-6201

（有）イヌイ電業 宮澤　宏 南手城町２－２０－１１ 084-973-9336

アキ建設（株） 藤原　誠治 南手城町２－２４－１４ 084-921-3233 ○○○○

福山瓦斯（株） 松本　茂太郎 南手城町２－２６－１ 084-931-3111

福山ガス産業（株） 松本　茂太郎 南手城町２－２６－１ 084-923-3110

福山ガス設備（株） 坂本　哲巳 南手城町２－２８－１２ 084-923-0038

武田電機工業（株） 清水　智博 南手城町４－１１－１１ 084-973-2355 ○○○○

（有）晟上工業 三浦　啓次 南手城町４－１４－３１ 084-921-9230

三井住建（株） 勝田　孝生 南手城町４－１４－７ 084-923-4611

竹信電設工業（株） 竹上　忠信 南手城町４－２６－５ 084-924-7859 ○○○○

（株）オキ 沖　裕人 南松永町１－１６－１３ 084-933-3177

ジョーメン（株） 小畑　強 南松永町１－２２－２４ 084-933-3380

桑田電気工事（株） 桑田　明博 南松永町２－１６－１２ 084-934-6514

（株）一亘 岡本　淳一 南松永町２－１７－９－２ 084-933-4498 ○○○○

（有）富士ポンプ工業所 高橋　節夫 南松永町２－１９－２７ 084-933-2875

矢野建設産業（株） 矢野　利明 南松永町２－５－４７ 084-934-0531

（有）オカダ塗装 岡田　憲治 南松永町３－９－２４ 084-933-0439

松永荷役（有） 尾瀬　郁雄 南松永町４－５－１２ 084-933-5273

（株）道下工務店 道下　幸治 南蔵王町１－２－２５ 0847-45-4430 ○○○○

（株）山岡建装 山岡　重久 南蔵王町１－８－９ 084-925-4923

ポエック（株） 来山　哲二 南蔵王町２－１－１２ 084-922-8551

中央技研（株） 寺岡　敏男 南蔵王町２－２２－５ 084-973-5535

（株）エッチエルディ 森原　聖典 南蔵王町３－１１－２３ 084-921-2442

（株）カンユウ 徳永　彰義 南蔵王町３－１２－２７ 084-922-8567

（株）ソーカン 荒金　弘幸 南蔵王町４－８－３７ 084-924-9587 ○○○○

（株）プロテック 永井　健三 南蔵王町６－１８－４０ 084-943-6444 ○○○○

（株）松誠園緑地建設 大月　誠 南蔵王町６－７－１２ 084-955-4441 ○○○○

（有）ファブリックハウス 宇田　圭太郎 南町１１－７ 084-926-2666

（株）小川組 岡崎　秀樹 南町２１－１ 084-921-3306

（株）栄工社 唐川　正明 南町７－２７ 084-921-3322

スギ建設（有） 杉之原　邦稔 南本庄１－１２－４５ 084-925-2401 ○○○○

日政建設（株） 平山　邦夫 南本庄１－７－２６ 084-923-0256 ○○○○

光和物産（株） 内海　康仁 南本庄２－１２－２７ 084-923-5155

（株）伸和 三谷　雄三 南本庄２－４－１３ 084-920-0200

福山メンテナンス（株） 村上　徹 南本庄４－８－１３ 084-931-4147

（株）ベッセルテクノサービス 澁谷　誠 南本庄３－４－２７ 084-923-7535

中島工業（株） 肌野　一則 入船町１－５－１８ 084-922-2348 ○○○○

（株）日本エンジニア 滝本　正 入船町２－８－１ 084-928-8818

山下産業（株） 前田　功行 入船町２－８－１ 084-973-1438 ○○○○

（株）松新管工 新良貴　昌子 北吉津町３－１４－１２ 084-921-4071

平井建設 平井　秀政 北吉津町３－１７－１６ 084-924-7879

（有）義秀建設 平井　義久 北吉津町３－１７－９－９ 084-926-6807

（株）中装 中島　康雅 北吉津町４－５－１１ 084-922-3007

（有）真組 妹尾　良則 本郷町１３７７ 084-936-1428 ○○○○

（有）ユーテック 梅本　彰三 本郷町２８６２－２ 084-930-2030

植木電工（株） 植木　義人 本郷町３３３６－４ 084-936-2270

（株）ユキ建設 福田　卓三 本郷町字大谷４０９－３３ 084-936-1822 ○○○○

（有）相方設備工業 相方　元治 本庄町中１－１３－６ 084-923-4885

塚本興業（株） 塚本　好則 本庄町中４－１－１１ 084-925-4294 ○○○○

（有）シンエイ空調 平前　有史 幕山台１－１－３６ 084-971-5139

加茂川建設（株） 山根　茂 幕山台２－３３－２４ 084-947-2956 ○○○○

（株）和光技研 津島　孝枝 幕山台２－４１－３２ 084-921-6633

箕沖町箕沖町箕沖町箕沖町 メック広島（株） 金谷　弦治 箕沖町１０５－１１ 084-944-6888

南蔵王町南蔵王町南蔵王町南蔵王町

南町南町南町南町

南本庄南本庄南本庄南本庄

入船町入船町入船町入船町

北吉津町北吉津町北吉津町北吉津町

本郷町本郷町本郷町本郷町

本庄町本庄町本庄町本庄町

幕山台幕山台幕山台幕山台

南手城町南手城町南手城町南手城町

南松永町南松永町南松永町南松永町

南蔵王町南蔵王町南蔵王町南蔵王町

凡例　災害：福山市災害応急対策協力事業者



町名町名町名町名 商号又は名称商号又は名称商号又は名称商号又は名称 代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名 住所住所住所住所 電話番号電話番号電話番号電話番号 災害災害災害災害

坂本電気工事（株） 坂本　和政 箕沖町３６－３ 084-954-9111 ○○○○

（株）備南 佐藤　友治 箕沖町３８－２ 084-954-2811

（株）光成衡機 光成　寿恭 箕沖町４５－２ 084-953-8839

（株）尾方電業社 尾方　興一郎 箕沖町６２－３ 084-953-7272

（有）宏成 宮地　宏典 箕島町５２３８－２０ 084-981-2795

（株）村上開発 村上　慶高 箕島町５５３４ 084-953-5230 ○○○○

中尾建設工業（有） 中尾　吉希 箕島町５７００－１５ 084-954-1109

福樹園建設工業（株） 田中　昭司 箕島町５９２８－５ 084-953-2043 ○○○○

（有）タカハシ建装 高橋　正尚 箕島町６４７６－２ 084-957-6006

髙進工業（有） 髙田　秀二 箕島町南丘６６８３－２ 084-971-2020

明治町明治町明治町明治町 （株）マルケン装飾 岡田　展政 明治町１１－５ 084-922-0198

共栄電工（株） 瀧川　幸宏 明神町１－１０－２ 084-931-0630

永和電設（有） 村上　友昭 明神町１－３－４ 084-931-5631

（株）武田組 武田　直樹 明神町１－５－４１ 084-932-3300 ○○○○

（株）彩成 石井　鯉太郎 明神町１－７－２３－１０１ 084-921-1617

ヤマト精機（株） 平　哲夫 明神町２－１－１２ 084-924-1862

興和建設工業（株） 光成　昭博 木之庄町１－１６－２４ 084-925-0677 ○○○○

中島建設（株） 中島　國博 木之庄町２－１３－３７ 084-924-0355

（有）中島設備 中島　栄治 木之庄町６－１－１６ 084-921-3569

（有）アイム 吉山　聡 野上町２－１０－４１ 084-925-3113 ○○○○

（株）田畑技建工業 田畑　智信 野上町２－３－２０ 084-944-7880

（有）カギ錠 仁熊　啓二 野上町３－１－５ 084-923-7239

（株）三幸社 棗田　浩成 野上町３－１６－５１ 084-924-3230 ○○○○

津田工業（株） 津田　博昭 柳津町２－１４－２ 084-933-5310 ○○○○

（有）シンエイ 小川　幸紀 柳津町２２８０－５９ 084-933-5088 ○○○○

前田ハウジング（株） 八木　修造 柳津町２－３－３０ 084-933-3711

（有）都市建設 前田　敏夫 柳津町２－５－２５ 084-934-6855 ○○○○

（株）ティ・エム 柳田　章宏 柳津町４－３－１９ 084-933-3810

（有）福山金網工業 志田　浩一 鞆町後地２６－１４６ 084-983-5245

東洋建設（株） 田村　香代美 鞆町後地２８２４－１ 084-982-2722 ○○○○

水本兄弟建設（有） 水本　訓治 鞆町後地５７２－１ 084-982-1494

（株）ケンザイセンター生田 北村　武一 鞆町鞆９６８ 084-982-2474

箕沖町箕沖町箕沖町箕沖町

鞆町鞆町鞆町鞆町

箕島町箕島町箕島町箕島町

明神町明神町明神町明神町

木之庄町木之庄町木之庄町木之庄町

野上町野上町野上町野上町

柳津町柳津町柳津町柳津町
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