岡山県の消防団協力事業所

（H27.4.1現在 147事業所）

○岡山市が認定している事業所
事 業 所 名

（14事業所）
住

所

日本ゴア株式会社

岡山市北区御津河内1102番地4

ヤマト運輸株式会社 岡山主管支店

岡山市中区倉益253番地11

ミツエダ株式会社

岡山市東区神崎町96番地

藤徳物産株式会社

岡山市南区古新田1283番地3

蜂谷工業株式会社

岡山市北区鹿田町一丁目3番16号

株式会社中電工 岡山統括支社

岡山市中区平井1164番地2

株式会社荒木組

岡山市北区天瀬4番33号

日本エクスラン工業株式会社 西大寺工場

岡山市東区金岡東町三丁目3番1号

ヤンマー農機製造株式会社

岡山市中区江並428番地

山陽電研株式会社

岡山市中区乙多見449番地

カーツ株式会社

岡山市東区西大寺五明387番地1

パナソニック株式会社ＡＶＣ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

岡山市東区東平島1360番地

岡山県広域水道企業団

岡山市東区寺山650

株式会社セノン 岡山支社

岡山市北区下石井二丁目1番3号

岡山県の消防団協力事業所

（H27.4.1現在 147事業所）

○倉敷市が認定している事業所

（10事業所）
住

事 業 所 名

所

倉敷化工株式会社

倉敷市連島町矢柄四の町４６３０番地

倉敷かさや農業協同組合

倉敷市西阿知町１０４０－５

岡山西農業協同組合

倉敷市玉島八島１５１０番地１

難波プレス工業株式会社

倉敷市児島小川８－３－８

三菱化学株式会社 水島事業所

倉敷市潮通３－１０

丸五ゴム工業株式会社

倉敷市上富井５８

水島工業株式会社

倉敷市水島高砂町２－１

サノヤス造船株式会社水島製造所

倉敷市児島塩生2767番地21

水菱プラスチック株式会社

倉敷市船穂町水江1424

社会福祉法人八幡福祉会 八幡保育園

倉敷市玉島柏島5604-1

○津山市が認定している事業所

（5事業所）
住

事 業 所 名

所

坂田建設株式会社

津山市日上１５５番地

株式会社本山合金製作所

津山市綾部１６４５－２０

株式会社東海合金製作所

津山市綾部１８９２－７

森山建設株式会社

津山市上横野４２３８番地

早瀬工業株式会社

津山市川崎５４０

岡山県の消防団協力事業所

（H27.4.1現在 147事業所）

○笠岡市が認定している事業所

（8事業所）
住

事 業 所 名

所

エムシー・ファーティコム株式会社 神島工場

笠岡市神島外浦３３６６

岡山県食品株式会社

笠岡市絵師１５６

倉敷かさや農業協同組合 笠岡支店

笠岡市笠岡５９２０

ヒルタ工業株式会社 笠岡工場

笠岡市茂平１４１０

社会福祉法人天神会

笠岡市神島３６２６－７

笠岡信用組合

笠岡市笠岡２３８８－４０

小堀建設株式会社

笠岡市笠岡５９２０

株式会社アクア美保

笠岡市入江３８２－１

○井原市が認定している事業所
事 業 所 名

（15事業所）
住

所

岡山西農業協同組合

井原市井原町５１２－２

タカヤ株式会社

井原市井原町６６１－１

フェニテックセミコンダクター株式会社

井原市木之子町１５０

株式会社化繊ノズル製作所

井原市東江原町８３８

シーピー化成株式会社

井原市東江原町１５１６

株式会社岡山サカエ理研

井原市美星町大倉２０９３

片山工業株式会社

井原市西江原町１００５－１

井原精機株式会社

井原市上出部町４３１－３

冨士ベークライト株式会社

井原市芳井町与井２００

中島硝子工業株式会社

井原市木之子町５３０１番地２

プレテック株式会社

井原市木之子町２７５０番地

株式会社志多木組

井原市西江原町１９３１番地

株式会社共和鋳造所

井原市西江原町５４１８番地３

株式会社小田組

井原市芳井町川相２３０番地２

タツモ株式会社

井原市木之子町６１８６番地

岡山県の消防団協力事業所

（H27.4.1現在 147事業所）

○総社市が認定している事業所

（9事業所）
住

事 業 所 名

所

曙ブレーキ山陽製造株式会社

総社市久代１９６６番地８

株式会社アステア

総社市真壁１５９７番地

吉備信用金庫

総社市中央二丁目１番１号

株式会社共立精機

総社市真壁１５１５番地

三恵工業株式会社

総社市井尻野１０５番地

新興工業株式会社

総社市富原１２９番地４６

ヒルタ工業株式会社 吉備工場

総社市久代２２１１番地５

三乗工業株式会社

総社市井尻野１００番地

山崎製パン株式会社 岡山工場

総社市井尻野８００番地

○高梁市が認定している事業所

（13事業所）
住

事 業 所 名

所

株式会社三美産業

高梁市川上町三沢4342-2

住友電工焼結合金株式会社

高梁市成羽町成羽2901

武田鋳造株式会社 高梁工場

高梁市巨瀬町1-1

中村建設株式会社

高梁市横町1541-5

丸五シーエス工業株式会社

高梁市有漢町上有漢8279-1

イーグル工業株式会社 岡山事業場

高梁市落合町阿部1212

岡山イーグル株式会社

高梁市有漢町有漢4803-1

三京株式会社

高梁市高倉町田井1376-1

川上工業株式会社

高梁市川上町領家1262

岸本精密発條株式会社

高梁市成羽町吹屋1171

滝口建設工業株式会社

高梁市津川町今津1053

株式会社山室建設

高梁市川上町地頭1850-1

株式会社勇成建設

高梁市川上町下大竹15-2

岡山県の消防団協力事業所

（H27.4.1現在 147事業所）

○新見市が認定している事業所
事 業 所 名

（30事業所）
住

所

阿新農業協同組合

新見市高尾２４２３番地

矢崎部品株式会社 新見工場

新見市西方２１１７番地１

三共精粉株式会社

新見市高尾２４８４番地２４

片岡工業株式会社

新見市新見３２５番地

宮本工業株式会社

新見市西方４１５７番地

備北粉化工業株式会社

新見市西方７０４番地

杉岡建設株式会社

新見市新見３６８番地４

東亜電工株式会社

新見市正田１０４番地

足立石灰工業株式会社

新見市足立３８９３番地

田枝建設株式会社

新見市千屋実２１４８番地５

新見市森林組合

新見市下熊谷４０７番地２

井倉運輸株式会社

新見市足見８３番地１

有限会社小田工務店

新見市千屋実１１１番地

佐藤産業株式会社 新見工場

新見市長屋３５０番地

株式会社三備電業社

新見市新見２１４番地１

松陽産業株式会社

新見市哲西町八鳥１３８番地４５

中国鉱業株式会社

新見市金谷４１番地

日鉄鉱業株式会社

新見市井倉５２７番地１

株式会社丸菱

新見市大佐小阪部１４２１番地

丸紅畜産 岡山事業所

新見市西方１５６７番地

ヤマモトロックマシン株式会社

広島県庄原市東城町川西４２４番地１

日本郵便株式会社 新見郵便局

新見市高尾２４８５番地１１

にいみ清掃株式会社

新見市高尾２３０４番地１

山陽環境開発株式会社

新見市高尾２３０４番地１

株式会社佐々木組

新見市上市１１４９番地１

田中実業株式会社

新見市正田２７０番地

有限会社小野電設

新見市井倉１８９１番地

社会福祉法人神郷の園

新見市神郷下神代１９５５番地

阿新クレーン株式会社

新見市哲多町宮河内９５番地

岡山県健康の森学園

新見市哲多町大野２０３４番地５

岡山県の消防団協力事業所

（H27.4.1現在 147事業所）

○備前市が認定している事業所

（6事業所）
住

事 業 所 名

所

黒崎播磨株式会社

備前市浦伊部1175番地

クラレケミカル株式会社

備前市鶴海4342番地

ＮＴＮ株式会社 岡山製作所

備前市畠田500番地1

品川リフラクトリーズ株式会社 岡山工場

備前市東片上88番地

株式会社ヨータイ 日生工場

備前市日生町日生2601番地

株式会社ヨータイ 吉永工場

備前市吉永町南方1250番地

○瀬戸内市が認定している事業所

（6事業所）
住

事 業 所 名

所

株式会社キョクトウ・アソシエイツ

瀬戸内市牛窓町長浜６８８７－６

日本オリーブ株式会社

瀬戸内市牛窓町牛窓３９１１－１０

丸田産業株式会社 ホテル・リマーニ

瀬戸内市牛窓町牛窓３９００

岡山市農業協同組合 東部第４営農経済セン
ター

瀬戸内市邑久町豊原１０１－１

株式会社岡山村田製作所

瀬戸内市邑久町福元７７

福池工業株式会社

瀬戸内市長船町飯井８３９－１

○赤磐市が認定している事業所

（9事業所）
住

事 業 所 名

サッポロワイン株式会社岡山ワイナリー

赤磐市東軽部1556

備前化成株式会社

赤磐市徳富363

岡山三相電機株式会社

赤磐市可真上1714-1

株式会社キャットアイ吉井工場

赤磐市福田668

東洋コルク株式会社岡山工場

赤磐市多賀128

株式会社熊山ＬＩＸＩＬ製作所

赤磐市釣井100-1

有限会社西岡工作所

赤磐市西中175-2

モリマシナリー株式会社

赤磐市仁堀東1383

有限会社中原建設工業

赤磐市福田752-1

所

○里庄町が認定している事業所
事 業 所 名

（4事業所）
住

所

三陽機器株式会社

浅口郡里庄町新庄３８５８番地

里庄郵便局

浅口郡里庄町新庄１４１７番地

株式会社サンラヴィアン

浅口郡里庄町新庄３９２０番地

安田工業株式会社

浅口郡里庄町浜中１１６０番地

岡山県の消防団協力事業所

（H27.4.1現在 147事業所）

○矢掛町が認定している事業所
事 業 所 名

（16事業所）
住

所

丸五ゴム工業株式会社

小田郡矢掛町東川面４１７

倉敷かさや農業協同組合

小田郡矢掛町小林１７－１

冨士ベークライト株式会社

小田郡矢掛町小田６５００

シャープタカヤ電子工業株式会社

浅口郡里庄町里見３１２１－１

立花容器株式会社

小田郡矢掛町浅海３８５－１

菱陽電機

小田郡矢掛町小田６６２１

アステア矢掛株式会社

小田郡矢掛町上高末１８０－１

株式会社三好組

小田郡矢掛町中１７０

カモ井加工紙株式会社

小田郡矢掛町中８０８

株式会社シンセイツール

小田郡矢掛町本堀１１５１－１

二葉観光

小田郡矢掛町上高末８５３－１

藤永鉄工所

小田郡矢掛町宇内１５１７

中国大王製紙パッケージ株式会社

小田郡矢掛町本堀６４１

株式会社共生

小田郡矢掛町矢掛２５３９

矢掛ゴム工業

小田郡矢掛町東三成３４４７－３

海鮮びっくり本舗株式会社

小田郡矢掛町小田６６９４－１

○奈義町が認定している事業所
事 業 所 名

（2事業所）
住

所

勝英農業協同組合奈義支店

勝田郡奈義町久常２６４番地

森安建設株式会社

勝田郡奈義町柿４番地１

