
３－20　危険物貯蔵、取扱所等

地区名 危険物施設区分 施設名称 所在地
危険物
類別

危険物
数量

（㍑）

危険物
倍数

三日市 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　ｽﾗｲﾀﾞｰ部品　金属材料（Ａ棟南側）（屋内） S301 富山県黒部市牧野938 第4類 17800 17.4

三日市 屋内貯蔵所 倉田　脩一　(特定屋内)　 富山県黒部市三日市字御蔵2782-1 第4類 2600 4.55

三日市 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　牧野　金属材料素材工場金型Ｇ（Ｃ棟北側）（屋内） S304 富山県黒部市牧野938番地 第4類 14500 7.5

三日市 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　ｽﾗｲﾀﾞｰ部品ﾎﾞｰﾙﾁｪーﾝ金属材料Ｂ棟横（屋内） S303 富山県黒部市牧野938 混在 12225 5.74

三日市 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　ｽﾗｲﾀﾞｰ部品　金属材料（守衛前）（屋内） S302 富山県黒部市牧野938 第4類 5000 1.5

三日市 屋内貯蔵所 小林精機　（屋内） 富山県黒部市三日市309番地の2 第4類 1500 2.05

三日市 屋内貯蔵所 大坪　長作　（屋内） 富山県黒部市天神新239の2 第4類 1000 1

三日市 屋内貯蔵所 北辰自動車工業㈱　桜井(屋内) 富山県黒部市三日市946番地 第4類 12000 7

三日市 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱　金属材料　（屋外タンク２） Ｔ303 富山県黒部市牧野938番地 第4類 50000 25

三日市 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱　ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ (屋外タンク1) Ｔ304 富山県黒部市牧野938 第4類 20000 20

三日市 屋内タンク貯蔵所 県立 桜井高等学校 （屋内タンク） 富山県黒部市三日市1334 第4類 10000 10

三日市 屋内タンク貯蔵所 協同組合黒部ショッピングセンター （メルシー）（屋内タンク） 富山県黒部市新牧野311 第4類 20000 10

三日市 屋内タンク貯蔵所 黒部市民会館 （屋内タンク） 富山県黒部市三日市2981 第4類 4000 2

三日市 屋内タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱  牧野工場Ａ棟南側（屋内タンク) Ｔ305 富山県黒部市牧野938番地 第4類 1950 2

三日市 屋内タンク貯蔵所 黒部警察署 富山県黒部市三日市1524-1 第4類 1800 1.8

三日市 地下タンク貯蔵所 黒部市民病院（地下タンク） 富山県黒部市三日市1108番地の１ 第4類 50000 25

三日市 地下タンク貯蔵所 北崎　寛（地下タンク） 富山県黒部市三日市梅の木996の1 第4類 10000 5

三日市 地下タンク貯蔵所 黒部市役所（地下タンク）　休止 富山県黒部市三日市725 第4類 10000 5

三日市 地下タンク貯蔵所 黒部郵便局（地下タンク） 富山県黒部市三日市茅堂3933 第4類 1500 1.5

三日市 地下タンク貯蔵所 広野　恵美子（地下タンク）　休止 富山県黒部市三日市3229 第4類 1250 1.25

三日市 地下タンク貯蔵所 倉堂　利重（地下タンク） 富山県黒部市三日市1184 第4類 2000 1
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三日市 地下タンク貯蔵所 県立 桜井高等学校（地下タンク） 富山県黒部市三日市1334 第4類 8000 4

三日市 地下タンク貯蔵所 横井産婦人科医院（地下タンク）　休止 富山県黒部市三日市1075番地 第4類 1000 1

三日市 地下タンク貯蔵所 黒部市立　国際文化センター（地下タンク） 富山県黒部市三日市字長面20番地 第4類 10000 5

三日市 地下タンク貯蔵所 富山県技術専門学院新川センター（地下タンク） 富山県黒部市三日市10 第4類 6000 6

三日市 地下タンク貯蔵所 ＮＴＴ西日本㈱　黒部（地下タンク） 富山県黒部市三日市三島町1076 第4類 2000 2

三日市 地下タンク貯蔵所 黒部市立　三日市小学校（地下タンク） 富山県黒部市牧野11番地の2 第4類 6000 6

三日市 地下タンク貯蔵所 黒部市立　福祉センター（地下タンク） 富山県黒部市金屋金屋464-1 第4類 6500 3.25

三日市 地下タンク貯蔵所 黒部市民病院 老人保健施設 富山県黒部市三日市725 第4類 8000 8

三日市 移動タンク貯蔵所 ㈱フェイス　(移動タンク2)　　　　　　　　　　　　富山88え73 富山県黒部市新天109番地 第4類 2000 2

三日市 移動タンク貯蔵所 ㈲八木石油　本店(移動タンク1)　　　　　　　富山88ぬ2433 富山県黒部市三日市3307番地 第4類 1900 1.9

三日市 移動タンク貯蔵所 ＪＡくろべサービス㈱　カーポート黒部（移動タンク2） 富山県黒部市天神新210番地の1 第4類 2000 2

三日市 移動タンク貯蔵所 ＪＡくろべサービス㈱　カーポート黒部（移動タンク1） 富山県黒部市天神新210番地の1 第4類 2000 2

三日市 移動タンク貯蔵所 ㈱フェイス　(移動タンク1)　　　　　　　　　　　　富山88え90　　 富山県黒部市新天109番地 第4類 2000 2

三日市 移動タンク貯蔵所 ㈱フェイス　(移動タンク5)　　　　　　　　　　　　富山800あ788 富山県黒部市新天109番地 第4類 3900 3.9

三日市 移動タンク貯蔵所 ㈱フェイス　(移動タンク3)　　　　　　　　　　　　富山800あ240 富山県黒部市新天109番地 第4類 3900 3.9

三日市 移動タンク貯蔵所 ㈱フェイス （移動タンク6）　　　　　　　　　　  　富山800あ493 富山県黒部市新天109 第4類 2000 2

三日市 移動タンク貯蔵所 ㈱フェイス 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　富山800あ1840 富山県黒部市新天109 第4類 2000 2

三日市 給油取扱所 北辰自動車工業㈱　桜井(屋内給油所) 富山県黒部市三日市946番地 第4類 39400 118.6

三日市 給油取扱所 ㈱西日本宇佐美　北陸支店　８号黒部（屋外給油所） 富山県黒部市三日市字金屋2117番地の3 第4類 97900 288.95

三日市 給油取扱所 ㈲八木商店  本店(屋外給油所)　 富山県黒部市三日市3307番地 第4類 55400 148.85

三日市 一般取扱所 黒部市民病院　(一般取扱) 富山県黒部市三日市1108番地の１ 第4類 5236 2.62

三日市 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　ｽﾗｲﾀﾞｰ部品Ｃ棟　(一般取扱) H303 富山県黒部市牧野938 第4類 20186 6.5
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三日市 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　ｽﾗｲﾀﾞｰ部品（牧野）A棟　(一般取扱) H301 富山県黒部市牧野938 第4類 28116 8.3

三日市 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　ｽﾗｲﾀﾞｰ部品（牧野）Ｂ棟金属加工ﾎﾞｲﾗｰ室(一般取扱) H302 富山県黒部市牧野938 第4類 2000 2

生地 地下タンク貯蔵所 黒部市立　生地小学校（地下タンク） 富山県黒部市生地経新1004 第4類 8000 8

生地 移動タンク貯蔵所 ㈲能登石油　（移動タンク）　　　　　　　　　　　富山800さ4383 富山県黒部市生地中区213 第4類 2000 2

生地 移動タンク貯蔵所 ㈲能登石油　富山800す2085 富山県黒部市生地中区225の1 第4類 1940 1.94

生地 給油取扱所 くろべ漁業協同組合　(船舶給油取扱所) 富山県黒部市生地中区365 第4類 60000 45

生地 給油取扱所 潟田石油㈱　生地給油所(屋内給油所) 富山県黒部市吉田1160番地 第4類 30300 79

生地 給油取扱所 ㈲能登石油　（屋内給油所） 富山県黒部市生地中区225の1 第4類 55000 171.5

石田 製造所 東邦チタニウム㈱黒部工場　K1生産棟　（製造所） 富山県黒部市天神新８番地 混在 76740 319.43

石田 製造所 東邦チタニウム㈱黒部工場　K2生産棟　（製造所） 富山県黒部市天神新８番地 混在 18290 66

石田 屋内貯蔵所 宮崎重之（新建工業）　(特定屋内) 富山県黒部市犬山78番地 第4類 1100 2.5

石田 屋内貯蔵所 東邦チタニウム㈱ (屋内） 富山県黒部市天神新8番地 第2類 80640 80.64

石田 屋内貯蔵所 山崎一郎　(特定屋内) 富山県黒部市堀切1508-2 第4類 2547 4.21

石田 屋内貯蔵所 ＪＸ金属三日市リサイクル㈱　（屋内） 富山県黒部市天神新8番地 第4類 41060 29.07

石田 屋内貯蔵所 北星ゴム工業㈱　（屋内） 富山県黒部市岡362-15 混在 7695 50.33

石田 屋内貯蔵所 ㈲斉木塗装　（屋内） 富山県黒部市石田1234 第4類 3500 4.5

石田 屋内貯蔵所 東邦チタニウム㈱黒部工場　（屋内） 富山県黒部市天神新8番地 第4類 27000 95

石田 屋内貯蔵所 ㈲ヒダ塗装　（屋内） 富山県黒部市岡163 第4類 2593 4.66

石田 屋外タンク貯蔵所 東邦チタニウム㈱黒部工場　(屋外タンク4) 富山県黒部市天神新8番地 第4類 40000 200

石田 屋外タンク貯蔵所 東邦チタニウム㈱黒部工場　(屋外タンク3) 富山県黒部市天神新8番地 第4類 50000 250

石田 屋外タンク貯蔵所 東邦チタニウム㈱黒部工場　(屋外タンク2) 富山県黒部市天神新8番地 第4類 50000 250

石田 屋外タンク貯蔵所 東邦チタニウム㈱黒部工場　(屋外タンク1) 富山県黒部市天神新8番地 第4類 40000 200
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石田 屋外タンク貯蔵所 北星ゴム工業㈱　(屋外タンク5) 富山県黒部市岡362-15 第4類 10000 1.67

石田 屋外タンク貯蔵所 北星ゴム工業㈱　(屋外タンク3) 富山県黒部市岡362-15 第4類 18000 3

石田 屋外タンク貯蔵所 北星ゴム工業㈱　(屋外タンク2) 富山県黒部市岡362-15 第4類 10000 5

石田 屋外タンク貯蔵所 北星ゴム工業㈱　(屋外タンク1) 富山県黒部市岡362-15 第4類 20000 10

石田 屋外タンク貯蔵所 ＪＸ金属三日市リサイクル㈱　(屋外タンク3) 富山県黒部市天神新8番地 第4類 19500 9.75

石田 屋外タンク貯蔵所 ＪＸ金属三日市リサイクル㈱　(屋外タンク2) 富山県黒部市天神新8番地 第4類 20000 10

石田 屋外タンク貯蔵所 ＪＸ金属三日市リサイクル㈱　(屋外タンク1) 富山県黒部市天神新8番地 第4類 200000 100

石田 屋外タンク貯蔵所 東邦チタニウム㈱黒部工場　(屋外タンク5) 富山県黒部市天神新8番地 第4類 10500 5.25

石田 屋内タンク貯蔵所 ＪＸ金属三日市リサイクル㈱ （屋内タンク） 富山県黒部市天神新8番地 第4類 3500 3.5

石田 地下タンク貯蔵所 富山県畜産加工販売農業協同組合連合会（地下タンク） 富山県黒部市岡410番地 第4類 10000 5

石田 地下タンク貯蔵所 黒部市　総合体育館（地下タンク） 富山県黒部市堀切1142 第4類 13000 6.5

石田 地下タンク貯蔵所 黒部市民プール（地下タンク） 富山県黒部市堀切1142 第4類 12000 6

石田 地下タンク貯蔵所 県立にいかわ総合支援学校（地下タンク2） 富山県黒部市石田6682 第4類 1900 1.9

石田 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱　黒部寮（地下タンク） T907 富山県黒部市天神新115 第4類 3000 3

石田 地下タンク貯蔵所 国土交通省黒部河川事務所（地下タンク1） 富山県黒部市天神新173 第4類 4000 2

石田 地下タンク貯蔵所 亀谷クリーニング（地下タンク） 富山県黒部市堀切1525 第4類 4900 2.45

石田 地下タンク貯蔵所 国土交通省黒部河川事務所（地下タンク2） 富山県黒部市天神新173 第4類 4000 2

石田 地下タンク貯蔵所 黒部市第２特別養護老人ホーム　越之湖 富山県黒部市堀切1002 第4類 10000 10

石田 地下タンク貯蔵所 県立にいかわ総合支援学校（地下タンク1） 富山県黒部市石田林割6748-5 第4類 10000 5

石田 地下タンク貯蔵所 黒部浄化センター 富山県黒部市堀切1188 第4類 6000 6

石田 地下タンク貯蔵所 ㈱ホテルアクア黒部（地下タンク） 富山県黒部市天神新353-1番地 第4類 5000 5

石田 地下タンク貯蔵所 ＪＡくろべサービス株式会社（地下タンク貯蔵所） 富山県黒部市天神新210-1 第4類 116000 116
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石田 移動タンク貯蔵所 桜井建設㈱　石田マリーンS.S(移動タンク)　富山800さ5282 富山県黒部市石田字大島4331番地の5 第4類 3000 3

石田 屋外貯蔵所 ＪＸ金属三日市リサイクル㈱　(屋外) 富山県黒部市天神新8番地 第4類 18000 11.5

石田 給油取扱所 桜井建設㈱　石田マリーン給油所　(屋外給油所) 富山県黒部市石田字大島4331番地5 第4類 43300 101.3

石田 給油取扱所 黒部自動車学校　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市犬山54番地 第4類 1200 3.6

石田 一般取扱所 ＪＸ金属三日市リサイクル㈱　焼却工場　(一般取扱) 富山県黒部市天神新8番地 第4類 21000 9.5

石田 一般取扱所 ＪＡくろべサービス株式会社（一般取扱所） 黒部市天神新210-1 第4類 20000 20

石田 一般取扱所 北星ゴム工業㈱　工場棟　(一般取扱) 富山県黒部市岡362番地15号 昆在 17264 9.91

石田 一般取扱所 北星ゴム工業㈱ スプレッター室　(一般取扱) 富山県黒部市岡362番地15号 第4類 220 1.1

石田 一般取扱所 北星ゴム工業㈱ ボイラー室　(一般取扱) 富山県黒部市岡362番地15号 第4類 4544 2.3

石田 一般取扱所 ＪＸ金属三日市リサイクル㈱　(一般取扱) 富山県黒部市天神新8番地 第4類 2900 1.5

田家 屋内貯蔵所 新栄システム㈱　（屋内） 富山県黒部市田家野平南大平1899 第4類 28500 4.75

田家 屋外タンク貯蔵所 夏野土木工業㈱  （屋外タンク2） 富山県黒部市窪野杉大平59番地 第4類 10000 10

田家 屋外タンク貯蔵所 新栄システム(屋外タンク） 富山県黒部市阿古屋野字白林114 第4類 53000 18.83

田家 屋内タンク貯蔵所 黒部市立  鷹施中学校（屋内タンク） 富山県黒部市荒町485 第4類 5000 5

田家 地下タンク貯蔵所 大平リース㈱（地下タンク） 富山県黒部市田家新584番地の1 第4類 4900 4.9

田家 移動タンク貯蔵所 ㈲八木石油　田家(移動タンク4)　　　　　　富山88ぬ4404 富山県黒部市田家新769番地 第4類 1900 1.9

田家 移動タンク貯蔵所 ㈲八木石油　田家(移動タンク3)　　　　　　富山88ぬ4105 富山県黒部市田家新769番地 第4類 2000 2

田家 移動タンク貯蔵所 ㈲八木石油　田家(移動タンク2)　　　　　　富山88な3747 富山県黒部市田家新769番地 第4類 2000 2

田家 移動タンク貯蔵所 ㈲八木石油　田家　　　富山800す2036 富山県黒部市田家新769番地 第4類 1940 1.94

田家 移動タンク貯蔵所 新栄システム㈱　(移動タンク1)　　　　　　　　富山88ぬ3043 富山県黒部市阿古屋野102番地の2 第4類 3600 1.8

田家 移動タンク貯蔵所 新栄システム㈱　(移動タンク2)　　　　　　　　富山88た1783 富山県黒部市阿古屋野102番地の2 第4類 12000 6

田家 移動タンク貯蔵所 大平工業㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山800さ2966 富山県黒部市田家新584番地の1 第4類 1900 1.9
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田家 屋外貯蔵所 新栄システム㈱　(屋外1) 富山県黒部市阿古屋野字白林102-2 第4類 12000 4

田家 屋外貯蔵所 新栄システム㈱　（屋外3） 富山県黒部市阿古屋野畑大平124-2～3番地 第4類 59400 9.9

田家 屋外貯蔵所 新栄システム㈱　(屋外2) 富山県黒部市田家野字南大平1899 第4類 34000 7

田家 給油取扱所 ㈲八木商店　田家(屋外給油所) 富山県黒部市田家新762番地 第4類 58200 282.2

田家 一般取扱所 大平リース㈱（詰替え） 富山県黒部市田家新584番地の1 第4類 2000 2

田家 一般取扱所 大平工業㈱（一般取扱所　詰替　新） 富山県黒部市田家新584番地の1 第4類 29950 29.95

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　生地　第１アルマイト(特定屋内) S001 富山県黒部市吉田200番地 第4類 4400 6.6

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　越湖　　（屋内） S201 富山県黒部市吉田9425番地 第4類 17400 6.73

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　Ｆ部品　表面処理Ｂ棟　（屋内） S008 富山県黒部市吉田200番地 第4類 16439 40.16

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　Ｆ部品　表面処理Ｃ棟　（屋内） S009 富山県黒部市吉田200番地 第4類 22000 25.3

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱  Ｃ&Ｇ事業所（屋内） 富山県黒部市荒俣512-2 第4類 1700 3.6

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　越湖  （屋内） S202 富山県黒部市吉田9425番地 第4類 11400 35.4

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱  黒部建材素材工場第４ｱﾙﾏｲﾄ　（屋内） S027 富山県黒部市吉田200番地 第4類 6600 8

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱  黒部建材素材工場FA表面処理　（屋内） S028 富山県黒部市吉田200番地 第4類 37958 13.62

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　工機（Ｍ１棟）　（屋内） S025 富山県黒部市吉田200番地 第4類 3550 9.6

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　素材工場表面処理　生地　（屋内） S002 富山県黒部市吉田200番地 第4類 42360 82

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱  黒部製造所　（屋内） S029 富山県黒部市吉田200番地 第4類 31200 9.7

村椿 屋内貯蔵所 ㈲ アシスタントキーパー(旧イナバ鉄工）（特定屋内） 富山県黒部市吉田216-1-2 第4類 2500 6.5

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　ｽﾗｲﾀﾞｰ部品ﾀﾞｲｶﾞｽﾄ　（屋内） S010 富山県黒部市吉田200番地 第4類 7800 2.4

村椿 屋内貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　越湖　（特定屋内) S203 富山県黒部市吉田9425番地 第4類 11400 35.4

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　越湖　（屋外タンク1) T208 富山県黒部市吉田9425番地 第4類 21500 21.5

村椿 屋外タンク貯蔵所 共和土木㈱　（屋外タンク1） 富山県黒部市荒俣1561-1 第4類 8500 8.5
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村椿 屋外タンク貯蔵所 潟田石油㈱　飯沢(屋外タンク1) 富山県黒部市飯沢1095 第4類 98000 49

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　越湖　（屋外タンク4) T204 富山県黒部市吉田9425番地 第4類 93000 15.5

村椿 屋外タンク貯蔵所 潟田石油㈱　飯沢(屋外タンク2) 富山県黒部市飯沢1095 第4類 98000 98

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　生地（屋外タンク4） T041 富山県黒部市吉田200番地 第4類 30000 15

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　生地（屋外タンク5） T042 富山県黒部市吉田200番地 第4類 16000 8

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　黒部建材素材工場素材ｸﾞﾙｰﾌﾟ鋳造ﾗｲﾝ(屋外タンク2） T047 富山県黒部市吉田200番地 第4類 69000 34.5

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　生地（屋外タンク2） T005 富山県黒部市吉田200番地 第4類 25000 25

村椿 屋外タンク貯蔵所 共和土木㈱　（屋外タンク3） 富山県黒部市荒俣1561-1 第4類 30000 30

村椿 屋外タンク貯蔵所 共和土木㈱　（屋外タンク2）プラント 富山県黒部市荒俣1561-1 第4類 30000 30

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　生地（屋外タンク6） T044 富山県黒部市吉田200番地 第4類 50000 50

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　生地（屋外タンク3） T043 富山県黒部市吉田200番地 第4類 19500 9.75

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　生地（屋外タンク１） T004 富山県黒部市吉田200番地 第4類 25000 25

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　生地（屋外タンク7） T045 富山県黒部市吉田200番地 第4類 50000 50

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　越湖　（屋外タンク5) T203 富山県黒部市吉田9425番地 第4類 93000 15.5

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　黒部建材素材工場素材ｸﾞﾙｰﾌﾟ鋳造ﾗｲﾝ(屋外タンク1） T046 富山県黒部市吉田200番地 第4類 50000 50

村椿 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　越湖　（屋外タンク)　T210 富山県黒部市吉田9425 第4類 2000 2

村椿 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱　工機ＳD棟北側（黒部）（地下タンク） T051 富山県黒部市吉田200番地 第4類 36000 36

村椿 地下タンク貯蔵所 潟田石油㈱　飯沢(地下タンク) 富山県黒部市飯沢1095 第4類 20000 20

村椿 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱　工機金型ＳＢ棟南（黒部）（地下タンク） T050 富山県黒部市吉田200番地 第4類 12000 12

村椿 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱  Ｆ部品製造部　ダイカスト課（地下タンク） T032 富山県黒部市吉田200番地 第4類 4000 2

村椿 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱　工機組立製造(黒部）（地下タンク） T048 富山県黒部市吉田200番地 第4類 15000 15

村椿 地下タンク貯蔵所 黒部笑福学園（地下タンク） 富山県黒部市荒俣字鉄上997番地 第4類 3000 3
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村椿 地下タンク貯蔵所 黒部市立　村椿小学校（地下タンク） 富山県黒部市吉田225 第4類 5000 5

村椿 地下タンク貯蔵所 潟田石油㈱　本店（地下タンク） 富山県黒部市吉田1160番地 第4類 19500 9.75

村椿 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　体育館（地下タンク） T025 富山県黒部市吉田200番地 第4類 10000 10

村椿 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱　Ｆ部品製造　塗装（地下タンク） T039 富山県黒部市吉田200番地 第4類 5000 5

村椿 移動タンク貯蔵所 潟田石油㈱　本店(移動タンク3)　　　　　　 富山800さ396 富山県黒部市吉田422番地 第4類 2000 2

村椿 移動タンク貯蔵所 共和土木㈱　（移動タンク3）　　　　 　　　富山800さ7412 富山県黒部市東清水田499-1 第4類 1900 1.9

村椿 移動タンク貯蔵所 高東興業㈱　　　　　　　　　　　　　　　　富800あ2070 富山県黒部市荒俣1169番地 第4類 16000 32

村椿 移動タンク貯蔵所 共和土木㈱　（移動タンク2）　　　 　　　　富山88ぬ5072 富山県黒部市荒俣東清水田499-1 第4類 1900 1.9

村椿 移動タンク貯蔵所 共和土木㈱　（移動タンク4）　　　　　　 　富800す2302 富山県黒部市荒俣東清水田499-1 第4類 2000 2

村椿 移動タンク貯蔵所 潟田石油㈱　本店(移動タンク2)　　　　 　　富山88ぬ4764 富山県黒部市吉田1160番地 第4類 4000 2

村椿 屋外貯蔵所 潟田石油㈱　飯沢(屋外) 富山県黒部市飯沢1095 第4類 12500 7.5

村椿 給油取扱所 第一建設㈱　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市黒部新88 第4類 9500 9.5

村椿 給油取扱所 夏野土木工業㈱　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市荒俣1993 第4類 12500 12.5

村椿 給油取扱所 共和土木㈱　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市荒俣東清水田449 第4類 1500 1.5

村椿 給油取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　黒部製造所　(自家用給油取扱所) H005 富山県黒部市吉田200番地 第4類 9500 24.7

村椿 給油取扱所 高東興業㈱　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市荒俣2234番地 第4類 30000 30

村椿 給油取扱所 夏野土木工業㈱ （自家用給油取扱所） 富山県黒部市荒俣2107番地 第4類 20000 20

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　住建第2第3押出　(一般取扱) H006 第2.第3押出 富山県黒部市吉田200番地 第4類 58910 11.2

村椿 一般取扱所 潟田石油㈱　本店(一般取扱２) 富山県黒部市吉田422番地 第4類 30000 20

村椿 一般取扱所 潟田石油㈱　本店(一般取扱１) 富山県黒部市吉田1160番地 第4類 4000 2

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　ファスナー部品製造部Ａ棟　(一般取扱) H016 富山県黒部市吉田200番地 第4類 32996 9

村椿 一般取扱所 共和土木㈱　（一般取扱1） 富山県黒部市荒俣字東清水田400番地 第4類 4500 4.5
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村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　越湖　ビスライン詰所 H203 富山県黒部市吉田9425番地 第4類 19406 4.7

村椿 一般取扱所 共和土木㈱　（一般取扱２）　 富山県黒部市荒俣1561-1 第4類 4000 4

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　越湖（住宅サッシ） H204 雨戸ｼｬｯﾀｰG 富山県黒部市吉田9425番地 第4類 10070 4.2

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　素材工場　(一般取扱) H008 第4押出第4アルマイト 富山県黒部市吉田200番地 第4類 26335 16

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　ファスナー部品製造部　Ｂ棟　(一般取扱) H030 富山県黒部市吉田200番地 第4類 648 1.04

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　住建表面処理第３アルマイト　(一般取扱) H007 富山県黒部市吉田200番地 第3類 49627 27

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ㈱  工機技術本部 SABC棟 (一般取扱) H014 富山県黒部市吉田200番地 第4類 52824 20.8

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　住建第１１押出　(一般取扱) H010 第5押出 富山県黒部市吉田200番地 第4類 23376 4.11

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　黒部建材素材　鋳造ライン　(一般取扱) H032 富山県黒部市吉田200番地 第4類 32950 17.3

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　住建第２アルマイト　(一般取扱) H011 富山県黒部市吉田200番地 第4類 13859 19.4

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　建材2課第2工場　(一般取扱) H003第１押出 富山県黒部市吉田200番地 第4類 24688 5.7

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　体育館　(一般取扱) H017 PR館ボイラー室 富山県黒部市吉田200番地 第4類 2130 2.13

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　ファスナー部品製造部　Ｃ棟　(一般取扱) H031 富山県黒部市吉田200番地 第4類 3036 3.4

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　ＱＦ調合室（古御堂Ｃ棟）　(一般取扱) H025-2 富山県黒部市吉田200番地 第4類 1734 8.5

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　黒部建材素材　吸入冷温水器（一般取扱所） H004 ｱﾙﾏｲﾄ 富山県黒部市吉田200番地 第4類 8670 8.1

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　工機Ｍ１棟空調室　(一般取扱) H012 富山県黒部市吉田200番地 第4類 1300 1.3

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱  新押出工場　第6棟 一般取扱所（2項規制） H033 富山県黒部市吉田200番地 第4類 17660 3

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　工機技術本部 Ｔ-ＣＤ棟　(一般取扱) H032 富山県黒部市吉田200番地 第4類 2936 1.3

村椿 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　工機技術本部 Ｍ-2棟　(一般取扱) H033 富山県黒部市吉田200番地 第4類 5074 1.9

大布施 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　繊維材料（東側）　（屋内） S014 富山県黒部市吉田200番地 第4類 18500 9

大布施 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　工機（西側）　(屋内2) S020 富山県黒部市吉田200番地 第4類 9600 3.3

大布施 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　工機（東側）　(屋内1) S021 富山県黒部市吉田200番地 第4類 5200 13
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大布施 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　面ファスナー　（屋内） S022 富山県黒部市吉田200番地 第4類 20000 57

大布施 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　古御堂　Ａ棟　ファスニング（屋内）S023 富山県黒部市吉田200番地 第4類 2656 1.5

大布施 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　繊維材料（西側）（屋内） S013 富山県黒部市吉田200番地 第4類 5516 9.94

大布施 屋内貯蔵所 菱洋テックス㈱ （屋内） 富山県黒部市沓掛2000番地 第4類 29800 149

大布施 屋内貯蔵所 菱洋テックス㈱ （屋内） 富山県黒部市沓掛2000番地 第4類 29800 149

大布施 屋内貯蔵所 ㈱経塚組　(特定屋内) 富山県黒部市沓掛字道上割3259-18 第4類 7375 9.84

大布施 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　ﾌｧｽﾆﾝｸﾞ古御堂Ａ８棟　（屋内） S027 富山県黒部市吉田200番地 第4類 1960 9.8

大布施 屋内貯蔵所 平野塗装店　(特定屋内)　 富山県黒部市植木746番地 第4類 14720 10.4

大布施 屋内貯蔵所 ㈱ダイヤテックス （屋内） 富山県黒部市沓掛2000番地 第4類 1800 9

大布施 屋内貯蔵所 柴沢　塗装㈲　(特定屋内) 富山県黒部市堀高56番地の1 第4類 1600 2.56

大布施 屋内貯蔵所 ㈱経塚組　（屋内） 富山県黒部市沓掛字道上割3259-17 第4類 10150 6.75

大布施 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱  古御堂　(屋内） S028 富山県黒部市吉田200番地 第4類 14248 47.3

大布施 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱  ﾌｧｽﾆﾝｸﾞ古御堂Ｄ棟（東側）　（屋内） S026 富山県黒部市吉田200番地 第4類 2800 8.6

大布施 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　金属・射出Ｆ　表面処理　（屋内） S016 富山県黒部市吉田200番地 第4類 5274 15

大布施 屋内貯蔵所 ＹＫＫ㈱　樹脂Ｆ塗装　（屋内） S017 富山県黒部市吉田200番地 第4類 33000 11.5

大布施 屋外タンク貯蔵所 菱洋テックス㈱ (屋外タンク) 富山県黒部市沓掛2000番地 第4類 40000 200

大布施 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱　ｴﾈﾙｷﾞｰ　古御堂ﾎﾞｲﾗｰ　（屋外タンク1) T034 富山県黒部市吉田200番地 第4類 96000 48

大布施 屋外タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱　古御堂環境管理Ｃ　（屋外タンク2) Ｔ052 富山県黒部市吉田200番地 第4類 50000 50

大布施 屋外タンク貯蔵所 ㈱ホームエネルギー北陸 (屋外タンク) 富山県黒部市沓掛字道上割2000-16 第4類 151000 151

大布施 屋内タンク貯蔵所 菱洋テックス㈱ （屋内タンク) 富山県黒部市沓掛2000番地 第4類 8000 40

大布施 屋内タンク貯蔵所 菱洋テックス㈱ （屋内タンク) 富山県黒部市沓掛2000番地 第4類 8000 40

大布施 屋内タンク貯蔵所 ㈱ダイヤテックス （屋内タンク) 富山県黒部市沓掛2000番地 第4類 10000 10
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大布施 地下タンク貯蔵所 黒部市立　中央小学校（地下タンク） 富山県黒部市植木118 第4類 6840 6.84

大布施 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ㈱　Ｆ染色廃水処理（タンク） T049 富山県黒部市吉田200番地 第4類 5000 5

大布施 地下タンク貯蔵所 黒部市立　高志野中学校（地下タンク） 富山県黒部市中新30 第4類 10000 10

大布施 地下タンク貯蔵所 新川地域消防本部 富山県黒部市植木761-1 第4類 3000 3

大布施 移動タンク貯蔵所 ㈱ホームエネルギー北陸 (移動タンク1)　　　富山800さ7289 富山県黒部市沓掛字道上割2173-2 第4類 2000 2

大布施 移動タンク貯蔵所 米原商事株式会社　　　　　　　　　　　　　　　富山800さ9636 富山県黒部市沓掛字道上割2173-2 第4類 1900 1.9

大布施 移動タンク貯蔵所 桜井建設㈱　沓掛(移動タンク2) 　　　　　　　富山800さ2231 富山県黒部市沓掛1792番地 第4類 3000 3

大布施 移動タンク貯蔵所 桜井建設㈱　沓掛(移動タンク1)　　　　　　　富山88ぬ7522 富山県黒部市沓掛1792番地 第4類 3000 3

大布施 移動タンク貯蔵所 黒部石油販売㈱（移動タンク4）　　　　　　　富山88ぬ4975 富山県黒部市中新484番地 第4類 2000 2

大布施 移動タンク貯蔵所 黒部石油販売㈱　中新(移動タンク2)　　　富山88ぬ5178 富山県黒部市中新484番地 第4類 3000 3

大布施 移動タンク貯蔵所 黒部石油販売㈱　中新(移動タンク3)　　　富山800さ1378 富山県黒部市中新484番地 第4類 2000 2

大布施 移動タンク貯蔵所 黒部石油販売㈱　中新(移動タンク4) 富山県黒部市中新484番地 第4類 3000 3

大布施 屋外貯蔵所 黒部石油販売㈱　中新(屋外) 富山県黒部市中新484番地 第4類 19400 4.9

大布施 屋外貯蔵所 桜井建設㈱　沓掛(屋外) 富山県黒部市沓掛1792番地 第4類 14000 9

大布施 給油取扱所 ㈱澤田土建　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市沓掛字道上割3259-33 第4類 9500 9.5

大布施 給油取扱所 黒部建材㈱　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市沓掛3591番地 第4類 9500 9.5

大布施 給油取扱所 ㈱籠瀬運輸　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市沓掛3133 第4類 9500 9.5

大布施 給油取扱所 トナミ運輸㈱黒部営業所　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市沓掛字道上割2000-17 第4類 21750 20.3

大布施 給油取扱所 日本通運㈱黒部支店　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市北野44 第4類 19500 19.2

大布施 給油取扱所 黒部石油販売㈱　中新(屋外給油所) 富山県黒部市中新484番地 第4類 100800 259.9

大布施 給油取扱所 魚津海陸運輸倉庫㈱黒部営業所　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市沓掛2417 第4類 9600 9.6

大布施 給油取扱所 桜井建設㈱　沓掛(屋外給油所) 富山県黒部市沓掛1792番地 第4類 80000 200
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大布施 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　空調・ﾎﾞｲﾗｰ室（古御堂Ｃ棟）　(一般取扱) H023 富山県黒部市吉田200番地 第4類 9700 9.7

大布施 一般取扱所 ＹＫＫ㈱  古御堂工場　D５棟１階　(一般取扱所) H027 富山県黒部市吉田200番地 第4類 4184 9.88

大布施 一般取扱所 大平工業㈱(一般取扱)　休止 富山県黒部市田家新584番地の1 第4類 9500 9.5

大布施 一般取扱所 菱洋テックス㈱ (一般取扱) 富山県黒部市沓掛2000番地 第4類 10000 50

大布施 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　工機（栃沢）TA.TB棟　(一般取扱) H029 富山県黒部市吉田200番地 第4類 8616 2.4

大布施 一般取扱所 ㈱ホームエネルギー北陸 (一般取扱) 富山県黒部市沓掛字道上割2000-16 第4類 4900 4.9

大布施 一般取扱所 ＹＫＫ㈱　ｴﾈﾙｷﾞｰ３ボイラー室　(一般取扱) H022 富山県黒部市吉田200番地 第4類 15100 7.52

大布施 一般取扱所 ＹＫＫ㈱  古御堂工場　D４棟１階　(一般取扱所)（二項規制）H028 富山県黒部市吉田200番地 第4類 2789 7.35

前沢 屋内貯蔵所 相互工作所　(特定屋内) 富山県黒部市前沢2420番地 第4類 2290 2.85

前沢 屋内貯蔵所 北辰自動車工業㈱　前沢(特定屋内) 富山県黒部市前沢字1581番地 第4類 7200 4.5

前沢 屋外タンク貯蔵所 ㈱クリーンロードみやの (屋外タンク) 富山県黒部市宮野686-1番地 第4類 40000 20

前沢 屋外タンク貯蔵所 北辰自動車工業㈱　前沢(屋外タンク1) 富山県黒部市前沢字1581番地 第4類 13000 6.5

前沢 屋外タンク貯蔵所 ㈱トヨックス　新工場　(屋外タンク3) 富山県黒部市前沢字無田4370番地 第4類 30000 5

前沢 屋外タンク貯蔵所 ㈱トヨックス　新工場　(屋外タンク4) 富山県黒部市前沢字無田4370番地 第4類 15000 2.5

前沢 屋外タンク貯蔵所 ㈱トヨックス　新工場　(屋外タンク2) 富山県黒部市前沢字無田4370番地 第4類 30000 15

前沢 屋外タンク貯蔵所 ㈱トヨックス　新工場　(屋外タンク1) 富山県黒部市前沢字無田4370番地 第4類 30000 15

前沢 屋外タンク貯蔵所 北辰自動車工業㈱　前沢(屋外タンク2) 富山県黒部市前沢字1581番地 第4類 140000 140

前沢 屋外タンク貯蔵所 北辰自動車工業㈱　前沢(屋外タンク3) 富山県黒部市前沢字1581番地 第4類 140000 140

前沢 屋内タンク貯蔵所 黒部市立  桜井中学校（屋内タンク） 富山県黒部市山田新2062 第4類 5000 5

前沢 地下タンク貯蔵所 黒部市立　前沢小学校（地下タンク） 富山県黒部市前沢24 第4類 5000 5

前沢 地下タンク貯蔵所 ㈱トヨックス  （地下タンク） 富山県黒部市前沢字無田4370番地 第4類 120000 20

前沢 移動タンク貯蔵所 ㈱堀内商会　石油部　　　　 富山県黒部市前沢2830番地 第4類 2000 2

96



地区名 危険物施設区分 施設名称 所在地
危険物
類別

危険物
数量

（㍑）

危険物
倍数

前沢 移動タンク貯蔵所 北辰自動車工業㈱　前沢(移動タンク3) 　 富山県黒部市前沢字北1581番地 第4類 3000 3

前沢 移動タンク貯蔵所 北辰自動車工業㈱　前沢(移動タンク2)　 富山県黒部市前沢字北1581番地 第4類 1950 1.95

前沢 移動タンク貯蔵所 北辰自動車工業㈱　前沢(移動タンク1) 富山県黒部市前沢字北1581番地 第4類 4000 4

前沢 移動タンク貯蔵所 北辰自動車工業㈱　前沢(移動タンク4) 富山県黒部市前沢字北1581番地 第4類 4101 4.1

前沢 屋外貯蔵所 北辰自動車工業㈱　前沢(屋外) 富山県黒部市前沢字1581番地 第4類 13000 3.67

前沢 給油取扱所 ㈱堀内商会 　石油部（屋外給油所） 富山県黒部市前沢2830番地 第4類 41895 121.37

前沢 給油取扱所 北辰自動車工業㈱　オートオアシス北辰くろべ中央ＳＳ 富山県黒部市前沢字1581番地 第4類 71500 220

前沢 給油取扱所 ミタニ金沢㈱ セルフ黒部給油所(屋外) 富山県黒部市前沢字北1531-1 第4類 98000 329

前沢 一般取扱所 中谷熱処理技研　(一般取扱所) 富山県黒部市前沢堂田1947-1 第4類 12436 8.45

前沢 一般取扱所 ㈱クリーンロードみやの　(一般取扱) 富山県黒部市宮野686-1番地 第4類 10395 5.2

前沢 一般取扱所 ㈱トヨックス　(一般取扱) 富山県黒部市前沢字無田4370番地 第4類 16000 2.67

前沢 一般取扱所 北辰自動車工業㈱　前沢(一般取扱) 富山県黒部市前沢字1581番地 第4類 5000 4.75

荻生 屋内貯蔵所 ㈱荻野石油　(特定屋内) 富山県黒部市荻生金屋6362 第4類 5100 2.5

荻生 屋外タンク貯蔵所 飯村　晃 (屋外タンク) 富山県黒部市荻生6452-2 第4類 1800 1.8

荻生 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　荻生工場（地下タンク1） T501 富山県黒部市荻生1番地 第4類 15000 15

荻生 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　荻生第３棟（地下タンク） T503 富山県黒部市荻生1番地 第4類 15000 15

荻生 地下タンク貯蔵所 桜井病院（地下タンク1） 富山県黒部市荻生6675番地の5 第4類 8000 4

荻生 地下タンク貯蔵所 銀盤酒造㈱（地下タンク2） 富山県黒部市荻生字坂の下4874-1 第4類 9500 4.75

荻生 地下タンク貯蔵所 桜井病院（地下タンク2） 富山県黒部市荻生6675番地の5 第4類 3000 3

荻生 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱  荻生製造所（地下タンク） T505 富山県黒部市荻生1番地 第4類 15000 15

荻生 地下タンク貯蔵所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　荻生工場（地下タンク2） T502 富山県黒部市荻生1番地 第4類 15000 15

荻生 地下タンク貯蔵所 ㈲角井土建興業（地下タンク） 富山県黒部市荻生1028番地 第4類 20000 10
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荻生 移動タンク貯蔵所 ㈱荻野石油　(移動タンク2)　 富山県黒部市荻生6660番地 第4類 2000 2

荻生 移動タンク貯蔵所 ㈱荻野石油　富山800す1613 富山県黒部市荻生6660番地 第4類 3000 3

荻生 移動タンク貯蔵所 ㈱西日本宇佐美 北陸支店　福井800さ7091 富山県黒部市荻生5252-7 第4類 3000 3

荻生 屋外貯蔵所 ㈱荻野石油　(屋外) 富山県黒部市荻生金屋6362 第4類 18000 9

荻生 給油取扱所 ㈲角井土建興業　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市荻生1028番地 第4類 9500 9.5

荻生 給油取扱所 中日本高速道路株式会社 金沢支社 黒部I.C　(自家用給油取扱所) 富山県黒部市荻生新字坂田321-1 第4類 6000 6

荻生 給油取扱所 黒部石油販売㈱　荻生給油所　(屋外給油所) 富山県黒部市荻生970 第4類 90000 290

荻生 給油取扱所 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱　中部支店(ジェイ･クエスト)（屋外給油所） 富山県黒部市荻生字西小路7763-3 第4類 120000 320

荻生 給油取扱所 米原商事㈱　エネルギー部　黒部給油所　（屋外給油所） 富山県黒部市荻生字大門8723-1 第4類 83800 241.3

荻生 給油取扱所 ㈱此川運輸(自家用給油取扱所) 富山県黒部市荻生4093 第4類 19200 19.2

荻生 給油取扱所 ㈱荻野石油　(屋内給油所) 富山県黒部市荻生6660番地 第4類 39800 114.9

荻生 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　荻生Ｐ－５棟雨戸・ｼｬｯﾀｰ棟ボイラー室　(一般取扱) H505 富山県黒部市荻生1番地 第4類 2500 2.5

荻生 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　荻生エントランス棟ボイラー室　(一般取扱) H502 富山県黒部市荻生1番地 第4類 2700 2.7

荻生 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　荻生第３棟ウインド棟ボイラー室　(一般取扱) H503 富山県黒部市荻生1番地 第4類 2900 2.9

荻生 一般取扱所 ＹＫＫ ＡＰ㈱　荻生　熱源機械室　(一般取扱) H501 特需棟ﾎﾞｲﾗｰ室 富山県黒部市荻生1番地 第4類 2714 2.7

荻生 一般取扱所 ㈱コメリ　(一般取扱)　新 富山県黒部市荻生字大本7226-5番地 第4類 29500 29.5

若栗 屋内貯蔵所 吉沢工業㈱　(特定屋内) 富山県黒部市若栗2163 第4類 1300 2.5

若栗 屋内タンク貯蔵所 浦川端融雪基地(タンク1） 富山県黒部市若栗3654-2 第4類 15000 15

若栗 屋内タンク貯蔵所 浦川端融雪基地(タンク2） 富山県黒部市若栗3654-2 第4類 15000 15

若栗 屋内タンク貯蔵所 浦川端融雪基地(タンク3） 富山県黒部市若栗3654-2 第4類 15000 15

若栗 屋内タンク貯蔵所 舌山融雪基地（タンク１） 富山県黒部市若栗2665-3 第4類 20000 20

若栗 屋内タンク貯蔵所 通信機器室（タンク１） 富山県黒部市若栗3363-3 第4類 3000 3
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若栗 屋内タンク貯蔵所 黒部保守基地（タンク１） 富山県黒部市若栗3363-3 第4類 15000 15

若栗 屋内タンク貯蔵所 黒部保守基地（タンク２） 富山県黒部市若栗3363-3 第4類 15000 15

若栗 地下タンク貯蔵所 越野荘（地下タンク１） 富山県黒部市若栗2111番地 第4類 15000 15

若栗 地下タンク貯蔵所 黒部市立  若栗小学校（地下タンク） 富山県黒部市若栗1909番地 第4類 6500 6.5

若栗 地下タンク貯蔵所 黒部市農協　カントリー（地下タンク） 富山県黒部市若栗96 第4類 10000 5

若栗 地下タンク貯蔵所 ㈱黒部あるぺん村（地下タンク） 富山県黒部市若栗581-1 第4類 4900 4.9

若栗 移動タンク貯蔵所 ㈲柳田自動車 富山県黒部市若栗540番地の2 第4類 2000 2

若栗 給油取扱所 ㈲柳田自動車　黒部インター給油所　(屋外給油所) 富山県黒部市若栗540-1 第4類 49100 123.77

若栗 給油取扱所 ㈲八木商店　若栗(屋外給油所) 富山県黒部市若栗4210 第4類 39800 114.9

若栗 給油取扱所 黒部保守基地（車両専用鉄道給油所 屋外） 富山県黒部市若栗3363-3 第4類 10000 10

若栗 一般取扱所 越野荘(一般取扱) 富山県黒部市若栗2111 第4類 1069 1.06

若栗 一般取扱所 北陸電力　黒西第二発電所　(一般取扱所) 富山県黒部市若栗202-1 第4類 8100 1.35

若栗 一般取扱所 浦川端融雪基地 富山県黒部市若栗3654-2 第4類 5418 5.2

若栗 一般取扱所 舌山融雪基地 富山県黒部市若栗2665-3 第4類 2314 2.4

若栗 一般取扱所 黒部保守消雪基地 富山県黒部市若栗3363-3 第4類 7856 7.9

宇奈月 屋内貯蔵所 黒鉄㈱研修庫(屋内) 富山県黒部市宇奈月温泉389-2 第4類 540 2.7

宇奈月 屋内貯蔵所 黒鉄㈱機関車車庫(屋内） 富山県黒部市宇奈月温泉389-2 第4類 1130 2.76

宇奈月 屋外タンク貯蔵所 宇奈月通運㈱荷上(屋外タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉5369番地 第4類 30000 30

宇奈月 屋内タンク貯蔵所 黒鉄㈱厚生会館 (屋内タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉389-2 第4類 3000 3

宇奈月 屋内タンク貯蔵所 東洋紡 (屋内タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉5510-1 第4類 4300 4.3

宇奈月 屋内タンク貯蔵所 フィール宇奈月 (屋内タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉462-4 第4類 11400 11.4

宇奈月 屋内タンク貯蔵所 サン柳亭 (屋内タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉1397-2 第4類 3000 3
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宇奈月 屋内タンク貯蔵所 宇奈月コーポ (屋内タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉462 第4類 5000 2.5

宇奈月 地下タンク貯蔵所 ホテル渓仙 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉77-1 第4類 5000 2.5

宇奈月 地下タンク貯蔵所 ホテル黒部 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉7 第4類 10000 5

宇奈月 地下タンク貯蔵所 延樂  (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉347-1 第4類 14000 7

宇奈月 地下タンク貯蔵所 延対寺荘(旧河内屋) (地下タンク)  　休止中 富山県黒部市宇奈月温泉53-1 第4類 4900 2.45

宇奈月 地下タンク貯蔵所 延対寺荘 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉55 第4類 30000 15

宇奈月 地下タンク貯蔵所 グランドホテル (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉267 第4類 19600 9.8

宇奈月 地下タンク貯蔵所 グランドホテル社員第1ハイツ (地下タンク)　休止中 富山県黒部市宇奈月温泉267 第4類 9600 4.8

宇奈月 地下タンク貯蔵所 グランドホテル社員第2ハイツ (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉5532-11 第4類 12000 6

宇奈月 地下タンク貯蔵所 宇奈月国際ホテル (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉7-26 第4類 15000 7.5

宇奈月 地下タンク貯蔵所 紫山荘 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉5525-7 第4類 2000 2

宇奈月 地下タンク貯蔵所 ニューオータニ(地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉352-7 第4類 30000 15

宇奈月 地下タンク貯蔵所 小柳館 (地下タンク)　休止中 富山県黒部市宇奈月温泉243-2 第4類 3000 3

宇奈月 地下タンク貯蔵所 黒鉄㈱厚生会館 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉389-2 第4類 6000 6

宇奈月 地下タンク貯蔵所 北銀保養所 (地下タンク)休止中 富山県黒部市宇奈月温泉22-14 第4類 10000 5

宇奈月 地下タンク貯蔵所 あららぎ荘 (地下タンク)休止中 富山県黒部市宇奈月温泉5503-11 第4類 3000 3

宇奈月 地下タンク貯蔵所 教育研究所 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉5509-16 第4類 1900 1.9

宇奈月 地下タンク貯蔵所 クリスタルバリー (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉576-1 第4類 5000 2.5

宇奈月 地下タンク貯蔵所 中島スキーセンター2 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉(大原台) 第4類 4900 4.9

宇奈月 地下タンク貯蔵所 グリーン喜泉 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉77番地 第4類 10000 5

宇奈月 地下タンク貯蔵所 中島スキーセンター   (地下タンク)　休止中 富山県黒部市宇奈月温泉(大原台) 第4類 9500 9.5

宇奈月 地下タンク貯蔵所 淀川ランドリー (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉5525-6 第4類 10000 5
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宇奈月 地下タンク貯蔵所 桃源 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉2201 第4類 10000 5

宇奈月 地下タンク貯蔵所 新川荘 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月温泉638番地 第4類 3420 1.71

宇奈月 移動タンク貯蔵所 宇奈月通運㈱ 富山県黒部市宇奈月温泉330-28 第4類 2000 2

宇奈月 屋外貯蔵所 日本農林(屋外貯蔵) 富山県黒部市宇奈月温泉(大原台) 第4類 4000 4

宇奈月 一般取扱所 宇奈月通運㈱荷上倉庫(一般取扱) 富山県黒部市宇奈月温泉5369番地 第4類 4000 4

宇奈月 一般取扱所 関西電力㈱　宇奈月発電所 黒部市宇奈月町舟見明日音澤字尾瀬場谷4-12 第4類 10420 1.74

宇奈月 一般取扱所 ニューオータニ(一般取扱) 富山県黒部市宇奈月温泉7080-1 第4類 2862 1.43

音沢 地下タンク貯蔵所 黒部市立　音沢公民館 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町音沢702-2 第4類 1710 1.71

音沢 一般取扱所 関西電力㈱　音沢発電所 富山県黒部市宇奈月町舟見音沢字田倉谷5番地先 第4類 11400 1.9

内山 地下タンク貯蔵所 宇奈月ランドリー (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町内山3350-6 第4類 9600 4.8

内山 地下タンク貯蔵所 黒部市役所宇奈月庁舎所 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町内山3353 第4類 10000 5

愛本 地下タンク貯蔵所 愛本営農 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町明日 第4類 4900 4.9

愛本 地下タンク貯蔵所 黒部市立　愛本保育所 (地下タンク)休止中 富山県黒部市宇奈月町愛本新1052 第4類 2000 2

愛本 一般取扱所 北陸電力　黒東第一発電所  (一般取扱所) 富山県黒部市宇奈月町中ノ口85 第4類 6200 1.03

愛本 一般取扱所 関西電力㈱　愛本発電所 黒部市宇奈月町字松ヶ平3 第4類 8040 1.34

下立 地下タンク貯蔵所 黒部市立　下立保育所 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町下立827 第4類 2000 2

下立 地下タンク貯蔵所 黒部市立図書館うなづき友学館 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町下立682 第4類 10000 10

下立 地下タンク貯蔵所 おらはうす (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町下立37 第4類 10000 10

下立 地下タンク貯蔵所 農林畜産物加工施設 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町下立686-4 第4類 5000 5

下立 移動タンク貯蔵所 ㈱此川運輸 富山県黒部市宇奈月町下立576-1 第4類 3500 3.5

下立 一般取扱所 黒部市立　宇奈月中学校(一般取扱) 富山県黒部市宇奈月町下立825 第4類 4000 4

浦山 地下タンク貯蔵所 黒部市立　中央公民館 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町浦山210-2 第4類 9600 4.8
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浦山 地下タンク貯蔵所 黒部市立　うらやま保育園 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町浦山1254 第4類 5000 5

浦山 地下タンク貯蔵所 黒部市立　宇奈月小学校 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町浦山205-1 第4類 6000 6

浦山 地下タンク貯蔵所 黒部市立　宇奈月老人福祉センター (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町浦山2111番地 第4類 7100 3.55

浦山 地下タンク貯蔵所 カーポート宇奈月 (地下タンク) 富山県黒部市宇奈月町浦山7080-1 第4類 69600 69.6

浦山 移動タンク貯蔵所 カーポート宇奈月2 富山県黒部市宇奈月町浦山7080-1 第4類 1000 1

浦山 移動タンク貯蔵所 カーポート宇奈月1 富山県黒部市宇奈月町浦山7080-1 第4類 3600 3.6

浦山 移動タンク貯蔵所 ＪＡくろべサービス㈱　カーポート宇奈月３ 富山県黒部市宇奈月町浦山7080-1 第4類 2000 2

浦山 屋外貯蔵所 カーポート宇奈月(屋外) 富山県黒部市宇奈月町浦山7080-1 第4類 4000 2.16

浦山 給油取扱所 カーポート宇奈月(給油取扱) 富山県黒部市宇奈月町浦山7080-1 第4類 71000 222.1

浦山 一般取扱所 ㈱コメリH＆G宇奈月店(一般取扱) 富山県黒部市宇奈月町浦山951-1 第4類 29500 29.5

浦山 一般取扱所 カーポート宇奈月(一般取扱) 富山県黒部市宇奈月町浦山7080-1 第4類 4500 4.5

黒部奥山 屋内タンク貯蔵所 関電㈱ 出し平ダム (屋内タンク) 黒部市宇奈月町大字黒部黒部奥山国有林２５口称小斑 第4類 2000 2

黒部奥山 屋内タンク貯蔵所 関電㈱ 北又 ダム (屋内タンク) 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林11は林小班（黒薙川右岸） 第4類 2000 2

黒部奥山 屋内タンク貯蔵所 黒鉄㈱欅平駅 (屋内タンク) 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林欅平 第4類 5000 5

黒部奥山 屋内タンク貯蔵所 関電㈱ 黒四発電所 (屋内タンク１) 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林内東谷落合 第4類 11500 11.5

黒部奥山 屋内タンク貯蔵所 関電㈱ 仙人谷ダム (屋内タンク) 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林仙人谷 第4類 2480 2.48

黒部奥山 屋内タンク貯蔵所 関電㈱ 小屋平ダム (屋内タンク) 黒部市宇奈月町小屋平 第4類 1980 1.98

黒部奥山 屋内タンク貯蔵所 関電㈱ 黒四発電所 (屋内タンク２) 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林内東谷落合 第4類 78000 39

黒部奥山 地下タンク貯蔵所 宇奈月ダム管理所2 (地下タンク) 黒部市宇奈月町舟見明日音沢尾瀬場谷4-9 第4類 1500 1.5

黒部奥山 地下タンク貯蔵所 宇奈月ダム管理所1 (地下タンク) 黒部市宇奈月町舟見明日音沢尾瀬場谷4-9 第4類 12000 6

黒部奥山 屋外貯蔵所 環境総合テクノス 出し平(屋外2) 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林出し平地内 第4類 2000 2

黒部奥山 屋外貯蔵所 環境総合テクノス 出し平(屋外1) 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林出し平地内 第4類 3000 3
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黒部奥山 屋外貯蔵所 環境総合テクノス猫又  (屋外) 黒部奥山国有林猫又 第4類 8000 8

黒部奥山 屋外貯蔵所 佐藤工業㈱鐘釣(屋外) 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林鐘釣地内 第4類 3000 3

黒部奥山 屋外貯蔵所 前田建設工業　関電新黒部作業所（猫又屋外貯蔵所２） 黒部奥山国有林猫又地区 第4類 4200 4.2

黒部奥山 一般取扱所 関西電力㈱　新黒部川第三発電所 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林欅平 第4類 17380 2.9

黒部奥山 一般取扱所 関西電力㈱　黒部川第三発電所 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林字祖母谷落合 第4類 42100 7.02

黒部奥山 一般取扱所 関西電力㈱　新黒部川第二発電所 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林猫又谷落合 第4類 9320 1.55

黒部奥山 一般取扱所 関西電力㈱　黒部川第二発電所 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林猫又谷落合 第4類 32800 5.47

黒部奥山 一般取扱所 関西電力㈱　黒薙第二発電所 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林二見 第4類 6090 1.02

黒部奥山 一般取扱所 関西電力㈱　新柳河原発電所 黒部市宇奈月町舟見明日音沢字尾瀬場谷3-4 第4類 7010 1.17

黒部奥山 一般取扱所 関西電力㈱　黒部川第四発電所 黒部市宇奈月町黒部奥山国有林林東谷 第4類 42770 7.13
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３－21 住宅密集地域火災危険区域 

 

 住宅密集地域火災危険区域とは、家屋連担その他により、火災防御に特に必要と認めら

れるもので、次表のとおりである。 

 

番 号 危険内容 地区（町内会名） 備   考 

1 

木造建物密集 

道路狭い 

水利やや不良 

大黒町、東三日市、桜町 

大町、寺町、三島町 

椚町、牧野、栄町 

対象人口  ４，９０４人 

世帯数   １，９１０世帯

2 

木造建物密集 

道路狭い 

水利接岸不良 

阿弥陀堂、芦崎、大町 

宮川町、四十物町、上町 

神明町 

対象人口  ３，９９６人 

世帯数   １，５３３世帯

3 

木造建物密集 

道路狭い 

水利やや不良 

岡、新町、浜石田、立野 
対象人口  ３，６５７人 

世帯数   １，３３７世帯

                           （平成 28 年 1 月末日現在） 
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３－２３ 海岸保全区域

突

堤

離

堤

消

堤

護

突

消 消波堤（消波工を含む）

凡例

海岸保全施設の新設又は改良に関
する工事を施工しようとする区域

既設の海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

突堤（ヘッドランドを含む）
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