
 （建設業を除く）

うち うち うち うち うち

死亡 死亡 死亡 死亡 死亡

1 M-1 北海道 札幌中央 ㈱アサヒファシリティズ北海道支店 札幌市中央区大通西4-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 取扱いなし 1

2 X-1 北海道 札幌中央
安立電気㈱札幌営業所

(現　アンリツ㈱北海道支店)
札幌市中央区大通西5-8

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業 ― ― 取扱いなし

出張作業であり事業場内での取扱いな
し。出張作業での間接ばく露。造船所内
での間接ばく露。船舶無線の据付工事等
による。

1 1

3 N-1 北海道 札幌中央 ㈱札総 札幌市中央区大通西7-3-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。他の事業場
での作業歴あり。

1

4 R-1 北海道 札幌中央 ㈱セノン北海道支社 札幌市中央区北1条西6-1-2 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。

1 1

5 F-1 北海道 札幌中央 ㈱カネハチ
札幌市中央区北1条西10-1-
11

道路建設、補修等に関わる作業 ― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1 1

6 I-3 北海道 札幌中央 ㈱畑金物店 札幌市中央区北1条東1
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

7 M-3 北海道 札幌中央 協業組合公清企業 札幌市中央区北1条東15-140
清掃工場又は廃棄物の収集・運搬・中間処
理・処分の作業

― ― 取扱いなし 事業場での取扱いなし。 1

8 T-6 北海道 札幌中央 苗穂木材㈱ 札幌市中央区北2条東14-26 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 事業場廃止 1

9 W-3 北海道 札幌中央 日藤㈱ 札幌市中央区北3条西1-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業 ― ― 事業場廃止 事業場廃止（時期不明）。 1 1

10 W-4 北海道 札幌中央 日本オーチス・エレベータ㈱北海道支店 札幌市中央区北3条西1-1-1
エレベーター製造又は保守に関わる作業

― 平成8年 取扱いなし 2

11 I-1 北海道 札幌中央 ㈶北海道住宅協会 札幌市中央区北3条西3-1-44 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。当協会での
石綿取扱いなし。札幌市等のボイラー施
設の運転管理受託業務。

1

12 M-2 北海道 札幌中央 ㈱クボタ北海道支社 札幌市中央区北3条西3
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1 1

13 V-3 北海道 札幌中央 伊藤組木材㈱集成材工場 札幌市中央区北3条東8
その他の石綿に関連する作業
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 事業場廃止
平成4年に石狩市へ移転。平成22年3月に
事業場廃止。

1 1 1 1

14 T-8 北海道 札幌中央 北部小型運送㈲ 札幌市中央区北3条東8-370 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。出張作業で
あり事業場内での取扱いなし。他の事業
場での作業歴あり。

1

15 O-3 北海道 札幌中央 ㈱北海道建設会館 札幌市中央区北4条西3-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― 平成12年 取扱いなし 平成12年封じ込め 2

16 X-2 北海道 札幌中央 伊藤組土建㈱ 札幌市中央区北4条西4-1
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種） ― ― 取扱いなし

石綿を取扱う作業はなく、建設現場にお
ける間接ばく露。

2

17 T-1 北海道 札幌中央 ニイガタ建機㈱北海道支店 札幌市中央区北4条西6-1
石油精製、化学工場内の精製・製造作業や配
管修理等の作業

― ― 事業場廃止
平成13年11月に事業場廃止（倒産）の
為、詳細不明。

1 1

石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表（第１表）

連番
公表
番号

局名 署名

石綿肺

事業場名 事業場所在地 石綿ばく露作業状況
石綿取扱い期間

年から 年まで

公表時の石綿
取扱い状況

石綿肺中皮腫 中皮腫

※公表番号は、アルファベットは過去の公表時期を示しており、数字は公表されている事業場一覧の「番号」を示しています。複数回公表されている事業場にあっては、最も新しい公表のアルファベットと番号が記載されています。
A：H17.7公表　B：H17.8公表(第1-1表)　C：H17.8公表(第2-1表)　D：H20.3公表　E：H20.6公表　F：H20.10公表　G：H20.12公表　H,I：H21.12公表(Ha:H16年度,Hb:H17年度,Hc:H18年度,Hd:H19年度,I:H20年度)　J：H22.1公表(H18年度)　K：H22.1公表(H20年度)　L：H22.11公表(H21年度)　M：H23.11公表(H22年度)　N：H24.11公表(H23年度)　O：H25.12公表(H24年度)
P：H26.12公表(H25年度)　Ｑ：H27.12公表（H26年度）　Ｒ：H28.12公表（H27年度）　S：H29.12公表（H28年度）　Ｔ：H30.12公表（H29年度）　U：R1.12公表（H30年度）　V：R2.12公表（R１年度）　W：R3.12公表（R2年度）　X：R4.12公表（R3年度）

びまん性
胸膜肥厚

特記事項

（備考）令和３年度までの累計

労災保険法支給決定件数 石綿救済法支給決定件数

肺がん
びまん性
胸膜肥厚

肺がん
良性

石綿胸水
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番号

局名 署名

石綿肺

事業場名 事業場所在地 石綿ばく露作業状況
石綿取扱い期間

年から 年まで

公表時の石綿
取扱い状況

石綿肺中皮腫 中皮腫

※公表番号は、アルファベットは過去の公表時期を示しており、数字は公表されている事業場一覧の「番号」を示しています。複数回公表されている事業場にあっては、最も新しい公表のアルファベットと番号が記載されています。
A：H17.7公表　B：H17.8公表(第1-1表)　C：H17.8公表(第2-1表)　D：H20.3公表　E：H20.6公表　F：H20.10公表　G：H20.12公表　H,I：H21.12公表(Ha:H16年度,Hb:H17年度,Hc:H18年度,Hd:H19年度,I:H20年度)　J：H22.1公表(H18年度)　K：H22.1公表(H20年度)　L：H22.11公表(H21年度)　M：H23.11公表(H22年度)　N：H24.11公表(H23年度)　O：H25.12公表(H24年度)
P：H26.12公表(H25年度)　Ｑ：H27.12公表（H26年度）　Ｒ：H28.12公表（H27年度）　S：H29.12公表（H28年度）　Ｔ：H30.12公表（H29年度）　U：R1.12公表（H30年度）　V：R2.12公表（R１年度）　W：R3.12公表（R2年度）　X：R4.12公表（R3年度）

びまん性
胸膜肥厚

特記事項

（備考）令和３年度までの累計

労災保険法支給決定件数 石綿救済法支給決定件数

肺がん
びまん性
胸膜肥厚

肺がん
良性

石綿胸水

18 I-2 北海道 札幌中央 ニイガタ原動機サービス㈱札幌営業所 札幌市中央区北4条西6-1 発電所、変電所、その他電気設備での作業 ― 平成2年頃 事業場廃止 平成13年11月に事業場廃止。 1

19 X-3 北海道 札幌中央 札幌通運㈱ 札幌市中央区北5条西6-2
石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業

― ― 取扱いなし 1

20 S-3 北海道 札幌中央 札幌スキー協同組合 札幌市中央区北5条西19
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止 1

21 L-2 北海道 札幌中央 札幌警備㈱
札幌市中央区北9条西19-35-
40

石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 取扱いなし 1

22 V-4 北海道 札幌中央 ㈱石本建築事務所札幌オフィス 札幌市中央区南1条西2-5
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業 ― ― 取扱いなし

出張作業であり事業場内での取扱いな
し。

1 1

23 A-1 北海道 札幌中央 ㈱木田商会 札幌市中央区南1条西9 空調機のフィルタの交換作業 ― ― 事業場廃止
現在同一の場所に同一名称の会社がある
が、前会社と関連がない。

1 1

24 S-5 北海道 札幌中央 中菱開発㈱ 札幌市中央区南1条西20-2-1
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 事業場廃止 1

25 Q-3 北海道 札幌中央
東邦リライアンス㈱
(リライアンス㈱)

札幌市中央区南2条西25-1-2
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止 1

26 S-2 北海道 札幌中央 ㈱宝成都市計画 札幌市中央区南6条西7-2-2
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 事業場廃止 1 1

27 A-235 北海道 札幌中央
札幌国際観光㈱札幌ローヤルホテル

(現　札幌国際観光㈱)
札幌市中央区南7条東1-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ―

平成元年10月
頃

事業場廃止

平成20年7月に事業場廃止。他の事業場で
の作業歴あり。ホテル利用客が立ち入ら
ないボイラー室・機械室での作業。平成2
年にホテル名を「札幌ロイヤルホテル」
に名称変更。

28 T-4 北海道 札幌中央
札幌国際観光㈱札幌ローヤルホテル

(札幌国際観光㈱)
札幌市中央区南7条東1-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ―

平成元年10月
頃

事業場廃止

平成20年7月に事業場廃止。他の事業場で
の作業歴あり。ホテル利用者が立ち入ら
ないボイラー室・機械室での作業。平成2
年にホテル名を「札幌ロイヤルホテル」
に名称変更。

29 V-5 北海道 札幌中央 須藤石材㈱
札幌市中央区南8条西10-
1278-6

石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 事業場廃止
事業場での石綿取扱いなし。平成30年9月
に事業場廃止。

1

30 O-2 北海道 札幌中央 ㈱三晃
札幌市中央区南11条西13-2-
37

吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止 1

31 M-6 北海道 札幌中央 北海道いすゞ自動車㈱
札幌市中央区宮の森2条1-2-
55

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 取扱いなし 1 1

32 Q-4 北海道 札幌中央 北海道農機㈱ 札幌市中央区 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 ― ― 事業場廃止 1 1

33 F-2 北海道 札幌中央 国立学校法人北海道大学 札幌市北区北8条西5 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。学術調査。 1 1

2 1
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34 D-1 北海道 札幌中央 クラ一ク電機㈱ 札幌市北区北27条西5
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止 1

35 X-5 北海道 札幌中央
朝日石綿工業㈱札幌支店

(㈱エーアンドエーマテリアル)
札幌市北区北6条西6-2

石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業
大正3年 昭和61年 事業場廃止 1

36 D-2 北海道 札幌中央
東芝電興㈱札幌営業所

(現　コバレント販売㈱札幌営業所)
札幌市北区北6条西6-2 映画放送舞台に関わる作業 ― ― 取扱いなし

事業場での石綿取扱いなし。出張作業で
あり事業場内での取扱いなし。

1

37 D-5 北海道 札幌中央 ㈱中村自工札幌営業所 札幌市北区北9条西3-19
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

昭和32年10月 昭和51年4月 取扱いなし
鉄道車両部品の搬入、搬送業務であり、
直接石綿を取扱う作業はなし。

1 1

38 R-4 北海道 札幌中央 ㈲近藤商店札幌営業所 札幌市北区北10条西1
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 事業場廃止 1

39 D-6 北海道 札幌中央 本山振興㈱札幌営業所 札幌市北区北19条西7-3-10
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。工事現場で
の間接ばく露。建築現場、ビルの機械室
等で自動制御盤の試運転調整作業。

1

40 W-2 北海道 札幌中央 日新プラント㈱ 札幌市北区北29条西14-2-3
発電所、変電所、その他電気設備での作業

― ― 事業場廃止 1

41 S-6 北海道 札幌中央 八代工業㈱ 札幌市北区北34条西7-1-17
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 取扱いなし 1 1

42 L-1 北海道 札幌中央 ㈱麻生自動車センター 札幌市北区北36条西5-344
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 取扱いなし 1

43 O-1 北海道 札幌中央 ㈱フジ
札幌市北区新琴似1条11-9-
23

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和55年頃 平成17年12月 取扱いなし 1

44 P-1 北海道 札幌中央

生活協同組合市民生協コープさっぽろソ
シア店

(現　生活協同組合コープさっぽろソシア
店)

札幌市南区川沿5条2-3-10
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 取扱いなし 1

45 U-1 北海道 札幌中央 ㈱エーアンドエーマテリアル北海道支店 札幌市西区琴似3条2-1-13
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種） 昭和14年頃 平成16年頃 取扱いなし 1

46 M-4 北海道 札幌中央 菅原電装工業㈲ 札幌市西区琴似3条5-4-3
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

47 V-6 北海道 札幌中央
日立建機㈱北海道支店

(日立建機日本㈱北海道支社)
札幌市西区琴似4条1

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 ― ― 事業場廃止

他の事業場での作業歴あり。多量の喫煙
の事実あり。

1

48 T-5 北海道 札幌中央
浅野スレート㈱札幌工場

(㈱エーアンドエーマテリアル)
札幌市西区琴似4条2-1-1

石綿セメント、石綿スレート、石綿高圧管、
石綿円筒等のセメント製品の製造工程におけ
る作業

昭和14年頃 平成8年9月頃 事業場廃止
浅野スレート㈱札幌工場構内での作業。
平成8年9月に札幌工場を含む事業場廃
止。

1 1 2 1 2

49 V-1 北海道 札幌中央 ヤクハン製薬㈱ 札幌市琴似町発寒793
タルク等石綿含有物を使用する作業

― 昭和53年9月 事業場廃止
昭和53年9月に北広島へ移転。入社後5ヶ
月で退職されておりタルクを使用する作
業に従事していたかは不明。

1 1

50 D-4 北海道 札幌中央 ㈱宮坂金属鋼業 札幌市琴似発寒1020
清掃工場又は廃棄物の収集・運搬・中間処
理・処分の作業

― ― 事業場廃止 1
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51 X-4 北海道 札幌中央
新明和エンジニアリング㈱

(現　新明和工業㈱パーキングシステム事
業部札幌営業所)

札幌市西区二十四軒1条7-2-
39

吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業 ― ― その他

出張作業であり事業場内での取扱いな
し。

1

52 S-7 北海道 札幌中央 北富士工業㈱
札幌市西区八軒9条西9-364-
4

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

― ― 事業場廃止 1 1

53 X-6 北海道 札幌中央 ㈲笹工業 札幌市西区発寒6条13-5-1
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業 ― ― 事業場廃止 1

54 I-4 北海道 札幌中央 協同組合札幌木工センター 札幌市西区発寒7条9-4-33
石綿セメント、石綿スレート、石綿高圧管、
石綿円筒等のセメント製品の製造工程におけ
る作業

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

55 R-2 北海道 札幌中央 ㈱高松建具製作所 札幌市西区発寒7条12-1-15
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 事業場廃止 平成25年3月に事業場廃止。 1 1

56 W-1 北海道 札幌中央 ㈱双木社 札幌市西区発寒8条12-1-20
その他の石綿に関連する作業

昭和55年 平成5年 取扱いなし
平成16年5月に札幌市中央区南7条西24-1-
1へ移転。

1 1

57 T-3 北海道 札幌中央 河合建具工業㈱ 札幌市西区発寒8条12-2-16
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 事業場廃止 1 1

58 T-7 北海道 札幌中央 北興化工機㈱ 札幌市西区発寒12条12-1-20 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 取扱いなし 1

59 T-2 北海道 札幌中央 リリカラ㈱札幌支店 札幌市西区発寒12条12-2-20 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし

本事業場における作業以外に、別事業者
において、アスベスト含有建築物のリ
フォーム業や解体作業に従事し、建物解
体現場でのアスベスト除去作業等を行っ
ていた。平成2年2月に事業所（倉庫）を
移転した。

1

60 I-6 北海道 札幌中央 日詰工業㈱ 札幌市西区発寒13条12-3-25
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 取扱いなし
過去において使用済み管類の切断作業に
おいて可能性あり。

1

61 F-3 北海道 札幌中央 札幌鋳物工業㈱ 札幌市西区発寒13条12-2-30 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 ― ― 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1

62 O-4 北海道 札幌中央
北豊鋼材㈲発寒事業所

(現　北豊鋼材㈱発寒事業所)
札幌市西区発寒11条12-2-30 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1

63 Q-1 北海道 札幌中央 ナカ工業㈱札幌支店 札幌市西区発寒16条13-2-50
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 取扱いなし
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。工事現場での間接ばく露。

1

64 Q-2 北海道 札幌中央
大島木材工芸㈱
(大島木材工芸㈱)

札幌市西区発寒7条12-2-25
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止 平成17年に事業場廃止。 1 1

65 N-4 北海道 札幌中央 ㈲隆盛機工
札幌市手稲区西宮の沢6条1-
351-55

鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1

66 U-2 北海道 札幌中央
㈱月寒木工品製作所
(現　㈱ツキモク)

石狩市新港南2-3717-4
その他の石綿に関連する作業

― 昭和62年11月 取扱いなし 平成2年2月に石狩市へ移転。 1
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67 U-3 北海道 札幌中央
東部サービス㈱石狩新港営業所
(現　三ツ輪物流㈱石狩新港営業所)

石狩市新港西2-760
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 昭和42年4月 平成7年4月 取扱いなし 1

68 N-3 北海道 札幌中央 ㈲エスエイチ・コーシン工業 石狩市花川南10条3-24-5 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 平成3年 平成14年 事業場廃止 工場内での鉄工作業。 1

69 N-5(1) 北海道 函館 函館どつく㈱函館造船所 函館市弁天町20-3
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― 昭和60年 その他

70 W-7 北海道 函館
函館ドック㈱函館造船所

(現　函館どつく㈱函館造船所)
函館市弁天町20-3

造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種） ― 昭和60年 その他

71 V-10 北海道 函館 函館工機㈱ 函館市若松町10-4
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 事業場廃止 1

72 I-8 北海道 函館 北海道旅客鉄道㈱函館支社函館運輸所 函館市若松町12-5 鉄道等の運行に関わる作業 ― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

73 Hd-1 北海道 函館 丸大大成工業㈱ 函館市弁天町22-9
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 取扱いなし 1

74 F-4 北海道 函館 ㈱松田金物店 函館市新川町18-12
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止 1 1

75 D-7 北海道 函館
三洋コンシューママーケティング㈱北海

道支店
(現　三洋電機販売㈱北海道支社)

函館市東雲町2-4 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし

出張業務のため事業場内での取扱いな
し。出張作業時ばく露した可能性があ
る。ＦＦ式石油暖房機の民家への取付作
業応援時（壁材等材質によってはばく露
の可能性は否定できない）。事業場とし
ての取扱いなし。

1

76 W-9 北海道 函館 ㈲北翔工業 函館市浅野町5-1

鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業

平成10年 平成13年 取扱いなし 1

77 S-8 北海道 函館 ㈱沼田金属商会 函館市浅野町5-7
解体作業（建築物・構造物・石綿含有製品
等）

― ― 事業場廃止 1

78 Q-5 北海道 函館 村山ギソー㈱ 函館市入舟町1-7
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 取扱いなし 1 1

79 O-5 北海道 函館 前側石油㈱ 函館市大手町3-1
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

80 M-7 北海道 函館 ㈱宮前造船鉄工所 函館市大手町5-8
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

81 W-6 北海道 函館 細木造船所（個人名） 函館市大手町22-17
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種） ― ― 事業場廃止 1

1 11 5187 7
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82 S-9 北海道 函館 ㈲島田鉄工所 函館市海岸町12-2
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 事業場廃止 1

83 D-10 北海道 函館 ㈲佐藤ディーゼルサービス 函館市川原町19-6 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1 1

84 W-8 北海道 函館 ㈲笠島工業所 函館市北浜町10-3
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種） ― ― 取扱いなし 1

85 V-7 北海道 函館 ㈱大山工作所 函館市昭和3-14-14
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業 ― ― 事業場廃止 1

86 W-5 北海道 函館 ㈱川越電機商会 函館市末広町18-21
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種） ― ― 取扱いなし 1

87 D-11 北海道 函館 ㈲天明木工製作所 函館市富岡町3-24-13
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 事業場廃止 1 1

88 P-2 北海道 函館 北船興業㈱ 函館市弁天町20-6
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 取扱いなし

出張作業であり事業場内での取扱いな
し。造船所内での間接ばく露。出張先
（造船所内）でも現在は基本的にばく露
は無い。

1

89 L-4 北海道 函館 日本無線電機㈱ 函館市元町24
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 事業場廃止 昭和55年4月に事業場廃止。 1

90 M-8 北海道 函館 ㈶日本海事協会函館支部 函館市元町32-22 船に乗り込んで行う作業（船員その他） ― ― 取扱いなし 1

91 V-8 北海道 函館
日本セメント㈱上磯工場

(現　太平洋セメント㈱上磯工場)
北斗市谷好1-151

レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
作業 ― ― 取扱いなし 1 1

92 D-8 北海道 函館
北海道パワ一エンジニアリング㈱知内支

店
上磯郡知内町元町28-13 発電所、変電所、その他電気設備での作業 ― ― その他 現場の管理業務に従事。 1

93 D-9 北海道 函館 北海道電力㈱函館支店七飯電力所 亀田郡七飯町峠下598-2 発電所、変電所、その他電気設備での作業 ― ― 事業場廃止 平成7年8月事業場廃止。 1

94 X-7 北海道 小樽 坂井銅鉄㈱ 小樽市色内2-18-5
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 ― ― 事業場廃止 1 1

95 S-10 北海道 小樽

雇用促進事業団北海道職業訓練短期大学
校

(現　独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構北海道支部北海道職業能力開

発大学校)

小樽市銭函3-190
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

昭和33年 平成2年3月 取扱いなし 1 1

96 N-6 北海道 小樽 ㈱小島家具製作所 小樽市銭函3-502-8
石綿セメント、石綿スレート、石綿高圧管、
石綿円筒等のセメント製品の製造工程におけ
る作業

― ― 事業場廃止 1

97 O-7 北海道 小樽 ㈱鉄興社稲倉石鉱業所 古平郡古平町大字沢江村 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1

98 M-9 北海道 岩見沢 三菱石炭鉱業㈱南大夕張鉱業所 夕張市南部東町
自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の
耐摩耗性石綿製品の製造工程における作業

― ― 事業場廃止 昭和62年事業廃止。 1 1
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石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表（第１表）

連番
公表
番号

局名 署名

石綿肺

事業場名 事業場所在地 石綿ばく露作業状況
石綿取扱い期間

年から 年まで

公表時の石綿
取扱い状況

石綿肺中皮腫 中皮腫

※公表番号は、アルファベットは過去の公表時期を示しており、数字は公表されている事業場一覧の「番号」を示しています。複数回公表されている事業場にあっては、最も新しい公表のアルファベットと番号が記載されています。
A：H17.7公表　B：H17.8公表(第1-1表)　C：H17.8公表(第2-1表)　D：H20.3公表　E：H20.6公表　F：H20.10公表　G：H20.12公表　H,I：H21.12公表(Ha:H16年度,Hb:H17年度,Hc:H18年度,Hd:H19年度,I:H20年度)　J：H22.1公表(H18年度)　K：H22.1公表(H20年度)　L：H22.11公表(H21年度)　M：H23.11公表(H22年度)　N：H24.11公表(H23年度)　O：H25.12公表(H24年度)
P：H26.12公表(H25年度)　Ｑ：H27.12公表（H26年度）　Ｒ：H28.12公表（H27年度）　S：H29.12公表（H28年度）　Ｔ：H30.12公表（H29年度）　U：R1.12公表（H30年度）　V：R2.12公表（R１年度）　W：R3.12公表（R2年度）　X：R4.12公表（R3年度）

びまん性
胸膜肥厚

特記事項

（備考）令和３年度までの累計

労災保険法支給決定件数 石綿救済法支給決定件数

肺がん
びまん性
胸膜肥厚

肺がん
良性

石綿胸水

99 D-12 北海道 岩見沢 三井鉱山㈱美唄鉱業所 美唄市南美唄町 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 昭和38年7月事業場閉鎖。 1

100 M-11 北海道 岩見沢 日本油脂㈱美唄工場 美唄市光珠内549 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和29年頃 平成12年頃 取扱いなし 工場構内での作業。 1 1

101 N-7 北海道 岩見沢 アキレス㈱美唄工場 美唄市東7条北9-2-1 その他の石綿に関連する作業 昭和56年8月 平成3年3月 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1

102 P-3 北海道 岩見沢 日本高圧コンクリート㈱栗山工場 夕張郡栗山町錦4-3 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和47年 平成12年 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。他の事業場
での作業歴あり。複数の事業場で同様に
作業歴あり。

1 1

103 M-10 北海道 岩見沢 早川建築資材㈱札幌営業所 札幌市南区川沿18条2 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 昭和58年6月事業場廃止。 1

104 V-12 北海道 旭川 熊坂工芸㈱ 旭川市近文町15
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業 ― ― 事業場廃止 1

105 F-6 北海道 旭川 ㈱新共運輸 旭川市永山町7-160
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。他の事業場
での作業歴あり。

1

106 D-13 北海道 旭川 旭川ガス燃料㈱ 旭川市永山町10-3-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― その他
出張業務のため、事業場内での取扱いな
し。

1

107 R-7 北海道 旭川 ㈱佐藤金庫店 旭川市永山 金庫の製造・解体に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1

108 X-8 北海道 旭川 北海道いすゞ自動車㈱旭川支店 旭川市永山3条2-71
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 ― ― 取扱いなし 1 1

109 V-11 北海道 旭川
㈱インテリアセンター
(現　㈱カンディハウス)

旭川市永山北2条6
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業 ― 平成17年8月 取扱いなし

事業場での石綿取扱いなし。他の事業場
での作業歴あり。

1 1

110 D-14 北海道 旭川 ㈱旭川自動車ボデー 旭川市東3条5-2149-13
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 事業場廃止 1 1

111 D-15 北海道 旭川 歯科吉田医院 旭川市4条西4 歯科技工に関わる作業 昭和28年頃 平成4年頃 取扱いなし 1 1

112 O-8 北海道 旭川 ㈱ベルックス旭川営業所 旭川市6条通7-31-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。委託勤務先
での石綿ばく露。

1

113 U-5 北海道 旭川
㈱ノザワ北海道工場

(現　㈱ノザワフラノ事業所)
富良野市山部東町4-1

石綿セメント、石綿スレート、石綿高圧管、
石綿円筒等のセメント製品の製造工程におけ
る作業

昭和17年 平成16年9月 取扱いなし 工場構内での作業。

114 U-4 北海道 旭川 ㈱ノザワフラノ事業所 富良野市山部東町4-1
石綿セメント、石綿スレート、石綿高圧管、
石綿円筒等のセメント製品の製造工程におけ
る作業

昭和17年 平成16年9月 取扱いなし 工場構内での作業。

115 W-10 北海道 旭川 山部石綿㈱山部鉱山 富良野市山部
坑内での石綿採取、運搬、破砕，袋詰
石綿鉱山に関わる作業

― 昭和49年 事業場廃止
昭和49年3月閉山。昭和51年6月有隣興業
㈱が吸収した。

1 2 1 1

1 113 4 1
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116 O-9 北海道 旭川 山部運輸㈱
富良野市字山部市街地1条通
北3-635-2

石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 事業場廃止 1

117 L-5 北海道 旭川 国策機工㈱ 苫小牧市勇払149 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。　他の事業
場での作業歴あり。

1

118 I-9 北海道 帯広 ㈱菅野建材店 帯広市西22条南1-6-9
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止 1

119 Q-9 北海道 帯広 ㈲マスダ 河東郡鹿追町新町1-1-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 平成20年3月に事業場廃止。 1 1

120 M-14 北海道 帯広 旭電機㈲ 広尾郡広尾町東1条5-2
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

121 L-6 北海道 帯広 興農産業㈱ 中川郡幕別町相川801
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 取扱いなし 1

122 Q-8 北海道 帯広
足寄町開拓農業協同組合
(現　足寄町農業協同組合)

足寄郡足寄町南3条1-18 発電所、変電所、その他電気設備での作業 ― ― 取扱いなし 1 1

123 S-12 北海道 帯広 大谷木工（個人名） 上川郡清水町南3条9
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 取扱いなし
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。

1

124 V-13 北海道 滝川 常磐木材㈱ 芦別市上芦別町78
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業 ― ― 事業場廃止 1

125 I-10 北海道 滝川 北海道アサヒ㈱芦別工場 芦別市上芦別町94 ゴム・タイヤの製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1 1 1

126 O-10 北海道 滝川 第一興業㈱ 赤平市字赤平485 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1

127 R-8 北海道 滝川 北炭機械工業㈱滝川工場 滝川市泉町269
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

― ― 事業場廃止 1

128 T-10 北海道 滝川 ふじ商事㈱ 滝川市新町3-1-15
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 事業場廃止 1

129 P-4 北海道 滝川
北洋化薬㈱砂川工場

(現　カヤク・ジャパン㈱砂川工場)
砂川市豊沼町63

吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 取扱いなし 出張作業での間接ばく露。 1 1 1

130 X-9 北海道 滝川
北海道電力㈱火力保守センター

(北海道電力㈱)
砂川市豊沼町83

発電所、変電所、その他電気設備での作業
昭和47年 平成5年 事業場廃止 平成5年3月に事業場廃止。 1 1

131 S-13 北海道 滝川 曽我部組（個人名） 砂川市
鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 事業場廃止 1 1

132 D-18 北海道 滝川
北海道パワーエンジニアリング㈱奈井江

砂川支店
空知郡奈井江町字キナウス
ナイ198-8

発電所、変電所、その他電気設備での作業 ― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1
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133 D-19 北海道 滝川 北海道電力㈱奈井江発電所
空知郡奈井江町字キナウス
ナイ198-8

発電所、変電所、その他電気設備での作業 昭和43年 ― 取扱いなし 1

134 R-9 北海道 北見 ㈱林屋北見支店 北見市常磐町3-3-24
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止 1

135 D-21 北海道 北見 ㈲横野配管工業 北見市美山町105-16 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和63年1月 ― 取扱いなし 1

136 U-7 北海道 北見 北見三洋㈱ 北見市山下町4-7-14
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業 ― ― 事業場廃止 1

137 M-16 北海道 北見 美幌工機㈱ 網走郡美幌町美禽319 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 平成15年11月20日事業場廃止。 1

138 P-5 北海道 北見 北海羽田コンクリート㈱ 斜里郡斜里町新光町12-5
レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
作業

― ― 取扱いなし 1

139 D-20 北海道 北見 ㈲今部産業 常呂郡佐呂間町字富丘94
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― 昭和61年3月 事業場廃止 1 1

140 D-26 北海道 室蘭 ㈱美栄工業所 室蘭市小橋内町2-19 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1 1

141 I-14 北海道 室蘭 蘭北自動車工業㈱ 室蘭市港北町1-2-23
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 事業場廃止 1

142 V-14 北海道 室蘭 ㈱中卯商会室蘭出張所 室蘭市港北町1-1-26
その他の石綿に関連する作業

― ― 事業場廃止 1 1

143 T-13 北海道 室蘭 日藤㈱室蘭営業所 室蘭市寿町3-13-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止 平成28年9月に事業場廃止。 1

144 D-24 北海道 室蘭 ㈱室蘭産鋼商会 室蘭市幸町3-6 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1

145 I-15 北海道 室蘭 和田工業 室蘭市崎守町385
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

― ― 事業場廃止 1 1

146 U-10 北海道 室蘭 楢崎工事㈱ 室蘭市祝津町1-127
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種） ― ― 事業場廃止 1 1

147 D-22 北海道 室蘭 ㈱京浜マリンエンジニアリング 室蘭市祝津1-128
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― その他
修理する船舶によっては石綿を取扱うこ
ともある（周辺作業における間接的な石
綿ばく露を含む）。

1 1

148 R-17 北海道 室蘭 ㈲清水工機 室蘭市祝津町1-128
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 取扱いなし 1

149 V-18 北海道 室蘭
函館ドック㈱室蘭製作所

(現　函館どつく㈱室蘭製作所)
室蘭市祝津町1-128

造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種） ― 昭和59年5月 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1
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石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表（第１表）

連番
公表
番号

局名 署名

石綿肺

事業場名 事業場所在地 石綿ばく露作業状況
石綿取扱い期間
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公表時の石綿
取扱い状況

石綿肺中皮腫 中皮腫
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A：H17.7公表　B：H17.8公表(第1-1表)　C：H17.8公表(第2-1表)　D：H20.3公表　E：H20.6公表　F：H20.10公表　G：H20.12公表　H,I：H21.12公表(Ha:H16年度,Hb:H17年度,Hc:H18年度,Hd:H19年度,I:H20年度)　J：H22.1公表(H18年度)　K：H22.1公表(H20年度)　L：H22.11公表(H21年度)　M：H23.11公表(H22年度)　N：H24.11公表(H23年度)　O：H25.12公表(H24年度)
P：H26.12公表(H25年度)　Ｑ：H27.12公表（H26年度）　Ｒ：H28.12公表（H27年度）　S：H29.12公表（H28年度）　Ｔ：H30.12公表（H29年度）　U：R1.12公表（H30年度）　V：R2.12公表（R１年度）　W：R3.12公表（R2年度）　X：R4.12公表（R3年度）

びまん性
胸膜肥厚

特記事項

（備考）令和３年度までの累計

労災保険法支給決定件数 石綿救済法支給決定件数

肺がん
びまん性
胸膜肥厚

肺がん
良性

石綿胸水

150 W-11 北海道 室蘭
納谷工業㈱室蘭支店
(納谷工業㈱)

室蘭市祝津町3-2-6
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種） ― ― 事業場廃止 事業場廃止。※廃止年月は不明。 1 1

151 D-27 北海道 室蘭 新日本石油精製㈱室蘭製油所 室蘭市陣屋町1-172
石油精製、化学工場内の精製・製造作業や配
管修理等の作業

昭和31年4月 現在 その他 撤去等で取り扱う可能性がある。

152 O-14 北海道 室蘭
新日本石油精製㈱室蘭製油所

(現　ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱室蘭製油
所)

室蘭市陣屋町1-172
石油精製、化学工場内の精製・製造作業や配
管修理等の作業

昭和31年4月 現在 その他 除去等で取り扱う可能性がある。

153 W-12 北海道 室蘭 ㈲日豊工業 室蘭市茶津町4
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業 ― ― 取扱いなし 1

154 U-9 北海道 室蘭 ㈱日本製鋼所室蘭製作所 室蘭市茶津町4
鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

昭和40年 平成3年4月 取扱いなし

155 X-10 北海道 室蘭
㈱日本製鋼所室蘭製作所

(現　㈱日本製鋼所素形材エンジニアリン
グ事業室)

室蘭市茶津町4
鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

昭和40年 平成3年4月 取扱いなし

156 L-7 北海道 室蘭 ㈱井内鉄工 室蘭市茶津町4

鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 2 1

157 D-23 北海道 室蘭 ㈱共伸機工 室蘭市茶津町4 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― その他
石綿含有パッキン等撤去工事を行う可能
性がある。事業場での石綿取扱いなし。
製鋼所ボイラーに従事。

1

158 R-12 北海道 室蘭 ㈱カネマル三浦鋼業 室蘭市茶津町4 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1

159 X-12 北海道 室蘭
日鋼特機㈱

(現　日鋼特機㈱室蘭事業所)
室蘭市茶津町4

鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。平成10年4月
1日に再編後現「日鋼特機㈱室蘭事業所」
設立。

3 1

160 T-12 北海道 室蘭
楢崎造船㈱
(㈱楢崎製作所)

室蘭市築地町135
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 事業場廃止
造船所内での間接ばく露。平成15年5月か
らは函館どつく㈱が所有。

1 1 1

161 S-15 北海道 室蘭 弥栄工業（個人名） 室蘭市築地町135
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 事業場廃止 1

162 R-14 北海道 室蘭
富士製鐵㈱室蘭製鐵所

(現　新日鐵住金㈱室蘭製鐵所)
室蘭市仲町12 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― 平成17年9月 取扱いなし

163 R-15 北海道 室蘭
新日本製鐵㈱室蘭製鐵所

(現　新日鐵住金㈱室蘭製鐵所)
室蘭市仲町12 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― 平成17年9月 取扱いなし

164 M-17 北海道 室蘭 ニッテツ室蘭エンジニアリング㈱ 室蘭市仲町12 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 取扱いなし 1

165 D-29 北海道 室蘭 特殊電極㈱北海道営業所 室蘭市仲町12 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― 平成17年8月 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。

1 1

11 4 30 8 1

3 1

1

11
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石綿胸水

166 X-11 北海道 室蘭
特殊電極㈱北海道営業所

(現　特殊電極㈱室蘭構内工場)
室蘭市仲町12

鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

― 平成17年8月 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。

167 V-19 北海道 室蘭
幌清建設㈱
(現　幌清㈱)

室蘭市仲町12
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― 平成30年頃 取扱いなし 1

168 O-15 北海道 室蘭 日鐵セメント㈱ 室蘭市仲町64
レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
作業

昭和29年6月 平成17年8月 その他
設備の一部に使用箇所あり。但し、表面
は覆われており露出なし。

1

169 P-9 北海道 室蘭
㈲増田工業

(現　増田工業㈱)
室蘭市東町3-1-9 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 他社事業場構内での作業。 1

170 R-13 北海道 室蘭 松本工業㈲ 室蘭市東町5-25-3 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1

171 Q-10 北海道 室蘭 ㈱三ツ輪商会 室蘭市日の出町2-18-15 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 取扱いなし 1

172 I-12 北海道 室蘭 ㈱住吉組 室蘭市母恋北町1-3-5
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 取扱いなし 1

173 N-9 北海道 室蘭 ㈲妻倉工業所 室蘭市増市町1-4-16
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 事業場廃止
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。平成22年7月31日に事業場廃止。

1

174 U-8 北海道 室蘭 ㈱田上組 室蘭市御崎町2-13-9 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1 1

175 D-28 北海道 室蘭 渡辺塗装 室蘭市水元町
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 事業場廃止 1

176 D-30 北海道 室蘭 ㈲昭和電機商会 室蘭市輪西町2-27-2
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 取扱いなし 1 1

177 O-12 北海道 室蘭 小田鉄工㈱ 登別市幌別町2-26 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1

178 P-7 北海道 室蘭 北海道曹達㈱幌別事業所 登別市千歳町2-12 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1

179 V-16 北海道 室蘭
㈶厚生年金事業振興団登別厚生年金病院
((独)地域医療機能推進機構登別病院)

登別市登別温泉町133
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 事業場廃止 他の事業場での作業歴あり。 1

180 R-16 北海道 室蘭 北海道糖業㈱道南製糖所 伊達市館山下町1
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1 1

181 W-15 北海道 釧路 釧路コールマイン㈱ 釧路市興津5-2-23
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業 ― ― 取扱いなし 1

182 X-13 北海道 釧路
王子製紙㈱釧路工場

(現　王子マテリア㈱釧路工場)
釧路市大楽毛3-2-5

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― 平成24年 取扱いなし
一部石綿が使用されていた建屋での作
業。当該設備を停止し建屋を閉鎖した。

1 1

1 1
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183 D-31 北海道 釧路 ㈱黒田工業 釧路市光陽町19-12
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 事業場廃止 1

184 S-16 北海道 釧路 長谷川産業㈱くしろ店釧路宅配センター 釧路市材木町1-9
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

185 D-32 北海道 釧路 釧路開発埠頭㈱ 釧路市新富町1-1-7 鉄道等の運行に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1 1

186 D-33 北海道 釧路 三興工業㈱ 釧路市興津5-2-23 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1 1

187 V-20 北海道 釧路 (一社)釧路市医師会釧路市医師会病院 釧路市幣舞町4-30
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業 ― ― 事業場廃止 1 1

188 R-18 北海道 釧路 川崎造船㈱ 釧路市浜町3-6
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 取扱いなし 1 1

189 L-9 北海道 釧路 ㈱木村運輸 釧路市星が浦南3-4-4
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 事業場廃止 平成21年6月に事業場廃止。 1

190 L-10 北海道 釧路 道東カーサービス 釧路市星が浦北3-2-15
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 事業場廃止 1 1

191 V-21 北海道 釧路 ㈱光商会 根室市花咲港179 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― その他 1

192 W-14 北海道 釧路 ㈱北潟商店 根室市宝林町4-310
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種） ― ― 事業場廃止 1

193 V-22 北海道 釧路 深瀬室内工房（個人名） 釧路郡釧路町桂1-13
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 事業場廃止 1

194 W-13 北海道 釧路 マイカークリニック㈲ 釧路郡釧路町中央2-40-1
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 ― ― 取扱いなし

当社でばく露したかは不明であり、前職
歴でのばく露があったと思われる。

1

195 X-14 北海道 留萌 北鐘興産㈱ 増毛郡増毛町畠中町3-82
石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業

― ― 取扱いなし 1

196 M-19 北海道 苫小牧 ㈱ＮＴＴ東日本北海道苫小牧支店 苫小牧市旭町3-6-13 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

197 S-17 北海道 苫小牧 ㈲畑中工業 苫小牧市字糸井144-73 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1 1

198 N-10 北海道 苫小牧 王子建材工業㈱ 苫小牧市白金町1-1-4 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止
設備保全に係る工場構内での作業。平成
18年2月に事業場廃止。

1

199 R-19 北海道 苫小牧
苫小牧化工㈱

(現　苫小牧王子紙業㈱)
苫小牧市白金町1-1-4 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし

事業場での石綿取扱いなし。平成18年2月
末吸収合併による事業場廃止。

1 1
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連番
公表
番号

局名 署名

石綿肺

事業場名 事業場所在地 石綿ばく露作業状況
石綿取扱い期間

年から 年まで

公表時の石綿
取扱い状況

石綿肺中皮腫 中皮腫

※公表番号は、アルファベットは過去の公表時期を示しており、数字は公表されている事業場一覧の「番号」を示しています。複数回公表されている事業場にあっては、最も新しい公表のアルファベットと番号が記載されています。
A：H17.7公表　B：H17.8公表(第1-1表)　C：H17.8公表(第2-1表)　D：H20.3公表　E：H20.6公表　F：H20.10公表　G：H20.12公表　H,I：H21.12公表(Ha:H16年度,Hb:H17年度,Hc:H18年度,Hd:H19年度,I:H20年度)　J：H22.1公表(H18年度)　K：H22.1公表(H20年度)　L：H22.11公表(H21年度)　M：H23.11公表(H22年度)　N：H24.11公表(H23年度)　O：H25.12公表(H24年度)
P：H26.12公表(H25年度)　Ｑ：H27.12公表（H26年度）　Ｒ：H28.12公表（H27年度）　S：H29.12公表（H28年度）　Ｔ：H30.12公表（H29年度）　U：R1.12公表（H30年度）　V：R2.12公表（R１年度）　W：R3.12公表（R2年度）　X：R4.12公表（R3年度）

びまん性
胸膜肥厚

特記事項

（備考）令和３年度までの累計

労災保険法支給決定件数 石綿救済法支給決定件数

肺がん
びまん性
胸膜肥厚

肺がん
良性

石綿胸水

200 R-20 北海道 苫小牧 ㈲本間建具製作所 苫小牧市新明町2-7-1
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 事業場廃止 1 1

201 O-16 北海道 苫小牧 日本軽金属㈱苫小牧製造所 苫小牧市晴海町43-3 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1

202 O-17 北海道 苫小牧 ㈲マルヨヨシザワカナモノ 苫小牧市双葉町3-1-3 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1

203 X-16 北海道 苫小牧
北海道パワーエンジニアリング㈱苫東厚

真火力センター
苫小牧市字弁天517

耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業
― ― その他

平成24年3月に苫小牧市字弁天515へ移
転。

1

204 V-24 北海道 苫小牧
フランスベッド㈱北海道工場

(フランスベッド㈱)
千歳市北信濃867

吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止
事業場での石綿取扱いなし。平成31年3月
に事業場廃止。

1

205 D-34 北海道 苫小牧 千歳渉外労務管理事務所 千歳市錦町4-33 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1 1

206 N-11 北海道 苫小牧 ㈲エスプラザ 千歳市幸町4-30 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1

207 V-25 北海道 苫小牧
大昭和製紙㈱白老工場
(現　日本製紙㈱白老工場)

白老郡白老町北吉原181 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし

208 X-15 北海道 苫小牧 日本製紙㈱白老工場 白老郡白老町北吉原181
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 取扱いなし

209 T-14 北海道 苫小牧 北海道電力㈱苫東厚真発電所 勇払郡厚真町字浜厚真615 発電所、変電所、その他電気設備での作業 昭和55年 ― その他 他の事業場での作業歴あり。 1 1

210 F-7 北海道 苫小牧
いすゞ自動車㈱北海道試験場
(現　㈱ワーカム北海道)

勇払郡むかわ町米原489
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

昭和54年 昭和62年 取扱いなし
平成14年10月に事業場廃止。他の事業場
での作業歴あり。

1

211 F-8 北海道 苫小牧 ㈱八田鉱業八田八幡鉱山 勇払郡穂別町福山 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1 1

212 U-11 北海道 名寄
北海道旅客鉄道㈱宗谷北線運輸営業所天

塩中川駅
中川郡中川町中川

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 ― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

213 V-23 北海道 稚内 稚内機船漁業協同組合 稚内市新港町1-13
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業 昭和48年頃 平成19年8月 取扱いなし 1

214 U-12 北海道 浦河
道南バス㈱日高営業所

(現　道南バス㈱平取営業所)
沙流郡平取町荷菜15-12

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 昭和30年代頃 昭和40年代頃 取扱いなし 1

215 F-10 北海道 札幌東 ㈱シムス 札幌市白石区菊水7条2
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 取扱いなし 1 1

216 X-20 北海道 札幌東 ㈲菱冷サービス 札幌市白石区菊水8条2-2-28
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業 ― ― 取扱いなし 1

3 1
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肺がん
良性

石綿胸水

217 D-38 北海道 札幌東 ㈱北進設計事務所 札幌市白石区菊水
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 事業場廃止 1 1

218 P-11 北海道 札幌東 ㈱林運輸 札幌市白石区菊水上町
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止 1 1

219 T-15 北海道 札幌東 葵機電産業㈱
札幌市白石区菊水元町2条1-
1-5

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和50年頃 ― 取扱いなし 1

220 W-18 北海道 札幌東
㈱越村アルミ工業所
(㈱北海道ダイキアルミ)

札幌市白石区北郷8条8-3-8
耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業

― ― 事業場廃止
平成4年10月に事業場廃止。㈱北海道ダイ
キアルミは、当時のことは分からない。

1 1

221 N-12 北海道 札幌東 ㈱東洋製作所北海道支店
札幌市白石区中央1条7-10-
31

その他の石綿に関連する作業 昭和49年 昭和57年11月 取扱いなし
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。

1

222 P-12 北海道 札幌東 清水サッシ工業㈱ 札幌市白石区中央2条3-7-22 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1

223 I-16 北海道 札幌東 ㈱ヴィ・エッチ 札幌市白石区中央3条4-4-3

ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、
内燃機関のジョイントシーリング、ガスケッ
ト（パッキング）等に用いられる耐熱性石綿
製品製造工程における作業

昭和57年8月 平成18年8月 取扱いなし 1

224 L-11 北海道 札幌東 奥山建鉄工業㈱ 札幌市白石区東米里2135
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 事業場廃止 1

225 T-16 北海道 札幌東 医療法人白石中央病院 札幌市白石区平和通3北2-3 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし

前勤務先（建設会社等）での家屋解体・
ビル配管工事などによる石綿取扱い作業
歴あり。事業場では一般職員が立入しな
いボイラー室でのボイラー運転管理業
務。（ボイラー室一部天井使用の石綿間
接ばく露可能性のみ、ただし飛散の恐れ
なし。）

1

226 W-19 北海道 札幌東 北海道旅客鉄道㈱苗穂工場 札幌市東区北5条東13
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 ― 現在 その他

廃車解体、定期修繕、改造工事の際、過
去に除去できなかった部分について取扱
うことがある（委託先専門業者のみ）。

1

227 F-9 北海道 札幌東 サッポロビ－ル㈱札幌工場 札幌市東区北7条東9
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和40年 平成15年 事業場廃止
事業場での石綿取扱いなし。平成15年3月
に事業場廃止。

1 1

228 S-18 北海道 札幌東 北光モータース㈱ 札幌市東区北8条東1-1
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 事業場廃止 1

229 V-26 北海道 札幌東
札幌日産モーター㈱北支店
(現　札幌日産自動車㈱北店)

札幌市東区北43条東1-3-15
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 取扱いなし 1 1

230 T-17 北海道 札幌東 下里運輸㈲
札幌市東区北45条東17-565-
210

清掃工場又は廃棄物の収集・運搬・中間処
理・処分の作業

平成3年4月 平成8年12月 事業場廃止 平成25年10月に事業場廃止。 1

231 X-18 北海道 札幌東 八条工業㈱ 札幌市東区北丘珠4条4-2-65
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

平成2年頃 平成12年頃 取扱いなし 1

232 L-12 北海道 札幌東 ㈱伊藤機械製作所 札幌市東区東雁来5条1
建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 取扱いなし 1
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233 Q-14 北海道 札幌東
㈱北海道日新
(㈱北海道日新)

札幌市東区東苗穂1条3-1 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 昭和44年 平成6年 事業場廃止
平成6年以降石綿の取扱いなし。平成19年
9月に札幌市白石区流通センター1-7-54へ
本社移転。

1

234 U-13 北海道 札幌東
ちだん商事㈱

(現　北海道地域暖房㈱)
札幌市厚別区厚別東3条1-1-
1

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
平成14年8月 平成15年8月 取扱いなし 1

235 U-14 北海道 札幌東
北海道地域暖房㈱厚別事業所

(現　北海道地域暖房㈱厚別エネルギーセ
ンター)

札幌市厚別区厚別東3条1-1-
1

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
昭和45年10月 平成4年11月 取扱いなし 1 1

236 S-19 北海道 札幌東 北進興発㈱ 札幌市厚別区厚別西770
清掃工場又は廃棄物の収集・運搬・中間処
理・処分の作業

― ― 事業場廃止 1

237 M-20 北海道 札幌東 北海道旅客鉄道㈱厚別自動車営業所 札幌市厚別区厚別南4-30-1
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― 取扱いなし 1

238 I-17 北海道 札幌東 ㈲下村砂利
札幌市豊平区平岸8条13-1-
48

清掃工場又は廃棄物の収集・運搬・中間処
理・処分の作業

― ― 事業場廃止 1

239 F-11 北海道 札幌東 ㈱高島製作所
札幌市豊平区月寒東2条2-4-
81

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1 1

240 D-35 北海道 札幌東 旭ボード工業㈱ 札幌市豊平区豊平3条1-1-40 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1 1

241 D-37 北海道 札幌東 ㈱西和企画設計
札幌市豊平区西岡2条12-2-
15

建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― 昭和60年頃 取扱いなし
昭和60年頃まで行っていた建築現場の管
理業務において、現場にてばく露した可
能性がある。

1

242 O-18 北海道 札幌東 札幌いすゞモーター㈱ 札幌市豊平区豊平3条10
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 事業場廃止 1

243 P-14 北海道 札幌東 ㈲森建具家具製作所
札幌市豊平区月寒東5条15-
2-31

建築現場の作業（建築現場における事務職を
含めた全職種）

― ― 事業場廃止
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。平成18年2月に事業場廃止。

1

244 D-36 北海道 札幌東 王子特殊紙㈱江別工場 江別市王子1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 平成16年10月 平成18年10月 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

245 N-13 北海道 札幌東 丸彦渡辺建設㈱江別支店 江別市王子3 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。

1

246 P-13 北海道 札幌東 ㈲ニチイ工機 江別市工栄町2-6
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

― ― 事業場廃止 1 1

247 T-18 北海道 札幌東
北海道電力㈱江別発電所
(北海道電力㈱)

江別市対雁2-1 発電所、変電所、その他電気設備での作業 昭和38年 平成3年 事業場廃止 平成3年3月に事業場廃止。 1

248 P-10 北海道 札幌東 ㈱リザンコーポレーション 恵庭市戸磯604 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 事業場での石綿取扱なし。 1

249 X-19 北海道 札幌東
北海道川重建機㈱

(現　北海道川崎建機㈱)
北広島市大曲中央1-2-2

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業 ― ― 取扱いなし 1
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 （建設業を除く）

うち うち うち うち うち

死亡 死亡 死亡 死亡 死亡

石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表（第１表）

連番
公表
番号

局名 署名

石綿肺

事業場名 事業場所在地 石綿ばく露作業状況
石綿取扱い期間

年から 年まで

公表時の石綿
取扱い状況

石綿肺中皮腫 中皮腫

※公表番号は、アルファベットは過去の公表時期を示しており、数字は公表されている事業場一覧の「番号」を示しています。複数回公表されている事業場にあっては、最も新しい公表のアルファベットと番号が記載されています。
A：H17.7公表　B：H17.8公表(第1-1表)　C：H17.8公表(第2-1表)　D：H20.3公表　E：H20.6公表　F：H20.10公表　G：H20.12公表　H,I：H21.12公表(Ha:H16年度,Hb:H17年度,Hc:H18年度,Hd:H19年度,I:H20年度)　J：H22.1公表(H18年度)　K：H22.1公表(H20年度)　L：H22.11公表(H21年度)　M：H23.11公表(H22年度)　N：H24.11公表(H23年度)　O：H25.12公表(H24年度)
P：H26.12公表(H25年度)　Ｑ：H27.12公表（H26年度）　Ｒ：H28.12公表（H27年度）　S：H29.12公表（H28年度）　Ｔ：H30.12公表（H29年度）　U：R1.12公表（H30年度）　V：R2.12公表（R１年度）　W：R3.12公表（R2年度）　X：R4.12公表（R3年度）

びまん性
胸膜肥厚

特記事項

（備考）令和３年度までの累計

労災保険法支給決定件数 石綿救済法支給決定件数

肺がん
びまん性
胸膜肥厚

肺がん
良性

石綿胸水

250 F-12 北海道 札幌東 北広島熱供給㈱ 北広島市輝美町2-2
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。他の事業場
での作業歴あり。

1 1

251 W-17 北海道 札幌東 学校法人東日本学園 石狩郡当別町字金沢1757
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業 昭和50年8月 平成18年3月 取扱いなし

平成18年3月にアスベスト封じ込め作業は
完了している。

1

252 X-17 北海道 札幌東
グリーンコーポレーション㈱札幌支店天

然温泉ふとみ銘泉
石狩郡当別町太美町1695

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
― ― 事業場廃止 1

（注意）
「石綿取扱い期間」の欄の「―」については、詳細不明の意味である。
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