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253 D-39 青森 青森 東洋建物管理㈱ 青森市橋本1-7-3
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
新築、改築後の清掃作業。他の事業場で
の作業歴あり。

1

254 X-21 青森 弘前 ㈱前田建築設計事務所 弘前市大字富田1-5
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 ― ― 事業場廃止 1 1

255 D-40 青森 弘前
日産プリンス青森販売㈱
(現　㈱日産サティオ青森)

弘前市堅田宮川484-1
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 1

256 I-18 青森 八戸 大青工業㈱八戸営業所 八戸市石堂3-9-13 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1

257 X-22 青森 八戸 太平ビルサービス㈱八戸支店 八戸市北白山台2-2-22
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
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

258 I-19 青森 八戸 日東石膏ボード㈱ 八戸市江陽3-1-134
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52年11月 昭和60年5月 取扱いなし 1

259 I-20 青森 八戸
労働福祉事業団青森労災病院

(現　独立行政法人労働者健康福祉機構青
森労災病院)

八戸市白銀町南ケ丘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
当事業所が最終事業場であるが石綿ばく
露がどの時点かは不明。業務用洗濯機の
ある洗濯室でのばく露。

1

260 N-15 青森 八戸 日東化学工業㈱八戸事業所 八戸市江陽3-1-109
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
その他の石綿に関連する作業

昭和22年頃 昭和46年頃 事業場廃止 平成10年10月事業場廃止。

261 U-15 青森 八戸
ニットーエンジニアリングサービス㈱八

戸事業所
(三菱ケミカル㈱)

八戸市江陽3-1-109
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22年頃 昭和46年頃 事業場廃止 平成10年10月事業廃止。

262 N-14 青森 八戸 大坂鋳造所（個人名） 八戸市江陽4-8-27 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 ― ― 事業場廃止 1

263 O-19 青森 八戸 大平洋金属㈱
八戸市大字河原木字遠山新
田5-2

鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 昭和32年5月 平成23年3月 取扱いなし 2

264 Q-15 青森 八戸 東北電力㈱八戸火力発電所 八戸市河原木宇兵エ河原1-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― その他 他の事業場での作業歴あり。 1

265 R-21 青森 八戸 高周波鋳造㈱本社工場 八戸市沼館4-7-108 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― 平成6年頃 取扱いなし 1

266 L-13 岩手 盛岡 盛岡ガス㈱ 盛岡市上田2-19-56 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ―
平成13年8月

頃
その他 1

267 R-22 岩手 盛岡 ㈲佐々安ガラス店 盛岡市北山2-18-11
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

268 T-19 岩手 盛岡  ㈱菅文盛岡営業所(㈱菅文) 盛岡市材木町8-20 その他の石綿に関連する作業 昭和30年10月 昭和43年9月 事業場廃止 昭和43年9月に事業場廃止。 1

269 V-27 岩手 盛岡 ㈱武田菱設計 盛岡市志家町4-11
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

※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

1
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（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
中皮腫 中皮腫

2 1
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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
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取扱い状況
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270 X-23 岩手 盛岡 岩手日野自動車㈱ 盛岡市東見前5-31
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 昭和30年5月 平成23年9月 取扱いなし

整備工場構内での作業。出張作業での間
接ばく露。

1

271 W-20 岩手 盛岡 ㈱城北自動車 盛岡市みたけ5-18-26
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

272 X-24 岩手 釜石 ㈱元持 釜石市大町1-2-6
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

273 S-21 岩手 釜石
富士製鐵㈱釜石製鐵所

(現　新日鐵住金㈱棒線事業部釜石製鐵
所)

釜石市鈴子町23-15 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 昭和36年 昭和55年 取扱いなし

274 A-5 岩手 釜石 新日本製鐵㈱釜石製鐵所 釜石市鈴子町23-15 モーター、ブレーキライニング整備作業 昭和36年 昭和55年 石綿使用中止

275 P-15 岩手 釜石
新日本製鐵㈱釜石製鐵所

(現　新日鐵住金㈱棒線事業部釜石製鐵
所)

釜石市鈴子町23-15
モーター、ブレーキライニング整備作業
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

昭和36年 昭和55年 取扱いなし

276 S-20 岩手 釜石 佐吉組（個人名） 釜石市鈴子町23-15 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1 1

277 I-22 岩手 釜石 太平工業㈱釜石支店 釜石市中妻町3-9-25
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

昭和47年 昭和48年 取扱いなし

278 X-25 岩手 釜石
太平工業㈱釜石支店

(現　日鉄テックスエンジ㈱東北支店)
釜石市中妻町3-9-25

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
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47年 昭和48年 取扱いなし

279 L-14 岩手 大船渡
小野田セメント㈱大船渡工場

(現　太平洋セメント㈱大船渡工場)
大船渡市赤崎町字跡浜21-6 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― 昭和51年頃 取扱いなし 1

280 P-18 宮城 仙台 日本オーチス・エレベータ㈱東北支店 仙台市青葉区一番町1-3-1 エレベーター製造又は保守に関わる作業 ― ― その他
工事現場での間接ばく露。他の事業場で
の作業歴あり。

1

281 X-27 宮城 仙台 小松化成㈱東北事業所 仙台市青葉区一番町2-5-5
解体作業（建築物・構造物・石綿含有製品
等） ― ― 事業場廃止 1

282 T-20 宮城 仙台 ㈱内海建築事務所 仙台市青葉区五橋2-11-1
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

283 D-42 宮城 仙台 太平ビルサービス㈱仙台支店 仙台市青葉区花京院1-1-20
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― 平成14年頃 取扱いなし
派遣先事業場でのばく露。事業場での石
綿取扱いなし。

1

284 S-23 宮城 仙台 第一ビル㈱ 仙台市青葉区中央1-2-3
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 取扱いなし ビル解体に伴い取扱いなし。 1 1

285 P-16 宮城 仙台
㈶鉄道弘済会仙台営業所

(㈱ＪＲ東日本リテールネット)
仙台市青葉区中央1-3

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。 1 1

12 2

2 1
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石綿肺

286 V-28 宮城 仙台
㈱船場仙台出張所
(㈱船場)

仙台市青葉区中央1-8-19
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22年12月に仙台市青葉区中央2-
9-27へ移転。

1

287 I-23 宮城 仙台 東北鉄骨橋梁㈱ 仙台市青葉区本町1-9-2
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。出張作業での間接ばく露。工事現場
での間接ばく露。

1

288 D-44 宮城 仙台 日本紙パルプ商事㈱東北支社 仙台市青葉区本町2-10-33
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― 平成17年8月 取扱いなし
書類保管庫（事務所とは別の場所）での
作業。

1

289 W-22 宮城 仙台 北日本電線㈱
仙台市太白区鈎取字向原前
6-2

吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業 ― ― 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1

290 M-21 宮城 仙台 ＮＥＣトーキン㈱ 仙台市太白区郡山6-7-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― 平成18年2月 取扱いなし 1

291 R-24 宮城 仙台
三晃金属工業㈱仙台工場
(三晃金属工業㈱)

仙台市卸町2-1-10

電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有す
る石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品又は電
解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗
料等の石綿を含有する製品の製造工程におけ
る作業

― ― 事業場廃止 昭和60年2月に事業場廃止。 1

292 N-16 宮城 仙台 三八五流通㈱南東北ブロック 仙台市宮城野区扇町1-8-5
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和63年1月 平成15年8月 事業場廃止
他社事業場構内（他社業務請負）での作
業。平成15年8月に事業場廃止。

1

293 S-26 宮城 仙台 ㈲オーエムティー 仙台市宮城野区鶴ヶ谷8-4-5 タルク等石綿含有物を使用する作業 ― ― 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1 1

294 S-22 宮城 仙台 石田エンジニアリング㈱東北営業所 仙台市宮城野区名掛丁206-9
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

295 O-20 宮城 仙台
宮城交通㈱仙台整備工場

(現　宮交自動車整備㈱仙台統括工場)
仙台市宮城野区日の出町1-
5-34

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 1

296 R-23 宮城 仙台 ㈱宮城建窓
仙台市宮城野区日の出町2-
2-45

石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 事業場廃止 1

297 X-28 宮城 仙台
東北石油㈱仙台製油所

(現　ＥＮＥＯＳ㈱仙台製油所)
仙台市宮城野区港5-1-1

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 昭和46年 ― その他

工事現場での間接ばく露。他の事業場で
の作業歴あり。

1

298 F-13 宮城 仙台 ㈱エーアンドエーマテリアル東北支店 仙台市若林区卸町3-3-3 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 昭和39年4月 平成16年9月 取扱いなし 1

299 P-17 宮城 仙台 東北王子運送㈱仙台営業所
仙台市若林区6丁目字赤沼5-
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

300 Q-16 宮城 仙台 ㈱桑原機械工業 塩竈市北浜1-10-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和50年頃 平成14年頃 事業場廃止 平成14年8月に事業場廃止。 1

301 X-29 宮城 仙台 東北造船㈱ 塩釜市北浜4-14-1
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62年7月 事業場廃止 1 1 2 1 1

302 L-15 宮城 仙台 東北ドック鉄工㈱ 塩釜市北浜4-14-1
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

昭和62年9月 ― その他
修理する船舶によっては石綿を取り扱う
こともある。他の事業場での作業歴あ
り。

2 1
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びまん性
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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
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びまん性
胸膜肥厚

肺がん
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石綿胸水
中皮腫 中皮腫

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

303 X-26 宮城 仙台 郷家工業㈲ 塩釜市北浜4-14-1
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

304 E-4 宮城 仙台 塩釜船舶無線㈱ 塩釜市新浜町3-1-15
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
出張業務のため事業場内での取扱いな
し。

2 1

305 S-24 宮城 仙台 第一水産㈱ 塩釜市港町1-5-15
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

306 M-22 宮城 仙台 極洋捕鯨㈱東部支社 塩釜市笠神一本松
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45年10月に事業場廃止。 1

307 M-23 宮城 仙台 福岡製紙㈱仙台工場 多賀城市宮内1-5-1
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 昭和58年4月事業場廃止。 1

308 S-25 宮城 仙台 日本防火ライト工業㈱仙台工場 岩沼市押分字須加原92
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43年10月 平成13年4月 事業場廃止 1 1 1

309 W-21 宮城 仙台
新日本航空整備㈱仙台事業所

(現　㈱ジャムコ航空機整備事業部機体整
備工場)

岩沼市下野郷字新拓70
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

310 P-20 宮城 石巻 ㈱石巻精機製作所 石巻市大街道東2-10-16
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

― ― その他 工事現場での間接ばく露。 1

311 D-45 宮城 石巻 ㈱佐々木工業所 石巻市小船越字堤下156-4
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1 1

312 S-27 宮城 石巻 大協造船鉄工㈱ 石巻市中瀬5-14
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

313 F-15 宮城 石巻 ㈱田倉電気工業所 石巻市南浜町2-7-16
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50年頃 昭和53年頃 取扱いなし 1

314 F-14 宮城 石巻 エスケー設備 気仙沼市潮見町2-95-2
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 平成14年12月に事業場廃止。 1

315 L-18 宮城 古川 ㈲平自動車整備工場
遠田郡美里町北浦字新高橋
41

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

316 N-17 宮城 古川 中新田自動車整備工場 加美郡加美町城生字前田77
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 平成5年1月に事業場廃止。 1 1

317 L-19 宮城 大河原 日本保温材料㈱白石工場 白石市沢目68

石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品の製造工程
における作業
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 2

318 D-46 宮城 大河原
宮寺石綿理化工業㈱宮城工場
(現　㈱ミヤデラ断熱)

刈田郡蔵王町大字円田御渡
18-2

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

319 Q-17 宮城 大河原
宮寺石綿理化工業㈱宮城工場

(㈱ミヤデラ断熱)
刈田郡蔵王町大字円田御渡
18-2

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 昭和42年頃に事業場廃止。

11
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びまん性
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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
中皮腫 中皮腫

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

320 S-28 宮城 大河原
北日本電線㈱船岡工場

(現　北日本電線㈱船岡事業所)
柴田郡柴田町大字船岡字山
田1-4

吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和45年頃 平成3年頃 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1

321 N-18 宮城 大河原 ㈱東京ダイヤモンド工具製作所仙台工場
柴田郡村田町大字小泉字水
上6-1

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
（外部）委託した建築工事の現場立会い
による間接的なばく露。

1

322 U-16 宮城 瀬峰
ソニー・プレシジョン・マグネ㈱なかだ

事業所
(現　デクセリアルズ㈱なかだ事業所)

登米市中田町宝江新井田字
加賀野境30

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業 昭和48年頃 ― 取扱いなし 1 1

323 F-16 秋田 秋田 エスケイエンジニアリング㈱ 秋田市寺内字蛭根85-2 その他の石綿に関連する作業 ― ― 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

324 N-19 秋田 秋田 三菱マテリアル㈱秋田製錬所 秋田市茨島3-1-18
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

325 N-20 秋田 秋田 東北交通機械㈱秋田支店 秋田市土崎港東3-1-1
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
旧日本国有鉄道土崎工場（現ＪＲ秋田総
合車両センター）構内での作業。

1

326 D-47 秋田 横手 羽後交通㈱横手自動車整備工場 横手市駅前町8-5
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

昭和38年頃 平成9年頃 取扱いなし 1

327 X-30 秋田 横手 ㈲佐藤自動車整備工場
横手市増田町増田字一本柳
西12-14

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

328 X-31 秋田 本荘 ㈱新和製作所
由利本荘市石脇字山の神11-
462

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

329 N-21 山形 山形
新山形日野自動車㈱

(現　西東北日野自動車㈱)
山形市立谷川3-3553-1

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

330 N-22 山形 山形 田中軽合金（個人名） 山形市長町227-3 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 平成21年事業場廃止。 1

331 T-21 山形 山形 山形ガス㈱ 山形市白山3-1-31 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1

332 N-23 山形 山形 東北企業㈱ 山形市松見町11-19 上下水道に関わる作業 昭和40年頃 昭和55年頃 取扱いなし 工事現場での間接ばく露。 1

333 Q-18 山形 山形 寒河江市役所水道課 寒河江市大字寒河江乙191 上下水道に関わる作業 昭和30年 昭和51年 取扱いなし
現在、石綿を含有した材料は使用してい
ない。

1

334 T-22 山形 山形 天童ガス㈱ 天童市高擶三千段南1039 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1

335 S-29 山形 山形 ベア・ロジコ㈱
天童市大字芳賀字楯ノ城
457-1

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 他の事業場での作業歴あり。 1

336 M-24 山形 山形 朝日川酒造㈱ 河北町谷地乙93 酒類製造に関わる作業 ― ― 取扱いなし
石綿取扱いは昭和30年代後半から昭和40
年代前半まで。

1 1

5/8ページ



 （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

※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
中皮腫 中皮腫

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
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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

337 X-32 山形 米沢 東北浅野スレート㈱ 米沢市赤崩字山王浦18710-2
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52年1月 平成16年12月 事業場廃止 平成17年4月に事業場廃止・解散。 1

338 I-25 山形 庄内 ㈱林木工所 鶴岡市本町2-14-23
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

339 I-26 山形 庄内 ㈱鐵興社 酒田市大浜1-4-16 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1 1

340 U-17 山形 新庄 ㈱最北精密 新庄市金沢1125

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
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。解体済の建
物の一部に石綿が使われていた。

4 2

341 F-17 福島 福島 ㈲大森ボデー 福島市大森字島ノ内37-1
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 1

342 L-20 福島 福島 ジェイアールバス東北㈱福島支店 福島市太田町3－11
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。他の事業場
での作業歴あり。

1 1

343 N-24 福島 福島 ㈱福島製作所 福島市三河北町9-80
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

344 U-18 福島 福島 ㈲太田自動車工業 二本松市太田字守山119-6
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 ― 平成12年頃 取扱いなし

他の事業場での作業歴あり。入社以前に
石綿ばく露作業歴あり。

1

345 P-21 福島 福島 曙ブレーキ福島製造㈱ 伊達郡桑折町成田字新宿10
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

昭和46年4月 平成12年3月 取扱いなし 2 1 1

346 D-48 福島 郡山 ㈱メフォス福島事業部 郡山市中町5-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― その他

事業場での取扱いはなく、受託先現場作
業での取扱い。出張作業であり事業場内
での取扱いなし。郡山市学校給食セン
ターでボイラーでの作業。

1

347 D-49 福島 郡山 東北交通機械㈱郡山支店 郡山市菱田町1-90
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

昭和63年頃 平成5年頃 取扱いなし 1 1 1

348 D-51 福島 郡山 福島光産業㈱ 郡山市並木2-12-7 上下水道に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1

349 M-25 福島 郡山 ㈲吉田鉄工所 本宮市南町裏地内 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1

350 D-50 福島 郡山 東陽工業㈱ 本宮市和田字諏訪10

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

― ― 取扱いなし 1

351 U-19 福島 郡山
日電カーボン㈱

(現　東日本カーボン㈱)
郡山市日和田町八丁目字聖
望61

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

― 平成25年5月 取扱いなし 1
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 （建設業を除く）
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※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
中皮腫 中皮腫

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

352 X-33 福島 郡山 ㈱鈴木石材店
田村郡小野町大字浮金字石
倉114

石綿鉱山に関わる作業

― ― 事業場廃止 平成26年12月に事業場廃止。 1 1

353 P-22 福島 郡山 東レＡＣＥ㈱福島工場
田村郡小野町大字谷津作字
下中沢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54年12月 平成10年8月 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1 1 1

354 X-34 福島 いわき
日本化成㈱小名浜工場

(現　三菱ケミカル㈱小名浜工場)
いわき市小名浜字高山34

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
― ― 取扱いなし 1

355 M-26 福島 いわき 小名浜製錬㈱小名浜製錬所 いわき市小名浜字渚1-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1

356 I-27 福島 いわき
十條製紙㈱勿来工場

(現　日本製紙㈱勿来工場)
いわき市勿来町窪田十条1

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

― ― 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。直接の取扱いはない
が、ボイラー整備・補修の部品の一部に
石綿が使われた可能性がある。

1

357 O-23 福島 いわき
呉羽化学工業㈱錦工場

(現　㈱クレハ生産本部いわき事業所)
いわき市錦町落合16

電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有す
る石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品又は電
解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗
料等の石綿を含有する製品の製造工程におけ
る作業

昭和48年3月 昭和61年10月 その他 1

358 D-52 福島 会津 ㈱ホテルキャニオン
会津若松市東山町大字湯本
字上原266-1

解体作業（建築物・構造物・石綿含有製品
等）

― ― 事業場廃止 1 1

359 M-27 福島 会津 会津薬品産業㈱
会津若松市河東町東長原字
長谷地111

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1

360 M-28 福島 会津 ㈱ジー・エス・ピー
会津若松市神指町大字黒川
字街道西268-1

清掃工場又は廃棄物の収集・運搬・中間処
理・処分の作業

昭和61年頃 現在 取扱いあり
工事現場での間接ばく露。利用済みで有
効性を失ったもの（建材廃棄物）の取扱
い。

1

361 M-29 福島 会津 東北開発㈱会津ハードボード工場
会津若松市神指町南四合幕
内南632-1

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1 1

362 I-28 福島 会津 東京化成工業㈱福島工場
耶麻郡猪苗代町川桁字道上
38

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

昭和54年頃 昭和57年頃 取扱いなし 2

363 W-23 福島 会津
日曹金属㈱会津工場

(現　日曹金属化学㈱会津工場)
耶麻郡磐梯町大字磐梯字溜
水1372

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
― ― 取扱いなし 1 1

364 V-29 福島 白河
トーホク運輸㈱白河営業所

(太平洋陸送㈱)
白河市新白河1-76

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。当時の状況
は不明。

1

365 N-27 福島 白河 鈴木特殊硝子製造㈱ 西白河郡西郷村字屋敷裏東3 ガラス製品製造に関わる作業 ― 昭和50年頃 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

366 T-24 福島 喜多方 昭和軽金属㈱ 喜多方市字長内7840
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
その他の石綿に関連する作業

昭和19年頃 昭和60年頃 事業場廃止 5 2

367 N-28 福島 相馬 松川造船㈱ 相馬市尾浜字追川44
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
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

7/8ページ



 （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

※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
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びまん性
胸膜肥厚
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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

368 Q-20 福島 富岡
㈱シムコ浪江事業所
(㈱シムコ)

双葉郡浪江町室原今神21 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 平成24年2月に事業場廃止。 1 1

369 T-25 福島 富岡
東京電力㈱広野火力発電所

(現　東京電力フュエル＆パワー㈱広野火
力発電所)

双葉郡広野町下北迫二ツ沼
58

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55年4月 ― その他 工事現場での間接ばく露。 1 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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