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1766 R-133 新潟 新潟 ㈲前川興業 新潟市上大川前
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

1767 X-137 新潟 新潟 ㈱山名製作所 新潟市北区島見町197

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

平成6年頃 平成13年頃 その他 1

1768 D-275 新潟 新潟 ニイガタ機電㈱ 新潟市北区島見町3268-18
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

1769 D-277 新潟 新潟 ㈱新潟鋳工所 新潟市北区新崎386-8 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1 1

1770 O-145 新潟 新潟 三菱瓦斯化学㈱新潟工場 新潟市北区松浜町3500
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

― ― 取扱いなし 2

1771 X-136 新潟 新潟
シーエムシー中越モータース㈱ピット

サークル新潟店
新潟市中央区鐙1-15-12

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 1

1772 T-127 新潟 新潟 寺泊産業㈱新潟支店 新潟市中央区柳島町3-23
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25年9月に事業場廃止。 1 1

1773 J-1 新潟 新潟 ㈱本間造船所 新潟市中央区柳島町
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 1

1774 D-276 新潟 新潟 ㈱ハイメックスキタヤマ 新潟市中央区東入船町3775 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いあり 船内の配管、排気等の断熱材等に使用。 1 1

1775 X-138 新潟 新潟 ㈱新潟鐵工所新潟造船工場 新潟市中央区入船町4-3776
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種） ― 平成2年 事業場廃止 7 2 5 2

1776 V-135 新潟 新潟
㈱京浜マリンエンジニアリング新潟事業

所
新潟市中央区入船町4-3776

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 1 1

1777 P-127 新潟 新潟 ㈲田中工作所 新潟市中央区入船町4-3776
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
㈱新潟鐵工所新潟造船工場構内での作業
であり、㈱新潟鐵工所の構内下請けで
あった。平成22年5月に事業場廃止。

1

1778 V-136 新潟 新潟 日新興業㈱新潟出張所 新潟市中央区入船町4-3776
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 造船所内での間接ばく露。 1

1779 Q-123 新潟 新潟 ㈱ホシノ新潟出張所 新潟市中央区入船町4-3776
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 新潟造船構内での作業。 1 1

1780 D-280 新潟 新潟
藤井管工業

(現　関西油圧管工㈱)
新潟市中央区入船町

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

1781 D-281 新潟 新潟 広川金属工業㈱ 新潟市中央区近江2-11-11
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

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

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

※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
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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）
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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
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石綿肺 中皮腫
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肺がん
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石綿胸水
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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。
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びまん性
胸膜肥厚

1782 D-282 新潟 新潟 新潟トヨタ自動車㈱ 新潟市中央区女池南1-2-13
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― その他
平成8年までに石綿含有補給部品はノンア
スベストに切替完了。それ以前の部品使
用車両の整備の可能性。

1

1783 D-285 新潟 新潟
日本軽金属㈱新潟工場
(現　日軽新潟㈱)

新潟市中央区出来島938 その他の石綿に関連する作業 ― 昭和55年12月 事業場廃止
昭和55年12月に事業場廃止。他の事業場
での作業歴あり。

1784 O-146 新潟 新潟
日本軽金属㈱新潟工場

(日軽新潟㈱)
新潟市中央区出来島938

その他の石綿に関連する作業
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― 昭和55年12月 事業場廃止
昭和55年12月に事業場廃止。他の事業場
での作業歴あり。

1785 V-134 新潟 新潟 ㈱ナンバ冷機サービス 新潟市中央区鳥屋野462-2
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

出張作業であり事業場内での取扱いな
し。

1 1

1786 D-286 新潟 新潟 ㈲金田製作所 新潟市中央区入船町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）

― ― 事業場廃止 2 2

1787 D-287 新潟 新潟 ㈲大新工業 新潟市中央区入船町
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

1788 N-130 新潟 新潟 新潟船舶工業㈱ 新潟市中央区室町1-16-1
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40年6月
頃

平成2年12月
頃

取扱いなし 1

1789 W-109 新潟 新潟 吉川化工㈱鋳造工場 新潟市西蒲区東小吉619
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 取扱いなし 1

1790 T-129 新潟 新潟 ㈲新潟電業 新潟市沼垂
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

1791 Q-124 新潟 新潟 ㈱新潟鐵工所大山工場 新潟市東区秋葉1-2-1

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業
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 平成19年7月事業場廃止。 3 3 6 3 1 1

1792 M-133 新潟 新潟
北越製紙㈱新潟工場

(現　北越紀州製紙㈱新潟工場)
新潟市東区榎町57 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― 昭和61年10月 取扱いなし 1 1

1793 R-132 新潟 新潟 ㈲ステップ 新潟市東区大形本町1-2-34
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
事業場での石綿取扱いなし。工事現場で
の間接ばく露。他の事業場での作業歴あ
り。

1

1794 F-145 新潟 新潟 ㈱品田鉄工所 新潟市東区大山
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

1795 R-130 新潟 新潟 ㈱新潟電工 新潟市上王瀬町1-30

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
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 1 1 1 1

1796 D-283 新潟 新潟 新潟工芸㈱ 新潟市東区材木町1-63
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 2 2

1797 W-110 新潟 新潟 新潟興機㈱ 新潟市東区神明町8-22
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。造船所内で
の間接ばく露。

2 1

1 1 1
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1798 N-131 新潟 新潟 ㈲秋元工業所 新潟市東区神明町8-22
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

1799 O-144 新潟 新潟 ㈱大桃銘木店 新潟市東区東明8 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 事業場廃止 昭和60年頃事業場廃止 1

1800 D-274 新潟 新潟 オグマ自動車工業㈱ 新潟市東区南紫竹2-3
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

1801 F-143 新潟 新潟 アルボオル工業㈱ 新潟市東区木工新町372-4
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和49年秋 平成4年12月 取扱いなし
平成4年12月に吹付け石綿のある建物は撤
去済み。

1

1802 I-167 新潟 新潟 東北電力㈱新潟火力発電所 新潟市東区桃山町2-200 発電所、変電所、その他電気設備での作業 昭和36年頃 ― 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1 1

1803 S-139 新潟 新潟
新潟臨港海陸運送㈱臨港事業所

(現　㈱リンコーコーポレーション臨港支
店)

新潟市東区臨港町2-4914-
380

港湾での荷役作業 昭和61年1月 昭和63年3月 取扱いなし 1

1804 R-131 新潟 新潟
三協化工機㈱新潟工場

(エムジーシー・エンジニアリング㈱)
新潟市松浜東町1-3389-40

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 産業用機械の製造構内での作業。 1

1805 R-135 新潟 長岡 ㈱山田木工所 長岡市要町1-7-14
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。出張作業で
の間接ばく露。工事現場での間接ばく
露。他の事業場での作業歴あり。現場名
は不明である。

1

1806 R-136 新潟 長岡
玉川マシナリー㈱

(現　三菱マテリアルテクノ㈱長岡製作
所)

長岡市城岡2-4-1
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

1807 I-168 新潟 長岡 ㈱清水熔接板金所 長岡市蓮潟3-4-16 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 工事現場での間接ばく露。 1

1808 I-169 新潟 長岡 ㈱達磨鉄工 長岡市七日市1629 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1

1809 R-134 新潟 長岡 ㈱リケン柏崎事業所柏崎工場 柏崎市北斗町1-37
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

1810 D-289 新潟 柏崎
帝国石油㈱国内本部柏崎鉄工場

(現　国際石油開発帝石㈱国内事業本部施
設ユニット柏崎鉄工場)

柏崎市大久保1-6-2
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和17年5月 平成18年12月 取扱いなし 1

1811 D-290 新潟 柏崎
帝石鑿井工業㈱

(現　帝石削井工業㈱)
柏崎市大久保1-6-2

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）

昭和48年 平成元年 取扱いなし 1

1812 O-148 新潟 上越 電気化学工業㈱青海工場 糸魚川市大字青海2209 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1

1813 X-139 新潟 上越 東邦石産㈱
糸魚川市梶屋敷向川原1144-
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 1

1814 W-111 新潟 上越 ㈱木村鉄工 糸魚川市大字田海1235
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。他の事業場で
の作業歴あり。

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

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

※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

1815 O-147 新潟 上越 ㈱ダイセル新井工場 妙高市新工町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

― ― 取扱いなし 1

1816 R-138 新潟 上越 ㈲信英工業 上越市頚城区上三分一263-1 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 昭和35年6月 平成17年12月 取扱いなし 工事現場での間接ばく露。 1 1

1817 V-137 新潟 上越 新潟運輸㈱上越支店 上越市頸城区西福島575-4 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 取扱いなし 1 1

1818 S-140 新潟 上越 日本曹達㈱二本木工場 上越市中郷区藤沢950

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
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
発電所、変電所、その他電気設備での作業

大正9年 平成4年 取扱いなし 石油精製は行っていない。 14 7 3 3 1

1819 F-147 新潟 上越 ㈱佐藤製作所 上越市三和区野5262-1
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

1820 F-148 新潟 上越 ㈱住友金属直江津 上越市港町2-12-1 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― その他 1

1821 O-150 新潟 新発田
㈱赤原鉄工所新潟工場

(㈱赤原鉄工所)
新発田市佐々木2840 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 昭和57年1月事業場廃止 1

1822 X-140 新潟 新発田 アイコー㈱新潟製造所 村上市坪根札の木406-26

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、プラスター等の充塗料等の
石綿を含有する製品の製造工程における作業
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

― ― 事業場廃止 平成11年5月に事業場廃止。 2 2 4 1

1823 W-112 新潟 新発田 ㈾宮本製作所 村上市田端町3913-1

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 1 1 2 1

1824 T-130 新潟 新発田 山﨑鉄工㈱ 胎内市西本町24-48 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1

1825 F-150 新潟 新発田 ㈱新潟鐵工所新潟構機工場
北蒲原郡聖籠町東港5-2756-
3

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19年7月事業場廃止。 1 2

1826 L-134 新潟 新津
鹿瀬電工㈱

(現　新潟昭和㈱)
東蒲原郡阿賀町向鹿瀬1265

解体作業（建築物・構造物・石綿含有製品
等）

―
昭和61年12月

末頃
取扱いなし

解体作業は常態ではない。昭和61年12月
に事業場廃止。

1

1827 D-292 新潟 小出 魚沼みなみ農業協同組合 南魚沼市美佐島1834-1
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。 1

1828 Q-125 新潟 佐渡 佐渡電設㈱ 佐渡市八幡町53
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 他の事業場での作業歴あり。 1 1

1829 M-136 富山 富山 大平洋ランダム㈱岩瀬工場 富山市岩瀬赤田町1
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
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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)
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びまん性
胸膜肥厚

1830 V-139 富山 富山
東ソー㈱富山工場

(東ソー㈱)
富山市岩瀬古志町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 ― ― 事業場廃止 1

1831 O-153 富山 富山 ㈲青木工業所 富山市上袋606

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53年2月 平成2年 取扱いなし 1 1

1832 N-134 富山 富山 ニチアス㈱名古屋支社富山営業所 富山市上本町3-16
石綿や石綿含有岩綿等の吹き付け・貼り付け
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

1833 Q-127 富山 富山 十全化学㈱ 富山市木場町1-10 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし
ボイラー用のパッキン、保温テープ（成
型品）の交換のみ、石綿取扱いはごく微
量。

1

1834 V-142 富山 富山
北陸発電工事㈱

(北陸プラントサービス㈱)
富山市草島字亀田102-4

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 1 1

1835 R-141 富山 富山
大日本薬品工業㈱
(ファーマパック㈱)

富山市黒崎塚田割396 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1 1

1836 U-123 富山 富山 明菱サービス㈱北陸支店 富山市上冨居118-27
エレベーター製造又は保守に関わる作業

― ― その他 出張作業での間接ばく露。 1

1837 R-142 富山 富山 日本海石油㈱
富山市四方北窪字前島平均
500

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

― ― 取扱いなし 1 1

1838 D-298 富山 富山 ㈲大野工業所 富山市新庄本町2-3-92
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50年頃 平成10年頃 取扱いなし
他の事業場での作業歴あり。当社でのば
く露の比率は低い。

1

1839 L-138 富山 富山 ㈲北信製作所 富山市田中町127
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 平成13年12月に事業場廃止。 1 1

1840 L-136 富山 富山 ㈱北信商会 富山市問屋町2-9-34 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 昭和42年頃 平成15年頃 取扱いなし
当社業務で吹付け作業なし。就労期間は
昭和46年頃から2年間程度。

1

1841 X-141 富山 富山
呉羽自動車工業㈱

(三菱ふそうバス製造㈱)
富山市中市10

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業
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

― 平成5年5月頃 事業場廃止
三菱ふそうバス製造㈱での石綿取扱いな
し。

3 1

1842 O-152 富山 富山 興和運輸㈱ 富山市中島2-8-38 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 事業場廃止 1

1843 I-174 富山 富山 北陸アセチレン㈱ 富山市中田2-16-37
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 1

1844 F-152 富山 富山
富山昭和㈱

(現　昭和タイタニウム㈱)
富山市西宮町3-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし

電気炉、熔融炉、スポンジチタン製造等
の作業。

1845 N-136 富山 富山 昭和タイタニウム㈱ 富山市西宮町3-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― その他 電気炉、スポンジチタン製造等の作業。

2
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1846 V-141 富山 富山 日本海重工業㈱ 富山市西宮71
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6月 事業場廃止 昭和62年6月事業場廃止。 1 11 3

1847 R-143 富山 富山
㈲大松
(㈱大松)

富山市西宮町71
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

1848 N-135 富山 富山 高柳工業所（個人名） 富山市西宮71
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

1849 W-115 富山 富山 爲井塗装店（個人名） 富山市西宮71
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 1

1850 F-154 富山 富山 日本防熱工業㈱富山出張所 富山市西宮71
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39年7月 昭和55年頃 事業場廃止
事業場での石綿取扱いなし。昭和55年に
事業場廃止。

1 1 1

1851 S-143 富山 富山
浜子塗工所（個人名）

(浜子塗工㈱)
富山市西宮71

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
当事業場での石綿の取扱いなし。他社で
の取扱い時に間接ばく露したもの。

1 1

1852 W-113 富山 富山 浦川工業（個人名） 富山市西宮112
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53年7月 事業場廃止 平成16年3月に事業場廃止。 1

1853 D-295 富山 富山 大洋工業㈱ 富山市西宮
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

1854 O-151 富山 富山
倉敷レイヨン㈱富山工場

(㈱クラレ)
富山市蓮町1-33

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25年10月 昭和53年6月 事業場廃止 昭和56年8月に事業場廃止 2

1855 V-138 富山 富山
㈱クラレ富山工場

(㈱クラレ)
富山市蓮町1-33

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
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
その他の石綿に関連する作業

昭和25年10月 昭和53年6月 事業場廃止 昭和56年8月に事業場廃止。 2 2 1

1856 D-294 富山 富山 大星保温工業㈱ 富山市蓮町1-33 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和25年頃 昭和53年 事業場廃止 昭和53年に事業場廃止。 1

1857 T-131 富山 富山 ㈱不二越富山事業所 富山市不二越本町1-1-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和45年9月 平成20年3月 取扱いなし 1 1

1858 Q-128 富山 富山 日産化学工業㈱富山工場 富山市婦中町笹倉635

耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業
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
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 取扱いなし

1859 W-114 富山 富山
日産化学工業㈱富山工場
(現　日産化学㈱富山工場)

富山市婦中町笹倉635

耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業
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
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 取扱いなし

1 1 6 3 1
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公表
番号
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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
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取扱い状況

石綿肺 中皮腫
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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

1860 Q-126 富山 富山 ㈱北伸化工 婦負郡婦中町荻島3253-14
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 2 1

1861 U-121 富山 富山
日清紡績㈱富山工場

(日清紡ホールディングス㈱)
富山市堀15

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16年 平成13年4月 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12月に事業場廃止。 他の事
業場での作業歴あり。

1 1

1862 D-293 富山 富山 吉野工務店（個人名） 富山市森
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
事業場での石綿取扱いなし。出張作業で
の間接ばく露。平成15年に事業場廃止。

1 1

1863 I-172 富山 富山
東芝テクノネットワーク㈱富山サービス

ステーション
富山市八日町247-26 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

1864 P-129 富山 富山
㈱不二越東富山製鋼所

(現　㈱不二越東富山事業所マテリアル製
造所)

富山市米田町3-1-1 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― 平成19年頃 取扱いなし
電気炉定期修理、突発修理。構内での作
業。

2

1865 F-153 富山 富山 南部製鋼㈱富山出張所 富山市米田町 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1

1866 M-137 富山 富山 日本マグネシウム㈱富山工場 上新川郡大沢野町高内
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 1 1

1867 X-144 富山 高岡
立山アルミニウム工業㈱第二工場

(現　三協立山㈱三協マテリアル社高岡工
場)

高岡市北島851
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45年頃 昭和49年頃 取扱いなし 1

1868 M-139 富山 高岡
三協アルミニウム工業㈱佐加野工場
(現　三協立山アルミ㈱佐加野工場)

高岡市佐加野2-2
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

昭和46年頃 昭和47年頃 取扱いなし 業務委託会社での間接ばく露。

1869 Q-130 富山 高岡
三協立山アルミ㈱佐加野工場

(現　三協立山㈱三協アルミ社佐加野工
場)

高岡市佐加野2-2
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和46年頃 昭和47年頃 取扱いなし 業務委託会社での間接ばく露。

1870 V-143 富山 高岡
三協アルミニウム工業㈱佐加野工場

(現　三協立山㈱三協アルミ社佐加野工
場)

高岡市佐加野2-2
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

昭和46年頃 昭和47年頃 取扱いなし 業務委託会社での間接ばく露。

1871 O-154 富山 高岡 第一ファインケミカル㈱ 高岡市長慶寺530 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし 現在、事業場での石綿取扱いなし 1

1872 N-138 富山 高岡
三協アルミニウム工業㈱本社工場
(現　三協立山アルミ㈱本社工場)

高岡市早川70
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46年2月 昭和47年12月 取扱いなし 業務委託会社での間接ばく露。

1873 V-144 富山 高岡
三協アルミニウム工業㈱本社工場

(現　三協立山㈱)
高岡市早川70

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46年2月 昭和47年12月 取扱いなし 業務委託会社での間接ばく露。

1874 P-132 富山 高岡 ㈲高岡ボウリングセンター 高岡市東中川1-23
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― 事業場廃止 昭和50年3月頃に事業廃止。 1

1875 L-139 富山 高岡
ホクセイアルミニウム㈱
(現　新日軽㈱北陸製造所)

高岡市本郷2-5-8
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40年頃 昭和47年頃 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。外注業者
（外壁材アスベスト吹付け作業場）の間
接ばく露。

1

1876 M-140 富山 高岡 日本曹達㈱高岡工場 高岡市向野本町300
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

― 平成16年9月 取扱いなし 1 1

8 2 1

2 1
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1877 S-144 富山 高岡 中越パルプ工業㈱高岡工場 高岡市米島282 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和36年頃 平成18年5月 その他

1878 X-142 富山 高岡
中越パルプ工業㈱能町工場

(現　中越パルプ工業㈱高岡工場)
高岡市米島282

発電所、変電所、その他電気設備での作業
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

昭和36年頃 平成18年5月 その他

1879 V-145 富山 高岡
住友化学工業㈱軽金属事業部富山工場

(住友化学㈱)
新湊市奈呉の江8-3

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61年10月 事業場廃止 昭和61年10月に事業場廃止。 2 1 1

1880 D-301 富山 高岡 木沢汽力工業㈱ 射水市赤井211 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1

1881 R-145 富山 高岡
日本電工㈱北陸工場

(現　新日本電工㈱北陸工場)
射水市小島3004 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1 1

1882 D-300 富山 高岡 田村鉄工所（個人名） 射水市大門4 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 ― ― 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

1883 W-116 富山 高岡 藤為工業㈱富山事業所 射水市奈呉の江8
その他の石綿に関連する作業

―
昭和61年8月

頃
取扱いなし 1

1884 D-299 富山 高岡 住友アルミニウム製錬㈱富山製造所 射水市奈呉の江8-3 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― 昭和61年10月 事業場廃止 昭和61年12月解散。 1

1885 X-143 富山 高岡 日本高周波鋼業㈱富山製造所 射水市八幡町3-10-15
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
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

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 2

1886 R-146 富山 高岡 富山大建工業㈱ 射水市堀江千石6 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いなし。平成20年9月
に事業場廃止。他の事業場での作業歴あ
り。

1 1

1887 W-117 富山 魚津 富山県小型運輸㈱魚津営業所 魚津市大光寺字坊丸1320-1
石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業

― ― 事業場廃止 1

1888 X-145 富山 魚津 日本カーバイド工業㈱魚津工場 魚津市本新751

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
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 取扱いなし 6 3 1 1 2 1 1

1889 O-155 富山 魚津 日本カーバイド工業㈱早月工場 滑川市大島530
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34年5月 昭和47年3月 取扱いなし 1

1890 O-156 富山 魚津 北陸建工㈱ 滑川市安田200-8 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。 1

1891 S-148 富山 魚津 日本鉱業㈱三日市製錬所 黒部市天神新8 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 昭和60年3月に事業場廃止。 1

1892 S-146 富山 魚津
吉田工業㈱

(現　ＹＫＫ　ＡＰ㈱黒部製造所)
黒部市吉田200 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和45年4月 昭和46年10月 取扱いなし

対象作業は溶解炉内壁の断熱材補修作
業。

1

2 1
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1893 D-302 富山 魚津 ㈱金田組 黒部市吉田
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 1 1

1894 M-142 富山 砺波
日本通運㈱福野支店

(現　日本通運㈱砺波支店)
砺波市苗加1311-3 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 取扱いなし

出張作業であり事業場内での取扱いな
し。

1

1895 D-303 富山 砺波
大建工業㈱井波工場
(現　井波大建工業㈱)

南砺市井波1-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和59年7月 平成9年10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

1896 T-133 富山 砺波 太平㈱高宮工場 南砺市高宮14
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業
その他の石綿に関連する作業

昭和50年 平成16年3月 取扱いなし 1 1

1897 T-134 富山 砺波 福光自動車板金（個人名）
西礪波郡福光町吉江中1127-
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 1

1898 U-126 石川 金沢 三菱電機ビルテクノサービス㈱金沢支店 金沢市鞍月4-133
エレベーター製造又は保守に関わる作業

― ― 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。出張作業
での間接ばく露。工事現場での間接ばく
露。

1

1899 L-142 石川 金沢 石川工業社（個人名） 金沢市昭和町 ランドリー・クリーニングに関わる作業 ― ― 事業場廃止 昭和31年頃事業場廃止。 1

1900 W-118 石川 金沢 日本通運㈱金沢支店 金沢市専光寺町ヨ8
解体作業（建築物・構造物・石綿含有製品
等） ― ― 取扱いなし 1 1

1901 W-119 石川 金沢 ㈲柿谷石綿パッキング商会 金沢市仙人町7
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 ― ― 事業場廃止 1

1902 R-147 石川 金沢 ㈱北國銀行西金沢支店 金沢市西金沢1-20
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和51年4月 平成21年8月 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

1903 S-149 石川 金沢 ㈱ビー・エム北陸 金沢市横川6-70
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

1904 O-157 石川 金沢 北陸ベストライス㈱
石川郡野々市町御経塚1100-
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 1

1905 R-148 石川 小松 ㈱ローリエ 小松市白江町ト131
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

1906 O-159 石川 小松 小松ガス㈱園工場 小松市園町ヘ30 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし 1

1907 R-149 石川 小松 ㈱小松製作所粟津工場 小松市符津町ツ23
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和43年5月 平成14年2月 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1 1

1908 P-133 石川 小松 ㈱中央自動車商会 小松市三日市町地方ニ11-1
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

1909 O-160 石川 小松
日本トラック㈱加賀支店

(現　日通トランスポート㈱加賀支店)
小松市矢田野町55-35-1 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 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

年から 年まで

公表時の石綿
取扱い状況

石綿肺 中皮腫

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

※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

1910 T-135 石川 小松 東レ㈱石川工場 能美市北市町り-1 その他の石綿に関連する作業 昭和49年10月 平成17年9月 その他 1

1911 HC-6 石川 七尾 ㈱清水造船建設 七尾市昭和町64
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 平成7年頃 その他 他の事業場での作業歴あり。 1 1

1912 W-120 石川 七尾 田岸石産㈱ 七尾市中島町田岸ム18
その他の石綿に関連する作業

― ― 事業場廃止 1

1913 O-161 石川 七尾 マルマン工業㈱ 七尾市万行町1-2 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和30年代 平成2～3年頃 取扱いなし
他の事業場での作業歴あり。安全・衛生
に配慮はしていました。

1 1

1914 Q-132 石川 七尾 七尾海陸運送㈱ 七尾市矢田新町地先埋立地
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
木炭トラックに使用されていた石綿パッ
キンによる間接ばく露。

1 1

1915 T-136 石川 七尾 （個人名） 羽咋郡志賀町富来 船に乗り込んで行う作業（船員その他） ― ― 事業場廃止 1

1916 P-134 石川 穴水 ㈱アメニティ 珠洲市上戸町南方い字51
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

1917 R-150 石川 穴水 キョーワ㈱能登第二工場 珠洲市宝立町春日野49
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。過去におい
て石綿取扱い作業現場で使用された仮設
資材を整備する作業があった可能性があ
る。

1

1918 O-162 石川 穴水
矢野産業㈱瓦工場
(矢野産業㈱)

珠洲市三崎町雲津ラ1-2
レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
作業

昭和54年頃 平成8年頃 事業場廃止
平成8年頃瓦工場廃止済み。現在、石綿取
扱いなし。

1

1919 D-304 福井 福井
福井三菱自動車販売㈱南営業所
(現　福井三菱自動車販売㈱)

福井市今市町54-14
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― 平成5年3月 取扱いなし 1

1920 U-127 福井 福井
酒伊繊維工業㈱春日工場
(サカイオーベックス㈱)

福井市春日3-201
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
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
平成13年10月に事業場廃止。他の事業場
での作業歴あり。当社業務との関連性は
不明である。

2

1921 P-136 福井 福井 台東運輸㈱ 福井市上中町25-8-1
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。工事現場で
の間接ばく露。他の事業場での作業歴あ
り。現在、石綿使用の現場搬入なし。

1

1922 Q-133 福井 福井 東工サッシュ㈱ 福井市大願寺2-7-1 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 昭和42年4月 昭和49年3月 取扱いなし 1

1923 L-143 福井 福井 小森商事㈱福井支店 福井市西開発2-122 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業
昭和56年8月

頃
昭和60年12月

頃
取扱いなし 1

1924 U-128 福井 福井 ㈲成田製作所 坂井市春江町江留上錦108-7
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52年10月 平成8年1月 事業場廃止 　 1

1925 P-135 福井 福井 三星内燃機製作所㈱ 坂井市三国町滝谷3 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
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1926 I-176 福井 敦賀 敦賀断熱工業㈱ 敦賀市古田刈53-1-4 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和41年頃 昭和57年頃 取扱いなし 1 1

1927 W-121 福井 敦賀 東洋紡㈱敦賀事業所 敦賀市東洋町10-24

吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業
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

― ― 取扱いなし 1 1 1

1928 Q-134 福井 敦賀 木村機械建設工業㈱敦賀工場 敦賀市長沢6-6 ゴム・タイヤの製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1 1

1929 D-305 福井 敦賀 関西電力㈱高浜発電所 大飯郡高浜町田ノ浦1 発電所、変電所、その他電気設備での作業 昭和49年11月 現在 取扱いあり 配管保温材等に一部使用。 1 1

1930 T-138 福井 敦賀 山惣工業㈱ 大飯郡高浜町宮崎86-9-1 その他の石綿に関連する作業 ― 平成16年頃 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1

1931 X-146 福井 武生 ㈱パワーユニオン 鯖江市神中町2-911
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

昭和57年12月 平成17年9月 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

1932 D-306 福井 武生 カネボウ合繊㈱北陸合繊工場 鯖江市下河端町6-1-1
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

昭和47年4月 平成18年3月 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1 1

1933 R-151 福井 武生 日信化学工業㈱ 越前市北府2-17-33

その他の石綿に関連する作業
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
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
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

昭和46年11月 昭和58年4月 取扱いなし 1 2 1 1

1934 L-144 福井 武生
東洋化成工業㈱武生工場
(現　東洋紡績㈱武生工場)

越前市上真柄町32-26
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

1935 P-138 福井 武生
東洋化成工業㈱武生工場

(東洋紡㈱)
越前市上真柄町32-26

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
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

1936 D-307 福井 武生 ㈱福井大一工芸
南条郡南越前町関ヶ鼻13-5-
1

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 1

1937 I-177 山梨 甲府
三和電線工業㈱生産本部甲府工場
(現　古河電工産業電線㈱甲府工場)

甲府市荒川2-15-1 その他の石綿に関連する作業 ― 昭和55年頃 取扱いなし

1938 U-129 山梨 甲府
三和電線工業㈱生産本部甲府工場

(古河電工産業電線㈱)
甲府市荒川2-15-1

その他の石綿に関連する作業
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 事業場廃止

1939 W-122 山梨 甲府 エスイー工業㈱山梨工場 韮崎市穴山町三ツ石8807
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

1 1 1

1 1

1
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1940 R-152 山梨 甲府
東洋カーボン㈱山梨工場
(現　グラファイト化工㈱)

南アルプス市小笠原1226-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和36年頃 平成20年頃 取扱いなし
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。ガスケット（石綿入り）を使用して
いた。

1

1941 W-123 山梨 甲府
トキコ㈱山梨工場

(現　日立Ａｓｔｅｍｏ㈱山梨第一工場)
南アルプス市吉田1000

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40年 昭和56年 取扱いなし 1 1

1942 L-145 山梨 甲府 ㈲オートファクトリー 笛吹市春日居町鎮目1487-3
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

他の事業場での作業歴あり。当社が最終
就労事業場であるが、当社での作業歴は
２か月しかなく、入社前に複数の事業場
において、数年以上の石綿ばく露歴があ
る。また当社の作業は自動車の板金塗装
であり、直接石綿を取り扱う作業は行っ
ていない。したがって,当社の作業で発症
したものではないと考える。

1 1

1943 P-140 山梨 都留 平井自動車整備工場（個人名） 都留市古川渡531
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13年3月 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり 1

1944 L-146 山梨 鰍沢
朝日石綿工業㈱山梨工場
(現　㈱アスクテクニカ)

西八代郡市川三郷町市川大
門1488

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20年 平成15年3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。

1945 R-153 山梨 鰍沢 ㈱アスクテクニカ第一工場
西八代郡市川三郷町市川大
門1488

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20年 平成15年3月 取扱いなし

1946 T-139 山梨 鰍沢
㈱アスク山梨工場

(現　㈱アスクテクニカ第一工場)
西八代郡市川三郷町市川大
門1488

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20年 平成15年3月 取扱いなし

1947 W-124 山梨 鰍沢
朝日石綿工業㈱山梨工場

(現　㈱アスクテクニカ第一工場)
西八代郡市川三郷町市川大
門1488

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20年 平成15年3月 取扱いなし

1948 X-147 山梨 鰍沢
㈱アスクテクニカ

(現　㈱アスクテクニカ第一工場)
西八代郡市川三郷町市川大
門1488

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20年 平成15年3月 取扱いなし

1949 O-163 長野 松本 東京電力㈱松本電力所梓川総合制御所 松本市波田10195-2 発電所、変電所、その他電気設備での作業 大正14年頃 ― その他 他の事業場での作業歴あり 1

1950 U-130 長野 松本
昭和電工㈱塩尻工場

(現　昭和電工㈱塩尻事業所)
塩尻市宗賀1

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34年2月 昭和40年10月 その他
乾燥炉、焼成炉の断熱材取替作業。ス
レート、配管パッキン、断熱材等更新の
際に石綿含有物を代替品に交換中。

2 1 1 1 1

1951 V-147 長野 長野 協全商事㈱
長野市稲里町中氷鉋字上荒
沢435

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
昭和46年 昭和50年頃 取扱いなし 1 1

1952 X-150 長野 長野 平和石綿工業㈱ 長野市川中島町御厨1944-1
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 ― ― 事業場廃止 1 1 1 1 1

1953 W-125 長野 長野 ㈱高山商事 長野市栗田86
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

1954 A-46 長野
長野
（旭）

東日本旅客鉄道㈱長野支社 長野市栗田源田窪992-6 制輪子の製造及び車両の解体作業 昭和46年 平成2年度末 石綿使用中止 1 1

3 1 1 1 1 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

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

※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

1955 E-48 長野 長野
トヨノセラテック㈱

(現　ニチアスセラテック㈱豊野工場)
長野市豊野町豊野2004

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45年 昭和61年 取扱いなし 1 1 1 1

1956 T-140 長野 長野 東日本旅客鉄道㈱長野総合車両センター 長野市西和田2-29-1
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

昭和46年 平成2年度末 取扱いなし 1

1957 X-148 長野 長野 三和産業㈱ 長野市西和田2-29-1
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

1958 U-132 長野 長野 ㈲睦自動車
長野市大字稲葉字上千田沖
259-2

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 1

1959 V-146 長野 長野 ㈱滝沢硝子店 長野市大字長野大門町530
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

1960 E-52 長野 長野
日本石綿紡織㈱
(現　㈱日本機材)

長野市大字穂保409-2
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28年 平成2年12月 取扱いなし

1961 V-150 長野 長野
日本石綿紡織㈱

(現　ＮｉＫＫｉＦｒｏｎ㈱)
長野市大字穂保409-2

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
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

昭和28年 平成2年12月 取扱いなし

1962 L-147 長野 長野
日本機材工業㈱
(現　㈱日本機材)

長野市大字穂保409-2

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
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

昭和28年 平成2年12月 取扱いなし

1963 X-149 長野 長野
日本機材工業㈱

(現　ＮｉＫＫｉＦｒｏｎ㈱)
長野市大字穂保409-2

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
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

昭和28年 平成2年12月 取扱いなし

1964 P-142 長野 長野 石堂運輸交通㈱ 長野市三輪1-9-35 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 事業場廃止 平成18年6月に事業場廃止。 1 1

1965 D-310 長野 長野
新潟運輸倉庫㈱

(現　新潟運輸㈱長野支店)
長野市屋島3337-1 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。他の事業場
での作業歴あり。

1

1966 W-128 長野 長野 柳沢自動車整備工場(個人名) 千曲市大字戸倉1899-3
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4月 平成30年3月 取扱いなし 1

1967 E-49 長野 長野
信越岩綿工業企業組合

(現　ニチアスセラテック㈱牟礼工場)
上水内郡飯綱町牟礼396

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45年 昭和61年 取扱いなし

2 3 1 111 6 2 1 3
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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

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

※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

1968 V-148 長野 長野
日アス鉱繊㈱

(現　ニチアスセラテック㈱)
上水内郡飯綱町牟礼396

石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業
石綿や石綿含有岩綿等の吹き付け・貼り付け
作業
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
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

昭和45年 昭和61年 取扱いなし

1969 T-141 長野 長野
日アスロックウール㈱

(現　ニチアスセラテック㈱)
上水内郡飯綱町牟礼396

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45年 昭和61年 取扱いなし

1970 Hc-7 長野 長野 長水通運㈱
上水内郡牟礼村大字牟礼
449-1

石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業
昭和30年代半

ば
昭和40年代半

ば
事業場廃止

日アス鉱繊㈱構内での作業。平成17年3月
に事業廃止。

1

1971 O-165 長野 岡谷 沖電線㈱岡谷工場 岡谷市長地御所2-10-1
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

1972 T-143 長野 岡谷
㈱諏訪精工舎

(現　セイコーエプソン㈱)
諏訪市大和3-3-5

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

― ― その他 1

1973 D-312 長野 岡谷
㈱ヤジマ諏訪工場
(現　㈱矢島)

茅野市金沢3410-3 その他の石綿に関連する作業 ―
平成16年9月

頃
取扱いなし 1 1

1974 L-148 長野 岡谷
㈱南信日立

(現　松田・南信㈱)
長野市南長池古新田369-5

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。

1 1

1975 R-155 長野 上田
㈱増島製針所西塩田第一工場
(現　オルガン針㈱本社工場)

上田市前山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

昭和21年頃 昭和54年頃 取扱いなし

1976 F-157 長野 上田
オルガン針㈱西塩田工場
(現　オルガン針㈱)

上田市前山1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和21年頃 昭和54年頃 取扱いなし

1977 N-141 長野 上田 笠原工業㈱ 上田市常田1-10-3 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし ボイラー室内での作業。 1

1978 P-145 長野 上田 ㈱戸堀 上田市丸子町上丸子1637 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 事業場廃止 平成10年2月に事業場廃止。 1

1979 O-166 長野 飯田 中部電力㈱長野支店飯田電力センター 飯田市上郷飯沼2148-1 発電所、変電所、その他電気設備での作業 ― 平成22年9月 取扱いなし
通常の状態において飛散性のある製品の
取り扱いはなし

1 1

1980 U-133 長野 中野
長野県厚生農業協同組合連合会北信総合

病院
中野市西1-5-63

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
昭和39年 平成26年10月 取扱いなし 1

1981 R-156 長野 中野
日本電信電話㈱須坂電報電話局

(㈱ＮＴＴ東日本-関信越)
須坂市大字須坂476-1

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

工事派遣先であるお客様事業所での作業
中における間接ばく露の可能性あり。推
測であって確定事項ではない。詳細は不
明。

1

1982 Q-136 長野 小諸 ㈱エンドレスプロジェクト 佐久市横和1012-1
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62年8月 平成8年12月 取扱いなし
石綿を直接取扱う作業には従事していな
い。他の事業場での作業歴あり。

1

1 2

8 3 7 5 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

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

※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

1983 N-142 長野 大町
昭和電工㈱大町工場

(現　昭和電工㈱大町事業所)
大町市大町6850 その他の石綿に関連する作業 ― ― その他

スレート、配管パッキン、断熱材等更新
の際に石綿含有物を代替品に交換中。

1984 T-144 長野 大町 昭和電工㈱大町事業所 大町市大町6850
その他の石綿に関連する作業
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

― ― その他
スレート、配管パッキン、断熱材等更新
の際に石綿含有物を代替品に交換中。

1985 F-158 長野 大町 ㈲清水工業 南安曇郡豊科町南穂高555-1
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 1 1

1986 D-314 長野 大町
清水工業

(現　㈲シミズ精機)
安曇野市豊科456-5

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和42年頃 昭和63年頃 取扱いなし 1

1987 D-315 長野 大町 日本電熱㈱ 安曇野市豊科500
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和39年頃 平成15年頃 取扱いなし 1

1988 Q-137 長野 大町
日本電熱㈱広島工場

(日本電熱㈱)
広島市祇園町西原2375-4

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和41年10月 ― 事業場廃止
昭和35年3月から昭和50年9月末まで就労
していた。

1

1989 V-152 岐阜 岐阜 ㈱太田洋八郎商店 岐阜市芋島3-6-20
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 1

1990 D-318 岐阜 岐阜
山田商会（個人名）

(現　山田商会（個人名））
岐阜市加納矢場町1-58

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

1991 I-182 岐阜 岐阜 斉藤商会 岐阜市坂井町 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1 1

1992 D-317 岐阜 岐阜 岐阜県油揚豆腐工業協同組合 岐阜市中鶉
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

1993 X-151 岐阜 岐阜 岐阜日産自動車㈱ 岐阜市東興町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

1994 S-153 岐阜 岐阜 山口鋼業㈱ 岐阜市本荘中ノ町5-8 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和55年頃 平成13年頃 取扱いなし
設備保守時、ホースの断熱保護を目的に
巻いていた市販テープに石綿が使用され
ていた。

1 1

1995 R-159 岐阜 岐阜
㈱ハシマ岐阜工場

(㈱ハシマ)
岐阜市領下7-8

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 当時の資料がないため、詳細不明。 1

1996 U-135 岐阜 岐阜
㈱祖岳製作所

(現　ニチアス㈱羽島工場)
羽島市竹鼻町狐穴3365

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
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
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
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

昭和18年 平成15年 取扱いなし 茶石綿は平成3年で使用中止。

3 2

15/44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

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

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

※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

1997 R-157 岐阜 岐阜
日本アスベスト㈱竹鼻工場
(現　ニチアス㈱羽島工場)

羽島市竹鼻町狐穴3365

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
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18年 平成15年 取扱いなし 茶石綿は平成3年で使用中止。

1998 W-130 岐阜 岐阜
日本アスベスト㈱羽島工場
(現　ニチアス㈱羽島工場)

羽島市竹鼻町狐穴3365

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
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
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

昭和18年 平成15年 取扱いなし 茶石綿は平成3年で使用中止。

1999 V-151 岐阜 岐阜 ニチアス㈱羽島工場 羽島市竹鼻町狐穴3365

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
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
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
その他の石綿に関連する作業
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
石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業

昭和18年 平成15年 取扱いなし 茶石綿は平成3年で使用中止。

2000 D-320 岐阜 岐阜 長谷虎紡績㈱ 羽島市江吉良町197-1
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
事業場での取扱いはなく、出張先でのば
く露。

1

2001 D-321 岐阜 岐阜 日東工業㈱ 羽島市堀津町382

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6月 平成4年7月 取扱いなし 1 1

2002 W-129 岐阜 岐阜
㈱大阪パッキング製造所岐阜工場

(現　日本インシュレーション㈱生産事業
部)

瑞穂市野田新田字北沼4064-
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
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35年5月 平成2年10月 取扱いなし

2003 X-153 岐阜 岐阜 日本インシュレーション㈱生産事業部
瑞穂市野田新田字北沼4064-
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
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、プラスター等の充塗料等の
石綿を含有する製品の製造工程における作業
その他の石綿に関連する作業
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

昭和35年5月 平成2年10月 取扱いなし

34 13 33 18 17 3 1 1 41

9 2 9 3 1 1 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

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

※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

2004 X-152 岐阜 岐阜 川崎重工業㈱岐阜工場 各務原市川崎町1
その他の石綿に関連する作業

― ― 取扱いなし
他の事業場での作業歴あり。塗装及びさ
び落とし作業を行う際アスベストを使用
した業務に従事。

1

2005 W-131 岐阜 岐阜 ㈲各務原センター 各務原市鵜沼各務原町4-96
石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業

― ― 取扱いなし 1

2006 D-319 岐阜 岐阜 住友大阪セメント㈱ 本巣市山口11 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし
アスベスト成型品（屋根、外壁）を使用
した建屋内にある設備の調査等。他の事
業場での作業歴あり。

1

2007 D-316 岐阜 岐阜
㈱ヤマガタヤ岐阜建材部

(現　㈱ヤマガタヤアットホーム)
羽島郡岐南町伏屋7-55 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― 平成11年12月 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。

2008 P-147 岐阜 岐阜
㈱ヤマガタヤ岐阜建材部

(現　㈱ヤマガタヤ岐阜営業部)
羽島郡岐南町伏屋7-55 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― 平成11年12月 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。

2009 Hc-9 岐阜 大垣
大日本紡績㈱大垣化学工場

（ユニチカ㈱）
大垣市久瀬川町7-5 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止

2010 Q-140 岐阜 大垣
ニチボー㈱大垣工場

(ユニチカ㈱)
大垣市久瀬川町7-5 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止

2011 M-146 岐阜 大垣 ㈱佐久間工業 大垣市青柳町1-241
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60年頃 平成15年頃 取扱いなし 1

2012 F-162 岐阜 大垣 関ケ原運送㈱
養老郡養老町宇田字本堂50-
13

石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 取扱いなし
過去、個人事業主として石綿含有製品の
運搬業務に従事した。

1 1

2013 D-324 岐阜 大垣 東レ㈱岐阜工場 安八郡神戸町大字安次900-1
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45年頃
平成17年7月

頃
取扱いなし

昭和60年以降はガスケットの使用。他の
事業場での作業歴あり。

1

2014 T-148 岐阜 大垣
淀川製薬㈱岐阜工場

(現　住友化学㈱大分工場岐阜プラント)
安八郡安八町牧十八町3750 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― その他 新規の石綿取扱い業務はなし。 1

2015 D-323 岐阜 大垣 渡辺石綿工業㈱片山工場 揖斐郡池田町片山2311
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

― ― 事業場廃止 1

2016 R-160 岐阜 高山 飛騨繭糸販売農業協同組合連合会高山社 高山市花里町2-67 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1

2017 D-325 岐阜 高山 神岡鉱業㈱ 飛騨市神岡町鹿間1-1 その他の石綿に関連する作業 昭和54年頃 昭和56年頃 取扱いなし 1 1

2018 S-154 岐阜 高山 サンケイ工業㈱下呂工場 下呂市野尻708 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし 1

2019 P-150 岐阜 多治見
岐阜いすゞ自動車㈱多治見営業所

(現　いすゞ自動車東海北陸㈱東濃営業
所)

多治見市前畑町4-60
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

2020 Q-141 岐阜 多治見 余語匣鉢㈱ 多治見市笠原町1647
レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
作業

― ― その他 1 1

1 1

1 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

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

※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

2021 X-155 岐阜 多治見 ㈲丸中製陶所 瑞浪市山田町1472
レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
作業 ― ― 事業場廃止 1 1

2022 X-154 岐阜 多治見 カクカ陶料㈱ 瑞浪市宮前町1-52
レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
作業 ― ― 事業場廃止 1

2023 R-161 岐阜 多治見 柴田窯業原料㈱土岐工場 土岐市駄知町95-8
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
事業場での石綿取扱いなし。現在使用し
ている機械等には無いとは思うが、旧の
機械には使用されていたと思われる。

1

2024 M-147 岐阜 多治見 髙砂工業㈱ 土岐市駄知町2321-2 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和35年頃 平成17年7月 取扱いなし 1

2025 S-155 岐阜 多治見 東和耐火工業㈱岐阜工場 可児市中恵土21-1 その他の石綿に関連する作業 昭和43年6月 平成5年12月 取扱いなし
他の事業場での作業歴あり。石綿を含有
する耐火物の研究開発及び品質管理作
業。

1

2026 U-137 岐阜 多治見 大栄住宅㈱ 可児市二野字鍋煎1979-1 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1 1 1

2027 P-149 岐阜 多治見 ＮＧＫアドレック㈱ 可児郡御嵩町美佐野3040
レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
作業

昭和39年5月 平成18年4月 取扱いなし 2 1

2028 D-326 岐阜 関 桐井産業㈱坂祝営業所 加茂郡坂祝町酒倉2348
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
事業場での取扱いはなく、出張先での間
接ばく露。

1 1

2029 L-152 岐阜 恵那
明智耐火煉瓦㈱

(現　明智セラミックス㈱)
恵那市明智町1614

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36年 昭和55年 取扱いなし 1

2030 W-132 岐阜 恵那 鈴一物産㈱岩村営業所 恵那市岩村町736-1
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 取扱いなし 1 1

2031 X-156 岐阜 恵那
王子板紙㈱中津川工場

(現　王子マテリア㈱中津川工場)
中津川市小川町2-3

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
― ― 取扱いなし 1 1

2032 I-183 静岡 浜松 明星工業㈱浜松工場 浜松市北区細江町中川2020

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

― ― 取扱いなし

2033 R-163 静岡 浜松
明星工業㈱浜松工場

(現　日本ケイカル㈱本社工場)
浜松市北区細江町中川2020

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
その他の石綿に関連する作業

― ― 取扱いなし

2034 S-156 静岡 浜松
都田運送㈲
(都田運送㈲)

浜松市北区都田町6483 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 事業場廃止
石綿ばく露作業は、石綿原綿又は石綿製
品の運搬、トラックへの積み込み作業。

1

2035 S-157 静岡 浜松
扶桑軽合金㈱浜松工場
(㈱アーレスティ)

浜松市中区小豆餅4-14-1
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
アルミダイカストの製造工程で断熱材を
使用していたが当時の記録がなく詳細不
明。平成25年3月に事業場廃止。

1

2036 W-134 静岡 静岡 日本軽金属㈱蒲原製造所 静岡市清水区蒲原161
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 ― 昭和56年頃 取扱いなし

アルミニウム精錬またはアルミニウム製
品製造に関わる作業。

4 1 2

1 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

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

※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

2037 T-150 静岡 浜松 大和染工㈱ 浜松市中区木戸町3-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和31年 平成18年 取扱いなし 1

2038 T-149 静岡 浜松
㈱エフ・シー・シー佐藤工場

(㈱エフ・シー・シー)
浜松市中区佐藤町880

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33年頃 平成6年頃 事業場廃止 平成12年12月に事業場廃止。

2039 U-138 静岡 浜松
不二化学工業㈱佐藤工場
(㈱エフ・シー・シー)

浜松市中区佐藤町880
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33年頃 平成6年頃 事業場廃止 平成12年12月に事業場廃止。

2040 T-151 静岡 浜松 鈴木モーター販売㈱ 浜松市東区北島町818
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

― ― 取扱いなし
石綿の取扱いはないが、修理工場でブ
レーキシューを修理する時ブレーキ
シューに使用されていた石綿にばく露。

1

2041 Q-142 静岡 浜松 サクラ工業㈱ 浜松市東区半田町18
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

昭和44年 平成2年 取扱いなし 1 1

2042 R-162 静岡 浜松 ハマアス㈱ 浜松市南区卸本町29
石綿や石綿含有岩綿等の吹き付け・貼り付け
作業

昭和43年頃 昭和49年頃 取扱いなし 1

2043 N-148 静岡 浜松 榑松金型製作所（個人名） 浜松市南区参野町311 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 平成23年7月事業場廃止。 1

2044 F-163 静岡 浜松 ㈱渥美鐡工所 浜松市南区新橋町283
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 事業場内での取扱いなし。 1 1

2045 D-328 静岡 浜松 爪田鉄工㈱ 浜松市南区西町430 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1

2046 U-139 静岡 浜松
富士電気化学㈱湖西工場
(現　FDK㈱湖西工場)

湖西市鷲津2281
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 取扱いなし 1 1

2047 P-156 静岡 静岡 静岡瀝青工業㈱ 静岡市葵区紺屋町4-8
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。他の事業
場での作業歴あり。昭和36年当社入社以
前にばく露の可能性もあり。

1

2048 S-161 静岡 静岡
第一建築サービス㈱静岡支店

(現　㈱ダイケンビルサービス静岡支店)
静岡市葵区栄町3-9

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
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。

1 1

2049 D-338 静岡 静岡 産女自動車（個人名） 静岡市葵区産女
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

2050 S-160 静岡 静岡 静岡ビル保善㈱ 静岡市葵区鷹匠2-23-9
発電所、変電所、その他電気設備での作業
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。 1 1

2051 O-172 静岡 静岡 日本オーチス・エレベータ㈱静岡営業所 静岡市葵区常盤町2-13-1 エレベーター製造又は保守に関わる作業 昭和25年10月 平成6年4月 取扱いなし
工事現場での間接ばく露　他の事業場で
の作業歴あり　エレベーター取付作業

1

2052 S-158 静岡 静岡 ㈱稲葉商店 静岡市葵区長沼971-1
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

4
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びまん性
胸膜肥厚

2053 D-331 静岡 静岡
安倍川製紙㈱

（現　王子特殊紙㈱東海工場静岡製造
所）

静岡市葵区柳町16-1

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35年頃 平成2年3月 取扱いなし 平成20年8月に事業場廃止予定。

2054 M-148 静岡 静岡
安倍川製紙㈱

（王子特殊紙㈱）
静岡市葵区柳町16-1

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
その他の石綿に関連する作業

昭和35年頃 平成2年3月 事業場廃止 平成20年8月に事業場廃止。

2055 V-154 静岡 静岡
安倍川製紙㈱

(王子エフテックス㈱)
静岡市葵区柳町16-1

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
その他の石綿に関連する作業

昭和35年頃 平成2年3月 事業場廃止 平成20年8月に事業場廃止。

2056 D-344 静岡 静岡 鈴与㈱ 静岡市清水区入船町11-1 港湾での荷役作業 昭和44年3月 昭和57年12月 取扱いなし 1

2057 Q-146 静岡 静岡 上州工業㈱ 静岡市清水区大坪2-13-10
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。他の事業場
での作業歴あり。昭和63年以降石綿は使
用しておらず、船の修繕のみ。それ以前
も防じんマスク等は使用していた。

1 1

2058 L-153 静岡 静岡
浅野スレート㈱清水工場

(㈱エーアンドエーマテリアル)
清水市駒越520

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20年 昭和52年3月 事業場廃止 昭和52年3月に事業場廃止。 1

2059 X-157 静岡 静岡 ㈱森本造船所清水工業所 静岡市清水区折戸4-7-54
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

2060 X-158 静岡 静岡 日本軽金属㈱蒲原製造所 静岡市清水区蒲原161
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 ― 昭和56年頃 取扱いなし

アルミニウム精錬またはアルミニウム製
品製造に関わる作業。

4 1 2 1

2061 O-171 静岡 静岡 東名鍛工㈱ 静岡市清水区渋川3-12-10 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 取扱いなし 1 1

2062 P-157 静岡 静岡 大和木工㈱ 静岡市清水区長崎203-1 タルク等石綿含有物を使用する作業 ― ― 事業場廃止 1

2063 N-150 静岡 静岡 静和機械工業㈱ 清水市七ツ新屋445
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 昭和51年頃事業場廃止。 1

2064 S-159 静岡 静岡
新興港運㈱
(新興港運㈱)

静岡市清水区日の出町1-47 港湾での荷役作業 ― ― 事業場廃止
昭和45年頃から清水港において石綿の荷
役作業はあったものの、当時の記録がな
く詳細不明。

1 1

2065 P-154 静岡 静岡 ㈱清水電業社 静岡市清水区港町2-6-9
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 事業場廃止 1 1

2066 Q-145 静岡 静岡
玉置工業（個人名）
(現　玉置工業㈱)

静岡市清水区三保101-6
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

4 1
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2067 D-330 静岡 静岡 遠藤工業㈱ 静岡市清水区三保106-1
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48年12月 昭和49年12月 取扱いなし 1 1

2068 N-152 静岡 静岡
日本鋼管㈱清水造船所

(現　ＪＦＥエンジニアリング㈱清水製作
所)

静岡市清水区三保387-1
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33年 昭和53年頃 取扱いなし 平成7年造船事業廃止。

2069 W-135 静岡 静岡
日本鋼管㈱清水造船所

(ＪＦＥエンジニアリング㈱)
静岡市清水区三保387-1

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33年 昭和53年頃 事業場廃止

平成7年造船事業廃止。造船所内での間接
ばく露。平成25年3月事業廃止。

2070 N-151 静岡 静岡
日本鋼管㈱清水製作所

(現　ＪＦＥエンジニアリング㈱清水製作
所)

静岡市清水区三保387-1
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33年 昭和53年頃 取扱いなし 平成7年造船事業廃止。

2071 I-184 静岡 静岡 ＪＦＥエンジニアリング㈱清水製作所 静岡市清水区三保387-1
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33年 昭和45年頃 取扱いなし 平成7年造船事業廃止。

2072 D-332 静岡 静岡 ㈱金指造船所清水工場 静岡市清水区三保491-1
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― 平成11年2月 事業場廃止 平成11年2月に事業場廃止。 1 1

2073 P-152 静岡 静岡 ㈱カナサシ重工 静岡市清水区三保491-1
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。造船所内で
の間接ばく露。

1

2074 U-141 静岡 静岡 金清興業㈱ 静岡市清水区三保491-1
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 1

2075 P-155 静岡 静岡 金和船舶工業㈱ 清水市三保491-1
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 昭和50年頃に事業場廃止。 2 1

2076 R-164 静岡 静岡 三保冷凍（個人名） 清水市三保751
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

2077 N-149 静岡 静岡 金栄船舶装備㈱ 静岡市清水区三保1150-1
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― その他 造船所内での間接ばく露。 1 1

2078 D-343 静岡 静岡 ㈲豊光木工 静岡市清水区三保2949
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

2079 Q-144 静岡 静岡 ㈱三保造船所 静岡市清水区三保3797
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。造船所内で
の間接ばく露。他の事業場での作業歴あ
り。

1

2080 D-335 静岡 静岡 三久船舶工業㈱ 静岡市清水区三保4010-19
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

2081 D-334 静岡 静岡 高見船舶工業㈱ 静岡市清水区三保
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

2082 D-337 静岡 静岡 山田船舶鉄工㈱ 静岡市清水区三保
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

2083 M-149 静岡 静岡 ㈱芝野工運店 清水市三保塚間395
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

5 1 21 8 1 1 4
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2084 D-329 静岡 静岡 井上工業㈱ 静岡市清水区宮加三348-25
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36年頃 昭和56年頃 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。造船所内で
の間接ばく露。

1

2085 D-342 静岡 静岡 富士合板㈱ 静岡市清水区宮加三530
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

2086 V-157 静岡 静岡 富士合板建材㈱ 静岡市清水区宮加三530 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止

2087 U-140 静岡 静岡 ㈱海電社 静岡市清水区宮加三552
船に乗り込んで行う作業（船員その他）

― ― 取扱いなし 1 1

2088 O-173 静岡 静岡 ㈲藤谷工業社 静岡市清水区宮加三703
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

2089 M-150 静岡 静岡 岩崎モータース（個人名） 清水市宮加三719-3
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15年頃 事業場廃止 平成15年1月に事業場廃止。 1

2090 D-341 静岡 静岡
㈱日立製作所清水工場

(現　日立アプライアンス㈱清水事業所)
静岡市清水区村松390

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和18年11月 平成17年12月 取扱いなし
石綿を含んだ成形部品（パッキン）を加
工する作業。

1 1

2091 P-153 静岡 静岡 ㈱清水スミコン 清水市八千代町
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 1

2092 M-151 静岡 静岡 南海工業㈱ 静岡市清水区山原128-1
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 取扱いなし
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。

1

2093 D-336 静岡 静岡 三光冷凍 静岡市清水区
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

2094 D-340 静岡 静岡 新生工業㈱ 静岡市清水区
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

2095 P-160 静岡 静岡 菱友スレート販売㈱ 静岡市駿河区小黒2-3-30
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

2096 T-152 静岡 静岡 小林建具店（個人名） 静岡市駿河区上川原7-83
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27年12月に事業場廃止。 1 1

2097 R-165 静岡 静岡 静岡日野自動車㈱静岡営業所 静岡市駿河区国吉田2-5-1
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

昭和37年6月 平成17年頃 取扱いなし 1

2098 U-142 静岡 静岡 三興商事㈱ 静岡市駿河区中田1-5-3
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 1

2099 W-133 静岡 静岡 ㈱江洋自販 静岡市駿河区中村町313-3
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 1

2100 A-48 静岡 静岡 鯨陽陸運㈲ 静岡市駿河区みずほ2-18-1 スレート製品の運送作業 昭和54年6月 平成5年12月 石綿使用中止 事業場内での取り扱いなし。 1

1 1 1
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2101 L-154 静岡 静岡
大石酸素㈱

(ＩＧＮ関東㈱)
静岡市豊田3-3-13 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 平成16年4月に事業場廃止。 1

2102 D-339 静岡 静岡
清水船舶装備㈱
(現　室内装備㈱)

静岡市
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

2103 A-49 静岡 清水 本木工業所 清水市三保 漁船の機関室等の配管工事等 ― ― 事業場廃止 1 1

2104 M-154 静岡 沼津 ㈱杉山工業 沼津市下河原町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

昭和22年頃 昭和45年頃 事業場廃止 昭和45年10月に事業場廃止。 1

2105 S-162 静岡 沼津 ㈱リコー沼津事業所 沼津市本田町16-1
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

昭和43年5月 平成7年8月 取扱いなし 工事現場での間接ばく露。 1

2106 T-155 静岡 沼津 東海プラント㈱ 沼津市真砂町267-2 その他の石綿に関連する作業 平成17年8月 平成26年7月 取扱いなし

アスベスト測定業務。依頼された現場で
大気を吸入し、ろ紙にアスベストが補修
されていたらその量を測定する。建材を
採取して分析業者に依頼する。

1 1

2107 O-174 静岡 沼津 静岡トヨペット㈱御殿場店 御殿場市川島田150
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

2108 V-159 静岡 沼津 日商産業㈱
駿東郡長泉町東野字八分平
50-10

石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 昭和53年 昭和57年 取扱いなし

事業場での石綿取扱いなし。創業地沼津
市春日町33-1構内での作業。昭和57年10
月に駿東郡長泉町東野50-10へ移転。前職
にて石綿の取扱いあり。当社での取扱い
は少量であった。

1

2109 M-156 静岡 沼津
東洋レーヨン㈱三島工場
(現　東レ㈱三島工場)

三島市4845
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33年頃 平成17年9月 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。

2110 W-136 静岡 沼津 東レ㈱三島工場 三島市4845

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
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
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
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和33年頃 平成17年9月 取扱いなし

2111 I-186 静岡 沼津 三島殖産㈱ 三島市4845
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52年3月 平成17年9月 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 2

2112 D-346 静岡 三島 伊豆急行㈱ 伊東市八幡野1151 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和39年3月 現在 取扱いあり

不動産施設の送湯管等に一部現存。平成
17年4月に会社分割以降、温泉に関わる送
湯管等については、別事業場が所有し管
理を行っている。

1 1

2113 R-168 静岡 三島 下田船渠㈱ 下田市武ガ浜8-20
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

2114 D-351 静岡 富士
大昭和製紙㈱富士工場

(現　日本製紙㈱富士工場)
富士市今井4-1-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 1 1

2115 L-159 静岡 富士
日産自動車㈱吉原工場
(現　ジヤトコ㈱)

富士市今泉700-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和44年頃 平成7年頃 取扱いなし 1

15 1 7 3 2 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

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

※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

2116 F-167 静岡 富士
新富士製紙㈱本社工場

(現　王子特殊紙㈱東海工場第一製造所)
富士市入山瀬1-1-1

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45年 昭和62年10月 取扱いなし 1

2117 L-158 静岡 富士 大興製紙㈱ 富士市上横割10 タルク等石綿含有物を使用する作業 昭和44年頃 平成21年5月 取扱いなし
石綿取扱い開始及び終了年月はタルクの
使用開始及び終了時期。

1

2118 O-176 静岡 富士 ㈱ＨＳＫ 富士市五貫島704-262
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

2119 X-159 静岡 富士 フジアス工業㈱ 富士市五貫島704-262
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

2120 L-157 静岡 富士
宇部スレート工業㈱富士工場
(現　ウベボード㈱富士工場)

富士市五貫島字浜添704-65
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42年 平成16年8月 取扱いなし

2121 T-156 静岡 富士 ウベボード㈱富士工場 富士市五貫島字浜添704-65
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42年 平成16年8月 事業場廃止 平成27年3月31日会社解散。

2122 D-350 静岡 富士 日本食品化工㈱富士工場 富士市田島30 その他の石綿に関連する作業 昭和39年頃 現在 取扱いあり
設備のメンテナンス作業により取扱う可
能性あり。

1 1

2123 T-158 静岡 富士 ㈲田村製作所 富士市蓼原72-6
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年頃 昭和48年頃 取扱いなし 1

2124 V-160 静岡 富士
大昭和製紙㈱富士工場

(現　日本製紙㈱富士工場（富士）)
富士市蓼原600 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし 1 1

2125 P-163 静岡 富士
西部金属製作所
(西部工業㈱)

富士市蓼原1073-2 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止
およそ30年前から事業場での取扱いな
し。先代の頃のことであるし本人の作業
内容が不明。

1

2126 S-163 静岡 富士
東海フルハーフ㈱本社工場

(現　㈱エヌ・エル・エム・エカル富士工
場)

富士市中里字水門前2626-24

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45年頃 昭和63年頃 取扱いなし 1

2127 V-163 静岡 富士 ㈲旭電機 富士市平垣本町15-6
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。他社構内での作業。出張作業での間
接ばく露。

1

2128 D-348 静岡 富士
東洋製紙㈱

(現　王子特殊紙㈱東海工場富士製造所)
富士市前田14-1

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31年12月 昭和59年3月 取扱いなし

2129 V-161 静岡 富士
東洋製紙㈱

(現　王子エフテックス㈱東海工場富士製
造所)

富士市前田14-1

石綿や石綿含有岩綿等の吹き付け・貼り付け
作業
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

― ― 取扱いなし 石綿を原料とした紙の製造。

2 1

3 1 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

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

※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

2130 F-168 静岡 富士
新富士製紙㈱富士工場

(現　王子特殊紙㈱東海工場富士製造所)
富士市前田14-1

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59年3月 昭和63年12月 取扱いなし

2131 M-157 静岡 富士
新富士製紙㈱富士工場

(現　王子特殊紙㈱ＦＰ事業本部富士製造
所)

富士市前田14-1

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59年3月 昭和63年13月 取扱いなし 平成21年9月1日社名変更。

2132 P-162 静岡 富士
新富士製紙㈱富士工場

(現　王子エフテックス㈱東海工場富士製
造所)

富士市前田14-1

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

― ― 取扱いなし 石綿を原料とした紙の製造。

2133 X-160 静岡 富士 富士化工㈱ 富士市前田90

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
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
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
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

昭和32年 平成12年 取扱いなし 青石綿は昭和63年1月まで。 8 5 24 9 1 1 1 1 1 2

2134 F-169 静岡 富士 長谷川化工（個人名） 富士市前田
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 1

2135 D-352 静岡 富士 矢部商店（個人名） 富士市前田
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

2136 D-353 静岡 富士 ㈲旭化学工業 富士市松岡245-1
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39年10月 昭和63年 取扱いなし 1

2137 W-137 静岡 富士 ㈱小林製作所 富士市水戸島2-1-1
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

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。出張作業
での間接ばく露。

1

2138 I-188 静岡 富士 小林工業㈱ 富士宮市星山1040-4
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和53年頃 昭和54年頃 取扱いなし
出張作業での間接ばく露。他の事業場で
の作業歴あり。

1

2139 D-349 静岡 富士 東日本スレート工業共同組合富士工場 富士宮市北山字峯6161
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 1

2140 O-175 静岡 富士 テルモ㈱愛鷹工場 富士宮市舞々木町150 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 昭和45年3月 昭和56年11月 取扱いなし
昭和56年11月ガラス炉生産終了に伴い耐
熱手袋を使用する作業も廃止

1

2141 R-169 静岡 富士 宏富士化学鉱業㈱ 富士宮市上井出3131

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
その他の石綿に関連する作業

― ― 事業場廃止 1 1 1

2142 U-146 静岡 磐田 スズキ㈱磐田工場 磐田市岩井2500
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 平成元年 平成5年 取扱いなし 1 1

2143 T-159 静岡 磐田 スズエ電機㈱豊田工場 磐田市海老塚1022 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし 1

4 1 5 2
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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

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

※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

2144 D-354 静岡 磐田
ヤマハメタニクス㈱

(現　ＤＯＷＡメタニクス㈱)
磐田市新貝2630 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和54年頃 平成17年9月 取扱いなし 1 1

2145 L-161 静岡 磐田 池端産業㈱ 掛川市二瀬川5-38

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業
石綿や石綿含有岩綿等の吹き付け・貼り付け
作業

昭和48年頃 昭和52年頃 取扱いなし 2

2146 V-166 静岡 磐田 興国インテック㈱大浜工場 掛川市三俣903-2 ゴム・タイヤの製造に関わる作業 ― ― 取扱いなし
事業場での石綿取り扱いなし。当該者は
アスベスト取扱い事業場に約2年従事して
いた。

1

2147 S-165 静岡 磐田 遠州トラック㈱ 袋井市木原627-3 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。 1 1

2148 X-161 静岡 磐田 サンワ運輸倉庫㈱ 袋井市新池1090-1
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。昭和61年12
月に袋井市堀越へ移転。

1

2149 S-167 静岡 磐田
日本アスベスト㈱袋井工場
(現　ニチアス㈱袋井工場)

袋井市高尾1980

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
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
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
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
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39年 平成11年 取扱いなし

2150 X-162 静岡 磐田 ニチアス㈱袋井工場 袋井市高尾1980

石綿や石綿含有岩綿等の吹き付け・貼り付け
作業
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
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
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
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39年 平成11年 取扱いなし

2151 D-356 静岡 磐田 東絶工業㈱袋井工場 袋井市高尾1980

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43年6月 平成7年頃 取扱いなし 1

2152 W-139 静岡 磐田 ㈱豊香袋井営業所 袋井市高尾1980
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 4 11 6 2 1 2 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

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
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石綿胸水
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

2153 X-163 静岡 磐田
三和パッキング工業㈱袋井工場

(三和パッキング工業㈱)
袋井市高尾1980

建設資材である石綿使用板の加工
その他の石綿に関連する作業
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40年 平成16年 事業場廃止 平成16年5月に事業場廃止。 1 1 1 1 1

2154 S-168 静岡 磐田 福山通運㈱袋井支店 袋井市土橋60

石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業

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

昭和45年4月
頃

― 取扱いなし
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。

1 2

2155 X-164 静岡 磐田
日本通運㈱浜松支店袋井営業支店

(現　日本通運㈱浜松支店)
袋井市国本2783

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。石綿ばく露
作業については、作業内容を証明する資
料が事業場には無いため不明。

1 1

2156 P-166 静岡 磐田 静岡製機㈱浅羽工場 袋井市諸井1300
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

2157 S-166 静岡 磐田
中部電力㈱浜岡原子力建設所

(現　中部電力㈱浜岡原子力発電所)
御前崎市佐倉5561 発電所、変電所、その他電気設備での作業 ― ― その他

事業場設備に石綿含有部分はあるが作業
時においては法令に基づき適正に実施し
ている。他の事業場での作業歴あり。

1

2158 V-165 静岡 磐田
旭可鍛鉄㈱
(旭テック㈱)

菊川市堀之内547-1
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 平成25年8月に事業場廃止。 1

2159 W-140 静岡 島田
日清紡テキスタイル㈱島田工場
(日清紡ホールディングス㈱)

島田市宝来町8-1
その他の石綿に関連する作業

― ― 事業場廃止
事業場での石綿取扱いなし。平成22年9月
に事業場廃止。

1

2160 I-191 静岡 島田 島田モーターサービス㈱ 島田市向島町2960-5
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

2161 I-192 静岡 島田 東海パルプ㈱ 島田市向島町4379

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

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

2162 N-157 静岡 島田 不二機工㈱ 島田市3044-4 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 平成3年1月31日事業場廃止。 1

2163 X-165 静岡 島田 協業組合焼津カーケアセンター 焼津市本中根308-3
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

2164 L-163 静岡 島田 ㈱赤阪鐵工所 焼津市柳新屋670-6
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

― 平成5年2月 取扱いなし 1

2165 D-358 静岡 島田 ㈱スルガ大井川工場 志太郡大井川町高新田300
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59年3月
頃

昭和62年3月 取扱いなし 1

2166 L-162 静岡 島田
ＡＧＣテクノグラス㈱静岡工場

(現　ＡＧＣテクノグラス㈱静岡事業場)
榛原郡吉田町川尻3583-5 ガラス製品製造に関わる作業 ―

平成18年12月
末

取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1

2167 M-161 静岡 島田 ㈱大川原製作所 榛原郡吉田町神戸1235
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和35年 平成16年 取扱いなし 1

2168 R-172 静岡 島田 大東運輸㈱ 榛原郡吉田町住吉367-5
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 1
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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

特記事項
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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
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胸膜肥厚
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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

2169 E-60 愛知 名古屋北
日本アスベスト㈱名古屋支店
(現　ニチアス㈱名古屋支社)

名古屋市東区葵1-1-20 その他の石綿に関連する作業 昭和33年頃 昭和49年頃 事業場廃止

出張作業であり事業場内での取扱いな
し。造船所ほか構内での作業。吹付石綿
の試験吹き等の作業。平成2年1月に名古
屋市南区へ移転。

1 1

2170 M-163 愛知 名古屋北 三菱マテリアル建材㈱名古屋支店 名古屋市東区泉2-21-3
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

― ― 取扱いなし 1

2171 W-144 愛知 名古屋北 松本建工㈱名古屋支店 名古屋市東区代官町33-9
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） ― ― 事業場廃止 1

2172 Q-155 愛知 名古屋北 ㈲協栄製作所 名古屋市東区大幸町9-48-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1 1

2173 T-161 愛知 名古屋北
IHI運搬機械㈱名古屋第一サービスセン

ター
名古屋市東区東桜2-6-11 その他の石綿に関連する作業 ― 昭和55年頃 その他 出張作業での間接ばく露。 1

2174 L-165 愛知 名古屋北 中部電力㈱ 名古屋市東区東新町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

― ― 取扱いなし
当該事業場でのばく露（環境ばく露を含
む）はない。出張作業での間接ばく露。

1

2175 I-193 愛知 名古屋北 中北薬品㈱松軒工場 名古屋市東区松軒1-8 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― 昭和61年6月 事業場廃止 平成3年5月に事業場廃止。 1

2176 F-171 愛知 名古屋北 ㈱ホンダﾞ・エス・エフ中部 名古屋市北区大我麻新田
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

2177 V-168 愛知 名古屋北
㈱神戸製鋼所名古屋工場

(㈱神戸製鋼所)
名古屋市北区金城町3-1 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 ― 平成7年3月 事業場廃止 平成7年3月に事業場廃止。 1

2178 V-167 愛知 名古屋北 ㈱管理センター 名古屋市北区駒止町1-70-3 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― その他 出張作業での間接ばく露。 1

2179 X-166 愛知 名古屋北 ㈱城北製作所 名古屋市北区辻町2-53
耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業

― ― 事業場廃止 1

2180 U-150 愛知 名古屋北 坂本工業㈱ 名古屋市北区中丸町3-13-6
その他の石綿に関連する作業

― ― 事業場廃止 1 1

2181 S-169 愛知 名古屋北
愛知マツダ㈱

(東海マツダ販売㈱)
名古屋市中区大池町1-57

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 1

2182 W-141 愛知 名古屋北 ミズノ㈱ 名古屋市中区大須2-30-16
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

2183 O-181 愛知 名古屋北 日本建設工業㈱名古屋事業所 名古屋市中区金山5-11-6 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

2184 W-145 愛知 名古屋北 不二興産㈱ 名古屋市中区上前津2-4-30
エレベーター製造又は保守に関わる作業

― ― 事業場廃止 1 1
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2185 W-142 愛知 名古屋北 ㈱愛知銀行 名古屋市中区栄3-14-12
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

2186 O-179 愛知 名古屋北 中日サービス㈱ 名古屋市中区栄4-1-1
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

2187 U-148 愛知 名古屋北
㈱ニュートーキョー中日ビル店

(㈱ニュートーキョー)
名古屋市中区栄4-1-1

吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業 ― ― 事業場廃止 平成12年10月に事業場廃止。 1

2188 D-360 愛知 名古屋北
㈱日建設計名古屋事務所

(現　㈱日建設計名古屋オフィス)
名古屋市中区栄4-15-32

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

設計及び現場監理。現場によって使用さ
れている可能性あり。事業場での取扱い
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 1

2189 L-164 愛知 名古屋北 ㈱鷲尾畳製作所 名古屋市中区栄5-8-6
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

― ― 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。中区栄の事業場は、平成6
年8月に事業場廃止。

1 1

2190 U-152 愛知 名古屋南 ハヤシ可鍛鋳鉄所（個人名） 名古屋市中川区十番町1-115
その他の石綿に関連する作業

― ― 事業場廃止 1

2191 P-167 愛知 名古屋北
㈱誠工舎

(㈱Ｊ.フロント建装)
名古屋市中区千代田4-13-1 タルク等石綿含有物を使用する作業 ― ― 事業場廃止 平成20年9月に事業場廃止。 1

2192 N-158 愛知 名古屋北 ㈱佐竹鉄工所 名古屋市中区西川端町8-6
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

2193 F-172 愛知 名古屋北 興和不動産㈱名古屋支店 名古屋市中区錦1-18-11 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。他の事業場
での作業歴あり。

1

2194 U-149 愛知 名古屋北 ㈱竹中工務店名古屋支店 名古屋市中区錦1-18-22
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 工事現場での間接ばく露。 2

2195 M-164 愛知 名古屋北 明産興業㈱ 名古屋市中区西境町3-25
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 昭和43年3月頃事業場廃止。 1

2196 U-151 愛知 名古屋北
山武ビルシステム㈱名古屋支店

(現　アズビル㈱ビルシステムカンパニー
中部支社)

名古屋市中区正木3-5-27
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） ― ― その他

出張作業であり事業場内での取り扱いな
し。工事現場での間接ばく露。

2197 W-143 愛知 名古屋北
山武計装㈱

(現　アズビル㈱ビルシステムカンパニー
中部支社)

名古屋市中区正木3-5-27
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） ― ― その他

出張作業であり事業場内での取り扱いな
し。工事現場での間接ばく露。

2198 S-170 愛知 名古屋北 ㈱濱田建設事務所 名古屋市中区丸の内3-7-21
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

2199 R-174 愛知 名古屋北 松村木工所（個人名） 名古屋市守山区今尻町1905
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

2200 M-162 愛知 名古屋北 ㈱ニシモト 春日井市坂下町5-1215-5
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13年5月31日事業場廃止。 1

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

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

※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

2201 S-171 愛知 名古屋北 ㈲光陽産業 春日井市西本町3-167
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和54年4月 昭和57年8月 取扱いなし 1

2202 F-173 愛知 名古屋北 鈴木精密工業所 春日井市松河戸町1450
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

2203 D-362 愛知 名古屋北 豊和繊維工業㈱ 春日井市味美白山町2-10-4 その他の石綿に関連する作業 昭和41年秋頃 昭和42年春頃 取扱いなし
新製品試作のため石綿布にアスファルト
を塗る作業（限られた室内で一時的に使
用）。

1 1

2204 P-168 愛知 名古屋北

名古屋シェル石油販売㈱春日井インター
給油所

(現　名古屋シェル石油販売㈱セルフＲ19
春日井給油所)

春日井市六軒屋町東丘13-21
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

2205 D-361 愛知 名古屋北 東海ゴム工業㈱ 小牧市東3-1
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

昭和57年頃 平成16年5月 取扱いなし 1 1

2206 O-180 愛知 名古屋北 日本碍子㈱小牧事業所
小牧市大字二重堀字田神
1155

レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
作業

昭和36年頃 平成17年12月 取扱いなし 1

2207 L-168 愛知 名古屋南
朝日スレート㈱名古屋第一工場
(㈱エーアンドエーマテリアル)

名古屋市中川区富船町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19年8月 昭和25年5月 事業場廃止 昭和25年5月に事業場廃止。 1

2208 F-180 愛知 名古屋南 服部鋼運㈱中川富船物流センター 名古屋市中川区富船町4-1
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
出張作業での間接ばく露。運転業務に従
事し、配送先倉庫等での間接ばく露。

1

2209 D-368 愛知 名古屋南 ㈱山二製材所
名古屋市中川区尾頭橋通1-
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
工事現場での間接ばく露。出張作業であ
り事業場内での取り扱いなし。

1

2210 D-376 愛知 名古屋南 名古屋急送㈱広川営業所
名古屋市中川区広川町3-1-
30

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50年 平成5年 取扱いなし
取扱い貨物に石綿製品があった可能性が
ある。事業場での石綿取扱いなし。

1

2211 N-160 愛知 名古屋南 愛知トヨタ自動車㈱中川車検センター 名古屋市中川区太平通7-32
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

2212 N-161 愛知 名古屋南 ㈱吉田木工所 名古屋市中川区明徳町3-24 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1

2213 O-184 愛知 名古屋南 ㈱トイダ 名古屋市中川区小本本町3-3
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 1

2214 O-185 愛知 名古屋南 ㈱白井製作所 名古屋市中川区玉船町3-1
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）

― 平成11年頃 事業場廃止
平成12年4月に事業廃止。他の事業場での
作業歴あり。

1

2215 M-167 愛知 名古屋南
中部電力㈱名港火力発電所

(中部電力㈱)
名古屋市港区一洲町1 発電所、変電所、その他電気設備での作業 ― 昭和57年11月 事業場廃止 昭和57年11月事業場廃止。 1

2216 Q-162 愛知 名古屋南
東海協和海陸㈱
(現　東海協和㈱)

名古屋市港区入船1-1-20 港湾での荷役作業 ― ― 取扱いなし

2217 R-179 愛知 名古屋南 東海協和㈱ 名古屋市港区入船1-1-20 港湾での荷役作業 ― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。取扱貨物に
石綿製品があった可能性がある。

3
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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。
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2218 O-188 愛知 名古屋南
東陽荷役運輸㈱
(現　東陽物流㈱)

名古屋市港区入船1-1-21
港湾での荷役作業
石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業

昭和35年 平成9年 取扱いなし 3

2219 W-147 愛知 名古屋南 川西倉庫㈱名古屋支店 名古屋市港区入船1-3-15
港湾での荷役作業

― ― 取扱いなし 1 1

2220 P-172 愛知 名古屋南 大洋海運㈱ 名古屋市港区入船1-4-28
港湾での荷役作業
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。取扱い貨物
に石綿製品があった可能性がある。

2 1

2221 F-174 愛知 名古屋南 伊勢湾海運㈱ 名古屋市港区入船1-7-40 港湾での荷役作業 ― ― 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

2222 P-174 愛知 名古屋南
藤木海運㈱

(現　㈱フジトランスコ－ポレーション)
名古屋市港区入船1-7-41 船に乗り込んで行う作業（船員その他） ― ― 取扱いなし 1 1

2223 M-166 愛知 名古屋南 大源海運㈱ 名古屋市港区入船2-2-28
石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業
港湾での荷役作業

昭和38年頃 平成15年頃 取扱いなし 5 2 1

2224 T-167 愛知 名古屋南 名港海運㈱ 名古屋市港区入船2-4-6
港湾での荷役作業
石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業

昭和45年頃
平成16年9月

１日
取扱いなし 1 1 1 2

2225 F-175 愛知 名古屋南
㈳日本海事検定協会名古屋支部

(現　㈳日本海事検定協会名古屋第二事業
所)

名古屋市港区入船2-4-23
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

― ― 取扱いなし
事業場での石綿取扱いなし。間接ばく露
であり、石綿を直接取扱う作業はない。

1

2226 O-182 愛知 名古屋南 トレーディア㈱名古屋支店 名古屋市港区入船2-5-7 港湾での荷役作業 ― ― 取扱いなし 3

2227 N-167 愛知 名古屋南 南洲鉄工㈱ 名古屋市港区小碓4-337

石綿パッキン等を使用する配管ダクトの取り
付け工事に従事
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 2

2228 F-181 愛知 名古屋南 名菱企業㈱ 名古屋市港区大江町7 港湾での荷役作業 昭和45年頃
平成13年3月

頃
取扱いなし 1

2229 U-154 愛知 名古屋南 東レ㈱名古屋事業場 名古屋市港区大江町9-1

その他の石綿に関連する作業
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
発電所、変電所、その他電気設備での作業
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
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

昭和26年頃 平成18年 取扱いなし

平成9年以降は、パッキン・ガスケットの
使用。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は出張作
業であって事業場内での取扱いはなし。

2230 V-172 愛知 名古屋南
東洋レーヨン㈱名古屋事業場
(現　東レ㈱名古屋事業場)

名古屋市港区大江町9-1
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26年頃 平成18年 取扱いなし
平成9年以降は、パッキン・ガスケットの
使用。

2231 D-371 愛知 名古屋南 東レエンジニアリング㈱名古屋事業所 名古屋市港区大江町9-1
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

昭和40年頃 昭和60年頃 取扱いなし

2 1 18 1 4 2
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2232 X-169 愛知 名古屋南
東レエンジニアリング㈱名古屋事業所
(現　東レエンジニアリング中部㈱)

名古屋市港区大江町9-1

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
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和40年頃 昭和60年頃 取扱いなし

2233 S-173 愛知 名古屋南
松原塗料㈱土古工場

(松原塗料㈱)
名古屋市港区寛政町1-32

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51年 平成14年5月 事業場廃止 平成20年頃に事業場廃止。 1

2234 I-196 愛知 名古屋南 川西倉庫㈱名古屋支店 名古屋市港区金城ふ頭1-1 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 取扱いなし 1

2235 T-165 愛知 名古屋南
新興海運㈱船内事業部

(現　新興海運㈱名古屋オペレーションセ
ンター)

名古屋市港区金城ふ頭2-7 港湾での荷役作業 昭和38年頃 昭和46年頃 取扱いなし 1 1

2236 Q-163 愛知 名古屋南 不二石油㈱ 名古屋市港区港陽3-21-5 船に乗り込んで行う作業（船員その他） ― ― 事業場廃止 1 1

2237 D-370 愛知 名古屋南 中部電力㈱新名古屋火力発電所 名古屋市港区潮見町34 発電所、変電所、その他電気設備での作業 昭和34年頃 昭和62年頃 その他 廃止設備で未撤去のものがある。 1

2238 D-365 愛知 名古屋南
名古屋造船㈱

(現　㈱ＩＨＩ愛知工場)
名古屋市港区昭和町13

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48年5月 事業場廃止

2239 V-173 愛知 名古屋南
名古屋造船㈱名古屋工場

(㈱ＩＨＩ)
名古屋市港区昭和町13

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48年5月
頃

事業場廃止

2240 N-163 愛知 名古屋南 石川島播磨重工業㈱名古屋工場 名古屋市港区昭和町13

造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）
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48年5月

頃
事業場廃止

2241 U-153 愛知 名古屋南
石川島播磨重工業㈱名古屋工場

(㈱ＩＨＩ)
名古屋市港区昭和町13

造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）
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

―
昭和48年5月

頃
事業場廃止

2242 W-146 愛知 名古屋南
石川島播磨重工業㈱名古屋造船所

(㈱ＩＨＩ)
名古屋市港区昭和町13

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48年5月
頃

事業場廃止

2243 L-170 愛知 名古屋南 要工業㈱ 名古屋市港区昭和町13
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

2244 O-189 愛知 名古屋南 服部船舶工業㈱ 名古屋市港区昭和町13
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

2245 M-165 愛知 名古屋南 住友軽金属工業㈱名古屋製造所 名古屋市港区千年3-1-12 その他の石綿に関連する作業 ― 平成17年頃 取扱いなし

2246 X-168 愛知 名古屋南
住友軽金属工業㈱名古屋製造所
(現　㈱ＵＡＣＪ名古屋製造所)

名古屋市港区千年3-1-12
その他の石綿に関連する作業
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― 平成17年頃 取扱いなし

2 9 4

1 1 1 1 1

1

1 1 1

8 1 2 2
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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

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

※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

2247 L-166 愛知 名古屋南 スミケイ運輸㈱ 名古屋市港区千年3-1-12 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 ― ― 取扱いなし 1

2248 P-169 愛知 名古屋南
共立窯業原料㈱

(現　共立マテリアル㈱)
名古屋市港区築三町2-41

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46年 昭和62年 取扱いなし

2249 A-56 愛知 名古屋南 共立マテリアル㈱ 名古屋市港区築三町2-41 建築用吹き付け材の開発 昭和46年 昭和62年 石綿使用中止

2250 I-195 愛知 名古屋南 ㈳全日本検数協会名古屋支部 名古屋市港区錦町27-32
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

2251 D-375 愛知 名古屋南 名海運輸作業㈱ 名古屋市港区西倉町1-54 港湾での荷役作業 ― ― 取扱いなし
取扱い貨物に石綿製品があった可能性が
ある。事業場での石綿取扱いなし。

1

2252 S-172 愛知 名古屋南 愛知機械工業㈱永徳工場 名古屋市港区野跡5-4-16
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― 平成4年頃 取扱いなし 1

2253 P-171 愛知 名古屋南 新興海運㈱ 名古屋市港区浜2-3-9 港湾での荷役作業 昭和38年頃 昭和46年頃 取扱いなし 2 2

2254 N-165 愛知 名古屋南 東亜樹脂工業㈱ 名古屋市港区船見町1-13 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1

2255 Q-156 愛知 名古屋南
㈱日本機械製作所
(㈱日本機械製作所)

名古屋市港区宝神1-237 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和33年 平成6年 事業場廃止

出張作業での間接ばく露。平成18年5月に
名古屋市港区東蟹田2040へ移転。作業現
場における間接ばく露であり直接石綿を
取扱う作業なし。

1

2256 Q-157 愛知 名古屋南 七野産業㈱ 名古屋市港区明正2-406
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40年頃 平成5年頃 取扱いなし 1

2257 Q-159 愛知 名古屋南 千代田運輸㈱ 名古屋市港区 港湾での荷役作業 ― ― 事業場廃止 1

2258 D-373 愛知 名古屋南
東海高熱工業㈱名古屋工場

(現　東海高熱工業㈱東海高熱テクノセン
ター)

名古屋市南区荒浜町2-10
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

― 昭和63年頃 取扱いなし 1

2259 R-175 愛知 名古屋南 永和工業㈱ 名古屋市南区荒浜町5-7 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1 1

2260 O-186 愛知 名古屋南
浅野スレート㈱名古屋工場

(現　㈱エーアンドエー名古屋)
名古屋市南区加福町3-2

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5年 平成16年9月 取扱いなし

2261 T-162 愛知 名古屋南 ㈱エーアンドエー名古屋 名古屋市南区加福町3-2
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5年 平成16年9月 事業場廃止

2262 X-167 愛知 名古屋南
㈱エーアンドエーマテリアル名古屋工場

(㈱エーアンドエーマテリアル)
名古屋市南区加福町3-2

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5年 平成16年9月 事業場廃止
平成28年4月に㈱エーアンドエー名古屋閉
鎖。

1 1

3 1 2
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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

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

※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

2263 O-183 愛知 名古屋南 ㈱シマネ鉄工 名古屋市南区上浜町7 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 事業場廃止 1 1

2264 T-163 愛知 名古屋南 近藤運送㈱ 名古屋市南区菊住2-5-12 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 取扱いなし 出張作業での間接ばく露。 1

2265 W-148 愛知 名古屋南 大同特殊鋼㈱星崎工場 名古屋市南区大同町2-30
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11月 平成7年3月 取扱いなし 1

2266 N-162 愛知 名古屋南
三井東圧化学㈱名古屋工業所
(現　三井化学㈱名古屋工場)

名古屋市南区丹後通2-1
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40年頃 平成10年 取扱いなし 1

2267 V-169 愛知 名古屋南 ㈱ダイワ工熱 名古屋市南区道徳新町3-52

造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）
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35年 平成3年7月 事業場廃止 平成3年7月に事業場廃止。 1 1

2268 L-167 愛知 名古屋南 ㈱三機工業所 名古屋市南区豊4-16-15
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

2269 Q-160 愛知 名古屋南 田中化工（個人名） 名古屋市南区豊1-22-11 タルク等石綿含有物を使用する作業 ― ― 取扱いなし 1

2270 A-54 愛知 名古屋南 ㈲昭南設備工業 不明 空調ダクトの取り付け、撤去作業 ― ― ― 1

2271 A-55 愛知 名古屋南 ㈲中谷商店 不明 石綿製品の切断、研磨等 昭和21年 ― 事業場廃止 1 1

2272 U-156 愛知 名古屋東 ㈻愛知淑徳学園 名古屋市千種区桜が丘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 ― ― その他 1 1

2273 V-177 愛知 名古屋東 ㈲三洋サービス 名古屋市千種区仲田1-5-20
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

事業場での石綿取扱いなし。現在は排出
事業者との取引はない。

1

2274 P-175 愛知 名古屋東
㈱ブリヂストンＩＰＧ

(ブリヂストン化工品西日本㈱)
名古屋市千種区仲田2-18-6

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
在籍時に従事していた業務との関係につ
いては不明。

1

2275 D-377 愛知 名古屋東 ニッセキ㈱
名古屋市昭和区御器所3-10-
27

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62年頃 事業場廃止 1

2276 V-174 愛知 名古屋東
㈱平松自動車修理工場

(現　㈱アトコ)
名古屋市昭和区白金3-18-26

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 1 1

2277 I-203 愛知 名古屋東 日本特殊陶業㈱本社工場 名古屋市瑞穂区高辻町14-18
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和41年 平成19年8月 取扱いなし 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

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

※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

2278 T-168 愛知 名古屋東 日本碍子㈱ 名古屋市瑞穂区須田町2-56

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
タルク等石綿含有物を使用する作業
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業
レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
作業

昭和53年頃 平成18年9月 取扱いなし 4 1

2279 M-169 愛知 名古屋東 フジモト鈑金工業所（個人名） 名古屋市瑞穂区大喜町
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）

昭和33年 平成15年6月 事業場廃止
工事現場での間接ばく露。
平成16年6月事業場廃止。

1

2280 W-149 愛知 名古屋東 ㈾ナカシマ工業所 名古屋市熱田区古新町2-93
その他の石綿に関連する作業

― ― 事業場廃止 1 1

2281 I-200 愛知 名古屋東 ㈱やまみ服部造船所 名古屋市熱田区千年1-8-44
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― 事業場廃止 1 1

2282 V-178 愛知 名古屋東 鈴木ボイラー整備（個人名） 名古屋市熱田区伝馬2-22-9 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― 平成19年頃 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

2283 X-170 愛知 名古屋東 日本車輌製造㈱ 名古屋市熱田区三本松町1-1

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業
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

昭和32年頃 昭和47年7月 事業場廃止
昭和47年8月から車輌製造部門は豊川製作
所へ移転し、現在は本社機能のみ。

2284 N-171 愛知 名古屋東 日本車輌製造㈱名古屋工場 名古屋市熱田区三本松町1-1

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業
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

昭和32年頃 昭和47年7月 事業場廃止

2285 W-150 愛知 名古屋東
日本車輌製造㈱名古屋工場

(日本車輌製造㈱)
名古屋市熱田区三本松町1-1

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業
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

昭和32年頃 昭和47年7月 事業場廃止
昭和47年8月から車輌製造部門は豊川製作
所へ移転し、現在は本社機能のみ。

2286 P-176 愛知 名古屋東 中宝工業㈲ 名古屋市熱田区三本松町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

2287 L-172 愛知 名古屋東 伏見工業（個人名） 名古屋市熱田区三本松町
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

2288 U-155 愛知 名古屋東 大同特殊鋼㈱機械事業部高蔵製作所 名古屋市熱田区六野1-2-5 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和35年10月 平成13年12月 事業場廃止
平成14年1月に滝春テクノセンターへ移
転。平成13年12月に事業場廃止。

1 1

2289 V-175 愛知 名古屋東 大同プラント工業㈱ 名古屋市熱田区六野1-2-5 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― その他 1

2290 D-378 愛知 名古屋東 ㈱中京アドサイン 名古屋市熱田区桜田町17-10
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和49年3月 平成18年4月 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

2291 N-168 愛知 名古屋東 愛知日産自動車㈱ 名古屋市熱田区桜田町20-34
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 1 1

1 1 22 10 3 5
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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

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

※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

2292 N-169 愛知 名古屋東 ㈱マルモモータースサービスセンター 名古屋市熱田区横田
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

2293 O-193 愛知 名古屋東 豊和産業㈱ 名古屋市熱田区桜田町34
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

2294 D-379 愛知 名古屋東
中部電力㈱名古屋支店大高営業所

(現　中部電力㈱名古屋支店緑営業所)
名古屋市緑区大高町字東正
地71-1

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
出張作業での間接ばく露の可能性は否定
できない。

1 1

2295 S-176 愛知 名古屋東 名鉄住商工業㈱鳴海工場 名古屋市緑区鳴海町柳長32
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

2296 W-151 愛知 名古屋東 日本車輌製造㈱鳴海製作所
名古屋市緑区鳴海町字柳長
80

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

昭和51年10月 昭和56年10月 取扱いなし 1 1 2

2297 M-170 愛知 名古屋東
㈱ＩＨＩロジテック名古屋サービスセン

ター
名古屋市名東区照が丘20 エレベーター製造又は保守に関わる作業 昭和59年2月 平成5年頃 取扱いなし 1

2298 R-180 愛知 名古屋東 カラキ自動車㈱ 名古屋市天白区原3-907
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

2299 S-175 愛知 名古屋東 ㈱ミヅホ製作所 豊明市阿野町坂部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 他の事業場での作業歴あり。 1

2300 R-181 愛知 名古屋東 ㈱村瀬工業所 豊明市新栄町2-371 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1 1

2301 O-190 愛知 名古屋東 ㈱太田工業所 豊明市前後町五軒屋1510-2
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
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。

1

2302 P-178 愛知 豊橋
㈱カナサシ豊橋工場

(現　㈱新来島豊橋造船)
豊橋市明海町22

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49年 平成元年11月 取扱いなし 1

2303 X-171 愛知 豊橋 ㈱第一興商豊橋支店 豊橋市下地町瀬上55-2
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。 1

2304 U-157 愛知 豊橋 光部自動車商会（個人名） 豊橋市船渡町前田17-9
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

2305 X-172 愛知 豊橋
住友軽金属工業㈱伸銅所
(現　ＮＪＴ銅管㈱)

豊川市大木町新道100
その他の石綿に関連する作業

昭和47年 平成10年 取扱いなし 1

2306 R-182 愛知 豊橋
新東ブレーター㈱

(現　新東工業㈱大崎事業所)
豊川市大崎町門1-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ―

平成18年5月
頃

その他 1

2307 X-173 愛知 豊橋 日本車輌製造㈱豊川製作所 豊川市穂ノ原2-20
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 昭和46年5月 昭和49年 取扱いなし 10 5 26 11 1 10 6
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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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石綿肺 中皮腫
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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
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胸膜肥厚
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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。
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びまん性
胸膜肥厚

2308 S-179 愛知 豊橋
㈾宝建材製作所豊川工事グループ

(現　㈱宝建材製作所豊川工事グループ)
豊川市穂ノ原2-20

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
他社においての構内作業であって当社に
おいての石綿の取扱はない。

1 1

2309 S-177 愛知 豊橋
日本バルカー工業㈱新城工場

(日本バルカー工業㈱)
新城市川田字本宮道150

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
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43年10月
頃

平成14年10月 事業場廃止 平成14年10月に事業場廃止。 1 2

2310 Q-167 愛知 岡崎 南部マツダ販売㈱ 岡崎市戸崎元町5-7
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

昭和32年12月 平成18年頃 事業場廃止 平成26年8月に事業場廃止。 1

2311 S-180 愛知 岡崎 日本エステル㈱岡崎工場 岡崎市日名北町4-1
その他の石綿に関連する作業
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41年 昭和54年 取扱いなし 3 1

2312 V-179 愛知 岡崎 鈴木自動車販売㈱ 岡崎市福岡町字御堂山35-1
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

工事現場での間接ばく露。他の事業場で
の作業歴あり。

1

2313 X-174 愛知 岡崎 ㈱高橋テクノ 岡崎市本宿町字柿崎13-2
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 事業場廃止 1 1

2314 T-170 愛知 岡崎 日清紡績㈱美合工場 岡崎市美合町入込45
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和34年1月 昭和43年5月 事業場廃止 平成26年9月に事業場廃止。 1

2315 X-175 愛知 岡崎 東レ㈱岡崎工場 岡崎市矢作町字出口1

その他の石綿に関連する作業
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
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

昭和35年 平成18年8月 取扱いなし
昭和63年以降はジョイントシート、ガス
ケットの使用。

5 2 3 1 1 1 1

2316 I-206 愛知 一宮 ㈱グランドタマコシ 一宮市若竹3-2-18
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

2317 N-173 愛知 一宮 ㈱ニッケ機械製作所中部事業所
一宮市今伊勢町本神戸字河
原1

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の取扱いなし。 1

2318 Q-169 愛知 一宮 ㈲田形製作所 一宮市浅野字花ノ木44-1
その他の石綿に関連する作業
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― ― 事業場廃止 平成23年10月に事業場廃止。 2

2319 U-160 愛知 一宮 ㈲吉田洋家具製造所 一宮市大宮1-5-22
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

2320 O-196 愛知 一宮 ㈱土川油店 一宮市城崎通7-1 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし 1

2321 Q-168 愛知 一宮 クラウン整絨㈱ 一宮市木曽川町黒田字寺東8 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1 1

2322 N-175 愛知 一宮 ㈲本宮工業所
稲沢市祖父江町祖父江外平
150

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
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2323 P-180 愛知 一宮 ㈱サンボード 稲沢市稲島町八反田3741-4
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20年7月に事業廃止。 1

2324 D-383 愛知 半田 ㈱石川木工所 半田市有脇町5-62
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45年頃 昭和60年頃 取扱いなし 1

2325 V-180 愛知 半田 ㈱吉野自動車 半田市乙川町89-1
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

2326 L-176 愛知 半田 輸送機工業㈱ 半田市上浜町102
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

昭和30年前半
頃

昭和30年代半
ば

取扱いなし 1

2327 V-181 愛知 半田 日本碍子㈱知多事業所 半田市前潟町1

吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業
その他の石綿に関連する作業
レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
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
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和34年頃 平成17年12月 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。アスベストパッキン取扱い
作業。

4 3 8 3 1

2328 X-177 愛知 半田 愛知製鋼㈱ 東海市荒尾町ワノ割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
鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業

― 平成20年8月 取扱いなし 1 1

2329 R-186 愛知 半田
㈱東洋商社東海事業所
(現　東商㈱東海事業所)

東海市新宝町31 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― その他 1

2330 D-385 愛知 半田
富士製鐵㈱名古屋製鐵所

(現　新日本製鐵㈱名古屋製鐵所)
東海市東海町5-3

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

― ― 取扱いなし

石綿テープの使用作業場における作業。
他の事業場での作業歴あり。事業所在籍
期間：6年間（昭和40年代）。配管・断
熱・保温等の関連作業において間接的な
ばく露を受ける作業。

2331 T-172 愛知 半田
新日本製鐵㈱名古屋製鐵所

(現　新日鐵住金㈱名古屋製鐵所)
東海市東海町5-3

その他の石綿に関連する作業
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― 昭和60年頃 取扱いなし

2332 D-384 愛知 半田 新光工業㈱ 東海市東海町5-3 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 昭和48年頃 昭和52年頃 取扱いなし

他の事業場での作業歴あり。当事業場の
前に、他の事業場（石綿製品製造事業
場、現在事業場は廃止）で石綿ばく露あ
り。

1 1

2333 R-187 愛知 半田
第一鉄鋼産業㈱名古屋支店
(現　第一鉄鋼㈱名古屋支店)

東海市東海町5-3 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

2334 Q-172 愛知 半田
㈱田中工業

(現　名古屋日管製造㈱)
東海市東海町1-11-3 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

2335 T-171 愛知 半田 ㈱古村電気工業 東海市富貴ノ台1-207
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。工事現場での間接ばく
露。

1

2336 O-200 愛知 半田 大同特殊鋼㈱知多工場 東海市元浜町39 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 取扱いなし 2

2 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

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

※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

2337 M-173 愛知 半田 朝日石綿工業㈱名古屋工場 大府市北崎町遠山1-1

リフト車にて石綿入り不燃建材の積み込み等
の作業
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45年 平成7年 事業場廃止 平成23年3月31日事業場廃止。

2338 I-208 愛知 半田 ㈱エーアンドエー愛知 大府市北崎町遠山1-1

リフト車にて石綿入り不燃建材の積み込み等
の作業
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45年 平成7年 取扱いなし

2339 I-209 愛知 半田 日本高圧電気㈱ 大府市柊山町8-288 その他の石綿に関連する作業 ― 昭和61年頃 取扱いなし 1

2340 U-161 愛知 半田
㈱中部プラントサービス知多事業所

(現　㈱中部プラントサービス知多保修
所)

知多市北浜町10-1
発電所、変電所、その他電気設備での作業

― 平成29年3月 その他 工事現場での間接ばく露。 1 1

2341 F-186 愛知 半田
石川島播磨重工業㈱愛知工場

(現　㈱ＩＨＩ愛知工場)
知多市北浜町11-1

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48年5月 昭和55年頃 その他

2342 U-162 愛知 半田
石川島播磨重工業㈱愛知工場
(現　㈱ＩＨＩ愛知事業所)

知多市北浜町11-1
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48年5月 昭和54年頃 その他

2343 X-178 愛知 半田
石川島播磨重工業㈱愛知工場

(㈱ＩＨＩ)
知多市北浜町11－1

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48年5月 昭和54年頃 事業場廃止

2344 E-63 愛知 半田
石川島播磨重工業㈱知多工場

(現　㈱ＩＨＩ愛知工場)
知多市北浜町11-1

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48年5月 昭和55年頃 その他

2345 Q-174 愛知 半田
石川島播磨重工業㈱知多工場
(現　㈱ＩＨＩ愛知事業所)

知多市北浜町11-1
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48年5月 昭和54年頃 その他

2346 O-198 愛知 半田
㈱ＩＨＩ愛知工場

(現　㈱ＩＨＩ愛知事業所)
知多市北浜町11-1

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48年5月 昭和55年頃 その他

2347 Q-173 愛知 半田 ㈱南組知多営業所 知多市北浜町11-1
造船所内の作業（造船所における事務職を含
めた全職種）

― ― その他 造船所内での間接ばく露。 1 1

2348 N-176 愛知 半田 ㈱ＩＨＩビジネスサポート愛知事業所 知多市北浜町1-1 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。他の事業場
での作業歴あり。

1

2349 O-201 愛知 半田 中部電力㈱知多火力発電所 知多市北浜町23 発電所、変電所、その他電気設備での作業 昭和41年頃 ― 取扱いなし 1

2350 P-183 愛知 半田 中部電力㈱知多第二火力発電所 知多市北浜町10-1 発電所、変電所、その他電気設備での作業 昭和58年頃 ― 取扱いなし 1 1

2351 Q-170 愛知 半田 旭硝子㈱愛知工場 知多郡武豊町字旭1 ガラス製品製造に関わる作業 昭和45年頃 平成7年頃 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1

2352 X-176 愛知 半田 サンエイ㈱車両事業部
知多郡東浦町大字藤江ヤン
チャ1-1

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 昭和56年4月 平成18年3月 事業場廃止 平成18年3月に事業場廃止。 1

2 1 1

7 2 17 6 1 1 2
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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

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

※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)
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びまん性
胸膜肥厚

2353 Q-171 愛知 半田 ㈱トヨレイ 知多郡美浜町豊丘字原子 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1 1

2354 O-203 愛知 津島 ㈱キベ立田工場
愛西市森川町百石山壱番割
1664-1

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52年頃 昭和60年頃 取扱いなし 平成元年頃取扱い中止 1

2355 R-190 愛知 津島 大源海運㈱ 弥富市楠3-9-3
港湾での荷役作業
石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業

平成7年頃 平成15年頃 取扱いなし 2 1

2356 O-204 愛知 津島 藤梱包物流㈱西部工場 弥富市楠2-51 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 取扱いなし
出張作業であり事業場内での取扱いな
し。出向により事業場が替わる為場所不
特定。

1

2357 V-182 愛知 津島 由良海運㈱由良埠頭事務所 弥富市楠3-35 港湾での荷役作業 ― 平成2年12月 取扱いなし 2 1

2358 M-176 愛知 津島 浅野木工所（個人名） あま市坂牧西之宮39
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
家具製造中の作業。
平成23年1月事業場廃止。

1

2359 U-164 愛知 津島 ㈱ニッセン
海部郡蟹江町大字蟹江本町
字ウノ割123

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業
配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

― 平成5年9月 事業場廃止 平成19年1月事業場廃止。 2 1

2360 D-387 愛知 津島 日本毛織㈱弥富工場 海部郡弥富町大字五明1519
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。 1 1

2361 L-177 愛知 津島
三菱セメント建材㈱名古屋工場

(現　三菱マテリアル建材㈱名古屋工場)
海部郡大治町大字西條字西
之川25

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37年 平成14年 取扱いなし 製造は平成13年まで。

2362 M-175 愛知 津島 三菱マテリアル建材㈱名古屋工場
海部郡大治町大字西條字西
之川25

石綿ボードの製造等
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37年 平成14年 取扱いなし 製造は平成13年まで。

2363 T-175 愛知 津島
三菱セメント建材㈱名古屋工場

(㈱エム・エム・ケイ)
海部郡大治町大字西條字西
之川25

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37年 平成13年9月 事業場廃止
製造は平成13年まで。工場は同地に存続
しているが、アスベスト健康被害事項は
㈱エム・エム・ケイが相続している。

2364 P-187 愛知 津島 豊和建材㈱
海部郡大治町大字西條字西
之川25

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38年 平成13年9月 事業場廃止
平成25年10月31日会社解散、平成26年7月
16日清算完了。

2 1

2365 N-181 愛知 津島 中部電力㈱西名古屋火力発電所 海部郡飛島村東浜3-5 発電所、変電所、その他電気設備での作業 昭和45年頃 ― 取扱いなし 1

2366 I-210 愛知 瀬戸 ㈱小鈴自動車
尾張旭市東印場町一里山
3288-1

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

2367 F-187 愛知 瀬戸 名古屋プロパン瓦斯㈱尾張旭営業所 尾張旭市井田町3-92 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。器具取付作業時に住宅等の壁穴あけ
などでばく露した可能性がある。

1 1

2368 D-389 愛知 瀬戸 三郷陶器㈱ 尾張旭市三郷町中井田27 タルク等石綿含有物を使用する作業 ― ― 事業場廃止 1 1

113 3 2
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びまん性
胸膜肥厚

2369 V-183 愛知 瀬戸 ㈻愛知医科大学 長久手市岩作雁又1-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和47年1月 平成27年8月 取扱いなし 1

2370 I-211 愛知 刈谷
東芝セラミックス㈱刈谷製造所

(現　コバレントマテリアル㈱刈谷事業
所)

刈谷市小垣江町南藤1 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 昭和55年頃 平成17年11月 取扱いなし 1

2371 M-177 愛知 刈谷 ㈲徳仁 刈谷市中手町3-703
石綿や石綿含有岩綿等の吹き付け・貼り付け
作業

― ― 取扱いなし 1

2372 O-205 愛知 刈谷 ㈲中央ムセン 刈谷市銀座4-38
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

2373 Q-176 愛知 刈谷 国立大学法人愛知教育大学 刈谷市井ヶ谷町広沢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）

昭和44年頃 ― その他
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

2374 U-165 愛知 刈谷 ㈱五十鈴製作所碧南工場 碧南市雁道町4-1
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

2375 X-179 愛知 刈谷
フタバ産業㈱安城工場

(フタバ産業㈱)
安城市上条町浜道70

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 2 2

2376 Q-177 愛知 刈谷 黒金化成㈱知立工場 知立市山屋敷町山屋敷25 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和36年 平成5年 取扱いなし 1 1

2377 D-390 愛知 刈谷 高浜化学建材㈱ 高浜市高浜町中根2
レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる
作業

― ― 事業場廃止 1

2378 S-183 愛知 江南 名鉄北部運送㈱ 江南市赤童子福住1 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 事業場廃止 平成14.年頃に事業場廃止。 1 1

2379 I-212 愛知 江南 富士運輸㈱ 江南市小杁町林258 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― 平成9年2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

2380 I-213 愛知 江南 豊和産業㈱ 江南市前野町東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

― ― 事業場廃止 1

2381 D-391 愛知 江南
名鉄住商工業㈱犬山検査場

(現　名古屋鉄道㈱犬山検査場)
犬山市梅坪1-1-1

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 現在 取扱いあり
部品の一部に使用されており、石綿を含
まない部品への交換作業あり（飛散のお
それなし）。

1 1

2382 D-392 愛知 江南 木村組 丹羽郡大口町余野 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1

2383 L-178 愛知 江南 三商㈱ 丹羽郡大口町城屋敷2-2-1
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 1

2384 S-185 愛知 名古屋西  東京芝浦電気㈱名古屋工場(㈱東芝) 名古屋市西区葭原町4-21
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13年3月に事業場廃止。 1 1

2385 X-180 愛知 名古屋西 ㈱メイテック 名古屋市西区康生通2-20-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業 ― ― 取扱いなし

派遣先または受注先事業場での作業中に
おける間接ばく露の可能性あり。推測で
あって確定事項ではない。詳細は不明。

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

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

※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

2386 R-192 愛知 名古屋西 三和機工㈱ 名古屋市西区丸野2-183 タルク等石綿含有物を使用する作業 ― ― 事業場廃止 1

2387 O-208 愛知 名古屋西 ㈲日栄巧産 名古屋市西区丸野2-205
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

2388 U-168 愛知 名古屋西 ㈲師勝木工所 名古屋市西区二方町65-2
その他の石綿に関連する作業

― ― 事業場廃止 平成22年11月に事業場廃止。 1

2389 W-155 愛知 名古屋西 東レ㈱愛知工場 名古屋市西区堀越1-1-1

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
その他の石綿に関連する作業
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
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
電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

昭和26年頃 平成17年9月 取扱いなし 8 1 5 1 2 2 1

2390 W-154 愛知 名古屋西
東レエンジニアリング㈱愛知出張所
(現　東レエンジニアリング中部㈱)

名古屋市西区堀越1-1-1
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

2391 O-207 愛知 名古屋西
宮寺石綿理化工業㈱名古屋支店

(㈱ミヤデラ断熱)
名古屋市西区南堀越2-2-19

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27年 昭和56年 事業場廃止 製造は昭和42年から50年までの間。

2392 A-60 愛知 名古屋西 ㈱ミヤデラ名古屋工場 名古屋市西区南堀越2-2-19 建築用保温材の製造作業 昭和27年 昭和56年 ― 製造は昭和42年から50年までの間。

2393 R-194 愛知 名古屋西 名古屋ファーニチア㈲ 名古屋市西区見寄町40
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

2394 P-189 愛知 名古屋西
三菱モンサント化成㈱名古屋工場

(三菱化学㈱)
名古屋市中村区岩塚町大池2 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 事業場廃止 1

2395 R-195 愛知 名古屋西
名鉄運輸㈱中村営業所

(名鉄運輸㈱)
名古屋市中村区黄金通1-8 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 事業場廃止 1 1

2396 O-209 愛知 名古屋西 ㈲鈴木鋳造所 名古屋市中村区郷前町2-50 その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1

2397 I-213 愛知 名古屋西 三共エンジニアリング㈱ 名古屋市中村区太閤3-1-18
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

2398 V-186 愛知 名古屋西 ㈲下田設計研究所 名古屋市西区名駅2-4-3
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。出張作業で
あり事業場内での取扱いなし。

1

2399 V-184 愛知 名古屋西
三井軽金属加工㈱名古屋支店

(㈱ＬＩＸＩＬ)
名古屋市中村区名駅3-22

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

事業場での石綿取扱いなし。合併以前の
在籍記録なく未確認。

1

2400 U-166 愛知 名古屋西 摂津建材工業㈱名古屋工場 名古屋市中村区野田町又部8
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

1 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

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

※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。
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びまん性
胸膜肥厚

2401 M-179 愛知 名古屋西 麒麟麦酒㈱名古屋工場 清須市寺野字花笠100
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

2402 F-188 愛知 名古屋西 三菱重工業㈱冷熱事業本部 清須市西枇杷島町旭3-1 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 ― ― 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

2403 S-184 愛知 名古屋西 ＭＨＳコネクレーンズ㈱
清須市西枇杷島町一反五畝
割496-1

その他の石綿に関連する作業 ― ― 事業場廃止 1

2404 T-177 愛知 名古屋西
日本交通機械㈱芳野工場

(東海交通機械㈱)
清須市西枇杷島町字芳野1-
16-1

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 1

2405 P-188 愛知 名古屋西
㈱黄金工作所

(現　㈱黄金鉄工)
北名古屋市宇福寺東出62

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
平成8年8月に名古屋市西区新木町64より
移転し、同年12月に㈱黄金工作所から㈱
黄金鉄工へ社名変更。

2

2406 D-393 愛知 名古屋西 ㈱トーエイ 北名古屋市熊之庄牛流58 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― 昭和55年頃 取扱いなし 1 1

2407 R-191 愛知 名古屋西 ㈱マルカン西春作業所 北名古屋市九之坪鴨田49
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

2408 D-395 愛知 名古屋西 ㈲柳工作所
北名古屋市六ツ師山ノ神
150-1

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）

昭和28年頃 平成5年頃 取扱いなし
事業場内での取扱いなし。現場の設備解
体作業。工事現場での間接ばく露。

1

2409 F-189 愛知 名古屋西 和光ダクト㈱
西春日井郡春日町大字落合
字高畑80-22

配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和48年6月 平成12年3月 事業場廃止 平成12年3月に事業場廃止。 1 1

2410 R-196 愛知 豊田
旭硝子㈱豊田工場

(現　旭硝子㈱愛知工場)
豊田市梅坪町9-30-1 ガラス製品製造に関わる作業 昭和43年頃 平成8年頃 取扱いなし

平成14年12月に愛知工場に統合。他の事
業場での作業歴あり。

1

2411 W-156 愛知 豊田 トヨタ自動車㈱上郷工場 豊田市大成町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 ― ― 取扱いなし 1

2412 R-197 愛知 豊田
同和鉱業㈱名古屋ＰＥ課

(現　ＤＯＷＡサーモエンジニアリング㈱
工業炉製造部名古屋ＰＥ課)

豊田市柿本町1-25-1 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和43年頃 平成12年頃 取扱いなし
事業場構内での作業。出張作業での間接
ばく露。工事現場での間接ばく露。他の
事業場での作業歴あり。

1

2413 U-169 愛知 豊田
荒川車体工業㈱猿投工場

(トヨタ車体㈱)
豊田市亀首町金山88

自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業 昭和52年頃 昭和61年頃 事業場廃止 平成16年10月に事業場廃止。 1

2414 D-398 愛知 豊田
高島屋日発工業㈱

(現　トヨタ紡織㈱土橋工場)
豊田市清水町5-1-1

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

昭和37年 平成19年11月 取扱いなし 1

2415 D-399 愛知 豊田 ㈲オートショップトヨタ 豊田市天王町1-30
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

2416 D-396 愛知 豊田 トヨタ自動車㈱技術部門 豊田市トヨタ町1
自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解
体する作業

昭和47年4月
頃

平成元年7月
頃

取扱いなし 1

2417 O-210 愛知 豊田 中部電力㈱岡崎支店矢作川電力所 豊田市平戸橋町波岩87-3 発電所、変電所、その他電気設備での作業 ― ― 事業場廃止 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

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

※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

2418 W-157 愛知 豊田 トヨタ自動車㈱明知工場 みよし市明知町西山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 昭和48年頃 平成18年頃 取扱いなし

2419 D-397 愛知 豊田 トヨタ自動車㈱明知工場
西加茂郡三好町大字明知字
西山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

昭和48年頃 平成18年頃 取扱いなし

2420 R-198 愛知 西尾 加藤工業㈲ 西尾市上町菖蒲池22-5 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 ― ― 取扱いなし 1

2421 D-400 愛知 西尾 ㈱日本自動車部品総合研究所 西尾市下羽角町岩谷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
試験品の部品等に含有されていた可能性
がある。

1 1

2422 R-199 愛知 西尾 米津運送㈾ 西尾市米津町野寺道17-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

― ― その他 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。

1 1 1
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