
石綿製品製造・加工工場等一覧

(2010年暫定版追補)

※“2010年暫定版"とあわせてご参照ください。

この冊子は、平成22年6月発行のr石綿製品製造・加工工場

一覧(2010年暫定版)Jに、下記の情報を追加盟補足するもの

[です。

E 平成22年11月に厚生労働省労働基準局労災補償部が公表

した「平成21年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場J

等の情報。

「自動車・鉄道車両の製造J、「造船所内での作業J、「船舶

所有者」に関する情報。

独立行政法人環境再生保全機構
ERCA 





石綿製品製造・加工工場一覧(2010年暫定販追補)

利用に際しての注意事項

平成 22年 6月に石綿製品製造園加工工場一覧(2010年暫定版)を出版したが、平成 22年 11月に厚生労働省労働基準局労災補償部が平成 21年度

石綿ばく露作業による労災認定等事業場を公表したことに伴い、新たにこれらの情報等を追加するとともに、修正を行ったo

この追補版の“コード"及び“連番"は、 2010年暫定版で記載されたものと同じである。

また、造船所、車両等製造事業場についても、今回、別途取りまとめを行った。

利用に際しての注意事項は、「右綿製品製造・加工工場一覧(2010年暫定版)Jに記載しているので、ご参照ください。

く利用者へのお願い>

この資料の精度を高めるため、収録内容に関する訂正・追加等の情報をお持ちの方は、下記までご連絡ください。

環境再生保全機構石綿健康被害救済部情報業務課

FAX: 044-520-2193 E-mail: koujo-ichiran@erca.gojp 
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2011年追補
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宮城県

茨城県

08228 

08232 

栃木県

09202 

09209 

埼玉県

11203 

11216 

11224 

干葉県

企業名(ム!日名称) 工場名

41日本保温材料(株) 白石工場

31 

38 

3 

8 

27 

40 

57 

(株)三方商工
猿島工場

.6.(有)田端石綿工業所

ケイミュー(株) 鹿島工場(神前
Aクボタ松下電工外装(株)、(株)クボ 工場鹿島分エ
夕、久保田鉄工(株) 場)

ケイミュー(株)
ムクボタ松下電工外装(株)、松下外装 足利工場
建材(株)、足利松下電工(株)

ケイミュー(株)
ムクボタ松下電工外装(株)、松下電工 真岡工場
(株)

ライト工業(株)

曙ブレーキ工業(株)ム曙産業(株) 埼玉製造所

埼玉ステンレス工業(株)

トステム松戸(株)
ム日銭カーテンオール(株)

A松戸工場

東海カーボン(株)ム三菱マテリアル建 l 八千代工場
材(株)、三菱セメント建材(株)

製造石綿製品

石綿紡織製品 白石市沢田68 事業所廃止

再生石綿、右綿含有
坂東市ム猿島郡猿島町逆井3497-61966-2004 

1、3、4、
岩綿製品、外壁建材 11 

外壁材、石綿パイ 神栖市砂山5-2
1980-1992 1、2、3、4 O 

プ、石綿セメント板 ム鹿島郡波先町砂山5-2

屋根材、石綿セメン
足利市羽刈町781-1 1972-2003 1、4、6 O 

ト化粧板

石綿含有建材
真岡市松山町23 1978-1987 6 O 

(加工)

ブレーキライニング
川口市青木2-9-8 -2006 3 

等

石綿ブレーキライニン
羽生市大字羽生2727 1952-1967 1、9、11

グ、右綿耐熱製品

ライニング、ジョイン
戸田市戸田町下戸田仲町1324-1 1965-1971 3 

トシーリング等
」

石綿紡織製品 松戸市稔台5-12-1 1978-1992 

ブレーキライニング|八千代市吉橋1095-6 1971-2003 
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企業名(.6.IB名称) 工場名

東京都

13111 23 広沢工業(株)

13201 121 (株)双葉製作所

13214 127 罵場板金工業(株)

神奈川県

14101 13 (有)横浜パッキング製作所

14131 44 
JFEスチール(株) 東日本製鉄所
ム日本鋼管(株) A京浜製鉄所

ケイミュー(株)
14206 66 ムクボタ松下電工外装(株)、(株)クボ 小田原工場

夕、久保田鉄工(株)

長野県

21 I (株)城南クラッチ工業所 木曽工場

岐阜県

21206 8 (有)城南クラッチ工業所 木曽工場

21209 12 
江JII精エ(株)
ム江川精工所

21216 17 
日本インシュレーション(株) 生産事業部
ム(株)大阪パッキング製造所 ム岐車工場

愛知県

23110 17 
(株)エーアンドエーマテリアル 名古屋第一工
A朝日スレート(株) 場

三菱マテリアル建材(株)
23424 52 A三菱セメント建材(株)、三菱セメント 名古屋工場

石綿工業(株)、豊国スレート(株)

製造石綿製品

石綿紙、石綿フエル
大田区蒲田1-9-9

ト等

石綿紙、石綿フエjレ
八王子市館町464

ト等

右綿紙、右綿フェルト
国分市光町1-28-9

等
L-・E ・-ー圃

ライニング，ジョイン
横浜市鶴見区元宮1-4-18

トシーリング等

ライニング，ジョイン
川崎市JIlIb奇区扇島1-1

トシーリング等

屋根材
小田原市酒匂7-6-1

(カラーベスト)

木曽郡山口村
ブレーキライニング|

(岐阜県に移転)

ブレーキライニング
中津川市馬寵5391-4
ム長野県木曽郡山口村

石綿パッキング 羽島市竹鼻町狐穴3394

石綿含有断熱材 瑞穂市野田新国字北沼4064-1

石綿セメント、石綿
名古屋市中川区富船町4-1

スレート等

石綿スレート、ケイ
海部郡大治町大字西篠字西之川25

酸カルシウム板

幽 3-

3 

3 

3 

3 

-1980 3 

1960，...;，2001 2、3、4 O 

1974-

-2005 4 

1945-1962 O 

1960-1990 3 

1944-1950 3 

1、2、3、
1962-2001 O 

4、9



企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品

三重県

ケイミュ一(株) 右綿含有ロックウー
24202 2 ムクボタ松下電工外装(株)、松下電工 四日市工場 ル天井材、石綿含有

(株) 樹指成形材料

ケイミュー(株)
石綿含有屋根材、24216 10 ムクボタ松下電工外装(株)、松下電工 伊賀上野工場

(株)
外壁材

滋賀県

ケイミュー(株)
25211 11 Aクボタ松下電工外装(株)(株)クボ 滋賀工場 屋根材

夕、久保田鉄工(株)

25213 17 (株)明和塗装工業所
石綿スレート、
石綿セメント等

大阪府

27144 76 明星工業(株) 堺工場
石綿紙、石綿フェjレ
ト等

27145 78 
ケイミュー(株)

大浜工場 建材加工
ムクボタ松下電工外装(株)

27228 184 東鐘工業所ム金沢石綿工業所
石綿紡織品、パッキ
ン

27228 186 
東邦紡績(株)

石綿紡織品
ム東邦石綿工業(株)

兵庫県

三菱マテリアル建材(株)
ム三菱セメント建材(株)、三菱セメント i本社・(西宮)工l i石綿スレート
石綿工業(株)菱産スレート(株) ム産!場
業スレート(株)

-4-

四日市市馳出町字新開地60

伊賀市三田字大東町410-1

湖南市高松町2-1
ム甲賀郡甲西町高松町2

東近江市沖野3-4-39

堺市西区浜寺石津町中1-553

堺市堺区築港南町10

泉南市樽井1810

泉南市樽井1373

西宮市今津西浜町2-54
ム今津西浜町14

1973-2003 

1987-2003 

1972-2001 

1970-2003 

1959-1961 

1988-1995 

1964-2005 

事業場廃止

1937-1975 

O 

4 O 

1、2、3、4 O 

3 

3 

11 O 

3、5、6、
7、11、12

3 



香川県

福岡県

40103 

40206 

熊本県

出典

9 

31 

企業名(.6..旧名称)

リゾートソリューション(株)
ム日本エタニットパイプ(株)

(有)小久保工業所

ケイミュー(株)
ムクボタ松下電工外装(株)、松下電工
(株)

三井鉱山(株)

工場名

高松工場
ム四国工場

北九州工場

田川事業所

製造右綿製品

石綿高圧管、石綿
曲 l高松市屋島西町2277

セメント高圧管

石綿セメント、石綿
|三豊市詫間町詫間538-1

スレート

石綿含有外装材 北九州市若松区響町1-1-2

石綿セメント、石綿
田川市弓削田関の山中尾3826-2

スレート

(株)朝日セラテックム朝日防火板エ I-r-~"'" .，... .JS. ( 1'1 1.J:. I右綿パイネ石綿夜、 1
i本社工場(八代 i防火板、ハルプセ;(~I八代市古城町1970-1

1 I業(株)、朝日防火板工業所(株)、金星 i i i i工 場 ト キ 反 石 綿 煙 突 、 ス |ム迎町1970
スレート工業(株) I...L..."WJI レJ卜 E 

1934'-1970 

'-2002 

1996'-2001 

3 

1950'-1979 

1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、
1988、1992年版)自刊工業新聞社

2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962タ 1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976..1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008、2009、2010)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書fアスベスト製品等流通経路調査j報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS.解説、日本石綿製品工業会 (1959)

_-8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究j報告書(1985年版)
11)その他

ー5-

O 



自動車・鉄道車両の製造
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自動車・鉄道車両の製造

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム18住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

北海道 (有)昭和電機商会 室蘭市輪西2""""27-2

-1988 
栃木県 富士重工業(株) 宇都宮製作所 宇都宮布陽南町1ート11 2003鉄道車両

事業廃止

栃木県 2 川崎重工業-c株)
車輔事業本部

河内郡河内町中岡本2857-2
1972-1975 

宇都宮工場 1986廃止

埼玉県 東急車輔製造(株) 埼玉製作所 大宮市櫛引町2-610-1 ※1 

埼玉県 2 (株)東京軽合金製作所 行田市富士見町~-21-1 ※1 

埼玉県 3 日本草輔製造(株) 蕨工場 JII口市芝2870
1958-1971 
1971閉鎖

埼玉県 4 日本電装(株) 川口市芝富士ト9-33

東京都
川崎重工業(株)

東京製作所 江東区南砂6-10-4 1972廃止
ム汽車製造(株)

東京都 2 津覇車輔工業(株) 江東区南砂2-2-12
1963浦安へ

※2 
1983船橋へ

東京都 3 日産自動車(株) 村山工場 武蔵村山市榎1-1 2004廃止 ※2 

東京都 4 石川島播磨工業(株) 田無工場 西東京市無効向台3-5-1
1965-2001 
2007閉鎖

神奈川県 東急車輔製造(株) 横浜市金沢区大川3-1 -2000 

神奈川県 2 
東急車輔エンジニアリング(株)

横浜市金沢区大J1I3-1 -1992 
ム東急車輔技研

問 7-



コード 連番 企業名(ム18名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現金所とは異なるものがある)

神奈川県 3 三菱自動車工業(株) )11m奇事業所 川崎市中原区大倉町10
-2002 

2003廃止

神奈川県 4 三菱ふそうトラック・バス(株) 川崎市中原区大倉町11 -2002 

神奈川県 5 日本エアーブレーキ(株) 横須賀工場 横須賀市浦郷5-2931 ※2 

神奈川県 6 日産自動車(株) 横須賀市夏島1 ※2 

新潟県 ニイガタ機電(株) 新潟市北区島見町3268-18 ※2 

新潟県 2 (株)新潟銭工所 大山工場 新潟市東区秋葉1-2-1 2007廃止

新潟県 3 (株)新潟銭工所 新潟構機工場 北蒲原郡聖寵町東港5-2756-3 2007廃止

愛知県 日本車輔製造(株) 名古屋市熱田区三本松1-1 1957-1972 

愛知県 2 日本車輔製造(株)
豊川製作所

豊川市穂ノ原2-20 1972-1974 
ム名古屋工場

愛知県 3 トヨタ自動車(株) 豊田市トヨタ1 1972-1989 

愛知県 4 輸送機工業(株) 半田市上浜町102 1955頃

大阪府
川崎重工業(株)

大阪工場 大阪市此花区島屋町406
汽車製造(株)

大阪府 2 住友金属工業(株)
交通産機品力ン

大阪市此花区島屋町長1-109 -2006 
パニー

-8四



コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(..6..1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは臭なるものがある)

大阪府 3 近畿車輪(株) 東大阪市稲田上町2-2-46 1955-2000 

大阪府 4 阪奈車輔(株) 東大阪市稲田上町2-6-41

大阪府 5 正和車輔工作所 東大阪市稲田上町

大阪府 6 寿車輔工業(株) 八尾市山本高安町トト42

大阪府 7 東急車輔製造業(株(株) 大阪製作所 堺市鳳南町3-200
-1992 

ム帝国車醜工 ) 2003廃止

兵庫県
川崎重工業(株)

兵庫工場 神戸軍兵庫区和田山通2-1-18 1956-1975 
ム川崎車車両(株)

兵庫県 2 三泰工業(株) 神戸市兵庫区和田山通2ート18

兵庫県 3 アルナ工機(株) 尼崎市東難波町1-4-5 1961-1987 

兵庫県 4 
新明和工業(株)

航空機事業部 神戸市東灘区青木1-1-1 -2006 ※1 
ム川西航空機(株)

岡山県 三菱自動車工業(株) 水島製造所 倉敷市水島海岸通1-1 -2005 
※1 

製造は-1992

広島県 マツダ(株) 本社工場 安芸郡府中町新地3-1 1959-1971 

山口県 2 (株)日立製作所
笠戸事業所

下松市大字東豊井794 1972頃
A笠戸工場

山口県 3 弘木工業(株) 下松市大字西豊井1394 ※3 

同 9-



コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

現住所とは異なるものがある)

山田県 4 山本産業(株) 下松市葉山2-904-17

出典
1)厚生労働省:石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008、2009、2010)

-10 -

確認操業期間 特記 出典 HP 

※3 

※1他の事業所での作業塵あり

※2事業所での石綿扱いなし

※3(株)目立製作所笠戸工場での作業



造船所内での作業
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造船所内での作業

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム田住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

北海道 日本無線電気(株) 函館市元町24

北海道 2 函館どつく(株) 函館造船所 函館市弁天町20-3 -1985 

北海道 3 丸大大成工業(株) 函館市弁天町22-9

北海道 4 (株)住吉組 室蘭市母恋北1-3-5

北海道 5 (株)京浜マ1)ンエンジニアリング 室蘭市祝津ト128

北海道 6 (株)黒田工業 釧路市光陽町19-12

宮城県 東北ドック鉄工(株) 塩釜市北浜4-14-1 1987- ※1 

宮城県 2 東北造船(株) 塩釜市北浜4-14-1

宮城県 3 塩釜船舶無線(株) 塩釜市新浜町3-1-15 ※1 

宮城県 ヰ エスケー設備 気仙沼市潮見町2-95-2 2002廃止

宮城県 5 (株)田倉電気工業所 石巻市南浜町2-7-16 1975-1978 

宮城県 6 (株)佐々木工業所 石巻市小船越堤下156-4 ※1 
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

千葉県 三井造船(株)
千葉事業所

市原市八幡海岸通1 1965--1987 
ム千葉造船所

千葉県 2 三港工業(恒人名) 市原市八幡海岸通1

千葉県 3 大開工業(株) 市原市八幡2382 ※1 

干葉県 4 松久保工業 千葉市中央区川崎町1

千葉県 5 (有)高田工業所 富津市新富41-2 ※1 

東京都 旭タンカー(株) 千代田区内幸町ト2-2 ※1 

東京都 2 (株)n-iI 
旧東京第二工場 江東区豊洲2-1-1

ム石川島播磨重工業

東京都 3 
第一船舶(株)

豊洲出張所 江東区豊淵3-1-1
2001横浜へ

ム太平港業(株) 移転

東京都 4 豊洲工業(株) 江東区豊加

東京都 5 扶桑興業(株) 江東区豊測

東京都 6 (株)新栄テクノス 江東区枝)111-9-6 ※2 

東京都 7 安藤塗装庖 江東区東州

東京都 8 石川島造船化工機(株) 江東区新砂2-3-43 1943--1988 
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム!日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

東京都 9 (株)サクション瓦斯機関製作所 江東区東砂6-10-4

神奈川県 フタバ船舶工業(株) 横浜市磯子区新中原1

神奈川県 2 
横須賀防衛事務所

横浜市中区本牧
町

ム横浜渉外労務管理事務所

神奈川県 3 三菱重工業(株)
横浜製作所

横浜市中区錦町12 ""'2003 
ム横浜造船所

神奈川県 4 (株)共栄産業 横浜市中区錦町12

神奈川県 5 
(株)IHI

横浜事業所 横浜市磯子区新中原町1 1968，...，1980 ※2 
ム石川島播磨重工業

神奈川県 6 中上工業(株) 横浜市磯子区新中原町1 ※1 

神奈川県 7 (有)J 11田船舶工業 横浜市磯子区新中原町1

神奈川県 8 
東洋トレーヂィング(株)

横浜市磯子区新中原町1 1957"'" 
ム東洋船舶装備(株)

神奈川県 9 (株)弥富商会 横浜市磯子区新中原町1 ※2 
e 

神奈川県 10 (株)アイ・エイチ・アイマ1)ンユナイテッド 横浜工場 横浜市磯子区新杉田町12 1968，...，1980 ※2 

神奈川県 11 
(株)IHI 横浜第二工場

横浜市磯子区滝頭
，...，1979 

ム石川島播屠重工業 (造船工場) 1979廃止

神奈川県 12 共栄工業(株) 横浜市磯子区新杉田町13

…ー」 一一
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(.61日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

神奈川県 13 川岸工業(株) 横浜市金沢区福滞2-13-24 ※1 

神奈川県 14 (株)小野鉄工所 横浜市金沢区鳥浜町14-8 """2005 

神奈川県 15 
(資)横浜保温

横浜市金沢区能見台東5 1937""" 1980 
ム(資)横浜石綿工業所

神奈川県 16 
JFEエンジニアリング(株) 鶴見事業所

横浜市鶴見区末広町2-1 1952.....， 1978 ※1 
ム日本鋼管(株) ム鶴見造船所

神奈川県 17 塩谷興業(株) 横浜市鶴見区末広町2-1

神奈川県 18 品川化工(株) 横浜市鶴見区末広町2-1

神奈川県 19 柳原組 横浜市鶴見区元宮ト17-16

神奈川県 20 
(株)サノセキエンジニアリング

横浜市鶴見区元宮ト17-16 1947"""1978 
ム佐野石綿工業(株)

神奈川県 21 (株)横浜工作所 横浜市鶴見区生麦2-3-2

神奈川県 22 (有)関進工業所 横浜市鶴見区栄町通2-1ト17

神奈川県 23 興和船舶工業(株) 横浜市神奈川区神奈川2-11-10 1965""" 1998 ※1 

原動機事業本部
神奈川県 24 三菱重工業(株) 横浜製造所ム横 横浜市西区緑町1-1 .....，1983 ※1 

浜造船所

神奈川県 25 芳賀工業(株) 横浜市西区緑町1-1
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム!日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

神奈川県 26 
JFEエンジニアリング(株) 鶴見製作所浅野

横浜市神奈川区橋本町2-1 1952-1978 ※1 
ム日本鋼管(株) 船渠

神奈川県 27 睦船拍工業(株) 横浜市神奈川区三枚町248-7

神奈川県 28 京浜ドック(株) 横浜市神奈川区守屋町1-2-3 ※1 

神奈川県 29 (株)京浜マリンエンジニアリング 横浜市神奈川区新子安1-14-7 ※1 

神奈川県 30 (株)福地産業 横浜市神奈川区白楽4-9-103

神奈HI県 31 目立造船(株) 神奈川工場 川崎市川崎区水江町4-1 1941-1975 

神奈川県 32 小山工業(株) JlI崎市川崎区水江町4-1 ※2 

神奈川県 33 
住友重機械工業(株) 横須賀製造所

横須賀市夏島19 1971-1987 ※2 
ム浦賀船渠(株) ム浦賀造船所

神奈川県 34 住友重機械工業(株)
横須賀製造所

横須賀市夏島19 ※2 
ム追浜造船所

神奈川県 35 大丸工業(株) 横須賀市夏島19 ※1 

神奈川県 36 (株)京浜自動制御 横須賀市夏島19 ※1 

神奈川県 37 大和船舶工業(株) 横須賀市夏島19

神奈川県 38 相模造船鉄工(株) 横須賀市浦郷町1-65
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コード 連番 企業名(ム18名称) 工場名
住所(~旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

神奈川黒 39 (有)星斗工業 横須賀市鷹取1-4-14 1970""'2001 ※1 

神奈川県 40 (有)青木興業 横須賀市逸見がli8-4 1972"'" 

神奈川県 41 (有)銭幸船舶工業 横須賀市浦賀町4-7

神奈川県 42 (有)秋葉工業所 横須賀市浦賀町4-7 1971，..，，1985 

神奈川県 43 (株)井上工業所 横須賀市浦賀町4

神奈川県 44 大陸産業(株) 横須賀市浦賀町4-5

神崇川県 45 扇海興業(株) 横須賀市東浦賀町2-23

神奈川県 46 三浦造船(株) 横須賀市浦賀町7-51

神奈川県 47 茂企エ(株) 横須賀市浦賀町ト33

神奈川県 48 
横須賀防衛事務所

横須賀市日の出町1-4 1948"'" 
ム横須賀防衛施設事務所

神奈川県 49 (有)高秀工業 横須賀市日の出酎1-4

神奈川県 50 
(株)永光

横須賀市長瀬3-8-11 ※2、3
ム永光電気工業(株)

神奈川県 51 斉藤鉄工電気(株) 高座郡寒川町大曲434-2
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コード 連番 企業名(ムIB名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

新潟県 (株)本間造船所 新潟市中央区柳島町

新潟県 2 (株)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

新潟県 3 (株)新潟銭工所 新潟造船工場 新潟市中央区入船町4-3776 -1990 

新潟県 4 (有)金田製作所 新潟市中央区入船町5

新潟県 5 
関西油圧管工(株)

新潟市中央区入船町
ム藤井管工業

新潟県 6 (有)大新工業 新潟市中央区入船町

新潟県 7 広川金属工業(株) 新潟市中央区近江2-11-11

新潟県 8 新潟興機(株) 新潟市東区神明町8-22 ※1 

新潟県 9 新潟工芸(株) 新潟市東区材木町8-23

富山県 日本防熱工業(株) 富山出張所 富山市西宮71 1964-1980 ※1 

富山県 2 日本海重工業(株) 富山市西宮71 -1987 

富山県 3 大洋工業(株) 富山市西宮

右川県 (株)清水造船建設 七尾市昭和町64 1975-1995 ※3 

問 18闇



コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム旧金所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

静岡県 井上工業(株) 静岡市清水区宮加三348-25 1961-1981 ※1、2

静岡県 2 
JF正エンジニアリング(株) 清水製作所

静岡市清水区三保387-1 1958-1970 
ム日本鋼管(株) ム清水造船所

静岡県 3 金栄船舶装備(株) 静岡市清水区三保1150-1 ※2 

静岡県 4 遠藤工業(株) 静同市清水産三保106-1 1973-1974 

静両県 5 (株)金指造船所 清水工場 静岡市清水区三保491-1 -1999 

静岡県 6 金和船舶工業(株) 静岡市清水区三保491-1

静岡県 7 三久船舶工業(株) 静岡市清水区三保4010-9

静岡県 8 (有)豊光木工 静岡市清水区三保2949

静岡県 9 高見船舶工業(株) 静岡市清水区三保

静同県 10 山田船舶鉄工(株) 静岡市清水区三保

静岡県 11 三光冷凍 静岡市清水区

静岡県 12 新生工業(株) 静岡市

静岡県 13 
室内装備(株)

静岡市清水区
ム清水船舶装備(株)

町田同」ー一
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム田住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

愛知県 要工業(株) 名古屋市港区昭和町13

愛知県 2 
(株)IHI 愛知事業所

名古屋市港区昭和町13 1973--1980 
ム石川島播磨重工業 ム愛知工場

愛知県 3 (株)ダイワエ熱 名古屋市南区道徳新町3-52 1960--1991 

愛知県 4 (株)やまみ服部造船所 名古屋市熱田区千年ト8-44

愛知県 5 
(株)[HI 愛知事業所

知多市北浜町11-1 1973--1980 
ム石川島播蔭重工業 ム愛知工場

愛知県 6 
(株)[Hl 愛知事業所

知多市北浜町11-1 1973--1980 
ム石川島播磨重工業 ム知多工場

京都府 同和工業(株) 舞鶴市字長浜916 ※2 

京都府 2 目立造船(株) 舞鶴工場 舞鶴市余部下1180 --1975 

自立造船(株) 舞鶴工場
京都府 3 

ム飯野重工業(株) ム舞鶴造船所
舞鶴市余部下1180 --1975 

京都府 4 (株)姐船舶工業所 舞鶴市余部下1180

京都府 5 鈴木設備工業(株) 舞鶴市字長浜919 --1975 

大阪府 横山電機(株) 大阪市浪速区幸町2-2-30

大阪府 2 
(株)サノヤス・ヒシノ明昌

大阪製造所 大阪市西成区南津守5-13-37 1945--1997 
ム佐野安船渠
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

大阪府 3 (株)南陽工業所 大阪市西成区南津守5-13-37 ~1997 

大阪府 4 (株)渡海銅工所 大阪市西成区南津守5-13-37

大坂府 5 大阪産業(株) 大阪市西成区南津守5-13-37 1973~ 

大阪府 6 泉備工業(株) 大阪市西成箆南津守5-13-37 1980~1986 ※2 

大阪府 7 明和工業(株) 大阪市西成区南津守5-13-37

大阪府 8 昭和ナミレイ(株)
大阪市西成区南津守

昭和動熱工業(株)

大阪府 9 正丸工業(株) 大阪市住之江区柴谷トト81

大阪府 10 三井造船(株)
大阪事業所 大阪市住之江区柴谷1ート81 1999閉鎖 ※2 

ム(株)藤永田造船所

大阪府 11 三井造船(株) 大阪事業所 大阪市住之江区柴谷1ート81 1999閉鎖 ※2 

大阪府 12 三共鉄工(株) 大阪市住之江産柴谷ト2-32

大阪府 13 (株)名村造船所 ム大阪工場 大阪市住之江区北加賀屋4-5 ~1975 

大阪府 14 自立造船(株) 築港工場 大阪市大正区船町2-2-11 ~1985 

大阪府 15 臣立造船(株) 大阪工場 大阪市大正区船町2-2-11 ~1982 

」一
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP、

現住所とは異なるものがある)

大阪府 16 
(株)園森

ム大阪事業所 大阪市大正区船町2-2-12
ム(株)国森製作所

大阪府 17 
三井造船(株) 大阪事業所

大阪市大正区船町6 1981閉鎖 ※2 
ム(株)藤永田造船所 船町工場

大阪府 18 (株)クシバタ工業所 大阪市大正区船町6

大阪府 19 (有)木村万工業所 大阪市大正区船町

大阪府 20 丸田工業所 大阪市大正区

大阪府 21 (株)上国造船所 大阪市此花区酉島2-4-39

大阪府 22 目立造船(株) 桜島工場 大阪市此花区桜島1-2-23 1971-1980 

大阪府 23 
(株)ダイソー

大阪市港区福崎3-1-201 -1985 
ム大阪造船所

大阪府 24 (株)北海工業所 大阪市港区福崎3ート201

大阪府 25 (株)井上冷熱 大阪市西区江戸堀1-9-6 ※2 

大阪府 26 阪田石綿工業(株) 大阪市西区九条南2034

大阪府 27 クリヤマ(株) 大阪市淀川区西中島ト12-4 ※1 

大阪府 28 目立造船(株)
堺工場

堺市築港新聞T1-5-1
-1982 

ム大阪工場 1986廃止
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コード 連番 企業名(ム!日名称) 工場名
住所(b.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

大阪府 29 目立造船(株) 堺工場 堺市築港新町1-5-1
，...;1985 

1986廃止

大阪府 30 大新工業(株) 堺市築港新町1-5-1

大阪府 31 (株)蒼電舎 摂津市南千里丘4-32

兵産県 河原冷熱工業(株) 神戸市中央区東川崎町7-11-14 1950，...;1979 

兵庫県 2 山下工業(株) 神戸営業所 神戸市中央区東川崎町3-1-1 ※1 

兵産県 3 
(株)J 11崎造船

神戸工場 神戸市中央区東川崎町3-1-1 ※2 
ム川崎重工業(株)

兵庫県 4 (株)野ホシ鉄ノ工
ム星 所

神戸市中央区東11(111奇町3-1-1

兵庫県 5 東亜外業(株) 神戸第一事業所 神戸市中央区東川崎町3-1-1 ，...;2002 ※1、
2、3

兵庫県 6 西海工業(株) 神戸市中央区東川崎町3-1-1

兵庫県 7 若松工業 神戸市中央区東川崎町3-1-1 1975，...; 1983 

兵庫県 8 灘工業所 神戸市中央区東川崎町3-1-1

兵庫県 9 杉山工業(株) 神戸市中央臣東川崎町6-2-25

兵庫県 10 兵庫エ運(株) 神戸市中央毘東川崎町7-1-4
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

兵庫県 11 丸神船舶(株) 神戸市生田区

兵鹿県 12 神戸鉛渠工業(株) 神戸市兵庫区西出町1-1-8 1943--1985 

兵庫県 13 三協工業(株) 神戸市兵庫区西出町2-4-12

兵庫県 14 三菱重工業(株) 神戸造船所 神戸市兵庫区和田岬町1-1-1 --1982 

兵庫県 15 田中鉄工所 神戸市兵庫区和田岬町ト1-1

兵庫県 16 河原冷熱工業(株) 神戸市兵庫区和田岬陀ト1-1 1950--1979 ※2 

」

兵庫県 17 神栄冷熱工業(株) 神戸市兵庫区和田岬町ト1-1

兵庫県 18 富士産業(株) 神戸市兵庫区和田岬町1-1-1

兵庫県 19 パルコエンヂニアリング(株) 神戸市兵庫区兵庫町1....3-25

兵庫県 20 (株)河野工業所 神戸市兵庫区本町ト5-5

兵庫県 21 神戸船舶工業(株) 神戸市兵庫区小松通5ート18

兵庫県 22 (有)本山計器工業所 神戸事務所 神戸市兵庫区水木通3.:.4-13 ※1 

兵庫県 23 (株)扶桑エンジニアリング 神戸市西区高塚台3ート27 1975--1996 ※2 
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コード 連番 企業名(b.1日名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

兵庫県 24 (資)亀井鉄工所 神戸市長田区菅原通1-6-3 ※1 

兵産県 25 桝谷電気工業所 神戸市長田区房王寺町

兵庫県 26 寿鉄工(株) 相生市旭ト19-47 ※1 

兵庫県 27 (株)江見工業所 相生市旭2-1-1 -1977 ※1 

兵産県 28 
(株)IHI

相生第一工場 相生市相生5292 -S50年代半ば
ム石川島播磨重工業

兵庫県 29 (株)大本紐
相生出張所

相生市相生5292
塗装部

兵庫県 30 夕、イクレ興産(株) 相生市相生5292

兵庫県 31 花崎工業(株) 相生出張所 相生市相生3-11-1

兵庫県 32 播神工事(株) 相生市陸本町10-3

兵庫県 33 (有)八興産業 相生工場 相生市若狭野町入野1257-188 ※1 

兵庫県 34 (有)巌組 相生市垣内町7-29

兵庫県 35 (有)長野鉄工造船所 淡路市岩屋97-2 ※1、3

和歌山県 (株)吉田造船工業 有田市港町596 1987-1997 

」…
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある〉

和歌山県 2 三井造船(株)
大阪事業所

E高郡由良町網代宇高見山193-13 1973-1985 
由良工場

和歌山県 3 (有)タルヰ工件所 東牟婁郡那智勝浦町湯Jl1882-2 1965-1980 ※1 

島根県 (有)山本鉄工所 八束郡鹿島町恵曇町455 2000廃止

島根県 2 (有)力ワタ工芸社 大田市温泉津町温泉津口48

岡山県 玉野電機(株) 玉野市宇野3-42-11 1950-

岡山県 2 (有)ティーエスケー 岡山出張所 玉野市玉2-21-17 ※2 

岡山県 3 三井造船(株) 玉野事業所 玉野市玉3-1-1

岡山県 4 協和工業(株) 玉野市玉3-1-1

岡山県 5 正和工業(株) 玉野市玉3-1-1

岡山県 6 八紘産業 玉野市玉3-1-1

岡山県 7 (有)山本船装 玉野市玉3-1-1 1971-1988 

岡山県 8 
日本テクノサービス(株)

玉野市玉3-1-1 -1985 
ム山根船舶工業(株)

岡山県 9 大同塗装(株) 玉野市玉3-1-1 ※2 
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コード 連番 企業名(ム!日名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

岡山県 10 呉田工業(有) 玉野市玉3-1-1

岡山県 11 (株)井上冷熱 玉野作業所 玉野市玉3-1-1 2004廃止

岡山県 12 山陽鋳機工業(株) 玉野市玉3-1-9 ※1、3

岡山県 13 三国工業(株) 玉野市玉原3-4-1 ""'1983 ※1、2

岡山県 14 (株)中村工業所 玉野市玉

岡山県 15 野島機工(株) 玉野市田井5517-4

岡山県 16 大正産業(株) 玉野市和田1-4-14

岡山県 17 
(株)サノヤス幽ヒシノ明昌 水島製造所

倉敷市児島塩生2767-21 1974""'1985 
ム佐野安船渠(株) ム水島造船所

岡山県 18 大栄電装(株) 水畠事業所 倉敷市児島塩生新浜2767-22 1974""'1985 ※1、3

岡山県 19 古賀野工業(個人名) 笠岡市生江浜583-26

機械・鉄構事業本
広島県 三菱重工業(株) 部機械事業部ム 広島市西区観音新町4-6-22 1964，...，1993 

広島造船所

広島県 2 
三菱重工業(株) 広島製作所

広島市西区観音新町4-6-22 1952，...，1964 
ム三菱造船(株) ム広島造船所

広島県 3 
(株)新来島宇品どっく

広島市南区宇品町金輪384
ム西部造船(株)

」一 L 
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コード 連番 企業名(ム18名称) 工場名
住所(ム!日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典
現住所とは異なるものがある)

広島県 4 (株)石徳工業所 広島市南区宇品町

広島県 5 (有)福島冷熱工業所 広島市南区西本浦町16-17 1965-1983 

広島県 6 大東工業(個人名) 広島市南区

広島県 7 江波鉄工(株) 広島市中区江波南2-10-36 ※1、3

京島県 8 
日本冷熱工業(株)

広島営業所 広島市佐伯区五日市7-8-19
ム自本冷熱工産(株)

広島県 9 丸一木工(有)
東広島市黒瀬町市飯田遠見ヶ畝39-
3 

広島県 10 
(株)フルサワ

江田島市江田島町秋月4-10-9 2005-2008 
古j畢鋼材(株)

広島県 11 中谷造船(株) 江田島市能美町高田3328-2 -1998 

広島県 12 森下組
‘・

江田島市

広島県 13 NBC 呉造船部 呉市昭和町2-1 1951-1962 

広島県 14 
(株)アイ・エイチ圃アイマリンユナイテッド 呉工場

呉市昭和附2-1 1954-1980? 
ム石川島播磨重工業(株)、呉造船所 ム呉第一工場

広島県 15 東邦興産(株) 呉市昭和町2-1

広島県 16 (有)共和木装 呉市昭和町2-1
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

広島県 17 呉洋工業(株) 呉市昭和田r2-1

広島県 18 大本組 呉市昭和町2-1

広島県 19 新栄装備(株) 呉市長谷間T15-8 1992-2001 

広島県 20 (有)田原造船所 呉市音戸町出原3-8-17

広島県 21 (株)神田造船所 呉市JII尻前東2-14-21 -1996 

j玄島県 22 ダイクレ興産(株) 呉市築地町1-24 ※2 

広島県 23 呉工業(株) 呉市築地町3 1953-1971 

広島県 24 (株)寺岡 呉市仁方桟橋通151ト82 ※1 

広島県 25 関西電業(株) 呉市西中央3-9-3 ※2 

広島県 26 大東電機工業(株) 呉支底 呉市三条2-6-4 1956-1975 

広島県 27 柳賑板金(株) 呉市焼山政畝ト9-24 1965-1985 

広島県 28 (有)呉関1I 呉市上長追町4-1 1972-1980 

広島県 29 新生 呉市
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ムIB住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

広島県 30 (株)マルイチ 呉市

広島県 31 松木紐 福山市沼隈町大字常右1083

広島県 32 
ツネイシホールデインダス(株) 常右造船カンパ

福山市沼隈町大字常石1083 1969-1985 
ム常石造船(株) 一一一

広島県 33 吉川工業(株) 常石事業所 福山市沼隈町大字常石1083 -2006 ※1、3

広島県 34 巽産業(有) 福山市沼隈町大字草深2785-87 -1985 ※1 

広島県 35 高橋組 福山市沼隈町草深

山

広畠県 36 (有)井川工業 福山市北吉津町4-3-7

広島県 37 (有)鎌田紐 福山市藤江町2723-11

広島県 38 旭東興業(有) 三原市幸崎町能地544-13

広畠県 39 幸陽鉛渠(株) 三原市幸崎町能地544-14 -2005 ※3 

広島県 40 立正興業(有) 三原市糸崎南ト1-1

広島県 41 (有)大林工業 東広島市安芸津町三津竜王4490-8 ※1 

広島県 42 (有)オハヨー商事 尾道市瀬戸田町福田135-4
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コード 連番 企業名(.6.旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

広島県 43 宮本電機(株) 尾道市瀬戸田町林1260-1

広島県 44 
(株)キクスズ

尾道市土堂1 ※1、2
ム菊鈴工業(株)

広島県 45 (株)橋本組 尾道市因島重井町5072-8 1961-1983 

広島県 46 昭和ナミレイ(株) 尾道市因島重井町塚浜5800-92

広島県 47 内海造船(株)悶熊工場 尾道市因島田熊町2517-1 1965-2005 

広島県 48 (有)田熊造船所 尾道市因島田熊町4134-1 現在

広島県 49 目立造船(株) 国島工場 尾道市因島土生町2477-16
~1983 

2002廃止

広島県 50 東軍外業(株) 尾道市因島土生町2477-16 1987廃止

広島県 51 三和技研(有) 尾道市因島中生町4874-8

広島県 52 尾道造船(株) 尾道造船所 尾道市山波町1005 -1978 ※2、3

広島県 53 協和機工(株) 尾道市山波町1005

広島県 54 朝日産業(株) 尾道市山波町708-3 ※2、3

広島県 55 目立造船(株) 向島工場 尾道市向東町14755
-1978 

1987廃止
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 住所(ム旧住所) (操業もの時が住所等で、
現住所とは異なるも ある)

確認操業期間 特記 出典 HP 

広島県 56 目立造船中国工事(株) 尾道市向島町111

山口県 (株)宮本工作所 下関市大字彦島4179-16

山口県 2 (株)久米川工作所 下関市彦島老町2-24-19

山口県 3 戸井製作(個人名) 下関市彦島江の浦町2-3-6
1979-1986 
1986廃止

山口県 4 (有)蛤舶内装 下関市彦島江の浦町5-5-18

山口県 5 大同塗装(株) 下関市彦島江の浦町6-15-12，

山口県 6 (有)関電社 下関市彦島福浦町3-8-13

山口県 7 林兼造船(株) 下関市彦島田の首町1-7-27

山口県 8 三菱重工業(株) 下関造船所 下関市彦島江の浦町6-16-1 1955-1978 

山口県 s (株)スケダ 宇部市大字小串字沖の山1987-4
1987-2003 

※3 
2003廃止

山口県 10 上生機工(株) 宇部市港町1-14-26

山口県 11 二葉塗装(株) 下松市大字笠戸鳥706

山口県 12 
(株)新笠戸ドック

笠戸造船所 下松市大字笠戸島29-120 -2006 
ム笠戸船渠(株)
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは臭なるものがある)

山口県 13 協進工業 熊毛郡平生町宇佐木507-7 ~1999 

山口県 14 (株)光洋舎 熊毛郡平生町佐賀

山口県 15 松庫海事(株) 平生工場 熊毛郡平生町佐賀

山口県 16. 河上エ業所(個人名)
熊毛郡田布施町波野165-10 1973頃

ム河上工業

徳島県 和田工業(個人名) 阿南市橘町豊浜24-1

香川県 有貴工業(株) 丸亀市昭和町30

r 

川崎造船(株)
香川県 2 

ム川崎重工業(株)
坂出工場 坂出市川崎町1 1967~1985 

香川県 3 
カワサキテクノウェーブ(株)

坂出市川崎町1 1975~1985 ※2 
ム川重坂出サービス(株)

香川県 4 植田造船所 東かがわ市引田

香川県 5 
(有)勝彬木装

さぬき市津田町津田1437-8
1968~1999 

ム勝彬木装(株) 1999廃止

愛媛県 6 (有)東予断熱 西条市楠甲609-6 ※2 

愛媛県 7 (有)近藤造船所 西条市西ひうちか9 ※1 

愛媛県 8 鎌田産業(脊) 今治市宮下町ト8-24
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

愛媛県 9 有井組 今治市波方町大浦1519-7 ※2 

愛媛県 10 (有)安来工業 今治市大西町新町945 1967--1993 ※2 

愛媛県 11 (株)大洋鉄工 今治市大西町新町945

愛媛県 12 (株)新来島製作所 今治市大西町脇甲882-3

愛媛県 13 新居田鉄工(株) 今治市大西町九王2256-12

愛媛県 14 (株)橘屋 船舶部 今治市国分1-8-55 ※2 

愛媛県 15 阿部木工(株) 今治市高部甲44-1 1970--1988 

愛媛県 16 今治造船(株) 今治市小浦町0-4-52 --1999 ※1 

愛媛黒 17 波止浜造船(株) 今治市波止浜1 1988廃止

愛媛県 18 
(有)藤原造機

今治市上浦町井口5767-10 1970--2005 
ム藤原組、藤原造機

愛媛県 19 
白浜造船(有)

八幡浜市保内町川之右1番耕地236-50
※1、

ム白浜造船(株) 2、3

高知県 高知県造船(株) 高知市長浜5015-1

高知県 2 (有)日新技研 高知市比島2-16-54 ※1 
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コード 連番 企業名(.6.旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

高知県 3 近成工業(株) 高知出張所 高知市

福岡県 寺本断熱(個人名) 大牟田市船津町357-63
※1、
2、3

福岡県 2 若松造船(株) 北九州市若松区北浜1-9-2

佐糞県 漬崎内装 唐津市呼子町呼子4188-25 ※1 

佐賀県 2 小野掠工業(有) 伊万里市大JII町立J1I705-3 1998廃止 ※1 

伊万里営業所
佐賀県 3 (株)日本冷熱 ム佐世保伊万皇 伊万里市黒JII町塩屋5-1 1973"" 1975 ※1 

営業所

長崎県
(株)吉本ハイテック

長崎市神ノ島町1-361-1 ※2 
.6.(資)吉本協運

長崎県 2 (株)日本冷熱三菱 長船事業所 長崎市飽の滞町1-1 1966""1981 

長崎県 3 三菱重工業(株) 長崎造船所 長崎市飽の浦町1-1 1930"" 1981 

長崎県 4 (有)西部保温工業所 長崎市飽の浦町1-1

長崎県 5 長田工業(株) 長崎市飽の浦町1-1 1963""1981 

長崎県 6 
キュウニチ(株)

長崎出張所 長崎市飽の浦町1-1 ※3 
九州自アス工事(株)

長崎県 7 松右電設工業(株) 長崎市飽の浦町1-1
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

長崎県 8 不二興産(有) 長崎市飽の浦町1-1

長崎県 9 (有)長崎木装 長崎市飽の浦町1-1

長崎県 10 (有)伊藤鉄工所 長崎市飽の浦町1-1

長崎県 11 
伊藤工業所

長崎市飽の浦町1-1
ムまるい工業

長崎県 12 (株)日本冷熱エ産 工事部 長崎市飽の浦町1-1

長崎県 13 長菱船舶工事(株) 長崎市飽の浦町1-1 --1981 

長崎県 14 
琴海塗装(個人名)

長崎市西海町1776-216
ム田中塗装

長崎県 15 (有)銀屋工業所 長崎市脇岬町3628-48 ※1 

長崎県 16 林兼船渠(株) 長崎市深堀1

長崎県 17 (株)山本造船所 長崎市浪の平町

長崎県 18 三上造船(株) 長崎市国分町3-22

g 

長崎県 19 (有)森寿工業 長崎市新戸町

長崎県 20 長崎船舶装備(株) 長崎市西琴平町1-5 1965--1985 
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コード 連番 企業名(ム18名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

長崎県 21 原田組 長崎市香焼町3021-8

長崎県 22 町本建設 長崎市大浦出雲町61

長崎県 23 日本管業(株) 長崎市滑石ト6-11

長崎県 24 (有))11田木工 長崎市上戸町1-12-16 ※2 

長崎県 25 (株)日本冷熱 長与工場 西彼杵郡長与町高田郷3441-1

長崎県 26 三菱エンジニアリング(株) 長崎事業所 西彼杵郡時津町浜田郷536-10 ※1 

長崎県 27 (有)装和工業 西彼杵郡香焼町

長崎県 28 梶原船舶塗装(株) 佐世保出張所 佐世保市立神町無番地
※1、
2、3

長崎県 29 佐世保重工業(株) 佐世保造船所 佐世保市立神町無番地 ""'1984 ※2 

長崎県 30 (株)日本冷熱 佐世保支社 佐世保市立神町無番地

長崎黒 31 (株)高富鉄工所 佐世保市立神町無番地 1985以前 ※2 

長崎県 32 (資)吉本組 佐世保市立神町無番地 ※1、2

長崎県 33 長野精器(株) 佐世保出張所 佐世保市立神町無番地
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある〉

長崎県 34 (有)須藤産業 佐世保市立神町無番地

長崎県 35 和光鉛舶工業(株) 佐世保市立神町22 1983-2003 ※3 

長崎県 36 (株)協和熱工業 佐世保市山祇町8-2 -2004 ※2 

長崎県 37 千代(株) 佐世保市天神2-241-1 ※2 

長崎県 38 (有)西海タンク工業 佐世保市御船町5-5

長崎県 39 勝敏産業(株) 佐世保市小島町21-1

長崎県 40 共立レンジクラフト(株) 西海工場 北松浦郡鹿町町下歌ヶ浦免780-27

大分県 平戸工業(有) 佐伯市弥生大字井崎1124

大分県 2 大石工業(有) 佐伯市大字鶴望3704-7

大分県 3 (有)共立工業 佐伯市大字鶴望4665 ※2 

大分県 ヰ 第一工業(有) 佐伯市鶴谷区 ※2 

大分県 5 堀塗装(有) 臼杵市井村1-12

鹿児島県 大世工業(株) いちき串木野市新生町180
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ムi日住所) (操業時住所等で、

現住所とは異なるものがある)

鹿児島県 2 森工業(株) いちき串木野市

出典
1)厚生労働省:石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008、2009、2010)
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確認操業期間 特記 出典 HP 

※1事業場での石綿取り扱いなし

※2造船所内での間接ばく露

※3その他の事業所での作業歴あり



船舶所有者
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船舶所有者

コード 連番 企業名 (~I日名称) 工場名
住所(~I日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量牢

北海道 日東水産(株) 稚内市港5-6-28

宮城県 八興漁業(株) 石巻市魚町2-12-1

東京都 川崎汽船(株) 東京都港鹿西新橋1-2-9

東京都 2 
(株)マルハニチロ水産

東京都千代田区大手町1-1-2
A大洋漁業(株)

東京都 3 旭海運(株) 東京都港区海岸1-9-18

東京都 4 飯野海運(株) 東京都千代田区内幸町会1-1

東京都 5 板谷商船(株) 東京都板橋区板橋4-6-1

東京都 6 
(株)甫船三井

東京都港区虎ノ門2-1-1
ム大阪商船三井船舶(株)

東京都 7 川崎近海汽船(株) 東京都千代田区震ヶ関1-4-2

東京都 8 京北海運(株) 東京都中央区新川ト6-11 事業場廃止

東京都 9 神戸汽船(株) 東京都港区三田3-4-10 事業場廃止

東京都 10 三光汽船(株) 東京都千代田区内幸町会2-3

ーしー
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出興 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量牢

東京都 11 
(株)商船三井

東京都千代田区丸の内2-2-2
ムジャパンライン(株)

東京都 12 昭和郵船(株) 東京都千代田区丸の内3-1-1 事業場廃止

東京都 13 新和海運(株) 東京都千代田区大手町1-8-1

東京都 14 第一中央汽船(株) 東京都江東区東陽3-7-13

東京都 15 大洋商船(株) 東京都千代田区丸の内1-1-2 事業場廃止

東京都 16 千代田汽船(株) 東京都千代田区丸の内2-2-2 事業場廃止

東京都 17 
日本水産(株)

東京都中央区日本橋室町ト7-1
ム日水船舶(株)

東京都 18 日本水産(株) 東京都千代田産大手町2-6-2

東京都 19 日本郵船(株) 東京都千代田区丸の内2-3-2

東京都 20 三菱鉱石輸送(株) 東京都千代田区丸の内3-4-1

東京都 21 
(株)商船三井

東京都千代田区一ツ橋1-1-1
A山下新日本汽船(株)

東京都 22 
商船三井テクノトレード(株)

東京都千代田区丸の内2-6-2
A山和商船(株)

東京都 23 
NSユナイテッド海運(株)

東京都千代田区大手町ト8-1
ム新和海運(株)
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コード 連番 企業名(ム18名称) 工場名
住所(.6.18住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量牢

東京都 24 
(株)ニチレイ

東京都中央区築地6-19-20
ム日本冷蔵(株)

東京都 25 
共同船舶(株)

東京都中央区豊海4-5
ム日本共同捕鯨(株)

大阪府 大阪船舶(株) 大阪市西区江戸堀1-18-11

大阪府 2 関西汽船(株) 大阪市港区弁天6-7-15

兵庫県 寄神オーシャン(株) 神戸市兵庫区七宮町2-1-1

兵庫県 2 
商船三井テタンカー管理(株)

神戸市中央区海岸通5
ム津山汽船(株)

兵庫県 3 
(株)川崎造船

神戸市中央区東川崎町3-1-1
A川崎重工(株)

兵庫県 4 乾汽船(株) 東京都中央区日本橋本町ト7-4

兵庫県 5 大三運輸(株) 神戸市灘区摩耶埠頭 事業場廃止

兵庫県 6 
トレーディア(株)

神戸市中央区海岸通ト2-22
A大日通運(株)

兵庫県 7 八馬汽船(株) 神戸市中央区京町74

岡山県 三井造船(株) 玉野事業所 玉野市五3-1-1

広島県 京仲海運(株) 呉市多賀谷1-3-17 事業場廃止
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

広島県 2 瀬戸内海汽船(株) 広島市南区宇品海岸1-12-23

広島県 3 マツダマリン(株) 大阪市西藍西本町1-8-2

(株)マルハニチロ水産
山口県

ム大洋漁業(株)
東京都千代田区大手町1-1-2

山口県 2 阪九フェリー(株) 下関市竹崎4-6-8

香川県 宇高国道フエリー(株) 高松市北浜町1-1

福岡県 日本水産(株) 東京都千代田区大手町2-6-2

福岡県 2 九州郵船(株) 福岡市博多区神屋町ト27

長崎県 長運水産(株) 長崎市旭町長22

長崎県 2 山田水産(株) 長崎市旭町3-22

出典
1)厚生労働省:石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008、2009、2010)
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