
 （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

707 O-76 東京 大田 石野ガスケット工業㈱ 大田区池上2-248

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3年7月 事業場廃止 平成3年7月に事業場廃止 1 1

708 M-75 東京 大田 山王セラミックス㈱ 大田区大森北1-19-6
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

― ― 事業場廃止 1 1

709 O-75 東京 大田 山王石綿㈱ 大田区大森北2-2-6 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業 ― ― 事業場廃止 1

710 R-70 東京 大田
三好石綿工業㈱大森工場
(㈱エム・エム・ケイ)

大田区大森西3-3-9
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 昭和45年 事業場廃止 昭和45年12月に事業場廃止。 1

711 Q-62 東京 大田 日本スレート工業㈱ 大田区大森西4-13-7

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

― ― 事業場廃止 1 1 1

712 S-76 東京 大田
日本特殊鋼㈱大森工場

(大同特殊鋼㈱)
大田区大森東1-29-1

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 昭和54年2月に事業場廃止。 2 1

713 I-91 東京 大田 千代田鋼板工業㈱ 大田区大森東5-20-2
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 取扱いなし 1

714 I-93 東京 大田 日本溶接機㈱ 大田区大森南1-5-15
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 取扱いなし 1

715 L-70 東京 大田 ㈾橋本製作所 大田区大森南3-8-13
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 事業場廃止 1 1

716 R-71 東京 大田 ㈲美濃製作所 大田区大森南3-32-14 その他の石綿に関連する作業 ― ― 取扱いなし 1 1

717 N-70 東京 大田 宮寺石綿理化工業㈱大森工場 大田区大森南4-9-18

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
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12年5月
頃

昭和55年頃 事業場廃止
石綿製品製造終了 昭和55年。工場閉鎖
昭和63年。旧大森工場構内での作業。事
業場所在地は事業場廃止当時の所在地。

718 O-74 東京 大田
宮寺石綿理化工業㈱大森工場

(㈱ミヤデラ断熱)
大田区大森南4-9-18

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
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
石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業

昭和12年5月
頃

昭和55年頃 事業場廃止
石綿製品製造終了 昭和55年。工場閉鎖
昭和63年。旧大森工場構内での作業。事
業場所在地は事業場廃止当時の所在地。

719 F-71 東京 大田 東京スレート㈱ 大田区蒲田1-1-7
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30年頃 昭和45年頃 取扱いなし 1

3 1

公表時の石綿
取扱い状況

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 石綿肺

特記事項

（備考）平成28年度までの累計

労災保険法支給決定件数 石綿救済法支給決定件数

肺がん びまん性
胸膜肥厚

肺がん良性
石綿胸水

中皮腫 中皮腫

※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）

1

びまん性
胸膜肥厚
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 （建設業を除く）

うち うち うち うち うち

死亡 死亡 死亡 死亡 死亡

公表時の石綿
取扱い状況

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 石綿肺

特記事項

（備考）平成28年度までの累計

労災保険法支給決定件数 石綿救済法支給決定件数

肺がん びまん性
胸膜肥厚

肺がん良性
石綿胸水

中皮腫 中皮腫

※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）

びまん性
胸膜肥厚

720 L-72 東京 大田 広沢工業㈱ 大田区蒲田1-9-9

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 1

721 M-79 東京 大田 日本通運㈱大森支店蒲田営業所 大田区蒲田5-40-7
石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1 1

722 L-71 東京 大田 ㈱ネクサスサービス 大田区蒲田5-8-7 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。他の事業場での作業歴あり。大田区
民センターにおいてボイラー技師として
勤務。

1

723 Q-59 東京 大田 ニイガタ原動機サービス㈱ 大田区蒲田本町1-3-20
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

724 F-70 東京 大田
三好石綿工業㈱蒲田工場

(現　三菱マテリアル建材㈱)
大田区北糀谷2-9-14

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33年 昭和50年 事業場廃止 昭和50年3月に事業場廃止。 1 1 1

725 M-77 東京 大田 松和自動車販売㈱ 大田区北千束2-26-4
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

― ― 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1

726 I-92 東京 大田
日本酸素㈱関東支社

(大陽日酸㈱)
大田区下丸子2-12-15

石綿ばく露作業の周辺において間接的なばく
露を受ける作業

― 昭和55年 事業場廃止
昭和55年2月に川崎市へ移転。
川崎市においては昭和57年頃使用終了。

727 E-19 東京 大田
日本酸素㈱東京製作所

(現　大陽日酸㈱)
大田区下丸子2-12-15

電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる
作業

― 昭和55年 事業場廃止
昭和55年2月に川崎市へ移転。
川崎市においては昭和57年頃使用終了。

728 Q-61 東京 大田 ㈱栄弁工業 大田区下丸子2-36-33 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

729 Q-60 東京 大田
㈱井沼製作所

(㈱井沼製作所)
大田区多摩川1-18-7

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）

― ― 事業場廃止 工事現場での間接ばく露。 1 1

730 M-76 東京 大田 秋元工業所 大田区西蒲田3-20-15 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 平成9年10月 平成21年5月 事業場廃止

事業場での石綿取扱いなし。出張作業で
あり事業場内での取扱いなし。他の事業
場での作業歴あり。平成21年12月に事業
場廃止。

1

731 I-90 東京 大田 アジア美工 大田区西蒲田4-23-3
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

732 P-68 東京 大田
不動化学工業㈱蒲田工場

(フドー㈱)
大田区西六郷4-11-26

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

733 F-67 東京 大田
㈲オリイ自動機製作所
(現　オリイメック㈱)

大田区萩中3-22-12
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

734 F-68 東京 大田 ㈱マエダ 大田区萩中1-14-3 鉄鋼所又は鉄鋼製品製造に関わる作業 ― ― 取扱いなし 他の事業場での作業歴あり。 1

3
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 （建設業を除く）

うち うち うち うち うち

死亡 死亡 死亡 死亡 死亡

公表時の石綿
取扱い状況

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 石綿肺

特記事項

（備考）平成28年度までの累計

労災保険法支給決定件数 石綿救済法支給決定件数

肺がん びまん性
胸膜肥厚

肺がん良性
石綿胸水

中皮腫 中皮腫

※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）

びまん性
胸膜肥厚

735 D-128 東京 大田 潮石綿工業所 大田区萩中2-10-19 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 昭和26年 平成9年 事業場廃止
断熱・保温工事。出張作業であり事業場
内での取扱いなし。

1 1

736 D-129 東京 大田 ㈲蔵重製作所 大田区羽田2-3-15 耐熱（耐火）服や耐熱手袋等を使用する作業 昭和50年頃 平成5年頃 取扱いなし 1

737 D-125 東京 大田
㈱日本航空インターナショナル羽田地区

事業所
大田区羽田空港3-3-2 その他の石綿に関連する作業 昭和26年頃 昭和64年頃 その他

過去に使用された石綿を含んだ部品の交
換作業の可能性あり。

738 P-67 東京 大田 日本航空㈱羽田地区事業所 大田区羽田空港3-3-2 その他の石綿に関連する作業 昭和26年頃 昭和64年頃 取扱いなし

過去に使用された石綿を含んだ部品の交
換作業の可能性あり。過去の溶接作業時
に石綿を含んだ補助材料を使用した可能
性あり。

739 P-66 東京 大田
㈱富士製作所

(現　㈱富士工業)
大田区東蒲田2-3-12 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 ― ― 取扱いなし 事業場での石綿取扱いなし。 1

740 D-123 東京 大田 ㈱ＪＡＬロジスティクス 大田区平和島5-3-1
吹付け石綿のある部屋・建物・倉庫等での作
業

昭和46年2月 昭和48年8月 取扱いなし 1

741 S-75 東京 大田
関西ペイント㈱東京工場

(現　関西ペイント㈱東京事業所)
大田区南六郷3-12-1 その他の石綿に関連する作業 昭和35年頃 昭和63年 取扱いなし 2 2

742 D-127 東京 大田 多摩川内燃機 大田区矢口
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 1 1 1
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