
中小規模事業場労働安全衛生評価事業 登録事業場名簿

現在

No 登録番号 都道府県 登録日 更新回数 有効期限

1 2013-35-2 宇部流通サービス株式会社 宇部事業所 山口県 平成25年7月3日 3 令和7年7月2日

2 2013-17-1 新日本溶業株式会社 北陸工場 石川県 平成25年10月1日 3 令和7年9月30日

3 2013-17-2 ダイワ株式会社 本社 石川県 平成25年10月1日 3 令和7年9月30日

4 2013-25-2 株式会社ISS山崎機械 本社工場 滋賀県 平成25年11月5日 3 令和7年11月4日

5 2013-27-3 昭和鋼管株式会社 大阪府 平成25年12月9日 3 令和7年12月8日

6 2013-14-1 株式会社レゾナック・ガスプロダクツ 川崎工場 神奈川県 平成25年12月18日 3 令和7年12月17日

7 2014-17-7 株式会社曽田製作所 石川県 平成26年1月9日 3 令和8年1月8日

8 2014-17-8 株式会社板尾鉄工所 石川県 平成26年1月9日 3 令和8年1月8日

9 2014-17-9 東和株式会社 本社工場 石川県 平成26年1月9日 3 令和8年1月8日

10 2014-17-10 株式会社明石合銅 石川県 平成26年1月9日 3 令和8年1月8日

11 2014-3-1 株式会社平野製作所 岩手県 平成26年1月14日 3 令和8年1月13日

12 2014-17-11 株式会社三光製作所 石川県 平成26年1月14日 3 令和8年1月13日

13 2014-17-12 株式会社室戸鉄工所 本社生産事業部 石川県 平成26年1月14日 3 令和8年1月13日

14 2014-29-1 株式会社汎建製作所 本社工場 奈良県 平成26年2月12日 3 令和8年2月11日

15 2014-17-14 株式会社鈴木鉄工 粟生工場 石川県 平成26年2月17日 3 令和8年2月16日

16 2014-17-16 株式会社タガミ・イーエクス 本社工場 石川県 平成26年2月25日 3 令和8年2月24日

17 2014-28-3 東洋製鉃株式会社 播磨工場 兵庫県 平成26年3月13日 3 令和8年3月12日

18 2014-8-4 高尾工業株式会社 茨城県 平成26年3月17日 3 令和8年3月16日

19 2014-38-3 株式会社曽我部鐵工所 愛媛県 平成26年3月17日 3 令和8年3月16日

20 2014-27-4 株式会社大豊製作所 本社工場 大阪府 平成26年3月18日 3 令和8年3月17日

21 2014-17-17 東亜電機工業株式会社 P＆D事業部 石川県 平成26年3月25日 3 令和8年3月24日

22 2014-18-2 株式会社日本エー・エム・シー 福井県 平成26年3月25日 3 令和8年3月24日

23 2014-17-19 岩本工業株式会社
本社及び倉部工
場

石川県 平成26年3月27日 3 令和8年3月26日

24 2014-17-20 株式会社コマテック 本社製造部 石川県 平成26年3月27日 3 令和8年3月26日

25 2014-17-21 株式会社小松高田製作所 石川県 平成26年3月27日 3 令和8年3月26日

26 2014-15-1 北陸工業株式会社 新潟県 平成26年3月28日 3 令和8年3月27日

27 2014-26-2 須河車体株式会社 京都府 平成26年4月11日 2 令和5年4月10日

28 2014-8-8 株式会社協立製作所 茨城工場 茨城県 平成26年5月1日 2 令和5年4月30日

29 2014-9-5 東陽機器工業株式会社 矢板工場 栃木県 平成26年5月1日 2 令和5年4月30日

30 2014-16-2 萩浦工業株式会社
本社及び本社工
場

富山県 平成26年8月7日 2 令和5年8月6日

31 2014-12-1 行徳紙工株式会社 千葉県 平成26年8月15日 2 令和5年8月14日

32 2014-28-6 東洋製鉄株式会社 明石工場 兵庫県 平成26年8月20日 2 令和5年8月19日

33 2014-17-23 浅井鉄工株式会社 石川県 平成26年9月29日 2 令和5年9月28日

34 2014-17-24 村井索道株式会社 本社工場 石川県 平成26年11月21日 2 令和5年11月20日

35 2014-24-1 昭和電工ガスプロダクツ株式会社 四日市工場 三重県 平成26年11月21日 2 令和5年11月20日

36 2014-35-3 株式会社山陽電工 山口県 平成26年12月4日 2 令和5年12月3日

37 2014-27-6 上鉄工業株式会社 本社工場 大阪府 平成26年12月17日 2 令和5年12月16日

38 2014-24-2 オリエント工機株式会社
機械製造部桑名
駐在

三重県 平成26年12月19日 2 令和5年12月18日

39 2014-20-2 日本濾過器株式会社 伊那工場 長野県 平成26年12月26日 2 令和5年12月25日

40 2014-15-2 株式会社吉村鉄工所 新潟県 平成26年12月26日 2 令和5年12月25日

41 2014-28-7 オリエント工機株式会社 兵庫県 平成26年12月26日 2 令和5年12月25日

42 2015-16-3 笹谷工業株式会社 富山県 平成27年1月16日 2 令和6年1月15日

43 2015-16-4 株式会社小矢部精機 本社工場 富山県 平成27年1月16日 2 令和6年1月15日

44 2015-39-2 株式会社山崎機械製作所 室戸工場 高知県 平成27年1月28日 2 令和6年1月27日

事業場名

令和5年3月31日
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令和5年3月31日

45 2015-7-4 積水ソフランウイズ株式会社 いわき工場 福島県 平成27年3月2日 2 令和6年3月1日

46 2015-4-1 オリエント工機株式会社 モールド製造本部 宮城県 平成27年3月10日 2 令和6年3月9日

47 2015-26-3 綾部トーヨーゴム株式会社 京都府 平成27年3月27日 2 令和6年3月26日

48 2015-14-6 積水ソフランウイズ株式会社 厚木工場 神奈川県 平成27年10月21日 2 令和6年10月20日

49 2016-28-8 積水ソフランウイズ株式会社 明石工場 兵庫県 平成28年2月10日 2 令和7年2月9日

50 2016-17-25 東和株式会社 はまなす工場 石川県 平成28年3月4日 2 令和7年3月3日

51 2016-34-2 株式会社シティプラスチック 広島県 平成28年4月6日 2 令和7年4月5日

52 2016-7-5 玉川エンジニアリング株式会社 本社 福島県 平成28年12月7日 2 令和7年12月6日

53 2017-37-2 社会福祉法人朝日園 香川県 平成29年9月19日 1 令和5年9月18日

54 2018-7-6 株式会社エフ・シー・シー 福島県 平成30年1月18日 1 令和6年1月17日

55 2018-27-7 株式会社　菰下鎔断 本社工場 大阪府 平成30年2月14日 1 令和6年2月13日

56 2018-27-8 玉川エンジニアリング株式会社 三宝事業所 大阪府 平成30年3月14日 1 令和6年3月13日

57 2019-30-1 ジオスター株式会社　技術本部 橋本工場 和歌山県 平成31年1月18日 1 令和7年1月17日

58 2019-23-3 田中工業株式会社 愛知県 平成31年1月24日 1 令和7年1月23日

59 2019-11-4 川越テック株式会社 埼玉県 平成31年2月7日 1 令和7年2月6日

60 2019-40-1 株式会社柳川合同 本社 福岡県 平成31年3月6日 1 令和7年3月5日

61 2019-32-1 株式会社ツチヨシ産業 出雲中子工場 島根県 令和1年7月17日 1 令和7年7月16日

62 2019-32-2 株式会社ツチヨシ産業 邑南工場 島根県 令和1年11月8日 1 令和7年11月7日

63 2020-26-4 日本ウエスト株式会社 本社・第一工場 京都府 令和2年1月20日 1 令和8年1月19日

64 2020-35-4 株式会社コウミ 山口県 令和2年1月20日 1 令和8年1月19日

65 2020-32-4 株式会社ツチヨシ産業 吉賀中子工場 島根県 令和2年1月20日 1 令和8年1月19日

66 2020-32-5 株式会社ツチヨシ産業 江津工場 島根県 令和2年2月6日 1 令和8年2月5日

67 2020-24-3 日本ウエスト東海株式会社 三重県 令和2年12月2日 令和5年12月1日

68 2021-17-27 株式会社NTN 羽咋製作所 石川県 令和3年4月22日 令和6年4月21日

69 2021-28-9 東洋ゴム化工品株式会社 明石工場 兵庫県 令和3年8月18日 令和6年8月17日

70 2021-17-28 株式会社NTN 宝達志水製作所 石川県 令和3年9月6日 令和6年9月5日

71 2021-27-9 大阪故鉄株式会社 大阪府 令和3年12月7日 令和6年12月6日

72 2023-33-1 株式会社NTN 備前製作所 岡山県 令和5年3月24日 令和8年3月23日
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