
安全衛生表彰受賞事業場一覧

年 年度 安全衛生表彰名 事業場名 所在地
1948 昭和23年 局長安全事業場賞 加州木材(株) 石川郡美川町
1949 昭和24年 県協会安全事業場賞 日東工業(株) 金沢市金石町
1949 昭和24年 県協会安全事業場賞 深田木材鶴来支店 石川郡鶴来町
1949 昭和24年 県協会安全事業場賞 吉田次作商店 金沢市中村町
1950 昭和25年 大臣安全事業場優良賞 北陸機械工業（株） 金沢市
1950 昭和25年 県協会安全事業場賞 北陸機械工業（株） 金沢市
1951 昭和26年 大臣衛生事業場優良賞 大和紡績(株)金沢工場 金沢市大和町1-1
1952 昭和27年 金沢協会安全事業場賞 加州木材(株) 石川郡美川町
1953 昭和28年 金沢協会衛生事業場賞 加賀通信工業(株) 河北郡津幡町太田に140
1956 昭和31年 金沢協会衛生事業場賞 北陸冷蔵（株）白菊町工場 金沢市白菊町１５－２０
1956 昭和31年 局長安全事業場進歩賞 大成建設(株)国立金沢病院作業場 金沢市駅西本町1丁目6-32
1958 昭和33年 大臣衛生事業場努力賞 金産自動車
1958 昭和33年 大臣安全事業場進歩賞 清水建設(株)金沢郵便局新築工事 金沢市玉川町5-15
1958 昭和33年 県協会衛生事業場賞 羽二重豆腐(株)
1958 昭和33年 金沢協会衛生事業場賞 金沢紡織(株)野々市工場
1958 昭和33年 金沢協会衛生事業場賞 田辺鉄工所
1958 昭和33年 金沢協会衛生事業場賞 浅森鉄工所
1958 昭和33年 金沢協会衛生事業場賞 津田駒工業(株) 金沢市野町5丁目18-18
1958 昭和33年 金沢協会衛生事業場賞 (株)高井製作所
1958 昭和33年 金沢協会衛生事業場賞 中田選瓦工場
1958 昭和33年 金沢協会衛生事業場賞 北陸製菓(株)
1958 昭和33年 金沢協会安全事業場賞 倉庫精練(株)
1958 昭和33年 金沢協会安全事業場賞 三善工業(株)
1958 昭和33年 金沢協会安全事業場賞 松田電気鍍金(株)
1958 昭和33年 金沢協会安全事業場賞 石動左官工業(株)
1958 昭和33年 金沢協会安全事業場賞 石川マツダ販売(株)
1958 昭和33年 金沢協会安全事業場賞 (株)朝日製作所
1958 昭和33年 局長衛生事業場努力賞 丸一紡績(株)
1958 昭和33年 局長衛生事業場優良賞 羽二重豆腐(株)
1958 昭和33年 局長安全事業場進歩賞 太田木材(株)
1959 昭和34年 県協会安全事業場賞 金森合金鋳造所
1959 昭和34年 金沢協会衛生事業場賞 天狗中田産業(株) 金沢市西金沢3丁目124番地
1959 昭和34年 金沢協会衛生事業場賞 北国銀行(株)本店 金沢市南町6-15
1959 昭和34年 金沢協会安全事業場賞 加賀通信工業(株) 河北郡津幡町太田に140
1959 昭和34年 金沢協会安全事業場賞 津田駒工業(株) 金沢市野町5丁目18-18
1959 昭和34年 金沢協会安全事業場賞 日本海衡器工業(株)
1959 昭和34年 金沢協会安全事業場賞 角永商店
1959 昭和34年 金沢協会安全事業場賞 (株)真柄組
1959 昭和34年 局長衛生事業場努力賞 倉庫精練(株)西金工場 金沢市西泉4-11
1959 昭和34年 局長衛生事業場優良賞 日本電信電話公社金沢電話局
1959 昭和34年 局長衛生事業場優良賞 金沢紡織(株)諸江工場
1959 昭和34年 局長安全事業場努力賞 福田染色精練(株)美川工場
1960 昭和35年 局長衛生事業場努力賞 (株)大日製作所 野々市市扇が丘1番1号
1962 昭和37年 大臣安全事業場進歩賞 津田駒工業(株) 金沢市野町5丁目18-18
1962 昭和37年 県協会衛生事業場賞 浅森鉄工所
1962 昭和37年 県協会安全事業場賞 津田駒工業(株) 金沢市野町5丁目18-18
1962 昭和37年 局長衛生事業場努力賞 土肥精密研磨工業所 白山市横江町1477番地
1962 昭和37年 局長衛生事業場優良賞 (株)大日製作所 野々市市扇が丘1番1号
1962 昭和37年 局長安全事業場進歩賞 (株)別川製作所
1963 昭和38年 県協会衛生事業場賞 (株)明石鋳造所
1963 昭和38年 県協会衛生事業場賞 福田染色精練(株)美川工場
1963 昭和38年 県協会衛生事業場賞 吉田司織物工場
1963 昭和38年 県協会安全事業場賞 中村留精密工業(株) 白山市熱野町ロ15
1963 昭和38年 県協会安全事業場賞 白山工業(株)
1963 昭和38年 局長衛生事業場努力賞 黒川ラセン工業(株)
1963 昭和38年 局長衛生事業場優良賞 松本産業(株)高松工場
1963 昭和38年 局長安全事業場進歩賞 富士プレス工業(株)
1963 昭和38年 局長安全事業場進歩賞 土肥研磨工業 白山市横江町1477番地
1964 昭和39年 大臣安全事業場優良賞 津田駒工業(株) 金沢市野町5丁目18-18
1964 昭和39年 大臣安全事業場進歩賞 土肥精密研磨工業所 白山市横江町1477番地
1964 昭和39年 県協会安全事業場賞 津田駒工業(株) 金沢市野町5丁目18-18
1964 昭和39年 県協会安全事業場賞 土肥精密研磨工業 白山市横江町1477番地
1964 昭和39年 金沢協会安全団体賞 石川県プレス工業協同組合災防協議会
1964 昭和39年 金沢協会安全事業場賞 日本国有鉄道松任工場旋盤職場 白山市新田町289
1964 昭和39年 金沢協会安全事業場賞 高松機械工作所 白山市旭丘1丁目8
1964 昭和39年 金沢協会安全事業場賞 石川油糧品工業(株)
1964 昭和39年 金沢協会安全事業場賞 杉本鉄工所
1965 昭和40年 大臣衛生事業場努力賞 (株)大日製作所 野々市市扇が丘1番1号
1965 昭和40年 県協会衛生事業場賞 佃縫製 金沢市醒ヶ井町
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1965 昭和40年 県協会衛生事業場賞 (株)大日製作所 野々市市扇が丘1番1号
1965 昭和40年 県協会安全事業場賞 金沢紡織(株)野々市工場
1965 昭和40年 金沢協会衛生事業場賞 細川プラスチック製作所
1965 昭和40年 金沢協会衛生事業場賞 九谷光仙製陶所
1965 昭和40年 金沢協会衛生事業場賞 まるふじ製箸所
1965 昭和40年 金沢協会安全事業場賞 日本国有鉄道松任工場 白山市新田町289
1965 昭和40年 金沢協会安全事業場賞 北陸電力(株)石川支店金沢営業所 金沢市下本多町6番丁11
1965 昭和40年 局長衛生事業場努力賞 丸文繊維工業(株) 金沢市西金沢
1965 昭和40年 局長安全事業場進歩賞 西野キー製作所 金沢市北安江３丁目７－３３
1966 昭和41年 県協会安全事業場賞 高松機械工業(株) 白山市旭丘1丁目8
1966 昭和41年 金沢協会衛生事業場賞 大日本インキ化学工業(株)美川工場 石川郡美川町湊町
1966 昭和41年 金沢協会衛生事業場賞 前田建設工業(株)河北潟作業所 河北郡内灘町大根布
1966 昭和41年 金沢協会衛生事業場賞 野々市工業(株) 石川郡野々市町堀内4-87
1966 昭和41年 金沢協会衛生事業場賞 寺島機業場 河北郡七塚町木津
1966 昭和41年 金沢協会衛生事業場賞 梶鋳工所 河北郡高松町
1966 昭和41年 金沢協会衛生事業場賞 ウノケ電子工業 河北郡宇ノ気町
1966 昭和41年 金沢協会衛生事業場賞 石川織物(株)津幡工場 河北郡津幡町
1966 昭和41年 金沢協会衛生事業場賞 長谷撚糸(株) 金沢市金石本町
1966 昭和41年 金沢協会安全事業場賞 片岡機械工業(株) 金沢市長田本町
1966 昭和41年 金沢協会安全事業場賞 大同製作所 金沢市間明町
1966 昭和41年 金沢協会安全事業場賞 杉本木工所 金沢市北安江町
1966 昭和41年 金沢協会安全事業場賞 (株)沖野歯車製作所 金沢市桜田町
1966 昭和41年 金沢協会安全事業場賞 (株)深谷鉄工所 金沢市中村町
1966 昭和41年 金沢協会安全事業場賞 (株)畠山鋳造所 金沢市南広岡町
1966 昭和41年 金沢協会安全事業場賞 高松機械工業(株) 金沢市松村町
1966 昭和41年 局長衛生事業場努力賞 佃縫製 金沢市醒ヶ井町
1966 昭和41年 局長衛生事業場努力賞 吉田次作商店
1966 昭和41年 局長安全事業場進歩賞 大成建設(株)北陸電通局新築工事 金沢市駅西本町1丁目6-32
1967 昭和42年 大臣安全事業場優良賞 土肥研磨工業 白山市横江町1477番地
1967 昭和42年 県協会衛生事業場賞 (株)大和金沢店 金沢市香林坊1-1-1
1967 昭和42年 金沢協会衛生事業場賞 石川ヤクルト(株) 石川郡野々市町
1967 昭和42年 金沢協会衛生事業場賞 大同製網(株) 金沢市金石本町
1967 昭和42年 金沢協会衛生事業場賞 加能木工(有) 金沢市利屋町
1967 昭和42年 金沢協会衛生事業場賞 永野印刷 金沢市此花町
1967 昭和42年 金沢協会衛生事業場賞 芝舟小出 金沢市野町6丁目
1967 昭和42年 金沢協会衛生事業場賞 第一繊維加工 河北郡津幡町
1967 昭和42年 金沢協会衛生事業場賞 大畑商店 金沢市北安江町
1967 昭和42年 金沢協会衛生事業場賞 安原織物（株） 金沢市安原町
1967 昭和42年 金沢協会衛生事業場賞 羽田製紐工業 河北郡高松町
1967 昭和42年 金沢協会安全事業場賞 雪印乳業（株）北陸工場 松任市
1967 昭和42年 金沢協会安全事業場賞 山口木材工業（株） 金沢市粟ヶ崎町
1967 昭和42年 金沢協会安全事業場賞 富士金属工業 石川郡野々市町
1967 昭和42年 金沢協会安全事業場賞 (株)本多製作所 金沢市諸江町
1967 昭和42年 金沢協会安全事業場賞 (株)大海自動車商会 金沢市此花町
1967 昭和42年 局長衛生事業場優良賞 倉庫精練(株)西金工場 金沢市西泉4-11
1967 昭和42年 局長安全事業場賞 中村留精密工業(株) 白山市熱野町ロ15番地
1968 昭和43年 大臣衛生事業場努力賞 倉庫精練(株)西金工場 金沢市西泉4-11
1968 昭和43年 県協会衛生事業場賞 倉庫精練(株)西金工場 金沢市西泉4-11
1968 昭和43年 県協会衛生事業場賞 山口木材工業（株） 金沢市粟ヶ崎町
1968 昭和43年 県協会衛生事業場賞 明治乳業(株)石川工場 石川郡野々市町
1968 昭和43年 県協会安全事業場賞 中村留精密工業(株) 白山市熱野町ロ15番地
1968 昭和43年 県協会安全事業場賞 大日本インキ化学工業(株)美川工場 白山市湊町ソ64-2
1968 昭和43年 金沢協会安全事業場賞 佐藤鉄工所 金沢市野町4丁目
1968 昭和43年 金沢協会安全事業場賞 (株)ミモト鉄工所 金沢市松村町
1968 昭和43年 金沢協会安全事業場賞 住吉工業(株) 石川郡野々市町
1968 昭和43年 金沢協会安全事業場賞 辻金プレス工業所 金沢市進和町
1968 昭和43年 金沢協会安全事業場賞 石川レース(株) 河北郡宇ノ気町
1968 昭和43年 金沢協会安全事業場賞 三光製作所 石川郡美川町今町
1968 昭和43年 金沢協会安全事業場賞 扇興運輸(株) 石川郡野々市町本町
1968 昭和43年 局長衛生事業場努力賞 加賀通信工業(株) 河北郡津幡町太田に140
1968 昭和43年 局長安全事業場進歩賞 清水プレス工業(株) 金沢市中村町
1968 昭和43年 局長安全事業場優良賞 西野製作所 金沢市北安江町
1968 昭和43年 大臣安全事業場優良賞 中村留精密工業(株) 白山市熱野町ロ15番地
1968 昭和43年 総理大臣安全事業場賞 土肥精密研磨工業所 白山市横江町1477番地
1970 昭和45年 県協会衛生事業場賞 高桑美術印刷(株) 金沢市泉本町5丁目20
1970 昭和45年 県協会衛生事業場賞 北陸中日新聞社
1970 昭和45年 金沢協会衛生事業場賞 (株)松田商店 河北郡津幡町
1970 昭和45年 金沢協会衛生事業場賞 新名織物鶴来工場 石川郡鶴来町
1970 昭和45年 金沢協会衛生事業場賞 亀田工業(株) 石川郡野々市町
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1970 昭和45年 金沢協会衛生事業場賞 （合）木暮金属工業 松任市宮永市町
1970 昭和45年 金沢協会衛生事業場賞 浜田鋳製所 河北郡宇ノ気町
1970 昭和45年 金沢協会衛生事業場賞 美川繊維工場 石川郡美川町
1970 昭和45年 金沢協会衛生事業場賞 永野印刷(株) 金沢市此花町
1970 昭和45年 金沢協会衛生事業場賞 金沢車輌工業(株) 金沢市芳斉町
1970 昭和45年 金沢協会衛生事業場賞 三光精機(株) 金沢市元菊町
1970 昭和45年 金沢協会安全事業場賞 石川トヨペット(株) 金沢市浅野本町
1970 昭和45年 金沢協会安全事業場賞 二塚織物(株) 金沢市袋畠町ハ８１
1970 昭和45年 金沢協会安全事業場賞 下製材所 金沢市中村町
1970 昭和45年 金沢協会安全事業場賞 北国細幅織物(株) 河北郡津幡町
1970 昭和45年 金沢協会安全事業場賞 サンガ細幅織物協同組合 河北郡宇ノ気町
1970 昭和45年 金沢協会安全事業場賞 タケダ製作所 河北郡高松町
1970 昭和45年 金沢協会安全事業場賞 室田織物(株) 河北郡七塚町
1970 昭和45年 金沢協会安全事業場賞 西織ネーム製作所 石川郡鶴来町
1970 昭和45年 金沢協会安全事業場賞 長野ポンプ(株) 金沢市浅野本町
1970 昭和45年 大臣安全事業場優良賞 北陸電力(株)石川支店 金沢市下本多町6番丁11
1970 昭和45年 総理大臣安全事業場賞 津田駒工業(株) 金沢市野町5丁目18-18
1971 昭和46年 大臣安全事業場進歩賞 松本産業(株)高松工場
1971 昭和46年 県協会事業場賞 松田幸次扇興運輸（株）北陸支店 石川郡野々市町本町６－５－１
1971 昭和46年 県協会事業場賞 森長金属（株） 松任市平松町８５
1971 昭和46年 県協会安全事業場賞 森長金属(株) 松任市平松町８５
1971 昭和46年 県協会安全事業場賞 石川マツダ販売(株) 野々市市横宮町3-1
1971 昭和46年 金沢協会衛生事業場賞 城西家具工業(株)
1971 昭和46年 金沢協会衛生事業場賞 鍋喜醤油(株)
1971 昭和46年 金沢協会衛生事業場賞 (株)中村鉄工所
1971 昭和46年 金沢協会衛生事業場賞 酒井コンクリート工業(株)
1971 昭和46年 金沢協会衛生事業場賞 (株)津幡機業場
1971 昭和46年 金沢協会衛生事業場賞 荒木絹撚(株)
1971 昭和46年 金沢協会安全事業場賞 大平金属(株) 金沢市
1971 昭和46年 金沢協会安全事業場賞 (株)村谷機械製作所 金沢市
1971 昭和46年 金沢協会安全事業場賞 三洋自動車(株) 金沢市薬師堂町
1971 昭和46年 金沢協会安全事業場賞 三信撚糸工業(株) 河北郡津幡町
1971 昭和46年 金沢協会安全事業場賞 沢野撚糸工場 河北郡宇ノ気町
1971 昭和46年 金沢協会安全事業場賞 駒井製材所 河北郡高松町
1971 昭和46年 金沢協会安全事業場賞 新名織物鶴来工場 石川郡鶴来町
1971 昭和46年 金沢協会安全事業場賞 宮丸精密金型(株) 金沢市北安江
1971 昭和46年 金沢協会事業場賞 石川マツダ販売（株） 石川郡野々市町横宮３
1971 昭和46年 金沢協会事業場賞 森長金属（株） 松任市平松町８５
1971 昭和46年 局長衛生事業場努力賞 (株)大和金沢店 金沢市香林坊1-1-1
1971 昭和46年 大臣安全事業場優良賞 中村留精密工業(株) 白山市熱野町ロ15
1972 昭和47年 県協会衛生事業場賞 安原織物（株） 金沢市下安原町西５２７
1972 昭和47年 県協会衛生事業場賞 山口木材工業（株） 金沢市粟崎ほ４２
1972 昭和47年 金沢協会衛生事業場賞 桂紀章(株) 金沢市二ツ寺町
1972 昭和47年 金沢協会衛生事業場賞 (株)大同製作所 金沢市進和町
1972 昭和47年 金沢協会衛生事業場賞 (株)北都鉄工 金沢市長田本町
1972 昭和47年 金沢協会衛生事業場賞 伊藤合繊工業所 河北郡津幡町
1972 昭和47年 金沢協会衛生事業場賞 (株)梶製作所 河北郡高松町
1972 昭和47年 金沢協会安全事業場賞 松任鉄工所 金沢市元町
1972 昭和47年 金沢協会安全事業場賞 三好塗装工業所 金沢市増泉町
1972 昭和47年 金沢協会安全事業場賞 瀬川経木(株) 金沢市金石町
1972 昭和47年 金沢協会安全事業場賞 (株)小林鉄工所 金沢市畝田町
1972 昭和47年 金沢協会安全事業場賞 (株)相坂鉄工所 石川郡野々市町
1972 昭和47年 金沢協会安全事業場賞 深田木材(株) 石川郡鶴来町
1972 昭和47年 金沢協会安全事業場賞 (株)盛鉄工所 石川郡美川町
1972 昭和47年 金沢協会安全事業場賞 新名繊維工業(株) 河北郡宇ノ気町
1972 昭和47年 金沢協会事業場賞 安原織物（株） 金沢市下安原町西５２７
1972 昭和47年 金沢協会事業場賞 山口木材工業（株） 金沢市粟崎ほ４２
1973 昭和48年 大臣安全事業場進歩賞 白山工業(株) かほく市横山ヨ102番8
1973 昭和48年 県協会衛生事業場賞 （株）梶製作所 河北郡高松町ノ１９
1973 昭和48年 県協会衛生事業場賞 古市経編工業所 金沢市材木町１７－３０
1973 昭和48年 県協会衛生事業場賞 松田電気鍍金工業所 金沢市進和町３２番地
1973 昭和48年 金沢協会衛生事業場賞 (株)川岸製作所 金沢市進和町
1973 昭和48年 金沢協会衛生事業場賞 暁化学工業(株) 金沢市北安江町
1973 昭和48年 金沢協会衛生事業場賞 大栄(株) 金沢市諸江上丁
1973 昭和48年 金沢協会衛生事業場賞 昭繊維(株) 河北郡宇ノ気町
1973 昭和48年 金沢協会衛生事業場賞 平井金型工業 金沢市元町
1973 昭和48年 金沢協会衛生事業場賞 小幡撚糸工場 金沢市大野町
1973 昭和48年 金沢協会衛生事業場賞 丹後経編工場 河北郡津幡町
1973 昭和48年 金沢協会衛生事業場賞 二木合繊
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1973 昭和48年 金沢協会衛生事業場賞 北国書籍印刷(株)
1973 昭和48年 金沢協会安全事業場賞 (株)下製材所 金沢市中村町
1973 昭和48年 金沢協会安全事業場賞 井野口鉄工所 金沢市高柳町
1973 昭和48年 金沢協会安全事業場賞 トヨタオート石川(株) 金沢市西泉
1973 昭和48年 金沢協会安全事業場賞 北陸トーヨー自動車(株) 石川郡鶴来町
1973 昭和48年 金沢協会安全事業場賞 大日本インキ工業(株) 石川郡美川町
1973 昭和48年 金沢協会安全事業場賞 山久建設(株) 河北郡津幡町
1973 昭和48年 金沢協会安全事業場賞 菊地家具製作所 河北郡宇ノ気町
1973 昭和48年 金沢協会事業場賞 （株）梶製作所 河北郡高松町ノ１９
1973 昭和48年 金沢協会事業場賞 古市経編工業所 金沢市材木町１７－３０
1973 昭和48年 金沢協会事業場賞 松田電気鍍金工業所 金沢市進和町３２番地
1973 昭和48年 総理大臣安全事業場賞 中村留精密工業(株) 白山市熱野町ロ15
1974 昭和49年 大臣衛生事業場努力賞 (株)石川製作所 金沢市南森本町リ９５番地
1974 昭和49年 県協会事業場賞 三善製紙（株） 金沢市金石北３丁目１の１
1974 昭和49年 金沢協会衛生事業場賞 北陸フード(株) 金沢市粟ヶ崎町
1974 昭和49年 金沢協会衛生事業場賞 (株)ニシムラジグ 金沢市北安江町
1974 昭和49年 金沢協会衛生事業場賞 (有)芝舟小出 金沢市横川町
1974 昭和49年 金沢協会衛生事業場賞 富士精機(株) 金沢市浅野本町
1974 昭和49年 金沢協会衛生事業場賞 三信撚糸工業(株) 河北郡津幡町
1974 昭和49年 金沢協会衛生事業場賞 四康織物工業協同組合 石川郡美川町
1974 昭和49年 金沢協会衛生事業場賞 梶織物(株) 河北郡高松町
1974 昭和49年 金沢協会衛生事業場賞 ハタ工業(株) 河北郡高松町
1974 昭和49年 金沢協会安全事業場賞 東邦工業(株) 河北郡津幡町
1974 昭和49年 金沢協会安全事業場賞 (株)竹内歯車製作所 金沢市南森本町
1974 昭和49年 金沢協会安全事業場賞 米森鉄工(株) 石川郡鶴来町
1974 昭和49年 金沢協会安全事業場賞 (株)木地金筬製作所 石川郡野々市町
1974 昭和49年 金沢協会安全事業場賞 (株)中村編織工業 河北郡宇ノ気町
1974 昭和49年 金沢協会安全事業場賞 (株)米林製作所 金沢市鳴和町
1974 昭和49年 金沢協会安全事業場賞 桂機業場 金沢市桂町
1974 昭和49年 金沢協会安全事業場賞 (有)笠間鉄工所 金沢市長田
1974 昭和49年 金沢協会事業場賞 三善製紙（株） 金沢市金石北３丁目１の１
1974 昭和49年 局長衛生事業場努力賞 石川可鍛製鉄(株)
1974 昭和49年 局長衛生事業場努力賞 日本冶金工業(株)金沢工場
1975 昭和50年 大臣安全事業場進歩賞 高松機械工業(株) 白山市旭丘1丁目8
1975 昭和50年 県協会安全事業場賞 日本硬質陶器（株） 松任市相木町３８３
1975 昭和50年 金沢協会衛生事業場賞 村田金属工業(株) 金沢市金石東１丁目1-45
1975 昭和50年 金沢協会衛生事業場賞 長谷(株) 金沢市金石西１丁目4-30
1975 昭和50年 金沢協会衛生事業場賞 村田鉄工(株) 金沢市進和町29
1975 昭和50年 金沢協会衛生事業場賞 サクラ家具(株) 金沢市高柳町３丁目4-1
1975 昭和50年 金沢協会衛生事業場賞 日本鏡板工業(株)北陸工場 松任市福留町ヌ39
1975 昭和50年 金沢協会衛生事業場賞 オカダ合金㈱ 河北郡宇ノ気町
1975 昭和50年 金沢協会安全事業場賞 加能樹脂(株) 金沢市利屋町ル24
1975 昭和50年 金沢協会安全事業場賞 (株)新蔵鉄工所 金沢市増泉3-18-10
1975 昭和50年 金沢協会安全事業場賞 (株)森合成 金沢市進和町10
1975 昭和50年 金沢協会安全事業場賞 (株)目名製作所 石川郡鶴来町本町
1975 昭和50年 金沢協会安全事業場賞 村上精工(株) 石川郡野々市町稲荷
1975 昭和50年 金沢協会事業場賞 日本硬質陶器（株） 松任市相木町３８３
1975 昭和50年 局長安全事業場進歩賞 名鉄自動車整備(株) 金沢市柳橋町ア30番地
1975 昭和50年 局長安全事業場優良賞 大日本インキ化学工業(株)美川工場 白山市湊町ソ64-2
1976 昭和51年 大臣衛生事業場努力賞 ユーザック電子工業(株) かほく市宇野気ヌ98-2
1976 昭和51年 県協会安全事業場賞 安島製缶(株) 金沢市長田２－３－５
1976 昭和51年 金沢協会衛生事業場賞 石川トヨペット(株) 金沢市浅野本町ロ104
1976 昭和51年 金沢協会衛生事業場賞 小原染工(株) 河北郡宇ノ気町宇野気
1976 昭和51年 金沢協会衛生事業場賞 大文産業(株) 石川郡鶴来町森島
1976 昭和51年 金沢協会衛生事業場賞 高桑美術印刷(株) 金沢市泉本町ホ33
1976 昭和51年 金沢協会安全事業場賞 浅田鉄工(株) 金沢市進和町28
1976 昭和51年 金沢協会安全事業場賞 森田建設(株) 河北郡津幡町浅田甲78-2イ81
1976 昭和51年 金沢協会安全事業場賞 枡田繊業(株) 河北郡宇ノ気町宇ノ気チ87
1976 昭和51年 金沢協会安全事業場賞 森本精機 石川郡美川町平加町ヘ81
1976 昭和51年 金沢協会事業場賞 安島製缶（株） 金沢市長田２－３－５
1976 昭和51年 金沢協会衛生事業場賞 北陸計器工業(株)
1976 昭和51年 局長安全事業場進歩賞 澁谷工業(株) 金沢市大豆田本町甲58
1977 昭和52年 大臣衛生事業場努力賞 加賀通信工業(株)金沢工場 河北郡津幡町太田に140
1977 昭和52年 県協会事業場賞 石川ヂーゼル自動車（株） 金沢市神宮寺３丁目１－２０
1977 昭和52年 金沢協会衛生事業場賞 (株)小堀酒造店 石川郡鶴来町本町
1977 昭和52年 金沢協会衛生事業場賞 (株)丸真 金沢市諸江上丁
1977 昭和52年 金沢協会衛生事業場賞 日海工業(株) 金沢市観音堂町イ28
1977 昭和52年 金沢協会衛生事業場賞 (株)太陽 河北郡宇ノ気町
1977 昭和52年 金沢協会衛生事業場賞 広瀬製材所 河北郡津幡町
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1977 昭和52年 金沢協会安全事業場賞 供田鉄工所 金沢市進和町30
1977 昭和52年 金沢協会安全事業場賞 暁化学工業㈱ 金沢市北安江町288
1977 昭和52年 金沢協会安全事業場賞 谷本木材(株) 石川郡鶴来町大国町
1977 昭和52年 金沢協会安全事業場賞 伊藤撚糸工場 河北郡宇ノ気町森
1977 昭和52年 金沢協会事業場賞 石川ヂーゼル自動車（株） 金沢市神宮寺３丁目１－２０
1977 昭和52年 局長衛生事業場優良賞 大日本インキ化学工業(株)美川工場 白山市湊町ｿ64-2
1978 昭和53年 大臣安全事業場進歩賞 大日本インキ化学工業(株)美川工場 白山市湊町ｿ64-2
1978 昭和53年 金沢協会衛生事業場賞 日本硬質陶器(株)鶴来工場 石川郡鶴来町小柳町
1978 昭和53年 金沢協会衛生事業場賞 (株)浅田合金 金沢市進和町
1978 昭和53年 金沢協会衛生事業場賞 辻染色(株) 金沢市専光寺レ3-4
1978 昭和53年 金沢協会安全事業場賞 金沢金網(株) 金沢市湊３丁目29-1
1978 昭和53年 金沢協会安全事業場賞 滝川鉄工(株) 金沢市進和町22
1978 昭和53年 金沢協会安全事業場賞 橋本鉄工所 河北郡津幡町中橋
1978 昭和53年 金沢協会安全事業場賞 北辰化成工業(株) 河北郡宇ノ気町横山
1978 昭和53年 金沢協会安全事業場賞 (株)鶴来電子製作所 石川郡鶴来町白山町
1978 昭和53年 金沢協会安全事業場賞 マルヨシ繊維工業(株) 石川郡美川町神幸町
1978 昭和53年 金沢協会団体賞 住吉工業（協） 金沢市北安江町５５６
1978 昭和53年 金沢協会団体賞 長田工業協同組合
1978 昭和53年 金沢協会団体賞 鶴来商工会
1978 昭和53年 局長衛生事業場優良賞 ユーザック電子工業(株) かほく市宇野気ヌ98-2
1978 昭和53年 局長安全事業場進歩賞 (株)大日製作所 野々市市扇が丘1番1号
1978 昭和53年 局長安全事業場進歩賞 辰巳化学(株) 金沢市久安3丁目406
1979 昭和54年 県協会事業場賞 北陸冷蔵（株）白菊町工場 金沢市白菊町１５－２０
1979 昭和54年 金沢協会衛生事業場賞 北陸協同乳業(株) 石川郡野々市町太平寺
1979 昭和54年 金沢協会衛生事業場賞 (株)マンツネパック 河北郡津幡町清水
1979 昭和54年 金沢協会衛生事業場賞 河北郡衛生(株) 河北郡高松町高松
1979 昭和54年 金沢協会衛生事業場賞 北陸整備(株) 金沢市北安江町338-5
1979 昭和54年 金沢協会衛生事業場賞 (株)馬場鉄工所 石川郡野々市町徳田
1979 昭和54年 金沢協会衛生事業場賞 (有)西山産業 石川郡鶴来町部入道
1979 昭和54年 金沢協会安全事業場賞 日本冶金工業(株) 金沢市三池町475-1
1979 昭和54年 金沢協会安全事業場賞 (株)本多製作所 金沢市諸江町上338
1979 昭和54年 金沢協会安全事業場賞 千田木材(株) 石川郡鶴来町白山町
1979 昭和54年 金沢協会安全事業場賞 大西組 河北郡津幡町北中条
1979 昭和54年 金沢協会安全事業場賞 杉本淳二撚糸工場 河北郡宇ノ気町谷
1979 昭和54年 金沢協会団体事業場賞 高松長柄窯業協同組合 河北郡高松町長柄
1979 昭和54年 金沢協会事業場賞 北陸冷蔵（株）白菊町工場 金沢市白菊町１５－２０
1980 昭和55年 金沢協会衛生事業場賞 津幡繊維(株) 河北郡津幡町下河合
1980 昭和55年 金沢協会衛生事業場賞 (株)ミモト鉄工所 金沢市松村町６丁目142-5
1980 昭和55年 金沢協会衛生事業場賞 オケダ美術印刷社 石川郡野々市町矢作337
1980 昭和55年 金沢協会衛生事業場賞 田中喜和機業場 河北郡宇ノ気町上田名
1980 昭和55年 金沢協会衛生事業場賞 (株)天童工芸 金沢市湊１丁目108
1980 昭和55年 金沢協会安全事業場賞 日本フィルター工業(株)津幡工場 河北郡津幡町杉瀬イ１-１
1980 昭和55年 金沢協会安全事業場賞 高田重工(株) 金沢市専光寺町オ113
1980 昭和55年 金沢協会安全事業場賞 川端繊維工業所 河北郡宇ノ気町宇野気
1980 昭和55年 金沢協会安全事業場賞 (株)小寺鉄筋工業所 石川郡鶴来町道法寺町
1980 昭和55年 金沢協会安全事業場賞 (株)三光製作所 石川郡美川町長屋町
1980 昭和55年 金沢協会団体賞 長田工業協同組合 金沢市二口町２の４６
1981 昭和56年 県協会事業場賞 （株）小寺鉄筋工業所 石川郡鶴来町道法寺町
1981 昭和56年 県協会事業場賞 （株）三光製作所 石川郡美川町長屋町
1981 昭和56年 金沢協会衛生事業場賞 (株)永島製作所
1981 昭和56年 金沢協会衛生事業場賞 富士能フーズ(株)
1981 昭和56年 金沢協会衛生事業場賞 (株)根来製作所
1981 昭和56年 金沢協会衛生事業場賞 （合）大畑商店
1981 昭和56年 金沢協会衛生事業場賞 エヌ繊維工業協同組合共同施設工場 石川郡美川町湊町丙11-7
1981 昭和56年 金沢協会安全事業場賞 北商(株) 金沢市示野町イ6
1981 昭和56年 金沢協会安全事業場賞 北陸ペプシコーラボトリング(株) 石川郡野々市町押野町
1981 昭和56年 金沢協会安全事業場賞 北国製紐(株) 河北郡宇ノ気町七窪
1981 昭和56年 金沢協会安全事業場賞 今村建設 河北郡津幡町大田
1981 昭和56年 金沢協会安全事業場賞 本田鉄工(株) 金沢市福増町南14
1981 昭和56年 金沢協会安全事業場賞 松本自動車サービス(株) 河北郡高松町高松
1981 昭和56年 金沢協会安全事業場賞 北陸ニット工業(株) 石川郡吉野谷村吉野
1981 昭和56年 金沢協会安全事業場賞 松坂ステンレス 金沢市畝田町ル22
1981 昭和56年 金沢協会安全事業場賞 西村織物(株) 石川郡美川町港町井1-1
1981 昭和56年 金沢協会安全事業場賞 (株)キンボーニット 河北郡七塚町木津イ16
1981 昭和56年 金沢協会事業場賞 （株）小寺鉄筋工業所 石川郡鶴来町道法寺町
1981 昭和56年 金沢協会事業場賞 （株）三光製作所 石川郡美川町長屋町
1982 昭和57年 県協会事業場賞 （株）稲本製作所 松任市西新町３３
1982 昭和57年 県協会事業場賞 日海工業（株） 金沢市観音堂イ２８
1982 昭和57年 金沢協会衛生事業場賞 浅地メッキ工業(株) 金沢市御影町26-11



安全衛生表彰受賞事業場一覧

年 年度 安全衛生表彰名 事業場名 所在地
1982 昭和57年 金沢協会衛生事業場賞 (株)沖野歯車製作所 金沢市桜田町ラ20-1
1982 昭和57年 金沢協会衛生事業場賞 北松電器(株) 河北郡宇ノ気町七ツ屋
1982 昭和57年 金沢協会衛生事業場賞 シブヤ精工(株) 金沢市進和町6
1982 昭和57年 金沢協会衛生事業場賞 嶋錺工所 河北郡津幡町津幡
1982 昭和57年 金沢協会衛生事業場賞 鶴来食品工業(株) 石川郡鶴来町八幡町
1982 昭和57年 金沢協会衛生事業場賞 遠塚谷繊維(株) 河北郡七塚町浜北
1982 昭和57年 金沢協会衛生事業場賞 松本機械工業(株) 金沢市示野町ニ80
1982 昭和57年 金沢協会衛生事業場賞 森島鉄工(株) 金沢市湊２丁目54
1982 昭和57年 金沢協会安全事業場賞 鈴木合金所 金沢市北安江町406
1982 昭和57年 金沢協会安全事業場賞 大同製網(株) 金沢市金石北2丁目１3-１
1982 昭和57年 金沢協会安全事業場賞 辻産業(株) 河北郡宇ノ気町横山
1982 昭和57年 金沢協会安全事業場賞 山内精工 河北郡高松町長柄
1982 昭和57年 金沢協会安全事業場賞 (有)吉田プレス 金沢市八日市町4-85
1982 昭和57年 金沢協会事業場賞 （株）稲本製作所 松任市西新町３３
1982 昭和57年 金沢協会事業場賞 日海工業（株） 金沢市観音堂イ２８
1983 昭和58年 県協会事業場賞 暁化学工業（株） 金沢市北安江町２２８
1983 昭和58年 県協会事業場賞 （有）北伸運輸 金沢市神野町西２５０
1983 昭和58年 県協会事業場賞 名鉄自動車整備（株）金沢支店 金沢市柳橋町ア３０
1983 昭和58年 金沢協会衛生事業場賞 金沢金属工業(株) 松任市横江町1859-7
1983 昭和58年 金沢協会衛生事業場賞 (株)三光製作所 石川郡美川町長屋町
1983 昭和58年 金沢協会衛生事業場賞 (株)タケダ製作所 河北郡高松町長柄
1983 昭和58年 金沢協会衛生事業場賞 日本フィルター工業(株)津幡工場 河北郡津幡町杉瀬
1983 昭和58年 金沢協会衛生事業場賞 ノーブルニット(株) 河北郡宇ノ気町宇野気
1983 昭和58年 金沢協会衛生事業場賞 (株)二木製作所 金沢市金市町ホ12
1983 昭和58年 金沢協会衛生事業場賞 (株)吉川土木機械製作所 金沢市北安江205-5
1983 昭和58年 金沢協会安全事業場賞 上田木材工業(株) 金沢市新神田1-30-15
1983 昭和58年 金沢協会安全事業場賞 加賀通信工業(株)金沢工場 河北郡津幡町大田
1983 昭和58年 金沢協会安全事業場賞 大同漁業(株) 金沢市御供田町イ52
1983 昭和58年 金沢協会安全事業場賞 (株)北都鉄工 金沢市長田本町ト76
1983 昭和58年 金沢協会安全事業場賞 (有)喜綿繊維工業所 河北郡宇ノ気町大崎
1983 昭和58年 金沢協会安全事業場賞 (株)鶴来自動車 石川郡鶴来町月橋町
1983 昭和58年 金沢協会安全事業場賞 白江自動車整備(株) 河北郡高松町高松
1983 昭和58年 金沢協会安全事業場賞 (株)山本製作所 金沢市南森本町ニ45-3
1983 昭和58年 金沢協会安全事業場賞 金沢サービスエンジニアリング(株) 金沢市二ツ寺町ロ29
1983 昭和58年 金沢協会事業場賞 暁化学工業（株） 金沢市北安江町２２８
1983 昭和58年 金沢協会事業場賞 （有）北伸運輸 金沢市神野町西２５０
1983 昭和58年 金沢協会事業場賞 名鉄自動車整備（株）金沢支店 金沢市柳橋町ア３０
1984 昭和59年 県協会事業場賞 協和カーボン（株）金沢工場 金沢市高柳町１３－１－１
1984 昭和59年 県協会事業場賞 北陸道路サービス（株） 金沢市神野町東２０２
1984 昭和59年 金沢協会衛生事業場賞 (株)キンボーニット 河北郡七塚町字木津イ6番3号
1984 昭和59年 金沢協会衛生事業場賞 エー自動車(株) 河北郡宇ノ気町七窪ロ4番地
1984 昭和59年 金沢協会衛生事業場賞 小太郎漢方製薬(株)美川工場 石川郡美川町鹿島町ろ96番1号
1984 昭和59年 金沢協会衛生事業場賞 スガイ印刷(株) 河北郡津幡町字津幡ハ13番地
1984 昭和59年 金沢協会衛生事業場賞 (株)苑原製作所 金沢市金市町ニの1番地
1984 昭和59年 金沢協会衛生事業場賞 日本浄化槽(株) 金沢市玉鉾5丁目50番地
1984 昭和59年 金沢協会衛生事業場賞 疋田産業(株) 金沢市若宮町ホ36番地
1984 昭和59年 金沢協会衛生事業場賞 北陸製網(株) 金沢市北安江273番地
1984 昭和59年 金沢協会安全事業場賞 旭電気設備工業(株) 河北郡七塚町字秋浜
1984 昭和59年 金沢協会安全事業場賞 板坂ストレッチ物産(株) 河北郡津幡町御門
1984 昭和59年 金沢協会安全事業場賞 (有)笠間鉄工所 金沢市長田2-6-11
1984 昭和59年 金沢協会安全事業場賞 (株)香林鉄工所 河北郡高松町字高松
1984 昭和59年 金沢協会安全事業場賞 北口鑿泉(株) 金沢市御影町25-1
1984 昭和59年 金沢協会安全事業場賞 北陸ハーネス(株)宇ノ気工場 河北郡宇ノ気町七窪
1984 昭和59年 金沢協会安全事業場賞 (株)町村機械製作所 金沢市示野町り85-1
1984 昭和59年 金沢協会安全事業場賞 山田電設工業 石川郡鶴来町今町
1984 昭和59年 金沢協会安全事業場賞 山田撚糸(株) 河北郡宇ノ気字森
1984 昭和59年 金沢協会事業場賞 協和カーボン（株）金沢工場 金沢市高柳町１３－１－１
1984 昭和59年 金沢協会事業場賞 北陸道路サービス（株） 金沢市神野町東２０２
1985 昭和60年 県協会事業場賞 桂記章（株） 金沢市北安江町１１０
1985 昭和60年 県協会事業場賞 （株）高瀬染工場 石川郡美川町鹿島１－１
1985 昭和60年 金沢協会衛生事業場賞 宇野気給食事業協同組合 河北郡宇ノ気町字森カ37-1
1985 昭和60年 金沢協会衛生事業場賞 金沢金網(株) 金沢市湊3丁目29-1
1985 昭和60年 金沢協会衛生事業場賞 (株)中川鉄工所 金沢市示野町リ63
1985 昭和60年 金沢協会衛生事業場賞 松村物産(株) 金沢市広岡町ト25
1985 昭和60年 金沢協会衛生事業場賞 (有)森本精機 石川郡美川町字平加町ヘ81-1
1985 昭和60年 金沢協会衛生事業場賞 (株)山田商店 河北郡津幡町字清水ホ315
1985 昭和60年 金沢協会安全事業場賞 オリオン産業(株) 河北郡高松町字八野ホ87
1985 昭和60年 金沢協会安全事業場賞 (有)奥野公業所 金沢市西念町ハ63-2
1985 昭和60年 金沢協会安全事業場賞 加藤織物(株) 河北郡七塚町字木津



安全衛生表彰受賞事業場一覧
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1985 昭和60年 金沢協会安全事業場賞 亀田工業(株) 石川郡野々市町押野町1401
1985 昭和60年 金沢協会安全事業場賞 新興建材(株) 金沢市桜田町タ30
1985 昭和60年 金沢協会安全事業場賞 新座電気工事(株) 石川郡鶴来町森島町イ21-5
1985 昭和60年 金沢協会安全事業場賞 (株)津幡工業 河北郡津幡町字清水
1985 昭和60年 金沢協会安全事業場賞 広瀬産業 河北郡宇ノ気町鉢伏
1985 昭和60年 金沢協会安全事業場賞 (株)北国製紙所 金沢市長田2丁目3-7
1985 昭和60年 金沢協会団体賞 金沢西部労働保険事務組合 金沢市観音堂町ホ３２
1985 昭和60年 金沢協会事業場賞 桂記章（株） 金沢市北安江町１１０
1985 昭和60年 金沢協会事業場賞 （株）高瀬染工場 石川郡美川町鹿島１－１
1986 昭和61年 県協会事業場賞 北国設備工業（株） 金沢市西泉３丁目９２
1986 昭和61年 金沢協会衛生事業場賞 九谷光仙窯 金沢市野町5丁目5-3
1986 昭和61年 金沢協会衛生事業場賞 (株)小林製作所 金沢市稚日野町北24
1986 昭和61年 金沢協会衛生事業場賞 谷田合金(株) 金沢市湊2丁目41
1986 昭和61年 金沢協会衛生事業場賞 北陸資材(株) 河北郡宇ノ気町宇野気ヌ98-68
1986 昭和61年 金沢協会衛生事業場賞 (株)森常染工 河北郡高松町字高松ケ11
1986 昭和61年 金沢協会安全事業場賞 北陸鍛工(株) 河北郡宇ノ気町宇野気イ-3
1986 昭和61年 金沢協会安全事業場賞 サンセイ工業(株) 金沢市増泉4丁目8-35
1986 昭和61年 金沢協会安全事業場賞 (株)酒井工機 河北郡高松町字高松767
1986 昭和61年 金沢協会安全事業場賞 松竹縫製(株) 金沢市松村7丁目137
1986 昭和61年 金沢協会安全事業場賞 大栄産業(株) 石川郡鶴来町本町リ102
1986 昭和61年 金沢協会安全事業場賞 (株)馬場鉄工所 松任市旭丘1-1
1986 昭和61年 金沢協会安全事業場賞 (有)安田製作所 金沢市北安江町449-1
1986 昭和61年 金沢協会団体賞 松任市商工会 松任市西新町１５９－２
1986 昭和61年 金沢協会事業場賞 北国設備工業（株） 金沢市西泉３丁目９２
1987 昭和62年 金沢協会衛生事業場賞 西村鋼管ロール(株) 金沢市湊2丁目44番
1987 昭和62年 金沢協会衛生事業場賞 松田石産(株) 石川郡鶴来町大竹町ト8番地
1987 昭和62年 金沢協会衛生事業場賞 安島製缶(株) 金沢市福増町北333
1987 昭和62年 金沢協会安全事業場賞 (株)表組 河北郡高松町字外日角イ60
1987 昭和62年 金沢協会安全事業場賞 (株)北野組 石川郡鶴来町新町タ100
1987 昭和62年 金沢協会安全事業場賞 (株)小林太郎鉄工所 金沢市駅西本町1丁目7番17号
1987 昭和62年 金沢協会安全事業場賞 藤木工業(株) 金沢市問屋町1丁目50
1987 昭和62年 金沢協会事業場賞 日野車体工業（株）金沢工場
1987 昭和62年 金沢協会事業場賞 冨士工業（株） 松任市旭町１－１２
1988 昭和63年 県協会事業場賞 ホクショー（株） 金沢市元野町イ６番地
1988 昭和63年 県協会事業場賞 雪印乳業（株）北陸工場 松任市番匠町３０３
1988 昭和63年 金沢協会衛生事業場賞 片岡機械工業(株) 金沢市湊3丁目8-1
1988 昭和63年 金沢協会衛生事業場賞 金沢カントリー倶楽部 河北郡宇ノ気町気屋亥4
1988 昭和63年 金沢協会衛生事業場賞 (有)北日本クリーニングハマナス工場 河北郡高松町字高松乙1-18
1988 昭和63年 金沢協会衛生事業場賞 黒川工業(株) 金沢市二ツ寺町ハ30-8
1988 昭和63年 金沢協会衛生事業場賞 出口織ネーム工場 石川郡鶴来町本町4丁目チ36
1988 昭和63年 金沢協会衛生事業場賞 (有)日海電子製作所 河北郡津幡町字津幡は20
1988 昭和63年 金沢協会安全事業場賞 (株)泉工業所 金沢市東加賀爪町1丁目26番5号
1988 昭和63年 金沢協会安全事業場賞 (株)オートコンサルタント荒木 石川郡鶴来町道法寺町ソ37
1988 昭和63年 金沢協会安全事業場賞 (株)ミモト 松任市旭丘1-13
1988 昭和63年 金沢協会安全事業場賞 (株)リドー 金沢市幸町24-11
1988 昭和63年 金沢協会事業場賞 ホクショー（株） 金沢市元野町イ６番地
1989 平成元年 県協会事業場賞 （株）金沢村田製作所 石川郡鶴来町曽谷町チ１８
1989 平成元年 県協会事業場賞 （株）西野製作所 金沢市北安江３丁目７－３３
1989 平成元年 県協会事業場賞 ニッコー（株） 松任市相木町３８３
1989 平成元年 金沢協会衛生事業場賞 笹井食品(株) 金沢市米泉8丁目8
1989 平成元年 金沢協会衛生事業場賞 (有)北岡工業 金沢市湊2丁目55
1989 平成元年 金沢協会衛生事業場賞 (有)笠間鉄工所 金沢市出雲町イ20-1
1989 平成元年 金沢協会衛生事業場賞 (株)北陸電器製作所 河北郡宇ノ気町大崎イ10-4
1989 平成元年 金沢協会衛生事業場賞 北陸ニット工業(株) 石川郡吉野谷村吉野チ33
1989 平成元年 金沢協会衛生事業場賞 (有)森こん 石川郡鶴来町大竹町ロ40-3
1989 平成元年 金沢協会安全事業場賞 加賀染色(株) 金沢市西金沢1-44
1989 平成元年 金沢協会安全事業場賞 狩野綿業(株) 金沢市御影町28-25
1989 平成元年 金沢協会安全事業場賞 杉本精密工業 金沢市北安江町427
1989 平成元年 金沢協会安全事業場賞 手取自動車協業組合 石川郡鶴来町森島町354-1
1989 平成元年 金沢協会安全事業場賞 北陸繊維工業(株) 河北郡津幡町字太田ニ180
1989 平成元年 金沢協会安全事業場賞 山屋産業(株) 河北郡宇ノ気町大崎5-441
1989 平成元年 金沢協会事業場賞 （株）金沢村田製作所 石川郡鶴来町曽谷町チ１８
1989 平成元年 金沢協会事業場賞 （株）西野製作所 金沢市北安江３丁目７－３３
1989 平成元年 金沢協会事業場賞 ニッコー（株） 松任市相木町３８３
1990 平成２年 県協会事業場賞 （株）木地リード 松任市旭丘３丁目２１
1990 平成２年 金沢協会衛生事業場賞 (有)アドバンス 石川郡鶴来町井口町に75-1
1990 平成２年 金沢協会衛生事業場賞 石川技研工(株) 松任市出合島町608
1990 平成２年 金沢協会衛生事業場賞 (株)小林太一印刷所 金沢市湊1丁目110番地
1990 平成２年 金沢協会衛生事業場賞 中越機械(株) 金沢市北町丁2
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1990 平成２年 金沢協会安全事業場賞 (株)梶鋳工所 河北郡高松町字高松ラ5
1990 平成２年 金沢協会安全事業場賞 小松精練(株)美川工場 石川郡美川町字鹿島町1-7-1
1990 平成２年 金沢協会安全事業場賞 (株)日本リード 金沢市東加賀爪町1丁目22番15号
1990 平成２年 金沢協会安全事業場賞 (株)二羽歯切 金沢市長田本町チ16
1990 平成２年 金沢協会安全事業場賞 (株)浜田組 石川郡鶴来町日御子町ハ43
1990 平成２年 金沢協会安全事業場賞 吉田司(株) 河北郡宇ノ気町字内日角ハ72-2
1990 平成２年 金沢協会団体賞 健友会 松任市田中町３５０
1990 平成２年 金沢協会事業場賞 （株）木地リード 松任市旭丘３丁目２１
1991 平成３年 県協会事業場賞 大原工業株式会社 金沢市湊２丁目１５２－２
1991 平成３年 金沢協会事業場賞 大原工業株式会社 金沢市湊２丁目１５２－２
1992 平成４年 県協会事業場賞 冨士工業（株） 松任市旭町１－１２
1993 平成５年 県協会事業場賞 カジレーネ（株） 河北郡高松町高松ノー７５－２
1993 平成５年 県協会事業場賞 （株）フクダ・プリント 石川郡美川町西米光ホ～１
1993 平成５年 金沢協会事業場賞 カジレーネ（株） 河北郡高松町高松ノー７５－２
1993 平成５年 金沢協会事業場賞 （株）フクダ・プリント 石川郡美川町西米光ホ～１
1994 平成６年 県協会事業場賞 （株）キンボーニット 河北郡七塚町木津イ16-3
1994 平成６年 金沢協会事業場賞 （株）キンボーニット 河北郡七塚町木津イ16-3
1995 平成７年 県協会事業場賞 （株）新栄製作所 河北郡七塚町遠塚イ57-4
1995 平成７年 金沢協会事業場賞 （株）新栄製作所 河北郡七塚町遠塚
1996 平成８年 県協会事業場賞 松本機械工業（株） 金沢市示野町ニ８０
1996 平成８年 金沢協会事業場賞 松本機械工業（株） 金沢市示野町ニ８０
1997 平成９年 県協会事業場賞 （株）伝長 金沢市湊１丁目５５－１０
1997 平成９年 金沢協会事業場賞 （株）伝長 金沢市湊１丁目５５－１０
1998 平成10年 県協会事業場賞 （株）コグレキンゾク 金沢市湊３丁目２４
1998 平成10年 金沢協会事業場賞 （株）コグレキンゾク 金沢市湊３丁目２４
1999 平成11年 県協会事業場賞 （財）石川県予防医学協会 金沢市神野町東１１５
1999 平成11年 県協会事業場賞 日本フィルター工場（株）津幡工場 河北郡津幡町杉瀬い１－１
1999 平成11年 金沢協会事業場賞 （財）石川県予防医学協会 金沢市神野町東１１５
1999 平成11年 金沢協会事業場賞 日本フィルター工場（株）津幡工場 河北郡津幡町杉瀬い１－１
2001 平成13年 県協会事業場賞 （株）村谷機械製作所 金沢市東蚊爪町1丁目32
2001 平成13年 金沢協会事業場賞 （株）村谷機械製作所 金沢市東蚊爪町
2003 平成15年 金沢協会衛生事業場賞 金沢駅広場大屋建設工事 金沢市
2003 平成15年 金沢協会衛生事業場賞 (株)サンエー精機 七塚町遠塚ロ２７
2003 平成15年 金沢協会衛生事業場賞 清和工業 野々市町粟田３－６２
2004 平成16年 金沢協会衛生事業場賞 (株)梅信 内灘町宮坂ハ１７－１
2004 平成16年 金沢協会衛生事業場賞 タタミ建設(株) かほく市二ツ屋子１７－７
2004 平成16年 金沢協会衛生事業場賞 山藤管工(株) 津幡町北中条９－２
2004 平成16年 金沢協会衛生事業場賞 (株)山本産業 白峰村字桑島４号９９－１
2005 平成17年 県協会衛生事業場賞 安田正二 金沢市大豆田本町甲５８
2005 平成17年 金沢協会衛生事業場賞 (有)大橋管工 津幡町坂戸イ８２－１
2005 平成17年 金沢協会衛生事業場賞 (株)河合組 野々市町押野４－２２２
2005 平成17年 金沢協会衛生事業場賞 精研工業(株) かほく市木津ヘ５４
2005 平成17年 金沢協会衛生事業場賞 (株)ボディーショップ米光 白山市木津町９１６－３
2005 平成17年 局長安全事業場進歩賞 朝倉義孝 金沢市若宮町ホ４７
2006 平成18年 金沢協会衛生事業場賞 河原建具店 津幡町字ワ３－３
2006 平成18年 金沢協会衛生事業場賞 新宅工業(株) 金沢市示野町リ６９
2006 平成18年 金沢協会衛生事業場賞 (株)吉井組 かほく市松浜ホ３８
2007 平成19年 金沢協会安全事業場賞 ㈲サイガワ写真印刷 石川郡野々市町上林5-8
2007 平成19年 金沢協会安全事業場賞 津田プレナー工業㈱ 白山市福留町410-1
2007 平成19年 金沢協会安全事業場賞 ㈱メタルエンジニア 白山市小川町800-11
2007 平成19年 金沢協会衛生事業場賞 ㈱宮本鉄工 金沢市示野町リ85-2
2007 平成19年 金沢協会衛生事業場賞 広瀬産業㈱ かほく市宇野気ヌ25
2007 平成19年 金沢協会衛生事業場賞 荒木木材工業㈱ 金沢市不動寺町ホ31-1
2007 平成19年 金沢協会衛生事業場賞 太村塗装 河北郡津幡町ル50
2007 平成19年 金沢協会衛生団体賞 鶴来商工会工業部会 白山市鶴来下東カ26
2007 平成19年 金沢協会衛生団体賞 豊蔵組労災互助会 金沢市長土塀3-13-8
2008 平成20年 県協会事業場賞 高橋硝子建材（株） 石川郡野々市町御経塚３丁目７５
2008 平成20年 金沢協会安全事業場賞 ㈱サンエー精機 かほく市遠塚ロ27
2008 平成20年 金沢協会安全事業場賞 旭電機設備工業㈱ かほく市秋浜ハ40甲
2008 平成20年 金沢協会安全事業場賞 ㈲森本精機 白山市平加町へ
2008 平成20年 金沢協会安全事業場賞 千房自動車㈱ 石川郡野々市町押野4-83
2008 平成20年 金沢協会安全事業場賞 東田電機工業㈱ 河北郡津幡町浅田甲78-2
2008 平成20年 金沢協会衛生事業場賞 ㈱ヨシカワ 金沢市湊3丁目30
2008 平成20年 金沢協会衛生事業場賞 ヨシダ道路企業㈱ 石川郡野々市町田尻5
2008 平成20年 金沢協会衛生事業場賞 ㈲ヨシダ木工 白山市美川中町ロ34-3
2008 平成20年 金沢協会衛生事業場賞 ㈱梶鋳工所 かほく市高松ラ15
2008 平成20年 金沢協会衛生事業場賞 大畑食品㈱ 金沢市湊3丁目21
2008 平成20年 金沢協会衛生事業場賞 ㈲谷口鈑金工業 河北郡津幡町東荒屋514
2008 平成20年 金沢協会衛生事業場賞 ㈱目名製作所 白山市月橋町390-1



安全衛生表彰受賞事業場一覧

年 年度 安全衛生表彰名 事業場名 所在地
2008 平成20年 金沢協会衛生団体賞 荏原商事㈱北陸地区安全衛生協力会 金沢市長町2丁目7-1
2008 平成20年 金沢協会衛生団体賞 津幡町商工会工業部会 河北郡津幡町清水チ326-3
2009 平成21年 金沢協会安全事業場賞 オカダ合金㈱ かほく市宇気い6
2009 平成21年 金沢協会安全事業場賞 ㈱サトウ 金沢市専光寺町カ35
2009 平成21年 金沢協会安全事業場賞 ㈲改瀬鉄工所 白山市行町西11番地
2009 平成21年 金沢協会安全事業場賞 高級鋳鋼㈱ 白山市湊町巳8-6
2009 平成21年 金沢協会安全事業場賞 室島精工㈱ かほく市木津ハ45-1
2009 平成21年 金沢協会安全事業場賞 ㈱東陽技研 河北郡津幡町東荒屋355-1
2009 平成21年 金沢協会安全事業場賞 朋友印刷㈱ 石川郡野々市町押野4-86
2009 平成21年 金沢協会衛生事業場賞 永井建設㈱ 白山市白峰ニ164-1
2009 平成21年 金沢協会衛生事業場賞 暁化学工業㈱ 金沢市打木町東1401
2009 平成21年 金沢協会衛生事業場賞 勝崎電気工業㈱ 河北郡津幡町津幡ニ17
2009 平成21年 金沢協会衛生事業場賞 ㈱中田エンジン 白山市森島町う140-10
2009 平成21年 金沢協会衛生事業場賞 ㈱二口製紐 かほく市高松サ49-66
2009 平成21年 金沢協会衛生事業場賞 ㈱北陸電器製作所 かほく市大崎イ10-4
2009 平成21年 金沢協会衛生団体賞 かほく市商工会機電化部会 かほく市高松ク42-1
2009 平成21年 金沢協会衛生団体賞 かほく市商工会機電化部会 かほく市高松ク42-1
2009 平成21年 金沢協会衛生団体賞 酒井工業㈱労務安全協議会 金沢市東力町ニ170
2010 平成22年 県協会事業場賞 オカダ合金(株) かほく市宇気い６
2010 平成22年 金沢協会安全事業場賞 トヨタカローラ石川㈱ 石川郡野々市町堀内4-87
2010 平成22年 金沢協会安全事業場賞 ㈲プランドル飯田 河北郡津幡町太田ほ345-1
2010 平成22年 金沢協会安全事業場賞 ㈲今鉄工所 かほく市高松オ24-1
2010 平成22年 金沢協会安全事業場賞 ㈲樋口工業 かほく市白尾ナ63
2010 平成22年 金沢協会安全事業場賞 ㈲北出製作所 白山市鶴来古ワ13番地
2010 平成22年 金沢協会安全事業場賞 北川鉄工㈱ 白山市末正町イ115
2010 平成22年 金沢協会衛生事業場賞 ㈱坂本木材建設 河北郡津幡町鳥野尾ロ15
2010 平成22年 金沢協会衛生事業場賞 ㈲政見製作所 河北郡内灘町大根布1-260
2010 平成22年 金沢協会衛生事業場賞 大三建設㈱ 金沢市三口町火250
2010 平成22年 金沢協会衛生事業場賞 北陸産業㈱ 白山市鶴来水戸町ネ80
2010 平成22年 金沢協会衛生事業場賞 ㈲柳鉄工所 白山市鶴来新町レ79
2010 平成22年 金沢協会衛生団体賞 示野機器工場団地協同組合 金沢市示野町リ67
2010 平成22年 金沢協会衛生団体賞 住吉工業協同組合 金沢市北安江3-11-20
2010 平成22年 金沢協会衛生団体賞 住吉工業協同組合 金沢市北安江3-11-20
2010 平成22年 金沢協会衛生団体賞 白山商工会建設工業部会 白山市上野町ヤ74
2011 平成23年 県協会事業場賞 (株)森こん 白山市大竹町ロ４０－３
2011 平成23年 金沢協会安全事業場賞 ㈱オートサービス武部 石川郡野々市町御経塚4-75
2011 平成23年 金沢協会安全事業場賞 ㈲吉英鉄工 河北郡津幡町領家ニ57-1
2011 平成23年 金沢協会安全事業場賞 ㈱金田木型 かほく市松浜ロ61-3
2011 平成23年 金沢協会安全事業場賞 ㈱中野製作所 能美郡川北町田子島は42
2011 平成23年 金沢協会安全事業場賞 ㈱高松鉄工 かほく市横山井7
2011 平成23年 金沢協会衛生事業場賞 サンコー企画㈱ 河北郡津幡町字旭山11-2
2011 平成23年 金沢協会衛生事業場賞 ㈱ヤスジマ 金沢市福増町北733
2011 平成23年 金沢協会衛生事業場賞 二木整缶工業㈱ 白山市湊町井1-15
2011 平成23年 金沢協会衛生事業場賞 ㈱片岸製作所 かほく市二ツ屋町ヌ32-2
2011 平成23年 金沢協会衛生団体賞 示野機器工場団地協同組合 金沢市示野町リ67
2011 平成23年 金沢協会衛生団体賞 （社）白山石川建設業協会 白山市鶴来新町タ50
2011 平成23年 金沢協会衛生団体賞 （社）白山石川建設業協会 白山市鶴来新町タ50
2012 平成24年 県協会事業場賞 （株）サンエー精機 かほく市遠塚ロ２７
2012 平成24年 金沢協会安全事業場賞 (株)アライホーム 河北郡津幡町加賀爪ヌ６２－３
2012 平成24年 金沢協会安全事業場賞 (株)稲本製作所 白山市源兵島町９４８
2012 平成24年 金沢協会安全事業場賞 金沢樹脂精工(株) 白山市横江町1123番１
2012 平成24年 金沢協会安全事業場賞 (有)伸精工 白山市横江町1122番１
2012 平成24年 金沢協会安全事業場賞 東興産業(株) かほく市若緑タ２
2012 平成24年 金沢協会衛生事業場賞 (株)アルパイン設計事務所 金沢市金石本町ハ１３－２
2012 平成24年 金沢協会衛生事業場賞 株式会社オハラ 河北郡津幡町太田へ３５
2012 平成24年 金沢協会衛生事業場賞 今村建設産業株式会社 河北郡津幡町太田は２－２
2012 平成24年 金沢協会衛生団体賞 DIC北陸工場協力会社安全連絡会 白山市湊町ソ６４－２
2012 平成24年 金沢協会衛生団体賞 DIC北陸工場協力会社安全連絡会 白山市湊町ソ６４－２
2012 平成24年 金沢協会衛生団体賞 アレンジ・グレートグループ安全衛生委員会 金沢市本町１－３－２９
2013 平成25年 県協会事業場賞 北菱電興(株) 金沢市古府３丁目１２番地
2013 平成25年 金沢協会安全事業場賞 (株)喜多鉄工 かほく市森ヲ３０－１
2013 平成25年 金沢協会安全事業場賞 (株)久保建築 野々市市住吉町２１－１５
2013 平成25年 金沢協会安全事業場賞 (株)シコー 白山市湊町井１－８３
2013 平成25年 金沢協会安全事業場賞 北松電器(株) かほく市森タ－１
2013 平成25年 金沢協会安全事業場賞 (株)みやもり 野々市市上林５－２９－１
2013 平成25年 金沢協会安全事業場賞 (株)山田組 河北郡津幡町横浜い３３－１
2013 平成25年 金沢協会衛生事業場賞 荏原商事(株)北陸支社 金沢市長町２－７－１
2013 平成25年 金沢協会衛生事業場賞 (株)風組 白山市白峰ハ１５－１
2013 平成25年 金沢協会衛生事業場賞 (株)寺本ホーム 河北郡津幡町加茂はー２



安全衛生表彰受賞事業場一覧

年 年度 安全衛生表彰名 事業場名 所在地
2013 平成25年 金沢協会衛生事業場賞 (株)ミモト 白山市旭丘１丁目１３
2013 平成25年 金沢協会衛生団体賞 アレンジ・グレートグループ安全衛生委員会 金沢市本町１－３－２９
2013 平成25年 金沢協会衛生団体賞 石川県鉄工団地協同組合 白山市横江町1276－46
2013 平成25年 金沢協会衛生団体賞 石川県鉄工団地協同組合 白山市横江町1276－46
2013 平成25年 金沢協会衛生団体賞 ワイズグループ安全衛生委員会 金沢市駅西新町3-1-10
2014 平成26年 金沢協会安全事業場賞 (株)アータイ 金沢市湊2丁目108
2014 平成26年 金沢協会安全事業場賞 (有)カナジ鉄工所 かほく市松浜イ2-2
2014 平成26年 金沢協会安全事業場賞 (株)竹田工業 かほく市中沼ラ156
2014 平成26年 金沢協会安全事業場賞 野々市鈑金塗装工業(株) 野々市市堀内５丁目292
2014 平成26年 金沢協会安全事業場賞 北陸プレス工業(株) 野々市市押野４丁目152
2014 平成26年 金沢協会安全事業場賞 (株)マイテック 白山市湊丁86-1
2014 平成26年 金沢協会衛生事業場賞 (株)久世ベローズ工業所 河北郡津幡町南中条リ74-1
2014 平成26年 金沢協会衛生事業場賞 藤田建設(株) 白山市鹿島町チ56-4
2014 平成26年 金沢協会衛生事業場賞 北陸綜合警備保障(株) 金沢市松島１丁目41
2014 平成26年 金沢協会衛生団体賞 旭丘団地協同組合 白山市旭丘１丁目２
2015 平成27年 金沢協会安全事業場賞 (株)NTK かほく市横山井52
2015 平成27年 金沢協会安全事業場賞 (株)グラスヒュッテ・オダ 金沢市福増町北04-20
2015 平成27年 金沢協会安全事業場賞 (株)ゼック 野々市市三日市町192-1
2015 平成27年 金沢協会安全事業場賞 (株)津幡工業 河北郡津幡町坂戸イ82-1
2015 平成27年 金沢協会安全事業場賞 (株)トーカイケミカル 白山市湊町丙16-1
2015 平成27年 金沢協会安全事業場賞 (株)不二ゴム工業 かほく市大崎ハ31-1
2015 平成27年 金沢協会衛生事業場賞 (株)石川県農協電算センター 金沢市古府1-217
2015 平成27年 金沢協会衛生事業場賞 サイバーステーション(株) 金沢市鞍月4-187
2015 平成27年 金沢協会衛生事業場賞 (株)白峰産業 白山市白峰ロ159
2015 平成27年 金沢協会衛生事業場賞 (株)テックワイズ 河北郡津幡町竹橋テ52-1
2015 平成27年 金沢協会衛生団体賞 石川県プラスチック成型加工工業協同組合 金沢市鞍月2-3
2015 平成27年 金沢協会衛生団体賞 石川県鍍金工業組合 金沢市鞍月2-23
2016 平成28年 金沢協会安全事業場賞 (株)SSK精工 かほく市外日角イ52-1
2016 平成28年 金沢協会安全事業場賞 朝日特殊鋼(株) 野々市市本町6-16-8
2016 平成28年 金沢協会安全事業場賞 (株)大徳鉄工 河北郡津幡町旭山21-1
2016 平成28年 金沢協会安全事業場賞 (有)田中熔接 白山市湊町子4-116
2016 平成28年 金沢協会安全事業場賞 (有)広田電機工業 野々市市新庄3-184-1
2016 平成28年 金沢協会安全事業場賞 (有)ヘイシン 白山市湊町レ27-1
2016 平成28年 金沢協会安全事業場賞 北辰化成工業(株) かほく市横山レ100-7
2016 平成28年 金沢協会衛生事業場賞 加藤手織牛首つむぎ 白山市桑島イ1-26
2016 平成28年 金沢協会衛生事業場賞 酒井工業(株) 金沢市東力町ニ170
2016 平成28年 金沢協会衛生事業場賞 日本海建設(株) 金沢市神田1-13-36
2016 平成28年 金沢協会衛生事業場賞 日本フィルター工業(株)津幡工場 河北郡津幡町字杉瀬い1-1
2016 平成28年 金沢協会衛生事業場賞 邦和建設(株) 金沢市福増町北204-10
2016 平成28年 金沢協会衛生団体賞 石川県プレス工業協同組合 金沢市鞍月2-3
2016 平成28年 金沢協会衛生団体賞 米澤電気工事(株)協力会 金沢市進和町32
2017 平成29年 金沢協会安全事業場賞 キトラ(株) 白山市長屋町ハ38-1
2017 平成29年 金沢協会安全事業場賞 スペック技研(株) かほく市鉢伏ア11-1
2017 平成29年 金沢協会安全事業場賞 (株)高井製作所 野々市市稲荷1-1
2017 平成29年 金沢協会安全事業場賞 (株)北陸電器製作所 かほく市大崎イ10-1
2017 平成29年 金沢協会安全事業場賞 (株)盛本自動車商会 白山市美川中町ロ177-51
2017 平成29年 金沢協会安全事業場賞 山岸建設工業(株) 河北郡津幡町太田ほ198-1
2017 平成29年 金沢協会衛生事業場賞 金沢機工(株) 金沢市無量寺ハ38-2
2017 平成29年 金沢協会衛生事業場賞 (株)ことぶき 金沢市本町1-1-8
2017 平成29年 金沢協会衛生事業場賞 (有)ササダ 河北郡津幡町津幡リ6-2
2017 平成29年 金沢協会衛生団体賞 豊倉組労災互助会 金沢市長土塀3-13-8
2018 平成30年 金沢協会安全事業場賞 TMS工業(株) 白山市横江町292
2018 平成30年 金沢協会安全事業場賞 清和工業 野々市市粟田3-62
2018 平成30年 金沢協会安全事業場賞 中村合撚(株) 河北郡津幡町中山ホ28-1
2018 平成30年 金沢協会安全事業場賞 西川鉄工所 白山市湊町子4-118
2018 平成30年 金沢協会衛生事業場賞 (株)イコマ・メカニカル 金沢市打木町東1430
2018 平成30年 金沢協会衛生事業場賞 賀谷セロファン(株) 白山市横江町1214-4
2018 平成30年 金沢協会衛生事業場賞 (有)信成開発 河北郡津幡町竹橋東40
2018 平成30年 金沢協会衛生事業場賞 丸果石川中央青果(株) 金沢市西念4-7-1
2018 平成30年 金沢協会衛生団体賞 第一電気工業協力会 金沢市森戸1-166


