
事業場
番号 事業場名称 事業場の所在地（住所） 業種 管轄署

70 栄電子工業株式会社　新潟事業所 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田
93 黒崎白土工業株式会社　小戸工場 新発田市 製造業 新発田
94 日本シイエムケイ株式会社 新潟工場 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田

148
グローバルウェーハズ・ジャパン（株）
関川工場

岩船郡関川村 製造業 新発田

165 株式会社ブルボン　村上工場 村上市 製造業 新発田
166 株式会社ブルボン　新発田工場 新発田市 製造業 新発田
168 日本海エル・エヌ・ジー株式会社 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田
218 一正蒲鉾株式会社　聖籠工場 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田
221 一正蒲鉾株式会社　栽培センター 阿賀野市 製造業 新発田
240 株式会社堀川 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田
245 山北木材加工協同組合 村上市 製造業 新発田
246 株式会社　増子　中条工場 胎内市 製造業 新発田
250 ホクト株式会社　新潟きのこセンター 新発田市 製造業 新発田
251 菊水酒造株式会社 新発田市 製造業 新発田
256 阿賀コンクリート工業株式会社 阿賀野市 製造業 新発田
258 日本ケミコン株式会社　新潟工場 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田
287 片山食品株式会社　紫雲寺工場 新発田市 製造業 新発田
317 株式会社　日立産機システム　中条事業所 胎内市 製造業 新発田

318 株式会社　日立産機中条エンジニアリング　本社 胎内市 製造業 新発田

337 新潟トランシス株式会社　本社 北蒲原郡聖籠町 製造業 新発田

21 株式会社　加藤組 村上市 建設業 新発田
25 株式会社　横井組　本社 村上市 建設業 新発田
43 株式会社　長谷川建設　本社 新発田市 建設業 新発田
61 株式会社　興和　阿賀野営業所 阿賀野市 建設業 新発田
73 新菖工業株式会社　全社 新発田市 建設業 新発田

120 福田道路株式会社　新発田営業所 新発田市 建設業 新発田
172 福田道路株式会社　村上支店 村上市 建設業 新発田

232
新潟配電工事株式会社　下越営業所　電気事業用
配電設備工事

新発田市 建設業 新発田

255
東洋エンジニアリング株式会社　新潟東港バイオ
マス発電所建設プロジェクト現場事務所

北蒲原郡聖籠町 建設業 新発田

270 大進電業　株式会社　本店 新発田市 建設業 新発田

307
株式会社大林組　北陸支店　磐越自動車道　宝珠
山トンネル工事

阿賀野市 建設業 新発田

313
株式会社　新潟藤田組　阿賀野バイパス　小里川
橋護岸工事作業所

阿賀野市 建設業 新発田

314
株式会社　新潟藤田組　大須戸地区道路その６工
事作業所

村上市 建設業 新発田

315
株式会社　新潟藤田組　塩野町地区函渠その2工
事作業所

村上市 建設業 新発田

357 第一建設工業株式会社　新潟支店　村上工事所 村上市 建設業 新発田
366 株式会社シビル旭　村上出張所 村上市 建設業 新発田
375 第一建設工業株式会社　新潟支店　府屋作業所 村上市 建設業 新発田

新潟ゼロ災宣言運動2022　参加事業場　（署別・業務種別）



事業場
番号 事業場名称 事業場の所在地（住所） 業種 管轄署

新潟ゼロ災宣言運動2022　参加事業場　（署別・業務種別）

377
第一建設工業株式会社　新潟支店　村上土木工事
所

村上市 建設業 新発田

390 株式会社レックス　新潟支店　新発田営業所 新発田市 建設業 新発田
391 株式会社レックス　新潟支店　村上営業所 村上市 建設業 新発田
420 オノエンタープライズ株式会社 胎内市 建設業 新発田

451
株式会社小野組　本社　落堀川地区　堀川排水路
第93次工事

胎内市 建設業 新発田

452
株式会社小野組　本社　朝日温海道路　猿沢地区
函渠その4工事

村上市 建設業 新発田

247 株式会社　軽商運輸 北蒲原郡聖籠町 運輸交通業 新発田

312
株式会社マルソー・トランスポート（マルソーグ
ループ）　東港営業所

新潟市北区 運輸交通業 新発田

482 株式会社原信　水原店 阿賀野市 商業 新発田
504 株式会社原信　村上西店 村上市 商業 新発田
506 株式会社原信　村上インター店 村上市 商業 新発田
512 株式会社原信　西新発田店 新発田市 商業 新発田
514 株式会社原信　荒川店 村上市 商業 新発田

57 社会福祉法人村上岩船福祉会　いわくすの里 村上市 その他の業種 新発田
58 特別養護老人ホーム　羽衣園 村上市 その他の業種 新発田

100 東北電力株式会社　東新潟火力発電所 北蒲原郡聖籠町 その他の業種 新発田
231 新潟県　発電管理センター 村上市 その他の業種 新発田
241 株式会社トスネット上信越　中条営業所 胎内市 その他の業種 新発田
243 株式会社　佐藤食肉ミートセンター 阿賀野市 その他の業種 新発田
244 株式会社　ナカショク　本社 新発田市 その他の業種 新発田

248
パシフィッフィックゴルフマネージメント株式会
社　中峰ゴルフ倶楽部

新発田市 その他の業種 新発田

249 日本郵便株式会社　新発田郵便局 新発田市 その他の業種 新発田
252 株式会社　ワゴードライ　佐々木工場 新発田市 その他の業種 新発田
253 株式会社　ワゴーリネン　佐々木工場 新発田市 その他の業種 新発田
259 株式会社紫雲ゴルフ倶楽部 新発田市 その他の業種 新発田
327 株式会社リンコーコーポレーション　東港支社 北蒲原郡聖籠町 その他の業種 新発田
432 カネか渡辺建材株式会社　本社 村上市 その他の業種 新発田


