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10057 中国 山陰松島遊覧（株） 鳥取県岩美郡岩美町大谷２１８２ 平成２３年８月 令和４年８月 令和１２年８月

10059 中国 備後共同汽船（株） 広島県福山市沼隈町大字常石２１４０－７ 平成２３年８月 令和４年８月 令和１２年８月

10060 中国 ＪＲ西日本宮島フェリー（株） 広島県廿日市市宮島口一丁目１１－５ 平成２３年８月 令和４年８月 令和１２年８月

10062 四国 青野海運(株) 愛媛県新居浜市新田町１－１－１７ 平成２３年８月 令和４年８月 令和１２年８月

10065 北海道 (株)西村組 北海道紋別郡湧別町栄町１３３－１ 平成２４年８月 平成２７年８月 令和５年８月

10066 北海道 北海道パワーエンジニアリング(株) 北海道札幌市中央区北４条西１－１ 平成２４年８月 平成２７年８月 令和５年８月

10067 東北 (株)金華山観光 宮城県石巻市鮎川浜南６８ 平成２４年８月 平成２７年８月 令和５年８月

10068 東北 大坂建設(株) 岩手県宮古市宮町１－３－４３ 平成２４年８月 平成２７年８月 令和５年８月

10069 関東 東都海運(株) 東京都中央区入船３－１０－９ 平成２４年８月 平成２７年８月 令和５年８月

10071 神戸 共進海運(有) 兵庫県南あわじ市阿那賀１４５９－１ 平成２４年８月 平成２７年８月 令和５年８月

10073 九州 三省海運(有) 山口県下関市細江新町１－１ 平成２４年８月 平成２７年８月 令和５年８月

10074 北海道 (株)海斗工業 北海道苫小牧市字沼ノ端９１５－５ 平成２５年８月 平成２８年８月 令和６年８月

10075 北海道 苫港サービス(株) 北海道苫小牧市汐見町１－１－６ 平成２５年８月 平成２８年８月 令和６年８月

10076 東北 岩手県北自動車(株) 岩手県盛岡市厨川１－１７－１８ 平成２５年８月 平成２８年８月 令和６年８月

10078 関東 三洋海運(株) 東京都千代田区大手町２－６－２ 平成２５年８月 平成２８年８月 令和６年８月

10079 中部 碧南マリン(株) 愛知県東海市東海町１－１－１ 平成２５年８月 平成２８年８月 令和６年８月

10083 四国 四宮海運(有) 徳島県阿南市大潟町１８１ 平成２５年８月 平成２８年８月 令和６年８月

10085 九州 福島海運(株) 福岡県京都郡苅田町磯浜町１－３－９ 平成２５年８月 平成２８年８月 令和６年８月

10086 九州 西日本海運(株) 福岡県北九州市門司区西海岸１－４－１９ 平成２５年８月 平成２８年８月 令和６年８月

10091 北海道 室蘭通船(株) 北海道室蘭市海岸町１丁目無番地 平成２６年８月 平成２９年８月 令和７年８月
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10094 中国 山陽商船(株) 広島県竹原市港町３－１－７ 平成２６年８月 平成２９年８月 令和７年８月

10095 中国 (有)広島合同海運 広島県広島市南区宇品海岸２－３－４ 平成２６年８月 平成２９年８月 令和７年８月

10096 中国 広洋海運(有) 広島県広島市佐伯区五月が丘３－２５－４ 平成２６年８月 平成２９年８月 令和７年８月

10099 九州 東洋海運(株) 長崎県佐世保市万津町５－８ 平成２６年８月 平成２９年８月 令和７年８月

10102 東北 （株）陸中たのはた 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀６０－１ 平成２７年８月 平成３０年８月 令和８年８月

10106 中部 （株）北瀬海運建設 福井県丹生郡越前町厨７−３０－１２ 平成２７年８月 平成３０年８月 令和８年８月

10107 中部 四日市ポートサービス（株） 三重県四日市市千歳町３７ 平成２７年８月 平成３０年８月 令和８年８月

10109 近畿 (有)相須海運 和歌山県和歌山市湊３０１０ 平成２７年８月 平成３０年８月 令和８年８月

10110 近畿 (株)辰巳商會 大阪市港区付築港４－１－４ 平成２７年８月 平成３０年８月 令和８年８月

10112 四国 (有)岡田海運 高知県宿毛市小筑紫町福良３８ 平成２７年８月 平成３０年８月 令和８年８月

10113 四国 黒潮海運(株) 高知県高知市桟橋通５－５−４ 平成２７年８月 平成３０年８月 令和８年８月

10001 北海道 （株）ビッグブルー 北海道札幌市中央区南１条西２２－３１０－４３ 平成２０年８月 令和１年８月 令和９年８月

10002 東北 塩竈市 宮城県塩竈市旭町１－１ 平成２０年８月 令和１年８月 令和９年８月

10003 東北 松島島巡り観光船企業組合 宮城県宮城郡松島町字町内８５ 平成２０年８月 令和１年８月 令和９年８月

10005 関東 川崎汽船（株） 東京都港区西新橋１－２－９ 平成２０年８月 令和１年８月 令和９年８月

10007 中部 福井備蓄マリン(株) 福井県坂井市三国町米納津５０字臨海一番 平成２０年８月 令和１年８月 令和９年８月

10008 中国 たをの海運(株) 広島県広島市南区宇品海岸２－１５－１７ 平成２０年８月 令和１年８月 令和９年８月

10010 中国 大崎汽船(株) 広島県竹原市港町２－１４－２４ 平成２０年８月 令和１年８月 令和９年８月

10012 中国 岩国柱島海運(株) 山口県岩国市新港町４－２６－５ 平成２０年８月 令和１年８月 令和９年８月

10117 東北 シーパル女川汽船（株） 宮城県牝鹿郡女川町鷲神浜字鷲神232 平成２８年８月 令和１年８月 令和９年８月
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10118 東北 (株)新洋船舶 宮城県気仙沼市港町505番地の6 平成２８年８月 令和１年８月 令和９年８月

10119 東北 (株)丸本組 宮城県石巻市開成1番地35 平成２８年８月 令和１年８月 令和９年８月

10120 近畿 丹後海陸交通(株) 京都府宮津市字新浜１９９１番地１ 平成２８年８月 令和１年８月 令和９年８月

10121 九州 (有)三幸海運 熊本県上天草市松島町合津6174番地12 平成２８年８月 令和１年８月 令和９年８月

10021 北海道 北洋海運(株) 北海道苫小牧市元中野町４丁目１番７号 平成２１年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10022 東北 八戸船舶（株） 青森県八戸市河原木字海岸１０番３号 平成２１年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10023 東北 扶桑船舶（株） 青森県八戸市河原木字海岸１０番３号 平成２１年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10026 中部 四日市曳船（有） 三重県四日市市千歳町３７番地 平成２１年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10029 中国 周防灘フェリー(株) 山口県周南市築港町９番１号 平成２１年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10033 九州 (有)誠興海運 熊本県上天草市松島町阿村５９７５番地 平成２１年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10034 九州 させぼパール・シー(株) 長崎県佐世保市鹿子前町１０５５番地 平成２１年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10035 九州 平成商運（株） 大分県佐伯市野岡町２丁目１０番３６号 平成２１年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10122 北海道 白鳥建設工業(株) 北海道留萌市塩見町３３２番地の１０ 平成２９年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10123 北海道 丹羽建設(株) 北海道枝幸郡浜頓別町大通８丁目２０番地 平成２９年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10124 東北 秋田備蓄マリンサービス(株) 秋田県男鹿市船川港船川字新浜町４７番地 平成２９年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10125 中部 (株)そともめぐり 福井県小浜市川崎１丁目３番地２ 平成２９年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10126 九州 堀江船舶(株) 福岡県北九州市小倉北区竪町一丁目５番１号 平成２９年８月 令和２年８月 令和１０年８月

10037 北海道 三協建設（株） 北海道留萌市末広町３－１－１ 平成２２年８月 令和３年８月 令和11年８月

10039 東北 宮城マリンサービス(株) 宮城県塩竈市貞山通１－８－３５ 平成２２年８月 令和３年８月 令和11年８月

10041 東北 酒田市 山形県酒田市本町２－２－４５ 平成２２年８月 令和３年８月 令和11年８月
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10046 神戸 昭陽海運(株) 兵庫県神戸市中央区磯辺通１－１－１８ 平成２２年８月 令和３年８月 令和11年８月

10047 神戸 神戸曳船(株) 兵庫県神戸市中央区海岸通５ 平成２２年８月 令和３年８月 令和11年８月

10049 四国 雌雄島海運(株) 香川県高松市サンポート１－１ 平成２２年８月 令和３年８月 令和11年８月

10050 四国 龍王海運(有) 香川県三豊市仁尾町仁尾丁１４４６－３７ 平成２２年８月 令和３年８月 令和11年８月

10128 北海道 （株）ササキ 北海道稚内市末広５丁目１番２２号 平成３０年８月 令和３年８月 令和11年８月

10129 北海道 藤建設（株） 北海道稚内市港５－５－１５ 平成３０年８月 令和３年８月 令和11年８月

10130 東北 むつ小川原マリンサービス（株） 青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字発茶沢133-66 平成３０年８月 令和３年８月 令和11年８月

10131 中国 ツネイシＣバリューズ（株） 広島県福山市沼隈町大字常石１０８３ 平成３０年８月 令和３年８月 令和11年８月

10132 九州 宝国海運（株） 熊本県上天草市松島町阿村４２０－２１ 平成３０年８月 令和３年８月 令和11年８月

10134 東北 東日本タグボート(株) 青森県八戸市豊洲３－１１ 令和１年８月 令和４年８月 令和１２年８月

10135 関東 三洋マリン(株) 東京都千代田区丸の内３－３－１ 令和１年８月 令和４年８月 令和１２年８月

10136 中国 庄山汽船(有) 広島県広島市南区宇品海岸２－１５－１７ 令和１年８月 令和４年８月 令和１２年８月

10137 神戸 ケイラインローローバルクシップマネージメント(株) 兵庫県神戸市中央区海岸通２－２－３ 令和１年８月 令和４年８月 令和１２年８月

10138 北海道 （株）富士サルベージ 北海道函館市大町８番２５号 令和２年８月 - 令和５年８月

10139 北海道 小針土建（株） 北海道標津郡中標津町緑町南２丁目１番地１ 令和２年８月 - 令和５年８月

10142 近畿 大阪タンカー（株） 大阪府大阪市中央区備後町三丁目１番１０号 令和２年８月 - 令和５年８月

10143 中国 向島マリーナー（株） 広島県尾道市山波町１９０５－２４ 令和２年８月 - 令和５年８月

10144 四国 四国中央汽船（有） 愛媛県四国中央市中之庄町５５５－３ 令和２年８月 - 令和５年８月

10145 九州 (株)神田船舶 大分県津久見市港町７－１５ 令和２年８月 - 令和５年８月

10140 北海道 勇建設(株) 北海道札幌市中央区北６条西１４丁目４番地 令和２年８月 - 令和５年８月



番号 所管地方運輸局 氏名又は会社名 住     所 認定日 更新日 有効期間

船員労働災害防止優良事業者（一般型１級）認定名簿

令和4年9月1日

10141 北海道
フェニックスサイトシーイング

コーポレーション(株)
北海道札幌市白石区本通３丁目北１番２０号 令和２年８月 - 令和５年８月

10146 九州 (株)愛宕 長崎県壱岐市石田町池田東触９８４番地９ 令和２年８月 - 令和５年８月

10147 九州 八起丸海運（有） 長崎県壱岐市石田町久喜触６８番地 令和２年８月 - 令和５年８月

10148 九州 栄洋汽船(有) 熊本県上天草市大矢野町登立11298番地の3 令和３年８月 - 令和６年８月

10149 中国 三光汽船(株) 広島県尾道市因島洲江町1175番地の11 令和３年８月 - 令和６年８月

10150 中国 堀内海運(株) 広島県呉市広吉松2丁目4番2号 令和３年８月 - 令和６年８月

10151 中国 松田海運(株) 広島県尾道市向島町9570番地10 令和３年８月 - 令和６年８月

10152 九州 山本海運（有） 長崎県壱岐市石田町久喜触223番地 令和３年８月 - 令和６年８月

10153 九州 大福汽船（有） 長崎県壱岐市石田町久喜触25番地 令和３年８月 - 令和６年８月

10154 九州 （有）田町運輸 長崎県壱岐市石田町久喜触371番地 令和３年８月 - 令和６年８月

10155 九州 唐津汽船（株） 佐賀県唐津市西唐津1丁目6151-5 令和３年８月 - 令和６年８月

10156 九州 （有）戎海運 熊本県上天草市松島町阿村803番1 令和３年８月 - 令和６年８月

10157 中国 宮島松大汽船(株) 広島県廿日市市宮島町853番 令和３年８月 - 令和６年８月

10158 東北 秋田曳船(株) 秋田県秋田市土崎港西2丁目5番9号 令和３年８月 - 令和６年８月

10159 東北 大森建設(株) 秋田県能代市河戸川字北西山４８－１ 令和４年８月 - 令和７年８月

10160 四国 宇和島運輸(株) 愛媛県宇和島市住吉町３－２－８ 令和４年８月 - 令和７年８月

10161 四国 泰豊海運(有) 高知県高知市桟橋通５－３－８ 令和４年８月 - 令和７年８月

10162 九州 栄吉海運(有) 長崎県長崎市壱岐市石田町久喜触１９６ 令和４年８月 - 令和７年８月


