
1 アキュテック株式会社 北陸支店 金沢市 建設業

2 アサヒ株式会社 金沢市 ビルメンテナンス業

3 アスパック株式会社 金沢市 印刷業

4 株式会社穴水村田製作所 穴水町 電気機械器具製造業

5
アール・ビー・コントロールズ株式会社

 本社
金沢市 一般機械器具製造業

6
アール・ビー・コントロールズ株式会社

金石工場
金沢市 一般機械器具製造業

7
アール・ビー・コントロールズ株式会社

鶴来工場
白山市 一般機械器具製造業

8 安房運輸株式会社 金沢営業所 金沢市 運輸交通業

9 石川建設工業株式会社 金沢市 建設業

10 石川サニーフーズ株式会社 中能登町 食料品製造業

11 公益社団法人石川県シルバー人材センター連合会 金沢市 派遣業

12 上田運輸株式会社 小松市 運輸交通業

13 宇谷運輸株式会社 本社営業所 加賀市 運輸交通業

14 大阪有機化学工業株式会社 金沢工場 白山市 化学工業

15 株式会社岡組 金沢市 建設業

※五十音順

ゼロ災Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！2016　 ゼロ災達成事業場

期間中のゼロ災を達成し、達成報告書の提出をいただいた事業場です。
今後もゼロ災害の継続に向けて、積極的な取組みをお願いします。

所在地 業種№ 事業場名



16 有限会社オートモービレッジ 小松市
その他の
製造業

17 株式会社オノモリ 能美市 一般機械器具製造業

18 株式会社尾山製作所 加賀市 一般機械器具製造業

19 加賀建設株式会社
　Ｈ27・28犀川橋外耐震補強工事

金沢市 建設業

20 加賀・酒井 特定建設工事共同企業体
平成27年度城北水質管理センター　第2水処理施設耐震補強工事

金沢市 建設業

21 加賀・北都 特定建設工事共同企業体
金沢港港湾機能施設整備（荷役機械）工事（基礎工その1）

金沢市 建設業

22 加州建設株式会社 加賀営業所 小松市 建設業

23 加州建設株式会社 工事部 金沢市 建設業

24 加州建設株式会社 輪島営業所 輪島市 建設業

25 金沢生コンクリート株式会社 金沢市 卸売業

26 株式会社紙安クッキング 石川県庁職員食堂 金沢市 小売業

27 株式会社カワイキャスティング 羽咋市 鉄鋼業

28 株式会社河内組 金沢市 建設業

29
北川・小山 特定建設工事共同企業体
大浦千木町線地盤改良工事（その１）

金沢市 建設業

30 北川ヒューテック株式会社 金沢本社 金沢市 建設業

31 協和道路株式会社 白山市 建設業

32 株式会社キンセイ 輪島市 建設業

33 栗田ＨＴ株式会社 羽咋市
金属製品
製造業



34 建伸工業株式会社 金沢市 建設業

35 酒井工業株式会社 金沢市 建設業

36 サカイ電工株式会社 金沢市 建設業

37
株式会社ジェイアールサービスネット金沢

金沢支店
金沢市 小売業

38
清水・川田・豊蔵・表 特定建設工事共同企業体

北陸新幹線、手取川橋りょう他工事作業所
能美市 建設業

39 清水建設株式会社 北陸支店
金沢工大学園41号館（夢考房）新築工事

金沢市 建設業

40 清水建設株式会社 北陸支店
（仮称）小松駅南ブロック複合施設新築工事

小松市 建設業

41 澁谷工業株式会社 本社 金沢市 一般機械器具製造業

42 シブヤマシナリー株式会社 津幡工場 津幡町 一般機械器具製造業

43 有限会社昌和商事 小松市 その他の商業

44 株式会社セーフティ 金沢市 警備業

45 第一電機工業株式会社 金沢市 建設業

46 大同開発株式会社 能登工場 輪島市
石油製品・

石炭製品製造業

47 大同開発株式会社 本社・川北工場 川北町
石油製品・

石炭製品製造業

48 株式会社高田組 金沢市 建設業

49 竹腰永井建設株式会社 白山市 建設業

50 竹原運輸株式会社 羽咋・金沢営業所 金沢市 運輸交通業

51 東亜電機工業株式会社 P＆Dセンター 小松市 電気機械器具製造業



52 株式会社トーケン
石川ダイハツ販売（株）本社及び金沢駅西店新築工事

金沢市 建設業

53 株式会社トーケン
株式会社加賀屋社員寮新築工事

七尾市 建設業

54 株式会社トーケン
株式会社箔一安原第五工場建設工事

金沢市 建設業

55 株式会社豊蔵組 金沢市 建設業

56 株式会社豊商 白山市 建設業

57 日機装株式会社 金沢製作所 金沢市 一般機械器具製造業

58 日本海建設株式会社 金沢市 建設業

59
日本郵便輸送株式会社 北陸支社

金沢営業所
金沢市 通信業

60
パナソニックシステムネットワークス株式会社
システムソリューションズジャパンカンパニー北陸社

金沢市 その他の事業

61 株式会社北都組
二級河川犀川広域河川改修工事（二ツ寺河道掘削14工区）

金沢市 建設業

62 北陸ケーティシーツール株式会社 羽咋市
金属製品
製造業

63 有限会社北陸建運 かほく市 運輸交通業

64 株式会社北陸綜合防災センター 金沢市 ビルメンテナンス業

65 北陸電気工事株式会社 金沢支店 金沢市 建設業

66 北陸電気工事株式会社 小松支店 小松市 建設業

67 北菱電興株式会社 いなほ工場 金沢市 電気機械器具製造業

68 北菱電興株式会社 開発センター 白山市 電気機械器具製造業

69 北菱電興株式会社 本社 金沢市 建設業



70 北菱電興株式会社 流通センター 金沢市 卸売業

71 北陸明治運輸株式会社 石川営業所 白山市 運輸交通業

72 真柄建設株式会社 北陸事業部 金沢市 建設業

73 松谷建設株式会社 志賀町 建設業

74 株式会社松原光工業 金沢市 建設業

75 丸一運輸株式会社 七尾市 運輸交通業

76 みつぼしテクノ株式会社 石川支店 白山市 建設業

77 株式会社明翫組 金沢市 建設業

78 明翫・酒井 特定建設工事共同企業体戸水作業所
金沢港港湾機能施設整備（荷役機械）工事（基礎工その2）

金沢市 建設業

79 名工建設株式会社 北陸支店 金沢市 建設業

80 有限会社森運輸 輪島市 運輸交通業

81 森土木工業株式会社 輪島市 建設業

82 有限会社森物産 輪島市 採石業

83 柳昌建設株式会社 白山市 建設業

84 米沢電気工事株式会社 本社 金沢市 建設業

85 若築・本間・石田 特定建設工事共同企業体
北陸新幹線、能美西任田高架橋

能美市 建設業

86 株式会社ワクラ村田製作所 七尾市 電気機械器具製造業

※その他、事業場名等を非公表と希望している6事業場含め、計92事業場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（達成率80.0％）



具体的な取組事例は、別途事例集等でご紹介します!

～達成事業場の声（達成報告書より）～

・ 今まで、つまづき・転倒について知っているようで実は知識が不足してい

たということを感じました。キャンペーン期間を通して向上したつまづき・転

倒に関する皆の意識が持続するよう引き続き取り組んでいきたいと思いま

す。

・ 従業員全員に対し、労働災害防止の取組みへの更なる意識の高揚を図

ることができた。

・ 従業員の安全衛生管理に対するモチベーションが高くなった。

・ チャレンジすることで、全従業員の安全意識の高揚を図れた。また、安

全管理を行う立場においても、「絶対に事故を起こさないぞ！」という気概

を持つことができた。

・ 店社としてゼロ災宣言をしたことが、意識の向上につながるとともに、3
か月間という短期間ということも相まって社員のモチベーションも保たれた。

・ 転倒、墜落災害に対する各自の意識が高まって、注意するようになった。

取組状況の好事例を水平展開し、安全意識の平準化を図ることができた。

・ 現場の危険個所を写真で営業所に貼り出したり、それについて話し合い、

情報の共有が図れた点では事故を未然に防ぐ対策アクションとして非常に

有効であったと実感しております。

・ ゼロ災チャレンジに参加したことで、ゼロ災宣言の掲示等安全啓蒙活動

がしやすかった。

・ 何気ないところに災害につながる要因が隠れていることを再認識できま

した。

・ 現場代理人から積極的に安全パトロールの実施を要望されるなど、意

識改革に効果がみられた。

・ ゼロ災チャレンジに取り組んでいることが労働局のホームページで公開

された結果、安全に対しての意欲が高まった。

・ 宣言書にあるとおりに労使が一体となり迅速かつ効果的な対策を実施

できたことは大変すばらしいことでした。

・ トップのゼロ災に対する強い意志を改めて周知できた。

・ 現場巡回指導時に、転倒防止を主眼に置くようになり、細かい部位まで

意識するようになった。

・ 職場内の整理整頓状況が期間を通して良好であった。

・ 事務所内の段差や玄関マット、廊下の配線等にも目を向けて、「安全は

足元から」の意識と、5Sを取り込んだ展開を図ることができた。
・ 転倒事故の原因とその対策について全員で情報共有できた。

・ 参加を表明してから会社全体の無災害への意識がチームとして高まり、

小さな怪我もなくゼロ災を達成できた。

・ 一人ひとりの意識が高まったことから、安全設備などの工夫も作業員側

より提案され、良かった。


