
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 株式会社穴水村田製作所 穴水町
電気機械器具
製造業

4 株式会社アメニテイ 珠洲市 建設業

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 安房運輸株式会社 金沢営業所 金沢市 運輸交通業

8 公益財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

9 石川建設工業株式会社 金沢市 建設業

10 上田運輸株式会社 本社営業所 小松市 運輸交通業

11 宇谷運輸株式会社 本社営業所 加賀市 運輸交通業

12 ＳWＳ西日本株式会社 宇ノ気工場 かほく市 一般機械器具製造業

13 ＳWＳ西日本株式会社 田鶴浜工場 七尾市 一般機械器具製造業

14 株式会社ＮＴＮ能登製作所 志賀町 一般機械器具製造業

15 株式会社岡組 金沢市 建設業

16 株式会社オノモリ 能美市 一般機械器具製造業

17 株式会社尾山製作所 加賀市 一般機械器具製造業

18
加賀建設株式会社

　（Ｈ28・29 今町インター改良工事）
金沢市 建設業

19 加賀建設株式会社
（金沢外環状道路海側幹線Ⅳ期地方道改築工事(浅野川橋梁山側Ｐ8橋脚工)）

金沢市 建設業

20 加賀建設株式会社
（金沢外環状道路 海側幹線Ⅳ期地方道改築工事(改良工その15)）

金沢市 建設業

21
社会福祉法人加賀福祉会

ケアハウス和
加賀市 社会福祉施設

22 株式会社鍛治建設 珠洲市 建設業

ゼロ災Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！2017　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、積極的な取組をお願いします。
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23 環境開発株式会社 本社 金沢市
産業廃棄物
処理業

24 環境開発株式会社 新保処理工場 金沢市
産業廃棄物
処理業

25 環境開発株式会社 リサイクル工場 金沢市
産業廃棄物
処理業

26 株式会社キンセイ 輪島市 建設業

27 兼六建設株式会社 金沢市 建設業

28 興信工業株式会社 能登町 建設業

29 株式会社小松製作所 金沢工場 金沢市 一般機械器具製造業

30 酒井工業株式会社 金沢市 建設業

31 酒井工業株式会社
（Ｈ29.30加賀拡幅 庄函渠工事）

加賀市 建設業

32 サカイ電工株式会社 金沢市 建設業

33
三協立山株式会社

三協マテリアル社石川工場
宝達志水町

非鉄金属
製造業

34 清水建設株式会社 北陸支店
（浅野川線三ツ屋～大河端間送水管埋設工事(土木工事)）

金沢市 建設業

35
清水建設株式会社 北陸支店

（学校法人金沢学院大学第四清鐘寮新築工事）
金沢市 建設業

36 清水建設株式会社 北陸支店
（金沢工大学園白山麓キャンパス建設工事）

白山市 建設業

37
清水建設株式会社 北陸支店
　(北陸幹園町Bi新設他工事）

小松市 建設業

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）
能美市 建設業

39 清水建設株式会社 北陸支店
（医療法人社団友愛病院会内灘温泉病院・同保養館建設工事）

内灘町 建設業

40 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

41 有限会社昌和商事 小松市 その他の商業

42 鈴木建設株式会社 金沢市 建設業

43 株式会社セーフティ 金沢市 警備業

44 株式会社ソテック　本社工事部 金沢市 建設業

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 株式会社大同テクノ 加賀市 一般機械器具製造業

49
株式会社大丸

フレッシュフード＆リカーだいまる
珠洲市 小売業

50 株式会社髙田組 金沢市 建設業

51 髙田・大三特定建設工事共同企業体
（平成29年度 七ツ屋水管橋耐震化に伴う下水道管布設工事(右岸部)）

金沢市 建設業

52 ＤＩＣ株式会社 北陸工場 白山市 化学工業

53 株式会社テラ・テック 宝達志水町
プラスチック
製品製造業

54 東亜電機工業株式会社 P＆D事業部 小松市 電気機械器具製造業

55
社会福祉法人篤豊会

特別養護老人ホーム加賀中央慈妙院
加賀市 社会福祉施設

56
社会福祉法人篤豊会

介護老人保健施設加賀中央メディケアホーム
加賀市 社会福祉施設

57
社会福祉法人篤豊会

しらさぎ苑グループホーム
加賀市 社会福祉施設

58
社会福祉法人篤豊会

介護老人保健施設山中温泉しらさぎ苑
加賀市 社会福祉施設

59 株式会社豊蔵組 金沢市 建設業

60 株式会社西中建設 能登町 建設業

61 日本海建設株式会社 金沢市 建設業

62 日本海電化鋳造株式会社 津幡町 鋳物業

63 日本郵便輸送株式会社 金沢営業所 金沢市 運輸交通業

64 能登建販株式会社 穴水町 その他の商業

65 株式会社のとさく 珠洲市 建設業

66
株式会社はなみずき

介護付有料老人ホームスーパーびゅー蓮花寺
野々市市 社会福祉施設

67 株式会社ビー・エム北陸 金沢市 ビルメンテナンス業

68 肥田電器株式会社 石川工場 中能登町
プラスチック
製品製造業

69 株式会社平蔵建設 珠洲市 建設業

70 株式会社ホクコク地水 金沢市 建設業

71 有限会社北陸建運 かほく市 運輸交通業

72 北陸地建株式会社 金沢市 建設業



73 北陸電気工事株式会社 金沢支店 金沢市 建設業

74
北陸電気工事株式会社 金沢支店

金沢外線センター
金沢市 建設業

75 北陸電気工事株式会社 小松支店 小松市 建設業

76 北陸電気工事株式会社 金沢支店 白山工事所 白山市 建設業

77 北陸発電工事株式会社 七尾事業所 七尾市 建設業

78 北陸発電工事株式会社 志賀事業所 志賀町 建設業

79 北菱電興株式会社 本社 金沢市 建設業

80 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

81 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

82 北菱電興株式会社 流通センター 金沢市 卸売業

83 真柄建設株式会社 金沢市 建設業

84 株式会社松原光工業 金沢市 建設業

85 株式会社丸中組 珠洲市 建設業

86 みつぼしテクノ株式会社 石川支店 白山市 建設業

87 宮下建設株式会社 輪島市 建設業

88 株式会社明翫組 金沢市 建設業

89 有限会社森運輸 輪島市 運輸交通業

90 株式会社森井組 珠洲市 建設業

91 森土木工業株式会社 輪島市 建設業

92 有限会社森物産 輪島市 採石業

93 米沢電気工事株式会社 本社 金沢市 建設業

94 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

※その他、事業場名等の非公表を希望している6事業場含め、計100事業場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（達成率75.8％）



～達成事業場の声（達成報告書より）～

・ 当社は⾼年齢の従業員が占める割合が⾼く、転倒事故などの安全衛⽣

上の指導・教育は、業務を円滑に進める上で必須の課題です。

・ 従業員の安全意識が向上しました。

・ 年末に向けて慌ただしくなり⾜元も悪くなりやすい時期に、改めてゼ

ロ災を意識するよい取り組みになりました。

・ ゼロ災キャンペーンに参加し、対外的に結果を報告する事により、各

工事作業所の災害発⽣抑制の意識が⾼まったと思います。

・ 現在55歳以上の従業員が20％を超える現状を踏まえ、転倒防止ストレ

ッチの啓蒙、挟まれ防止の体感教育が実施できたことは、「ゼロ災」達

成の⼤きな原動⼒になったと考えています。

・ （ゼロ災Challenge!2017に参加することで）⾼年齢労働者に配慮し

た職場改善や健康管理の必要性を学ぶことができ、労働者の安全意識

も高めることができたと思います。

・ （ゼロ災Challenge!2016からの）連続参加で、継続する意識が⾼ま

った。

・ 転倒防止といった安全面の対策のみならず、作業負荷及び工数削減と

いった観点で対策を実施し、期間中の対策を従業員が持続的に取り組み

やすくした。

・ ゼロ災Challenge!2017に参加し、短期の目標ではあったが労働災害

の防止に全員の目が向けられたことに大きな意義があったと思います。

・ （⽇頃の労働災害防⽌対策を⾏う中で、）つい安全意識がマンネリ化

になりがちであったが、今回3か月の期間設定により、早期に達成感が

得られるとこ ろが意識のリフレッシュにつながったように感じました。

・ ゼロ災宣言書を掲示することにより、事業所全体でゼロ災に取り組ん

でいる姿勢を従業員に示すことができた。


