
参加及び達成状況(平成 27年度） 

 

管轄別 参  加 

事業場数 

達  成 

事業場数 
達成率 

長崎労働局管内 261 218 83.5% 

監
督
署
別 

長崎労働基準監督署管内 96 77 80.2% 

佐世保労働基準監督署管内 63 57 90.5% 

江迎労働基準監督署管内 7 6 85.7% 

島原労働基準監督署管内 27 22 81.5% 

諫早労働基準監督署管内 62 50 80.6% 

対馬労働基準監督署管内 6 6 100.0% 

 

アクション ZERO ～長崎ゼロ災運動～は、第１弾として平成 28年 1月から 3月までの 

3か月間を運動期間として実施した。 

参加申込のあった事業所数は 261社であった。 

ゼロ災運動期間中に無災害および事業所独自に設定した ZERO目標を達成した事業所数 

は 218社であった。 

運動期間中に無災害及び独自目標を達成した事業所には長崎労働局長より、無災害達成 

証が交付された。 
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アクションＺＥＲＯ無災害達成証交付式（平成 28 年 5 月 30 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 27 年度「長崎ゼロ災運動」達成事業場（五十音順） 

※ 掲載承諾事業場のみ掲載しています。 

 事業場名称 所在地 業種 

1 アイ・エス・ケー(株) 諫早市 その他 

2 （株）アイシン 大島出張所 西海市 製造業 

3 アメック（株） 諫早市 ビルメンテナンス業 

4 （株）アルス 諫早市 ビルメンテナンス業 

5 （有）諫早観光ホテル道具屋 諫早市 その他 

6 （株）イチケン 対馬市 建設業 

7 (株)エース・フーズ 雲仙市 製造業 

8 （株）エレナ エレナ相生店 佐世保市 商業 

9 （株）エレナ エレナ相浦店 佐世保市 商業 

10 （株）エレナ エレナアゼリア店 諫早市 商業 

11 （株）エレナ エレナえきマチ一丁目店 佐世保市 商業 

12 （株）エレナ エレナ大野店 佐世保市 商業 

13 （株）エレナ エレナ大村中央店 大村市 商業 

14 （株）エレナ エレナ上小島店 長崎市 商業 

15 （株）エレナ エレナ川棚店 東彼杵郡川棚町 商業 

16 （株）エレナ エレナ京坪店 佐世保市 商業 

17 （株）エレナ エレナ国見店 雲仙市 商業 

18 （株）エレナ エレナ久原店 大村市 商業 

19 （株）エレナ エレナ小江原店 長崎市 商業 

20 （株）エレナ エレナ五番街店 佐世保市 商業 

21 （株）エレナ エレナ西海店 西海市 商業 

22 （株）エレナ エレナ佐々店 北松浦市郡佐々町 商業 

23 （株）エレナ エレナ三和店 長崎市 商業 

24 （株）エレナ エレナ島原店 島原市 商業 

25 （株）エレナ エレナ島原栄店 島原市 商業 

26 （株）エレナ エレナ大塔店 佐世保市 商業 

27 （株）エレナ エレナ高来店 諫早市 商業 

28 （株）エレナ エレナ天神店 佐世保市 商業 

29 （株）エレナ エレナ時津店 西彼杵郡時津町 商業 

30 （株）エレナ なかよし村瀬戸越店 佐世保市 商業 

31 （株）エレナ なかよし村有喜店 諫早市 商業 

32 （株）エレナ エレナ長与店 西彼杵郡長与町 商業 

33 （株）エレナ エレナ名切店 佐世保市 商業 

34 （株）エレナ エレナ波佐見店 東彼杵郡波佐見町 商業 

35 （株）エレナ エレナ日見店 長崎市 商業 

36 （株）エレナ エレナ平戸店 平戸市 商業 

37 （株）エレナ エレナ広田店 佐世保市 商業 

38 （株）エレナ エレナ深堀店 長崎市 商業 

39 （株）エレナ エレナ福田店 長崎市 商業 



40 （株）エレナ エレナ mini サンクル 佐世保市 商業 

41 （株）エレナ エレナ山祇店 佐世保市 商業 

42 （株）エレナ エレナ吉岡店 佐世保市 商業 

43 (株)大川建設工業 対馬市 建設業 

44 (有)大住工業 佐世保市 製造業 

45 （株）太田工業 西海市 製造業 

46 （株）大沼工業 西海市 製造業 

47 （有）大村クリーンサービス社 大村市 ビルメンテナンス業 

48 （有）小川組 長崎市 製造業 

49 （株）沖新船舶工業 佐世保市 製造業 

50 梶原実業(株) 大村市 建設業 

51 九州電力（株）相浦発電所 佐世保市 製造業 

52 九州電力（株）佐世保配電事業所 佐世保市 製造業 

53 （有）九州研装 長崎市 ビルメンテナンス業 

54 九州電力（株）佐世保営業所 佐世保市 製造業 

55 九州電力(株)島原配電事業所 島原市 製造業 

56 九州電力(株)島原営業所 島原市 製造業 

57 九州電力(株) 大村営業所 大村市 製造業 

58 九州電力(株) 大村配電事業所 大村市 製造業 

59 キュウセツＡＱＵＡ（株）大村湾南部事業所  諫早市 その他 

60 共和産業(株) 佐世保市 製造業 

61 (株)協和熱工業 佐世保市 製造業 

62 クアーズテック長崎（株） 東彼杵郡川棚町 製造業 

63 久保工業（株） 小江工場 長崎市 製造業 

64 グローバル建機（株） 佐世保営業所 佐世保市 商業 

65 黒瀬建設（株） 長崎市 建設業 

66 幸運トラック（株） 大村市 運輸業 

67 小宮建設(株) 長崎市 建設業 

68 （株）小宮建設 対馬市 建設業 

69 （株）小山建設 長崎市 建設業 

70 佐々木工業（株） 西海市 製造業 

71 佐世保機械金属工業協同組合 佐世保市 その他 

72 （有）佐世保ケンセイ社 佐世保市 ビルメンテナンス業 

73 佐世保港湾運輸（株） 大島事業所 西海市 運輸業 

74 佐世保重工生産サービス（株） 佐世保市 運輸業 

75 (株)サセボフーズ＆ライフ 佐世保市 商業 

76 ＳＵＭＴＥＣサービス(株) 大村市 製造業 

77 （株）サンエル 佐世保市 ビルメンテナンス業 

78 三洋ビルメンテナンス（株） 佐世保市 ビルメンテナンス業 

79 （有）三洋ビル管理 諫早市 ビルメンテナンス業 

80 （株）G ファクトリー 諫早第二営業所 諫早市 ビルメンテナンス業 

81 （株）G ファクトリー 諫早第一営業所 諫早市 製造業 



82 （有）秀工社 諫早市 製造業 

83 昭和化学工業(株) 島原市 製造業 

84 （株）白浜工業 西海市 製造業 

85 信越石英（株）佐世保工場 佐世保市 製造業 

86 （株）シンコー 大村市 ビルメンテナンス業 

87 （株）新長崎製作所 諫早市 製造業 

88 (株)新陽 長崎市 製造業 

89 （株）親和テクノ 佐世保市 建設業 

90 （株）第一検査工業 大島事業所 西海市 その他 

91 （株）大光食品 島原工場 島原市 製造業 

92 （株）大光食品 新港工場 島原市 製造業 

93 大新技研（株） 佐世保市 その他 

94 大進建設（株） 長崎市 建設業 

95 （株）大和総業 長崎市 ビルメンテナンス業 

96 宝酒造(株) 島原工場 島原市 製造業 

97 （株）洗組 島原市 建設業 

98 （株）谷川建設 工務本部 長崎市 建設業 

99 （有）タハラビルサービス 長崎市 ビルメンテナンス業 

100 （株）中央ビル管理 佐世保市 ビルメンテナンス業 

101 （株）長南 長崎市 警備業 

102 長菱ハイテック(株） 諫早市 製造業 

103 （株）ツカネクリア 長崎市 ビルメンテナンス業 

104 (株)筑波エレクトロン 長崎工場 南島原市 製造業 

105 （株）つくもサービス 佐世保市 警備業 

106 (有）ツクモ美研 佐世保市 ビルメンテナンス業 

107 電源開発（株） 松島火力発電所 西海市 製造業 

108 （株）東洋機工製作所 島原市 製造業 

109 (株)トラスティ建物管理 長崎市 ビルメンテナンス業 

110 （有）ナカオ 佐世保市 製造業 

111 長崎キヤノン(株) 東彼杵郡波佐見町 製造業 

112 長崎空港ビルディング（株） 大村市 ビルメンテナンス業 

113 （株）長崎鋼業所 長崎市 製造業 

114 (株)長崎消毒社 長崎市 ビルメンテナンス業 

115 長崎南部森林組合諫早支所 諫早市 林業 

116 長崎バス建物総合管理(株) 長崎市 ビルメンテナンス業 

117 (有)長崎美研社 大村市 ビルメンテナンス業 

118 (有)長崎ビル美装社 長崎市 ビルメンテナンス業 

119 長崎ブロイラー産業(株) 諫早市 製造業 

120 長田工業（株） 長崎市 製造業 

121 永田鉄工(株) 雲仙市 建設業 

122 （有）中西工業 大島営業所 西海市 製造業 

123 （株）西日本工業 佐世保市 製造業 



124 西日本高速道路エンジニアリング九州（株）長崎支店 諫早市 その他 

125 （株）西村企業 佐世保市 製造業 

126 （株）ニチレイフーズ長崎工場 大村市 製造業 

127 日本ハム（株） 諫早プラント 諫早市 製造業 

128 日本ビソー（株）長崎製作所 西彼杵郡時津町 製造業 

129 （株）日本冷熱 大島営業所 西海市 製造業 

130 ハウステンボス・技術センター(株) 佐世保市 ビルメンテナンス業 

131 （株）ハマエンジニアリング 諫早市 製造業 

132 （有）浜岡船舶工業 西海市 製造業 

133 (株)久田組 平戸市 建設業 

134 ビューテック九州(株)長崎支店 長崎市 ビルメンテナンス業 

135 (有)平戸ビルサービス 松浦市 ビルメンテナンス業 

136 福岡造船（株） 長崎工場 長崎市 製造業 

137 福丸建設(株) 佐世保市 建設業 

138 （有）富士海運 佐世保市 運輸業 

139 （有）藤川工業 西海市 製造業 

140 富士港運（株） 長崎市 運輸業 

141 （株）富士商工 佐世保市 製造業 

142 富士ビル綜合(株) 長崎市 ビルメンテナンス業 

143 （有）プランナー 諫早市 製造業 

144 プリマルーケ（株） 雲仙市 製造業 

145 （株）別所組 長崎市 建設業 

146 (株)星野組 長崎市 建設業 

147 星野建設（株） 島原市 建設業 

148 (株)堀内組 佐世保市 建設業 

149 本間建設（株） 長崎市 建設業 

150 （株）前川工業 西海市 製造業 

151 前畑造船（株） 佐世保市 製造業 

152 三上船舶工業（株） 佐世保事業所 佐世保市 製造業 

153 （有）三駒鉄工所 佐世保市 製造業 

154 （株）三槻組 対馬市 建設業 

155 三菱長崎機工（株） 長崎市 製造業 

156 （株）三松管工 佐世保市 製造業 

157 （株）ヤマキ産業 長崎市 製造業 

158 湯川王冠（株） 佐世保市 製造業 

159 吉川建設(株) 諫早市 建設業 

160 （株）吉次工業 諫早市 建設業 

161 菱重ファシリティー＆プロパティーズ(株)西日本支社長崎工場サービス部  長崎市 ビルメンテナンス業 

162 (有)レイホー美装 長崎市 ビルメンテナンス業 

 

 

 



平成 27 年度「長崎ゼロ災運動」達成事業場（建設工事現場）（五十音順） 

※ 掲載承諾事業場のみ掲載しています。 

 事業場名称 工事名称 所在地 

1 青木あすなろ・みらい・増山特定建設工事共同企業体  九州新幹線（西九州）、竹松高架橋他工事 大村市 

2 青木あすなろ・三軌・西部道路共同企業体 九州新幹線(西九州)大村車両基地路盤他工事 大村市 

3 (株)安藤・間・幸生会諫早作業所  社会福祉法人 幸生会 諫早療育センター建替建設工事 諫早市 

4 大島・吉川特定建設工事共同企業体(貝津橋） 一般県道諫早外環状線道路改良工事(貝津橋ＩＣ橋上部工） 諫早市 

5 鹿島・梅林・長崎西部特定建設工事共同企業体 九州新幹線（西九州）、彼杵トンネル外工事 東彼杵町 

6 鹿島・上滝・堀内特定建設工事共同企業体 長崎県庁舎行政棟新築工事 長崎市 

7 川田・柴﨑特定建設工事共同企業体 一般国道 251号橋梁整備工事（3号橋上部工）作業所 雲仙市 

8 熊谷・アイサワ・堀内特定建設工事共同企業体 九州新幹線（西九州）、第１岩松トンネル他工事 大村市 

9 小宮・大栄特定建設工事共同企業体 立岩地区地すべり対策工事（排水トンネル） 松浦市 

10 小宮・高原特定建設工事共同企業体 一般国道 382号道路改良工事(大地 2号トンネル) 対馬市 

11 五洋・梅林・三基特定建設工事共同企業体 九州新幹線(西九州)、新大村駅効橋他工事 大村市 

12 五洋・本間・吉川特定建設工事共同企業体 九州新幹線（西九州）、松原高架橋他工事 大村市 

13 清水・青木あすなろ・菱興特定建設工事共同企業体  九州新幹線（西九州）、木場トンネル他工事 大村市 

14 （株）上滝 佐世保支店 池田ビル新築工事 佐世保市 

15 新菱・フジエア・松栄特定建設工事共同企業体 長崎県庁舎行政棟空調設備工事 長崎市 

16 大進建設（株） 海星学園中央館建設工事 長崎市 

17 宅島建設(株) 平松川火山砂防工事(2号えん堤工) 雲仙市 

18 （株）谷川建設 小榊小学校移転改築主体工事（２） 長崎市 

19 （株）谷川建設 工務本部 ビバシティー葉山新築工事 作業所 長崎市 

20 （株）谷川建設 ビバシティー浦上ステーションスクエア大規模修繕工事 長崎市 

21 （株）谷川建設 プリアデス時津大規模修繕工事 長崎市 

22 日立造船（株） 島原市汚泥再生処理センター建設工事 島原市 

23 堀内組・デバタ特定建設工事共同企業体 一般県道寺島馬込港線橋梁補修工事（寺島大橋塗装塗替工） 西海市 

24 (株）堀内組 長崎管内北部地区改築保全工事 松浦市 

25 堀内・小山・松﨑特定建設工事共同企業体 長崎県庁舎議会棟新築工事 長崎市 

26 増崎建設（株） 一般県道諫早外環状線道路改良工事（盛土工１） 諫早市 

27 増崎建設（株） 一般県道諫早外環状線道路改良工事（切土工１） 諫早市 

28 増崎建設（株） 一般県道諫早外環状線道路改良工事（諫早 IC橋 P９） 諫早市 

29 増崎建設（株） 一般国道２０７号道路改良工事（２工区） 諫早市 

30 増崎建設（株） 一般国道２０７号道路改良工事（百石橋・五十石橋下部工） 諫早市 

31 松井・大進・日東特定建設工事共同企業体 旧長崎英国領事館本館ほか保存修理工事 長崎市 

32 (株)吉川組 雲仙復興事務所管内砂防保全工事 南島原市 

33 吉川建設(株) 江ノ浦川河川改修工事(1工区） 諫早市 

 

 

 


