
長崎労働局 



参加及び達成状況(平成 29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 ４４３ ３６６ ８３% 

監
督
署
別 

長崎労働基準監督署管内 １５４ １２５ ８１% 

佐世保労働基準監督署管内 １１１ ９２  ８３% 

江迎労働基準監督署管内 ２２ ２１ ９５% 

島原労働基準監督署管内 ４０ ３２ ８０% 

諫早労働基準監督署管内 １０９ ８９ ８２% 

対馬労働基準監督署管内 ７ ７ １００% 

 

アクション ZERO ～長崎ゼロ災運動～第三弾を平成 29年 6月から平成 29年 8月までの 

3か月間を運動期間として実施しました。 

参加申込のあった事業場数は４４３社。 

ゼロ災運動期間中に全体目標（休業災害ゼロ）および事業場独自に設定した ZERO目標を達

成した事業場数は３６６社（83％）。 

 全体目標のみを達成した事業場数は３８７社（87％）。 

運動期間中に全体目標及び事業場独自目標を達成した事業場には長崎労働局長より、無災

害達成証を交付。 
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平成 29 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。 

番号 事  業  場  名  称 所在地 業種 

1 （株）アイシン 大島出張所 西海市 製造業 

2 アエル まるたか 諫早市 その他 

3 (株)あたご あたご自動車学校・長崎クレーン学校 長崎市 その他 

4 アヤカエキスプレス(株) 大村市 運輸業 

5 （株）荒木組 諫早市 建設業 

6 有田工業（株） 諫早市 製造業 

7 （株）アルス 諫早市 ビルメンテナンス業 

8 石田土木（株） 木場トンネル作業所 大村市 建設業 

9 (有)石本建設 長崎市 建設業 

10 （株）イチケン 対馬市 建設業 

11 （株）維風工業 長崎市 建設業 

12 (株)ウヱノ 長崎市 建設業 

13 (株)雲仙きのこ本舗 本社 南島原市 製造業 

14 (株)雲仙きのこ本舗 ファミリー 南島原市 製造業 

15 (株)雲仙きのこ本舗 有家センター 南島原市 製造業 

16 (株)雲仙きのこ本舗 アグリフード 南島原市 製造業 

17 (株)雲仙きのこ本舗 布津センター 南島原市 製造業 

18 (株)雲仙きのこ本舗 千々石センター 雲仙市 製造業 

19 (株)雲仙きのこ本舗 愛野センター 雲仙市 製造業 

20 (株)雲仙きのこ本舗 深江センター 南島原市 製造業 

21 (株)雲仙湯けむりファーム 小浜センター 雲仙市 製造業 

22 (株)雲仙湯けむりファーム 千々石センター 雲仙市 製造業 



番号 事  業  場  名  称 所在地 業種 

23 (株)雲仙きのこ本舗 森山センター 諫早市 製造業 

24 エムエイチアイオーシャニクス(株) 神ノ島工場 長崎市 製造業 

25 （株）エレナ エレナ相生店 佐世保市 商業 

26 （株）エレナ エレナ相浦店 佐世保市 商業 

27 （株）エレナ エレナアゼリア店 諫早市 商業 

28 （株）エレナ エレナ大野店 佐世保市 商業 

29 （株）エレナ エレナ大村中央店 大村市 商業 

30 （株）エレナ エレナ上小島店 長崎市 商業 

31 （株）エレナ エレナ川棚店 東彼杵郡 商業 

32 （株）エレナ エレナ京坪店 佐世保市 商業 

33 （株）エレナ エレナ国見店 雲仙市 商業 

34 （株）エレナ エレナ久原店 大村市 商業 

35 （株）エレナ エレナ小江原店 長崎市 商業 

36 （株）エレナ エレナ佐世保五番街店 佐世保市 商業 

37 （株）エレナ エレナ西海店 西海市 商業 

38 （株）エレナ エレナ佐々店 北松浦郡 商業 

39 （株）エレナ エレナ三和店 長崎市 商業 

40 （株）エレナ エレナ島原店 島原市 商業 

41 （株）エレナ エレナ島原栄店 島原市 商業 

42 （株）エレナ エレナ高来店 諫早市 商業 

43 （株）エレナ エレナ竹松店 大村市 商業 

44 （株）エレナ エレナ天神店 佐世保市 商業 

45 （株）エレナ エレナ時津店 西彼杵郡 商業 



番号 事  業  場  名  称 所在地 業種 

46 （株）エレナ なかよし村瀬戸越店 佐世保市 商業 

47 （株）エレナ なかよし村有喜店 諫早市 商業 

48 （株）エレナ エレナ長与店 西彼杵郡 商業 

49 （株）エレナ エレナ名切店 佐世保市 商業 

50 （株）エレナ エレナ早岐店 佐世保市 商業 

51 （株）エレナ エレナ波佐見店 東彼杵郡 商業 

52 （株）エレナ エレナ日見店 長崎市 商業 

53 （株）エレナ エレナ平戸店 平戸市 商業 

54 （株）エレナ エレナ広田店 佐世保市 商業 

55 （株）エレナ エレナ深堀店 長崎市 商業 

56 （株）エレナ エレナ福田店 長崎市 商業 

57 （株）エレナ エレナ miniサンクル店 佐世保市 商業 

58 （株）エレナ エレナ矢上店 長崎市 商業 

59 （株）エレナ エレナ山祇店 佐世保市 商業 

60 （株）エレナ エレナ吉岡店 佐世保市 商業 

61 （有）大住工業 佐世保市 製造業 

62 大瀬戸造船鉄工（株） 西海市 製造業 

63 （株）太田工業 西海市 製造業 

64 （株）大沼工業 西海市 製造業 

65 （有）大村クリーンサービス社 大村市 ビルメンテナンス業 

66 （株）沖新船舶工業 佐世保市 製造業 

67 面高建設(株) 西海市 建設業 

68 (有)ガイア 佐世保市 製造業 



番号 事  業  場  名  称 所在地 業種 

69 (株)外港工業 深堀事業所 長崎市 製造業 

70 梶原実業（株） 大村市 建設業 

71 (有)片岡工業 大島作業所 西海市 製造業 

72 加藤産業（株） 長崎市 建設業 

73 上五島石油備蓄（株） 南松浦郡 
その他 

操業サービス 

74 上五島総合サービス(株) 南松浦郡 
その他 

(警備業) 

75 （株）九州スチールセンター 長崎市 製造業 

76 九州電力（株） 島原営業所 島原市 製造業 

77 九州電力（株） 島原配電事業所 島原市 製造業 

78 九州電力（株） 大村営業所 大村市 製造業 

79 九州電力（株） 佐世保営業所 佐世保市 製造業 

80 （有）九州研装 長崎市 ビルメンテナンス業 

81 キュウセツＡＱＵＡ（株）大村湾南部事業所  諫早市 その他 

82 九設工業(株) 長崎市 建設業 

83 （株）九電工 長崎営業所 長崎市 建設業 

84 （株）九電工 大村営業所 大村市 建設業 

85 （株）九電工 五島営業所 五島市 建設業 

86 （株）九電工 平戸営業所 平戸市 建設業 

87 （株）九電工 長崎配電工事営業所 長崎市 建設業 

88 （株）九電工 長崎支店 長崎市 建設業 

89 （株）九電工 西海営業所 西海市 建設業 

90 （株）九電工 有川営業所 南松浦郡 建設業 

91 （株）九電工 松浦営業所 松浦市 建設業 



番号 事  業  場  名  称 所在地 業種 

92 （株）九電工 島原営業所 島原市 建設業 

93 （株）九電工 諫早営業所 諫早市 建設業 

94 共和産業（株） 佐世保市 製造業 

95 （株）協和熱工業 ＳＳＫ協力事業所 佐世保市 製造業 

96 旭栄産業（株） 長崎市 建設業 

97 クアーズテック長崎（株） 東彼杵郡 製造業 

98 久保工業（株） 小江工場 長崎市 製造業 

99 （有）クリーンサービス社 佐世保市 ビルメンテナンス業 

100 グローバル建機（株）  佐世保市 その他 

101 黒木建設（株） 諫早市 建設業 

102 黒瀬建設（株） 長崎市 建設業 

103 (株)Ｋプランニング 長崎市 製造業 

104 合同産業（株） 平戸市 製造業 

105 （株）公文建設 諫早市 建設業 

106 （株）神戸タフ興産 長崎営業所 長崎市 製造業 

107 小嶋産業（株） 西海市 製造業 

108 （株）五島 五島自動車学校 五島市 その他 

109 （株）小宮建設 対馬市 建設業 

110 （株）小山建設 長崎市 建設業 

111 （株）西肥緑化土木 佐世保市 建設業 

112 坂口こどもクリニック 松浦市 医療業 

113 佐世保港湾運輸（株） 大島事業所 西海市 運輸業 

114 （有）佐世保ケンセイ社 佐世保市 その他 



番号 事  業  場  名  称 所在地 業種 

115 佐世保重工生産サービス（株） ＳＳＫ協力事業所  佐世保市 運輸業 

116 佐世保機械金属工業協同組合 佐世保市 その他 

117 （株）サンエル 佐世保市 ビルメンテナンス業 

118 （有）三幸リース 西彼杵郡 その他 

119 三洋ビルメンテナンス（株） 佐世保市 ビルメンテナンス業 

120 （株）G ファクトリー 諫早第二事業所 諫早市 
その他 

清掃業 

121 (株)シーヴイテック九州 佐世保市 製造業 

122 (有)シーマリンサービス ＳＳＫ協力事業所   佐世保市 その他 

123 地盤テック(株) 佐世保市 建設業 

124 （有）秀工社 諫早市 製造業 

125 （株）昭大建設 対馬市 建設業 

126 シンコウ(株) ＳＳＫ協力事業所  佐世保市 製造業 

127 （株）シンコー 大村市 ビルメンテナンス業 

128 親西道路建設(株) 佐世保市 建設業 

129 （株）新長崎製作所 諫早市 製造業 

130 （株）親和テクノ 佐世保市 建設業 

131 (株)角商店 白岳工場 佐世保市 その他 

132 住友建機販売（株） 長崎営業所 東彼杵郡 その他 

133 西部道路(株) 有福 Aｓ・Rｃ事業部 佐世保市 建設業 

134 西部建設(株) 崎戸出張所 西海市 建設業 

135 西部建設(株) 長崎支店 長崎市 建設業 

136 西部建設(株) 高島出張所 長崎市 建設業 

137 西部道路(株) 中央営業所 佐世保市 建設業 



番号 事  業  場  名  称 所在地 業種 

138 西部道路(株) 管工事部 佐世保市 建設業 

139 西部道路(株) 北部営業所 佐世保市 建設業 

140 西部道路(株) 自動車整備工場 佐世保市 
その他 

自動車整備 

141 西部道路(株) 平戸支店 平戸市 建設業 

142 西部道路(株) 対馬支店 対馬市 建設業 

143 大起建設(株) 諫早市 建設業 

144 （株）大久エキスプレス 西海市 運輸業 

145 （株）大京穴吹建設 長崎市 建設業 

146 大進建設（株） 長崎市 建設業 

147 大新技研（株） 佐世保市 その他 

148 （株）大徳 佐世保市 製造業 

149 大平ビルサービス（株）長崎支店 長崎市 ビルメンテナンス業 

150 大宝建設（株） 南松浦郡 建設業 

151 （株）大和総業 業務部 長崎市 ビルメンテナンス業 

152 竹下建設工業(株) 長崎市 建設業 

153 （株）中央綜合警備保障 西諫早営業所 諫早市 
その他 

(警備業) 

154 （株）中央ビル管理 佐世保市 ビルメンテナンス業 

155 （有）長一運送 大村市 運輸業 

156 （株）長南 長崎市 警備業 

157 （株）長北電設 佐世保市 建設業 

158 （株）チョーエイ 本社 長崎市 建設業 

159 （株）ツカネクリア 長崎市 ビルメンテナンス業 

160 （有）ツクモ美研 佐世保市 ビルメンテナンス業 



番号 事  業  場  名  称 所在地 業種 

161 （株）つくもサービス ＳＳＫ協力事業所  佐世保市 警備業 

162 東部重工業（株） 佐世保工場 佐世保市 製造業 

163 （株）東洋機工製作所 島原市 製造業 

164 TOKENプラント(株) 福岡造船内事務所 長崎市 製造業 

165 医療法人社団 博友会 徳田医院 北松浦郡 
その他 

（医療業） 

166 (有)ともえ産業 ＳＳＫ協力事業所  佐世保市 製造業 

167 (株)トラスティ建物管理 長崎市 ビルメンテナンス業 

168 （有）鳥嶋工業 大島事業所 西海市 製造業 

169 (株)直組 南島原市 建設業 

170 (有)ナカオ 佐世保市 製造業 

171 長崎南部森林組合 西海支所 西海市 
その他 

（林業） 

172 長崎南部森林組合 長崎支所 長崎市 
その他 

（林業） 

173 （株）長崎鋼業所 香焼事業部 長崎市 製造業 

174 長崎県金属工業協同組合 諫早市 製造業 

175 長崎南部森林組合  諫早支所 諫早市 
その他 

（林業） 

176 長崎南部森林組合 大村支所 大村市 その他 

177 (株)長崎消毒社 長崎市 ビルメンテナンス業 

178 長崎美装工業（株） 長崎市 ビルメンテナンス業 

179 (有)長崎ビル美装社 長崎市 ビルメンテナンス業 

180 長崎バス建物総合管理(株) 長崎市 ビルメンテナンス業 

181 (有)長崎美研社 大村市 ビルメンテナンス業 

182 長崎キヤノン（株） 東彼杵郡 製造業 



番号 事  業  場  名  称 所在地 業種 

183 永田鉄工(株) 雲仙市 建設業 

184 （有）永沼工業 深堀事業所 長崎市 その他 

185 （合資）長野興業運輸 諫早市 運輸業 

186 （有）西九州塗研 ＳＳＫ協力事業所 佐世保市 製造業 

187 
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 

188 （有）日電 大島出張所 西海市 製造業 

189 （株）日本冷熱 大島営業所 西海市 製造業 

190 （株）日本冷熱 諫早市 製造業 

191 日本ビソー（株）長崎製作所 西彼杵郡 製造業 

192 (株)野田組 南島原市 建設業 

193 (株)法面 長崎市 建設業 

194 ハウステンボス・技術センター（株） 佐世保市 その他 

195 (株)ハマエンジニアリング 諫早市 製造業 

196 （有）浜岡船舶工業 西海市 製造業 

197 (株)久田組 平戸市 建設業 

198 (有)平戸ビルサービス 松浦市 ビルメンテナンス業 

199 (株)広瀬組 壱岐市 建設業 

200 (有)富士海運 ＳＳＫ協力事業所 佐世保市 運輸業 

201 （有）プランナー 諫早市 その他(構内作業) 

202 プリマルーケ（株） 雲仙市 製造業 

203 （株）別所組 長崎市 建設業 

204 ホームロジスティック長崎営業所 長崎市 運輸業 

205 星野建設(株) 建築部 島原市 建設業 



番号 事  業  場  名  称 所在地 業種 

206 （有）細木製作所 諫早市 製造業 

207 ホワイトプロバイダー(有) 佐世保市 製造業 

208 本田建設(株) 島原市 建設業 

209 本間建設（株） 長崎市 建設業 

210 （株）前川工業 大島営業所 西海市 製造業 

211 (有)松元塗装工業 佐世保市 製造業 

212 丸野興産（株） 諫早営業所 諫早市 運輸業 

213 （株）丸野 長崎物流センター飯盛営業所 諫早市 運輸業 

214 （株）丸野 大村富の原営業所 大村市 運輸業 

215 （株）丸野バンライン 東彼杵営業所 東彼杵郡 運輸業 

216 (株)丸野 長崎業務営業所 ヒロセ部門 長崎市 運輸業 

217 (株)丸野 長崎業務営業所 三菱食品部門 長崎市 運輸業 

218 (株)丸野 佐世保営業所 佐世保市 運輸業 

219 (有)丸野バンライン 大村営業所 大村市 運輸業 

220 (株)丸政水産 長崎支社 長崎工場 長崎市 製造業 

221 三上船舶工業（株） ＳＳＫ協力事業所 佐世保市 製造業 

222 （有）三駒鉄工所 佐世保市 製造業 

223 （株）三槻組 対馬市 建設業 

224 
三菱重工業（株） 

防衛・宇宙セグメント 特殊機械部 堂崎工場 
西彼杵郡 製造業 

225 
三菱重工業（株） 

防衛・宇宙セグメント 特殊機械部 幸町工場 
長崎市 製造業 

226 
三菱重工業（株） 

防衛・宇宙セグメント 特殊機械部 諫早工場 
諫早市 製造業 

227 三菱重工船舶海洋（株） 長崎市 製造業 

228 三菱重工業（株）その他ドメイン 長崎市 製造業 



番号 事  業  場  名  称 所在地 業種 

229 (株)三松管工 佐世保市 建設業 

230 (有)宮崎技研 ＳＳＫ協力事業所 佐世保市 製造業 

231 （有）宮原工業 大島事業所 西海市 製造業 

232 (株)森工業 佐世保市 製造業 

233 山﨑建設（株） 木場ＴＮ明り(作) 大村市 建設業 

234 山の田浄水場 メタウォーターサービス（株） 佐世保市 建設業 

235 山外工業（株） 大島営業所 西海市 製造業 

236 湯川王冠（株） 佐世保市 製造業 

237 吉田海運(株) 佐世保市 運輸業 

238 （株）吉次工業 諫早市 建設業 

239 （資）吉本組 ＳＳＫ協力事業所 佐世保市 製造業 

240 菱計装（株） 諫早工場 諫早市 製造業 

241 
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 

242 (有)レイホー美装 長崎市 ビルメンテナンス業 

243 和光船舶工業(株) ＳＳＫ協力事業所 佐世保市 製造業 

 

 

  



平成 28 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。 

番号 事業所名称 工事名称 所在地 

1 
青木あすなろ・三軌・西部道路 九州新幹線(西九州） 

大村車両基地路盤他 特定建設工事共同企業体 

九州新幹線(西九州)、大村車両基地路盤

他 
大村市 

2 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 大村市 

3 鹿島・梅林・長崎西部共同企業体 九州新幹線(西九州)、彼杵トンネル工事 東彼杵郡 

4 
鹿島・富士ピー・エス・梅林特定建設工事共同企業体 

九州新幹線（西九州）彼杵川橋梁 JV 工事事務所 
九州新幹線(西九州)、彼杵川橋りょう 東彼杵郡 

5 鹿島・上滝・森美特定建設工事共同企業体 長崎県警察本部庁舎新築工事 長崎市 

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 加藤産業(株) 端島炭坑 70 号棟下部埋め戻し工事 長崎市 

8 (株)公文建設 
一般県道諫早外環状線道路改良工事(盛

土工 2) 
諫早市 

9 鴻池・日本国土・西武・竹下共同企業体 
九州新幹線(西九州)、新長崎トンネル(東)

他工事 
長崎市 

10 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 

11 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 大村市 

12 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 大村市 

13 清水・星野・荒木特定建設工事共同企業体 
一般県道諫早外環状線道路改良工事（(仮

称)4 号トンネル） 
諫早市 

14 清水・三軌建設共同企業体 九州新幹線八千代 Bｉ新設他工事 長崎市 

15 (株)上滝 
オーヴィジョン三芳新築工事 

オーヴィジョンクラス三芳新築工事 
長崎市 

16 (株)上滝 大浦賃貸マンション新築工事 長崎市 

17 (株)上滝 長崎 497 号調川地区下免舗装工事 松浦市 

18 (株)上滝 相浦（28）宿舎等新設建築工事（その 1） 佐世保市 

19 (株)上滝 盲学校新実習棟新築工事 西彼杵郡 

20 (株)上滝 
長崎自動車道 木場スマートインター

チェンジ工事 
大村市 

21 (株)上滝 志佐作業所 長崎 497 号志佐地区改良 4 期工事 松浦市 

22 上滝・富永特定建設工事共同企業体 ろう学校移転改築特別教室棟建設工事 大村市 



番号 事業所名称 工事名称 所在地 

23 上滝・福丸建設・橋組共同企業体 
新西部クリーンセンター(仮称)整備事業

に係る敷地造成工事 
北松浦郡 

24 伸栄建設(株) 
JA ながさき県央ばれいしょ選果場新築

工事（造成） 
大村市 

25 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 

26 (有)スギタニ建設 白水川河川自然災害防止工事 島原市 

27 西部道路(株) 管工事部 
広田水系配水本管（国道 205 号大塔跨道

橋付近）人孔設置工事 
佐世保市 

28 西部道路(株) 長崎 497 号調川地区舗装工事 松浦市 

29 (株)錢高組 第１本明川橋りょう作業所 
九州新幹線(西九州)、第１本明川橋りょ

う 
諫早市 

30 大起建設(株) 
一般県道諫早外環状線道路改良工事(盛

土工 5) 
諫早市 

31 大起建設(株) 
一般県道諫早外環状線道路改良工事(函

渠工 2) 
諫早市 

32 大進建設(株) 
社会福祉法人武正会 就労継続支援Ｂ

型事業所「清水の里」建設工事 
長崎市 

33 大進建設(株) よつば保育園新築工事 長崎市 

34 大末建設(株) (仮称)アルファスマート大村新築工事 大村市 

35 (有)大芳建設 
三浦地区岸壁（-10m）改修（係船柱）工

事 
佐世保市 

36 髙瀬建設(株)・岡山建設(株)特定建設工事共同企業体 ろう学校移転改築体育館建設工事 大村市 

37 宅島建設(株) ビバシティ喜々津駅前新築工事 諫早市 

38 竹下建設工業(株) 長崎 57号森山東 IC地区 5工区改良工事 諫早市 

39 竹下建設工業(株) 
長崎 57 号下井牟田赤崎高架橋下部工

（P9-P11）工事 
諫早市 

40 竹下建設工業(株) 長崎 57 号本村地区改築外工事 諫早市 

41 竹下建設工業(株) 
長崎 57 号下井牟田赤崎高架橋下部工

（P16）外工事 
諫早市 

42 (株)谷川建設 工務本部 ビバシティー大橋作業所 ビバシティー大橋グランデ新築工事 長崎市 

43 (株)谷川建設 工務本部 塩床作業所 一般国道 207 号道路改良工事（1 工区） 西彼杵郡 

44 (株)谷川建設 工務本部 大園団地作業所 大園団地（3 期）公営住宅新築主体工事 長崎市 



番号 事業所名称 工事名称 所在地 

45 
鉄建・りんかい・日産・西海興業九州新幹線(西九州) 

経ヶ岳トンネル他特定建設工事共同企業体 
九州新幹線(西九州)、経ヶ岳トンネル他 長崎市 

46 (株)寺尾建設 一般県道山口南有馬線道路改良工事 雲仙市 

47 
東亜・オリエンタル白石・大石特定建設工事共同企業

体 
九州新幹線(西九州)、福重高架橋他 大村市 

48 東急・東鉄・大栄共同企業体 九州新幹線 久山トンネル東 諫早市 

49 戸田・上滝・堀内特定建設工事共同企業体 
「長崎県立・大村市立一体型図書館及び 

大村市歴史資料館」（仮称）新築工事 
大村市 

50 
長崎西部・吉川特定建設工事共同企業体 諫早平山作

業所 

一般県道諫早外環状線道路改良工事(河

川 3 号橋床版工) 
諫早市 

51 (株)長崎西部建設  江ノ浦川河川改修工事(3 工区) 諫早市 

52 (株)長崎西部建設 鷲崎作業所 半造川築堤その他工事 諫早市 

53 (株)長崎西部建設 森山作業所 
長崎 57 号下井牟田地区国道付替改良工

事 
諫早市 

54 (株)長崎西部建設 左底作業所 
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 

((仮称)左底高架橋 P1・P2 下部工) 
西彼杵郡 

55 (株)長崎西部建設 松浦作業所 長崎 497 号松浦佐々1 号橋下部工外工事 松浦市 

56 (株)中原建設 
(仮称)ホテルＤＡＥＭＡＤＯ比田勝新築

工事 
対馬市 

57 西松・三基・錦 特定建設工事共同企業体 
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 

((仮称)久留里トンネル) 
西彼杵郡 

58 西松・若築・黒瀬特定建設工事共同企業体 
九州新幹線（西九州）、久山トンネル（西）

他工事 
諫早市 

59 西松建設・梅村組建設共同企業体 相浦（27）隊庁舎新設建築工事 佐世保市 

60 (株)平尾組 境川（4）（5）河川災害復旧工事 島原市 

61 星野建設(株) 
雲仙グリーンロード2期地区橋梁耐震補

強工事(その 5) 
島原市 

62 星野建設(株) 長崎 205 号江上高架橋下部工外工事 佐世保市 

63 星野建設(株) 
一般国道 251 号道路改良工事(土工 3 工

区) 
雲仙市 

64 星野建設(株) 
平成 29・30 年度小浜地区道路維持補修

工事 
雲仙市 

65 (株)星野組 雲仙地区電線共同溝工事 雲仙市 

66 (株)堀内組 一般国道 202 号道路改良工事 佐世保市 



番号 事業所名称 工事名称 所在地 

67 (株)堀内組 日野川河川改修工事(2 工区) 佐世保市 

68 (株)堀内組 太ノ浦周辺用水対策工事 佐世保市 

69 (株)堀内組 
主要地方道佐々鹿町江迎線道路改良工

事(2 工区) 
北松浦郡 

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

71 増崎建設(株) 
一般県道諫早外環状線道路改良工事(盛

土工 10) 
諫早市 

72 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 PN1) 
諫早市 

73 増崎建設(株) 
長崎 57 号釜の鼻 2 号橋下部工(P2・P3)

外一連工事 
諫早市 

74 増崎建設(株) 
一般県道諫早外環状線道路改良工事(切

土工 4) 
諫早市 

75 増崎建設(株) 
一般県道諫早外環状線道路改良工事(切

土工 3) 
諫早市 

76 増山建設(株) 種子田川通常砂防工事（管理用道路） 平戸市 

77 増山建設(株) 
大島港港整備交付金工事（的山地区 2 工

区） 
平戸市 

78 増山建設(株) 一般県道大根坂的山線道路改良工事 平戸市 

79 増山建設(株) 
一般県道以善田平港線道路改良工事（1

工区） 
平戸市 

80 増山建設(株) 
平戸北部生月地区増殖場整備工事（大山

2 工区その 1） 
平戸市 

81 増山建設(株) 早岐港海岸自然災害防止工事 佐世保市 

82 松尾建設(株) 建設現場 
長崎日本大学学園新キャンパス建設工

事 
諫早市 

83 まとしま工業(株) 権田地区復旧治山工事 佐世保市 

84 武藤建設(株) 長崎地区漁港環境整備工事 長崎市 

85 武藤建設(株) 
主要地方道野母崎宿線道路改良工事（2

工区） 
長崎市 

86 (株)夢進 
一般国道 251 号橋梁整備工事(2 号橋床

版工) 
南島原市 

87 (株)吉川組 
長崎 57 号仁反田川橋（P7-P10)床版外工

事 
島原市 

88 (株)吉川組 市庁舎建設に伴う本館・別館解体工事 島原市 



番号 事業所名称 工事名称 所在地 

89 (株)吉川組 雲仙管内土砂掘削運搬その他工事 島原市 

90 吉川建設(株) 
レジデンシャル中島川ザ・テラス新築工

事 
長崎市 

91 吉川建設(株) 
一般国道 207 号交通安全施設等整備工

事（歩道工） 
諫早市 

92 吉川建設(株) 森山図書館火災復旧建築主体工事 諫早市 

93 吉川建設(株) 
一般県道諫早外環状線道路改良工事（諫

早 IC 橋 PN2・PF2） 
諫早市 

94 吉川・永野特定建設工事共同企業体 諫早新野球場建築工事 諫早市 

 

 

 

 

 


