
 

 

長崎労働局 



 

 

参加及び達成状況(令和２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 ６３６ ３９５ ６２% 

監
督
署
別 

長崎労働基準監督署管内 ２１６ １２８ ５９% 

佐世保労働基準監督署管内 １３６ ８５  ６２% 

江迎労働基準監督署管内 ８４ ５０ ６０% 

島原労働基準監督署管内 ６５ ５０ ７７% 

諫早労働基準監督署管内 １２５ ７８ ６２% 

対馬労働基準監督署管内 １０ ４ ４０% 

 

アクション ZERO ～長崎ゼロ災運動～ 第六弾を令和２年７月から令和２年１２月までの６か

月間を運動期間として実施しました。また、年間を通じた自主的な安全衛生活動を展開するため

の次のステップとして、今回から「６か月運動」として取り組みました。 

参加申込のあった事業場数は６３６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３９５社（62％）。 

全体目標（休業災害ゼロ）のみを達成した事業場数は４２０社（66％）。 

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。例年であれば、長崎県産業安全衛生大会等の場において交付式を実施していました

が、本年度は新型コロナウイルス感染症予防のため交付式は実施しませんでした。 

         達成証（建設現場以外）       達成証（建設現場） 
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令和２年度「長崎ゼロ災運動」達成事業場 

※ 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 アート引越センター長崎(株) 長崎市 運輸業 

2 旭工業(株) 雲仙工場 雲仙市 製造業 

3 アヤカエキスプレス(株) 諫早営業所 諫早市 運輸業 

4 アヤカ自動車 大村市 その他 

5 (株)荒木組 諌早市 建設業 

6 (株)稲佐 長崎市 建設業 

7 井上鉄工(株) 佐世保市 製造業 

8 (有)今里産業 運輸部 松浦市 運輸業 

9 (株)雲仙きのこ本舗 本社 南島原市 製造業 

10 (株)雲仙きのこ本舗 アグリフードセンター 南島原市 製造業 

11 (株)雲仙きのこ本舗 布津センター 南島原市 製造業 

12 (株)雲仙湯けむりファーム 小浜センター 雲仙市 製造業 

13 (株)雲仙湯けむりファーム 千々石センター 雲仙市 製造業 

14 (株)雲仙きのこ本舗 森山センター 諫早市 製造業 

15 (株)雲仙きのこ本舗 ファミリー農園 南島原市 製造業 

16 (株)江口自動車 諫早市 その他 

17 
MHI ファシリティーサービス(株) 

事業統括部長崎工場サービス部 
長崎市 ビルメンテナンス業 

18 (株)エレナ エレナ相生店 佐世保市 商業 

19 (株)エレナ エレナ相浦店 佐世保市 商業 

20 (株)エレナ エレナアゼリア店 諫早市 商業 

21 (株)エレナ エレナえきマチ一丁目店 佐世保市 商業 

22 (株)エレナ エレナ大野店 佐世保市 商業 



 

 

番号 事業場名称 所在地 業種 

23 (株)エレナ エレナ上小島店 長崎市 商業 

24 (株)エレナ エレナ川棚店 東彼杵郡 商業 

25 (株)エレナ エレナ京坪店 佐世保市 商業 

26 (株)エレナ エレナ国見店 雲仙市 商業 

27 (株)エレナ エレナ久原店 大村市 商業 

28 (株)エレナ エレナ小江原店 長崎市 商業 

29 (株)エレナ エレナ五番街店 佐世保市 商業 

30 (株)エレナ エレナ西海店 西海市 商業 

31 (株)エレナ エレナ佐々店 北松浦郡 商業 

32 (株)エレナ エレナ島原栄町店 島原市 商業 

33 (株)エレナ エレナ大塔店 佐世保市 商業 

34 (株)エレナ エレナ高来店 諫早市 商業 

35 (株)エレナ エレナ竹松店 大村市 商業 

36 (株)エレナ エレナ時津店 西彼杵郡 商業 

37 (株)エレナ エレナ長与店 西彼杵郡 商業 

38 (株)エレナ なかよし村有喜店 諫早市 商業 

39 (株)エレナ エレナ早岐店 佐世保市 商業 

40 (株)エレナ エレナ日見店 長崎市 商業 

41 (株)エレナ エレナ平戸店 平戸市 商業 

42 (株)エレナ エレナ広田店 佐世保市 商業 

43 (株)エレナ エレナ深堀店 長崎市 商業 

44 (株)エレナ エレナ福田店 長崎市 商業 

45 (株)エレナ エレナ mini サンクル店 佐世保市 商業 



 

 

番号 事業場名称 所在地 業種 

46 (株)エレナ エレナ矢上店 長崎市 商業 

47 (株)エレナ エレナ山祇店 佐世保市 商業 

48 (株)エレナ エレナ吉岡店 佐世保市 商業 

49 大住工業(株) 佐世保市 製造業 

50 大瀬戸造船鉄工(株) 西海市 製造業 

51 (株)大沼工業 西海市 製造業 

52 (株)沖新船舶工業 佐世保市 製造業 

53 面高建設(株) 西海市 建設業 

54 加藤産業(株) 小ヶ倉営業所 長崎市 採石業 

55 加藤産業(株) 生コン事業部 大村市 製造業 

56 加藤産業(株) 大村営業所 大村市 採石業 

57 加藤産業(株) 上五島工場 南松浦郡 採石業 

58 上五島総合サービス(株) 南松浦郡 その他 

59 (株)九州スチールセンター 長崎市 製造業 

60 九州電力(株) 松浦発電所 松浦市 製造業 

61 九州電力(株) 大村営業所 大村市 製造業 

62 キュウセツ AQUA(株) 大村湾南部事業所 諫早市 その他 

63 九設工業(株) 長崎市 建設業 

64 (株)九電工 西海営業所 西海市 建設業 

65 (株)九電工 長崎支店 長崎市 建設業 

66 (株)九電工 長崎営業所 長崎市 建設業 

67 (株)九電工 有川営業所 南松浦郡 建設業 

68 (株)九電工 諫早営業所 諫早市 建設業 



 

 

番号 事業場名称 所在地 業種 

69 (株)九電工 松浦営業所 松浦市 建設業 

70 (株)九電工 島原営業所 島原市 建設業 

71 九電産業(株) 松浦事業所 松浦市 製造業 

72 (株)協和熱工業 佐世保市 製造業 

73 久保工業(株) 小江工場 長崎市 製造業 

74 (有)クリーンサービス社 佐世保市 ビルメンテナンス業 

75 グローバル建機(株) 佐世保市 その他 

76 黒木建設(株) 諫早市 建設業 

77 (公社)建設荷役車両安全技術協会 長崎県支部 諫早市 その他 

78 幸運トラック(株) 本社営業所 大村市 運輸業 

79 幸運トラック(株) 本社整備部 大村市 その他 

80 幸運トラック(株) 佐世保営業所 佐世保市 運輸業 

81 幸運トラック(株) 大村営業所 大村市 運輸業 

82 幸運トラック(株) 島原営業所 島原市 運輸業 

83 幸運トラック(株) 波佐見営業所 東彼杵郡 運輸業 

84 合同産業(株) 平戸市 製造業 

85 
コマツカスタマーサポート(株) 

九州沖縄カンパニー営業部 長崎支店" 
諫早市 その他 

86 (株)西肥緑化土木 佐世保市 建設業 

87 佐川急便(株) 島原営業所 島原市 運輸業 

88 佐々木工業(株) 西海市 製造業 

89 (有)佐世保ケンセイ社 佐世保市 ビルメンテナンス業 

90 佐世保マリン・アンド・ポートサービス(株)   佐世保市 製造業 

91 佐世保機械金属工業協同組合 佐世保市 その他 



 

 

番号 事業場名称 所在地 業種 

92 (株)三青 島原市 建設業 

93 三陽保安産業(株) 諫早市 製造業 

94 (株)シーヴイテック九州 佐世保市 製造業 

95 (有)シーマリンサービス 佐世保市 製造業 

96 (株)真興産業 椛島工場 五島市 その他(採石業） 

97 (株)親和テクノ 佐世保市 建設業 

98 (株)スエオカ 北松浦郡 その他 

99 (株)スエオカ 松浦事業所 松浦市 その他 

100 (株)西部川崎 島原支店 南島原市 その他 

101 西部道路(株) 自動車整備工場 佐世保市 その他 

102 ダイヤソルト(株) 崎戸工場 西海市 製造業 

103 竹下建設工業(株) 長崎市 建設業 

104 (株)谷村建設 佐世保市 建設業 

105 (有)長一運送 本社営業所 大村市 運輸業 

106 (株)長南 長崎市 ビルメンテナンス業 

107 長菱ハイテック(株) 諫早市 製造業 

108 (株)チョーエイ 本社 長崎市 建設業 

109 (株)つくもサービス 佐世保市 警備業 

110 (株)テクノ・サービス 諫早市 製造業 

111 東興産業(株) 土木部 松浦市 建設業 

112 東興産業(株) 水産部 松浦市 その他 

113 東興産業(株) 採石部 松浦市 採石業 

114 東興産業(株) 衛生部 松浦市 その他 



 

 

番号 事業場名称 所在地 業種 

115 (株)藤進 長崎市 運輸業 

116 (株)東洋機工製作所 島原市 製造業 

117 トヨタＬ＆Ｆ福岡(株) 佐世保営業所 佐世保市 商業 

118 (株)直組 南島原市 建設業 

119 (有)長崎諏訪運輸 諫早営業所 諫早市 運輸業 

120 (株)長崎消毒社 長崎市 ビルメンテナンス業 

121 長崎美装工業(株) 長崎市 ビルメンテナンス業 

122 (有)長崎ビル美装社 長崎市 ビルメンテナンス業 

123 (有)長崎美研社 大村市 ビルメンテナンス業 

124 長崎空港ビルディング(株) 大村市 その他 

125 長崎県金属工業協同組合 諫早市 製造業 

126 (株)長崎鋼業所 香焼事業部 長崎市 製造業 

127 
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 長崎支部

長崎職業能力開発促進センター" 
諫早市 その他 

128 長崎南部森林組合 長崎支所 長崎市 その他 

129 長崎南部森林組合 大村支所 大村市 その他 

130 (株)ナカタ・マックコーポレーション 長崎工場 長崎市 製造業 

131 (有)西九州塗研 佐世保市 製造業 

132 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 

133 (株)西村企業 佐世保市 製造業 

134 (株)ニチレイフーズ 長崎工場 大村市 製造業 

135 (株)ニッチツ機械本部 松浦市 製造業 

136 日本ビソー(株) 長崎製作所 西彼杵郡 製造業 

137 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 



 

 

番号 事業場名称 所在地 業種 

138 (株)ハマエンジニアリング 諫早市 製造業 

139 (株)ハラダ 対馬市 建設業 

140 (株)張本創研 諫早市 製造業 

141 日立建機日本(株) 九州支社福岡支店長崎営業所 諫早市 その他(レンタル) 

142 (有)平戸ビルサービス 松浦市 ビルメンテナンス業 

143 (株)フジエアテック 長崎市 建設業 

144 富士港運(株) 長崎市 運輸業 

145 (有)富士海運 佐世保市 運輸業 

146 (株)富士商工 佐世保市 製造業 

147 (株)ふよう長崎 長崎市 ビルメンテナンス業 

148 プリマルーケ(株) 雲仙市 製造業 

149 (株)別所組 長崎市 建設業 

150 (株)ホーセイ 佐世保市 製造業 

151 星野管工設備(株) 長崎市 建設業 

152 (株)星野組 長崎市 建設業 

153 ホワイトプロバイダー(有) 佐世保市 製造業 

154 前畑造船(株) 佐世保市 製造業 

155 (有)松浦観光 松浦市 その他 

156 (株)松尾組 南島原市 建設業 

157 (株)丸栄組 長崎市 建設業 

158 (株)丸野 長崎物流センター 諫早市 運輸業 

159 (株)丸野 佐世保営業所 佐世保市 運輸業 

160 丸野興産(株) 大村営業所 大村市 その他(倉庫業) 



 

 

番号 事業場名称 所在地 業種 

161 三上船舶工業(株) 佐世保事業所 佐世保市 製造業 

162 (有)三駒鉄工所 佐世保市 製造業 

163 
三菱重工業(株)防衛・宇宙セグメント 艦艇・特殊機械事業

部 立神艦船製造部 船殻課 
長崎市 製造業 

164 
三菱重工業(株)防衛・宇宙セグメント 艦艇・特殊機械事業

部 立神艦船製造部 艤装課 
長崎市 製造業 

165 
三菱重工業(株)防衛・宇宙セグメント 艦艇・特殊機械事業

部 立神艦船製造部 電武装課 
長崎市 製造業 

166 
三菱重工業(株)防衛・宇宙セグメント 艦艇・特殊機械事業

部 特殊機械製造部 工作課 
長崎市 製造業 

167 
三菱重工業(株)防衛・宇宙セグメント 艦艇・特殊機械事業

部 品質保証部 特機品質保証課 
諫早市 製造業 

168 
三菱重工業(株)防衛・宇宙セグメント 艦艇・特殊機械事業

部 特殊機械製造部 組立試験課 諫早工場 
諫早市 製造業 

169 
三菱重工業(株)防衛・宇宙セグメント 艦艇・特殊機械事業

部 特殊機械製造部 組立試験課 堂崎工場 
西彼杵郡 製造業 

170 三菱重工業(株) その他ドメイン 長崎市 製造業 

171 三菱パワー(株) 長崎工場 長崎市 製造業 

172 (株)三松管工 佐世保市 製造業 

173 (有)宮崎技研 佐世保市 製造業 

174 (株)明伸工業 佐世保市 製造業 

175 (株)本村工務店 島原市 建設業 

176 (株)森工業 佐世保市 製造業 

177 (株)森谷商会 上五島出張所 南松浦郡 その他 

178 (株)山口組 佐世保市 建設業 

179 (株)吉川組 島原市 建設業 

180 吉川建設(株) 諫早市 建設業 

181 吉川建設(株) プラント事業部 諫早市 製造業 

182 (株)吉本ハイテック 長崎市 製造業 



 

 

番号 事業場名称 所在地 業種 

183 (資)吉本組 佐世保市 製造業 

184 ライト技研(有) 佐世保市 製造業 

185 合同会社 ライネックス 長崎市 建設業 

186 (株)ライムイシモト 諫早市 建設業 

187 菱計装(株) 諫早市 製造業 

188 (有)対光運輸 対馬市 運輸業 

 

 

  



 

 

令和２年度「長崎ゼロ災運動」達成事業場（建設工事現場） 

※ 掲載承諾事業場のみ掲載しています。 

番号 事業場名称 工事名称 所在地 

1 (株)荒木組 
一般県道諫早外環状線道路改良工事 

(函渠工 3) 
諫早市 

2 (株)荒木組 
一般県道諫早外環状線道路改良工事 

(河川 6号橋下部工) 
諫早市 

3 (株)荒木組 長崎 57号本村地区改良 3期工事 諫早市 

4 (株)荒木組 長崎 57号本村地区改良 4期工事 諫早市 

5 (株)荒木組 杭出津地区電線共同溝 5期工事 大村市 

6 (株)荒木組 中山西川河川改修工事(護岸工 1工区) 諫早市 

7 (株)荒木組 半造川築堤外工事 諫早市 

8 (株)荒木組 
諫早中学校北側校舎外壁及び屋上防水

改修工事 
諫早市 

9 (株)今村組 
主要地方道福江富江線道路改良工事 

(3工区) 
五島市 

10 (株)今村組 有川港防災・安全改修工事(3工区) 南松浦郡 

11 (株)今村組 琴石川通常砂防工事(2) 五島市 

12 (株)今村組 玉ノ浦港港整備改修工事(3工区) 五島市 

13 大石建設(株) 生月支店 
舘浦地区漁村再生交付金工事(F 物揚場

(改良)) 
平戸市 

14 大石建設(株) 生月支店 中野漁港災害復旧工事 平戸市 

15 (株)共栄電気エンジニアリング 泉福寺住宅 13号館建替(電気設備)工事 佐世保市 

16 クボタ環境サービス(株) 南有馬衛生センター改修工事 南島原市 

17 (株)西海建設 
長崎地区水産流通基盤整備工事 

(防暑施設その１) 
長崎市 

18 (株)西海建設 肥前大島港改修工事(4工区) 西海市 



 

 

番号 事業場名称 工事名称 所在地 

19 (株)西海建設 肥前大島港工業団地整備工事(1工区) 西海市 

20 (株)西海建設 
令和元年度長崎北部地区安全施設設置

外(その 1)工事 
東彼杵郡 

21 (株)西海建設 
長崎 57 号下井牟田赤崎高架橋(P11～

P17)床版工外工事 
諫早市 

22 (株)西海建設 長崎 497号松浦 7号橋下部工(P6)工事 松浦市 

23 (株)西海建設 長崎 497号松浦 7号橋下部工(P9)工事 松浦市 

24 西海建設・萩原組特定建設工事共同企業体 琴石川通常砂防工事 五島市 

25 西海建設・長崎土建工業所特定建設工事共同企業体 
長崎魚市場西棟２・３期建設工事 

(３工区) 
長崎市 

26 西海建設・面高建設特定建設工事共同企業体 
肥前大島港工業団地整備工事 

(埋立工 3工区) 
西海市 

27 柴﨑建設(株) 長崎 57号仁反田川橋下部工(P1)外工事 諫早市 

28 柴﨑建設(株) 桃山田地区区画整理工事(桃山 12工区) 雲仙市 

29 柴﨑建設(株) 
桃山田地区区画整理工事 

(桃山 1・2工区) 
雲仙市 

30 (株)上滝 佐世保管内橋梁補修外工事 佐世保市 

31 (株)上滝 
肥前大島港広域連携整備工事(4 工区 

物揚場(-2m)) 
西海市 

32 (株)上滝 
長崎 497号松浦 7号橋下部工(P10・A2)

工事 
松浦市 

33 (株)上滝 
令和 2年度長崎港(小ヶ倉柳地区)岸壁 

(-12m)(改良)工事 
長崎市 

34 (株)上滝・(株)堀内組・下條建設(株)特定共同企業体 
松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 

荷捌き所Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ工区新設工事(建築) 
松浦市 

35 上滝・大坪建設共同企業体 広田処理分区(その 7)管渠布設工事 佐世保市 

36 新菱・フジエア・松栄特定建設工事共同企業体 長崎市新庁舎建設空調設備工事 長崎市 

37 (株)親和テクノ 一般国道 383号道路改良工事(法面工 1) 平戸市 



 

 

番号 事業場名称 工事名称 所在地 

38 (株)親和テクノ 宮ノ原地区地すべり対策工事(杭工) 南島原市 

39 (株)親和テクノ 
一般県道以善田平港線道路改良工事 

(法面工) 
平戸市 

40 (株)親和テクノ 里地区地すべり対策工事(8工区) 松浦市 

41 宅島建設(株) 一般国道 251号道路改良工事(土工 2) 島原市 

42 宅島建設(株) 
主要地方道小浜北有馬線道路改良工事

(切土工) 
雲仙市 

43 宅島建設(株) 
ドゥグラン喜々津ステーションタウン

弐番館新築工事 
諫早市 

44 宅島建設(株) 小浜港社会海岸高潮工事 雲仙市 

45 (株)洗組 
一般国道 251号道路改良工事 

(津吹町 1号函渠) 
島原市 

46 (株)洗組 
一般国道 251号道路改良工事 

(農道橋Ａ2) 
島原市 

47 竹下建設工業(株) 東彼杵地区休憩施設改良工事 東彼杵郡 

48 竹下建設工業(株) 
長崎 497号松浦 8号橋下部工 

(P4・A2)外工事 
松浦市 

49 (株)谷川建設 旧長崎営業所(御船蔵ビル)撤去工事 長崎市 

50 (株)谷川建設 (仮称)ビバシティー賑町新築工事 長崎市 

51 (株)谷川建設 (仮称)MINI長崎増築工事 諫早市 

52 長興産業(株) 
たちばな漁港(島の前地区)護岸改良 

工事 
長崎市 

53 (株)寺尾建設 
愛津原地区区画整理工事 

(19工区・20工区) 
雲仙市 

54 ドーピー建設工業(株) 
長崎 497 号松浦 4 号橋上部工(A1～P5)

工事 
松浦市 

55 戸田・上滝・谷川特定建設工事共同企業体 
新大工町地区第一種市街地再開発事業

に伴う施設建築物新築工事 
長崎市 

56 (株)平尾組 
平成 31・32年度小浜地区道路維持補修

工事 
雲仙市 



 

 

番号 事業場名称 工事名称 所在地 

57 ヒルトンホテル新築工事 九電工現場事務所 
(仮称)長崎市交流拠点施設整備・運営 

事業ホテル施設新築工事 
長崎市 

58 
フジエアテック・チョーエイ特定建設工事 

共同企業体 
長崎魚市場海水供給施設管工事 長崎市 

59 (株)フジタ 九州支店 
松浦中央病院(仮称)新病院建設整備 

事業 
松浦市 

60 (株)星野組 立岩川(へ)火山砂防工事 長崎市 

61 (株)星野組 
西時津左底線道路築造工事 

(土工 1工区) 
西彼杵郡 

62 (株)星野組 林道大崎地すべり災害復旧工事 長崎市 

63 (株)星野組 JR長崎本線連立(旧幸町踏切舗装工事) 長崎市 

64 星野建設(株) 
見岳地区区画整理工事 

(２工区・４－２工区) 
南島原市 

65 星野建設(株) 令和 2年 雲仙管内砂防保全工事 島原市 

66 星野建設(株) 宮田地区区画整理工事(3-1工区) 雲仙市 

67 (株)堀内組 
長崎 497号松浦 4号橋下部工(P11・P12)

工事 
松浦市 

68 本田建設(株) 長崎合同庁舎(R2)建築改修その他工事 長崎市 

69 本田建設(株) 桃山田地区区画整理工事(桃山 17工区) 雲仙市 

70 本田建設(株) 見岳地区区画整理工事(6-2工区) 南島原市 

71 本田建設(株) 柏野住宅屋根・外壁改修工事(さくら) 島原市 

72 増崎建設(株) 
長崎 57 号下井牟田赤崎高架橋下部工

(P2，OFFA1)工事 
諫早市 

73 増崎建設(株) 付替市道坊主谷地区改良外工事 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 

(盛土工 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 

(トンネル排水工 1) 
諫早市 



 

 

番号 事業場名称 工事名称 所在地 

76 増崎建設(株) 有喜川河川改修工事(護岸工 2 工区) 諫早市 

77 増崎建設・山本建設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 

(河川 5 号線 A1) 
諫早市 

78 増山建設(株) 五島支店 浦頭・樫ノ浦線道路改良工事 五島市 

79 増山建設(株) 五島支店 
主要地方道富江岐宿線道路災害防除 

工事(2 工区-3) 
五島市 

80 増山建設(株) 五島支店 荒川漁港水産生産基盤整備工事(4 工区) 五島市 

81 増山建設(株) 五島支店 黒瀬漁港災害復旧工事 五島市 

82 増山建設(株) 
主要地方道平戸生月町線橋梁補修工事

(生月大橋 P4 橋脚補強工 2) 
平戸市 

83 増山建設(株) (仮称)山田住宅改造工事(建築工事) 平戸市 

84 増山建設(株) 野子地区災害関連緊急治山工事 平戸市 

85 増山建設(株) 
舘 浦 地 区 水 産 生 産 基盤 整 備 工 事 

(-6m 岸壁(A)(改良)2 工区) 
平戸市 

86 増山建設(株) 
平戸北地区増殖場整備工事 

(的山大島 1 工区その 1) 
平戸市 

87 まとしま工業(株) 長畑(1)地区急傾斜地自然災害防止工事 佐世保市 

88 武藤建設(株) 浜町Ｋビル新築工事 長崎市 

89 武藤建設(株) 三川(3)地区急傾斜地崩壊対策工事 長崎市 

90 武藤建設(株) 若竹(4)地区急傾斜地崩壊対策工事 長崎市 

91 (株)森美工務店 (仮称)魚の町マンションＢ棟新築工事 長崎市 

92 吉川建設(株) 一般国道 207 号舗装補修工事 諫早市 

93 吉川建設(株) 
令和元年度 長崎北部地区安全施設 

設置外(その 2)工事 
東彼杵郡 

94 吉川建設(株) 長崎伊王島 島風の湯増築工事 長崎市 



 

 

番号 事業場名称 工事名称 所在地 

95 吉川建設(株) 
レジデンシャル長崎駅前 THE PARK

新築工事 
長崎市 

96 
吉川・八江グリーンポート・光和土木特定建設工事

共同企業体 
南諫早産業団地造成工事(1 工区) 諫早市 

97 吉川・中島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 

(河川 5 号橋 A2) 
諫早市 

98 (株)吉次工業 すだこどもクリニック新築工事 大村市 

99 (株)今村組 
下五島地区増殖場整備工事 

(三井楽 2 工区その 1) 
五島市 

100 加藤産業(株) 端島炭坑跡災害対策工事 長崎市 

101 加藤産業(株) 
一般国道 499 号道路改良工事 

(改良 12 工区) 
長崎市 

102 九工建設(株) 長（調川他 1 局 9027176）鉄塔塗装(保) 松浦市 

103 (株)鴻池組 長崎自動車道 長崎トンネル工事 長崎市 

104 西海建設・面高建設特定建設工事共同企業体 
肥前大島港工業団地整備工事 

(埋立工 4 工区) 
西海市 

105 (株)親和テクノ 松本地区法面保護工事 平戸市 

106 長興産業(株) 時津川河川改修工事(護岸工) 西彼杵郡 

107 増山建設(株) 五島支店 
五島地区大型漁礁整備工事(三井楽柏崎

西工区その 1) 
五島市 

108 吉川建設(株) 
雲仙多良シーライン地区舗装工事 

(その 6) 
諫早市 

109 (株)西海興業 長崎 497 号松浦 7 号橋下部工(P5)工事 松浦市 

110 (株)親和テクノ 
高野地区災害関連緊急地すべり対策 

工事(1 工区) 
松浦市 

111 (株)西海建設 
五島地区大型魚礁整備工事 

(有川野案中島西工区) 
南松浦郡 

112 (株)親和テクノ 長坂(15)地区急傾斜地崩壊対策工事 佐世保市 

113 (株)吉次工業 養護老人ホームありあけ荘改築工事 島原市 



 

 

番号 事業場名称 工事名称 所在地 

114 (株)大島造船所 
主要地方道佐々鹿町江迎線橋梁補修 

工事(楠泊橋・補強工) 
佐世保市 

115 (株)梅村組 長崎 497 号松浦 4 号橋下部工(Ｐ8)工事 松浦市 

116 大栄開発(株) 坂野地区地すべり防止工事 松浦市 

117 (株)西海建設 
特別養護老人ホーム緑ヶ丘荘移転・ 

改築工事 
南島原市 

118 (株)アサヒコンサル 
主要地方道佐々鹿町江迎線道路改良 

工事(法面工 2) 
佐世保市 

119 (株)西海建設 
介護付き有料老人ホーム「方々の家」 

新築工事 
大村市 

120 
(株)西海建設・春藤建設(有)鷹島地区小中学校校舎改

築建築工事特定共同企業体" 
鷹島地区小中学校校舎改築建築工事 松浦市 

121 (株)上滝 長崎 497 号松浦地区 1 工区改良工事 松浦市 

122 (株)アサヒコンサル 石原田地区自然災害防止工事 平戸市 

123 (株)今村組 五島東漁港(長手地区)機能保全工事 五島市 

124 (株)親和テクノ 宮長地区水源ボーリング工事 佐世保市 

125 吉川建設(株) 一般国道 207 号舗装補修工事 諫早市 

126 (株)アサヒコンサル 白石地区災害関連緊急治山工事(1 工区) 平戸市 

127 (株)今村組 五島西漁港(丹奈地区)機能保全工事 五島市 

128 (株)今村組 対馬営業所 佐護湊漁港機能保全工事(-2.5m 泊地) 対馬市 

129 (株)今村組 奈留漁港災害復旧工事(A 浮桟橋) 五島市 

130 九工建設(株) 長（獅子他 2 局 9027152）鉄塔塗装(保) 平戸市 

131 (株)親和テクノ 
一般県道諫早外環状線道路改良工事 

(法面工 5) 
諫早市 

132 (株)親和テクノ 長崎 497 号板橋栗越地区改良 1 期工事 佐世保市 



 

 

番号 事業場名称 工事名称 所在地 

133 増山建設(株) 五島支店 荒川漁港水産生産基盤整備工事(1 工区) 五島市 

134 増山建設(株) 五島支店 五島市本庁舎旧本館棟解体工事 五島市 

135 (株)星野組 
一般県道深堀三和線道路改良工事 

（法面 3 工区） 
長崎市 

136 宅島建設(株) 付替県道富川橋下部工工事 諫早市 

 


