
長崎労働局 



参加及び達成状況(令和３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 ８０８ ５１４ ６４% 

監
督
署
別 

長崎労働基準監督署管内 ２６９ １６４ ６１% 

佐世保労働基準監督署管内 １３７ ７５  ５５% 

江迎労働基準監督署管内 １３２ １１５ ８７% 

島原労働基準監督署管内 ７１ ５２ ７３% 

諫早労働基準監督署管内 １８２ １０３ ５７% 

対馬労働基準監督署管内 １７ ５ ２９% 

 

アクション ZERO ～長崎ゼロ災運動～ 第七弾を令和３年７月から令和３年１２月までの６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８０８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５１４社（64％）。 

全体目標（休業災害ゼロ）のみを達成した事業場数は５３０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

成証を交付しました。 

なお、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、

昨年度に引き続き、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３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 (福)愛和会 平戸市 その他（福祉） 

2 旭工業㈱ 雲仙工場 雲仙市 製造業 

3 アヤカ自動車 大村市 運輸業 

4 アヤカエキスプレス㈱ 諫早営業所 諫早市 運輸業 

5 ㈱荒木組 諌早市 建設業 

6 ㈱アルス 諫早市 ビルメンテナンス業 

7 (福)生月福祉会 なごみ 平戸市 その他（福祉） 

8 生月漁業協同組合 平戸市 その他（水産業） 

9 ㈱稲佐 長崎市 建設業 

10 ㈲今里産業 工事部 松浦市 建設業 

11 ㈲岩藤清掃 大村市 ビルメンテナンス業 

12 ㈱ウィズソル 長崎営業所 長崎市 その他（サービス業） 

13 ㈲上野工業 松浦市 製造業 

14 ㈱雲仙きのこ本舗 瑞穂センター 雲仙市 製造業 

15 ㈱雲仙きのこ本舗 小浜センター 雲仙市 製造業 

16 ㈱雲仙きのこ本舗 森山センター 諫早市 製造業 

17 ㈱雲仙きのこ本舗 種菌研究所 南島原市 製造業 

18 ㈱雲仙きのこ本舗 ファミリー農園 南島原市 製造業 

19 ㈱雲仙きのこ本舗 本社 南島原市 製造業 

20 ㈱雲仙きのこ本舗 有家センター 南島原市 製造業 

21 ㈱雲仙きのこ本舗 アグリフードセンター 南島原市 製造業 

22 ㈱雲仙きのこ本舗 千々石第二センター 雲仙市 製造業 



番号 事業場名称 所在地 業種 

23 ㈱雲仙きのこ本舗 布津センター 南島原市 製造業 

24 エースハウス㈱ 佐世保市 建設業 

25 ㈱江口自動車 諫早市 その他（サービス業） 

26 
MHI ファシリティーサービス㈱ 

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 

27 ㈱エレナ エレナ相生店 佐世保市 商業 

28 ㈱エレナ エレナ相浦店 佐世保市 商業 

29 ㈱エレナ エレナ稲佐店 長崎市 商業 

30 ㈱エレナ エレナえきマチ一丁目店 佐世保市 商業 

31 ㈱エレナ エレナ大野店 佐世保市 商業 

32 ㈱エレナ エレナ大村中央店 大村市 商業 

33 ㈱エレナ エレナ上小島店 長崎市 商業 

34 ㈱エレナ エレナ川棚店 東彼杵郡 商業 

35 ㈱エレナ エレナ京坪店 佐世保市 商業 

36 ㈱エレナ エレナ国見店 雲仙市 商業 

37 ㈱エレナ エレナ久原店 大村市 商業 

38 ㈱エレナ エレナ小江原店 長崎市 商業 

39 ㈱エレナ エレナ五番街店 佐世保市 商業 

40 ㈱エレナ エレナ西海店 西海市 商業 

41 ㈱エレナ エレナ佐々店 北松浦郡 商業 

42 ㈱エレナ エレナ島原店 島原市 商業 

43 ㈱エレナ エレナ島原栄町店 島原市 商業 

44 ㈱エレナ エレナ大塔店 佐世保市 商業 

45 ㈱エレナ エレナ竹松店 大村市 商業 



番号 事業場名称 所在地 業種 

46 ㈱エレナ エレナ田平店 平戸市 商業 

47 ㈱エレナ エレナ天神店 佐世保市 商業 

48 ㈱エレナ エレナ時津店 西彼杵郡 商業 

49 ㈱エレナ エレナ長与店 西彼杵郡 商業 

50 ㈱エレナ なかよし村有喜店 諫早市 商業 

51 ㈱エレナ エレナ名切店 佐世保市 商業 

52 ㈱エレナ エレナ早岐店 佐世保市 商業 

53 ㈱エレナ エレナ波佐見店 東彼杵郡 商業 

54 ㈱エレナ エレナ葉山店 長崎市 商業 

55 ㈱エレナ エレナ日見店 長崎市 商業 

56 ㈱エレナ エレナ広田店 佐世保市 商業 

57 ㈱エレナ エレナ深堀店 長崎市 商業 

58 ㈱エレナ エレナ福田店 長崎市 商業 

59 ㈱エレナ エレナ mini サンクル店 佐世保市 商業 

60 ㈱エレナ エレナ矢上店 長崎市 商業 

61 ㈱エレナ エレナ山祇店 佐世保市 商業 

62 大坪建設㈱ 平戸市 建設業 

63 ㈲大村クリーン・サービス社 大村市 ビルメンテナンス業 

64 大山工業㈲ 松浦市 製造業 

65 ㈱沖新船舶工業 佐世保市 製造業 

66 面高建設㈱ 西海市 建設業 

67 オリエンタルビル管理㈱ 長崎市 ビルメンテナンス業 

68 ㈱外港工業 深堀事業所 長崎市 製造業 



番号 事業場名称 所在地 業種 

69 梶原実業㈱ 大村市 建設業 

70 ㈲加藤工業 松浦市 製造業 

71 加藤産業㈱ 小ヶ倉営業所 長崎市 その他（砕石業） 

72 加藤産業㈱ 生コン事業部 大村市 製造業 

73 加藤産業㈱ 大村営業所 大村市 その他（砕石業） 

74 加藤産業㈱ 上五島工場 南松浦郡 その他（砕石業） 

75 門田建設㈱ 佐世保市 建設業 

76 上五島総合サービス㈱ 南松浦郡 その他（警備業） 

77 ㈱川副商事 北松浦郡 商業 

78 ㈱機電プラントメンテナンス 松浦事業所 松浦市 建設業 

79 九州電力送配電㈱ 佐世保配電事業所 佐世保市 製造業 

80 九州電力㈱ 島原営業所 島原市 製造業 

81 九州電力㈱ 松浦発電所 松浦市 製造業 

82 九州電力送配電㈱ 平戸配電事業所 平戸市 その他(電力業) 

83 キュウセツ AQUA㈱ 大村湾南部事業所 諫早市 その他（下水道維持管理） 

84 九設工業㈱ 長崎市 建設業 

85 ㈱九電工 長崎支店 長崎市 建設業 

86 ㈱九電工 西海営業所 西海市 建設業 

87 ㈱九電工 五島営業所 五島市 建設業 

88 ㈱九電工 諫早営業所 諫早市 建設業 

89 ㈱九電工 平戸営業所 平戸市 建設業 

90 ㈱九電工 大村営業所 大村市 建設業 

91 ㈱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 ㈱九電工 長崎営業所 長崎市 建設業 

93 ㈱九電工 佐世保営業所 佐世保市 建設業 

94 ㈱九電工 島原営業所 島原市 建設業 

95 九電産業㈱ 松浦事業所 松浦市 製造業 

96 協和機電工業㈱ 時津事業所 西彼杵郡 製造業 

97 協和機電工業㈱ 長崎三重事業所 長崎市 製造業 

98 ㈱清松興業 松浦 松浦市 製造業 

99 久保工業㈱ 小江工場 長崎市 製造業 

100 ㈱クリーン雲仙産廃事業部 雲仙市 その他（廃棄物関連事業） 

101 ㈲クリーンサービス社 佐世保市 ビルメンテナンス業 

102 ㈱グリーンテック九州 大村市 建設業 

103 グローバル建機㈱ 佐世保市 
その他 

（建設機械メンテナス） 

104 黒木建設㈱ 諫早市 建設業 

105 研進工業㈱ 諫早市 建設業 

106 (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 

107 幸運トラック㈱ 本社整備部 大村市 運輸業 

108 幸運トラック㈱ 大村営業所 大村 運輸業 

109 幸運トラック㈱ 島原営業所 島原市 運輸業 

110 幸運トラック㈱ 波佐見営業所 東彼杵郡 運輸業 

111 ㈱港栄 長崎市 製造業 

112 合同産業㈱ 平戸市 製造業 

113 ㈱西海福祉の森 鹿町ひかりステーション 佐世保市 その他（福祉） 

114 ㈱西海福祉の森 平戸ひかりステーション 平戸市 その他（福祉） 



番号 事業場名称 所在地 業種 

115 ㈱西海福祉の森 江迎ひかりステーション 佐世保市 その他（社会福祉） 

116 ㈱西肥緑化土木 佐世保市 建設業 

117 佐川急便㈱ 平戸営業所 松浦市 運輸業 

118 崎永海運㈱ 長崎市 運輸業 

119 佐々スイミング・スクール 北松浦郡 その他 

120 ㈱佐々総合産業 県北プレカット 北松浦郡 製造業 

121 佐々ひかりプレイス 北松浦郡 その他（就労支援） 

122 佐々町商工会 北松浦郡 その他（商工会） 

123 佐世保港湾運輸㈱ 大島事業所 西海市 運輸業 

124 ㈲佐世保ケンセイ社 佐世保市 ビルメンテナンス業 

125 佐世保機械金属工業協同組合 佐世保市 その他（協同組合） 

126 ㈱サンエル 佐世保市 ビルメンテナンス業 

127 ㈲サンライズ工業 長崎市 製造業 

128 ㈱シーヴイテック九州 佐世保市 製造業 

129 
Ｊ-ＰＯＷＥＲテレコミュニケーションサービス㈱  

松浦事業所 
松浦市 建設業 

130 ㈱Ｊ-ＰＯＷＥＲビジネスサービス 松浦事業所 松浦市 その他 

131 ㈱シグマ 北松浦郡 製造業 

132 地盤テック㈱ 佐世保市 建設業 

133 尚時堂 西海ハロー店 北松浦郡 商業 

134 ㈱昭大建設 対馬市 建設業 

135 ㈱伸建設工業 松浦市 製造業 

136 ㈱真興産業 椛島工場 五島市 製造業 

137 ㈱シンコー 大村市 ビルメンテナンス業 



番号 事業場名称 所在地 業種 

138 シンナガ㈱ 長崎市 その他（船舶修理業） 

139 ㈱新長崎製作所 諫早市 製造業 

140 ㈱親和テクノ 佐世保市 建設業 

141 ㈱洲﨑工業 長崎市 製造業 

142 ㈱スタイルマート 北松浦郡 商業 

143 特別養護老人ホーム 生寿園 平戸市 その他（福祉サービス） 

144 西部道路㈱ 平戸支店 平戸市 建設業 

145 ㈱第一検査工業 立神事業所 長崎市 製造業 

146 ㈱大久エキスプレス 西海市 製造業 

147 ㈲大健塗装 松浦市 製造業 

148 ダイニッカ㈱ 長崎市 製造業 

149 太平ビルサービス㈱ 長崎支店 長崎市 ビルメンテナンス業 

150 大丸工業㈱ 長崎市 製造業 

151 ㈱大和総業 長崎市 ビルメンテナンス業 

152 ㈱谷村建設 佐世保市 建設業 

153 ㈲タハラビルサービス 長崎市 ビルメンテナンス業 

154 ㈱中央ビル管理 佐世保市 ビルメンテナンス業 

155 ㈱長南 長崎市 ビルメンテナンス業 

156 ㈱長北電設 佐世保市 建設業 

157 介護老人保健施設 つつじの郷 佐世保市 その他（介護） 

158 東興産業㈱ 水産部 松浦市 その他（水産業） 

159 東興産業㈱ 採石部 松浦市 その他（採石業） 

160 東興産業㈱ 衛生部 松浦市 その他（ごみ収集等） 



番号 事業場名称 所在地 業種 

161 東興産業㈱ 土木部 松浦市 建設業 

162 ㈱藤進 長崎市 運輸業 

163 徳永建築㈱ 北松浦郡 建設業 

164 ㈱豊工業 長崎市 製造業 

165 ㈱トラスティ建物管理 長崎市 ビルメンテナンス業 

166 ㈱中川機工 北松浦郡 製造業 

167 長坂ひかりプレイス 佐世保市 その他（就労支援） 

168 長崎バス建物総合管理㈱ 長崎市 ビルメンテナンス業 

169 ㈱長崎消毒社 長崎市 ビルメンテナンス業 

170 長崎美装工業㈱ 長崎市 ビルメンテナンス業 

171 ㈲長崎ビル美装社 長崎市 ビルメンテナンス業 

172 ㈲長崎諏訪運輸 本社営業所 長崎市 運輸業 

173 ㈲長崎諏訪運輸 諫早営業所 諫早市 運輸業 

174 長崎キヤノン㈱ 東彼杵郡 製造業 

175 長崎県金属工業協同組合 諫早市 製造業 

176 ㈱長崎鋼業所 香焼事業部 長崎市 製造業 

177 
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（職業訓練） 

178 ㈱長崎大建 長崎市 建設業 

179 長崎電業㈱ 造機事業部 長崎市 製造業 

180 長崎電気㈱ 長崎市 製造業 

181 ㈲中島商店 デイリーヤマザキ北松浦佐々沖田店 北松浦郡 商業 

182 ㈱ナカタ・マックコーポレーション 長崎工場 長崎市 製造業 

183 ㈱ナカタ・マックコーポレーション 長崎営業所 立神 長崎市 製造業 



番号 事業場名称 所在地 業種 

184 ㈲永友商会 北松浦郡 製造業 

185 ㈲中西工業 松浦市 製造業 

186 ㈲永沼工業 長崎市 製造業 

187 (福)南高愛隣会 コロニーエンタープライズ 雲仙市 製造業 

188 西日本プラント工業㈱ 松浦事業所 松浦市 建設業 

189 (一社)西日本福祉会 松浦ひかり工房 松浦市 その他（就労支援） 

190 ㈱ニチレイフーズ 長崎工場 大村市 製造業 

191 日石工業㈱ 長崎営業所 西彼杵郡 製造業 

192 日本遠洋旋網漁業協同組合 松浦市 製造業 

193 日本ビソー㈱ 長崎製作所 西彼杵郡 製造業 

194 ㈱日本冷熱 長崎市 製造業 

195 ㈱日本冷熱 諫早工場 諫早市 製造業 

196 ネクスト・ワン㈱ 長崎市 製造業 

197 ㈱ハマエンジニアリング 諫早市 製造業 

198 浜岡工業㈱ 松島事業所 西海市 建設業 

199 ㈱早瀬鉄工所 長崎市 製造業 

200 ㈱ハラダ 対馬市 建設業 

201 ㈱張本創研 諫早市 製造業 

202 ㈲平戸ビルサービス 松浦市 ビルメンテナンス業 

203 ヒラドツリーサービス 平戸市 建設業 

204 ㈲ひらど美装工業 平戸市 
その他 

（サービス業・清掃業） 

205 ㈲ふかみ 松島事業所 西海市 
その他 

（その他各種事業） 

206 ㈱フジエアテック 長崎市 建設業 



番号 事業場名称 所在地 業種 

207 富士港運㈱ 長崎市 運輸業 

208 ㈱富士商工 佐世保市 製造業 

209 富士ビル綜合㈱ 長崎市 ビルメンテナンス業 

210 プリマルーケ㈱ 雲仙市 製造業 

211 ㈱峯陽 諫早市 製造業 

212 ㈱星野組 長崎市 建設業 

213 ㈲細木製作所 諫早市 製造業 

214 毎通運輸㈱ 長崎営業所 諫早市 運輸業 

215 前畑造船㈱ 佐世保市 製造業 

216 増崎建設㈱ 諫早市 建設業 

217 ㈲増野工業 松浦市 製造業 

218 ㈱松浦養殖 松浦市 その他（水産業） 

219 松浦建設㈱ 松浦市 建設業 

220 ㈱松尾総業運輸 南島原市 運輸業 

221 松島港湾運輸㈱ 松島事業所 西海市 その他（港湾荷役業） 

222 ㈲松島産業 西海市 建設業 

223 ㈱松田久花園 長崎市 建設業 

224 ㈲松田石材 佐世保市 製造業 

225 丸潮工業㈱ 長崎市 製造業 

226 丸田工業通商㈱ 遠見事業所 長崎市 製造業 

227 ㈱丸野 ニトリ部門 長崎市 運輸業 

228 丸野興産㈱ 諫早営業所 諫早市 運輸業 

229 丸野興産㈱ 大村営業所 大村市 運輸業 



番号 事業場名称 所在地 業種 

230 ㈱三浦工業所 長崎市 製造業 

231 ㈲三駒鉄工所 佐世保市 製造業 

232 
三菱重工業㈱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 

233 
三菱重工業㈱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 

234 
三菱重工業㈱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 

235 
三菱重工業㈱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 
諫早市 製造業 

236 
三菱重工業㈱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 

237 
三菱重工業㈱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 

238 
三菱重工業㈱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 

239 三菱重工㈱ SPMI 事業部 長崎市 製造業 

240 三菱重工業㈱ その他ドメイン 長崎市 製造業 

241 湊工業㈱ 長崎市 製造業 

242 ㈱村里運輸 大村出張所 大村市 運輸業 

243 ㈱本村工務店 島原市 建設業 

244 ㈱森谷商会 重機整備工場 西彼杵郡 
その他 

（建機販売リース修理） 

245 ㈱森谷商会 上五島出張所 南松浦郡 商業 

246 ㈲森保温工業所 長崎市 製造業 

247 ㈲安富鉄工 松浦市 製造業 

248 山内造船㈱ 平戸市 製造業 

249 山喜㈱ 長崎工場 北松浦郡 製造業 

250 ㈱ヤマキ産業 長崎市 製造業 

251 ㈱山口組 佐世保市 建設業 



番号 事業場名称 所在地 業種 

252 ㈱山口商会 長崎市 その他（清掃・設備保全） 

253 山本縫製 北松浦郡 製造業 

254 ㈱友建設 佐世保市 建設業 

255 ユニチカスピニング㈱ 松浦市 製造業 

256 ㈱吉川組 島原市 建設業 

257 吉松低温管理サービス 佐世保市 その他 

258 ㈱吉本ハイテック 長崎市 製造業 

259 合同会社 ライネックス 長崎市 建設業 

260 菱計装㈱ 諫早市 製造業 

261 ㈱ワールドインテック 長崎事業所 諫早市 製造業 

  



令和３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 ㈱アサヒコンサル 
大園(4)地区急傾斜地崩壊対策工事 

(2工区) 
長崎市 

2 ㈱荒木組 
本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区 

改良 3期工事 
諫早市 

3 ㈱荒木組 江ノ浦川河川改修工事(1工区) 諫早市 

4 ㈱荒木組 長崎 57号本村地区改良 8期工事 諫早市 

5 ㈱荒木組 中山西川河川改修工事(2工区) 諫早市 

6 ㈱荒木組 
本明川ダム工事用道路古場地区 

改良 4期工事 
諫早市 

7 ㈱荒木組 
一般県道諫早外環状線道路改良工事

(防護柵工 2) 
諫早市 

8 ㈱荒木組 大上戸川(3)河川災害復旧工事 大村市 

9 ㈱安藤・間 九州支店 長崎 497号松浦 2号トンネル新設工事 松浦市 

10 ㈱今村組 琴石川通常砂防工事(２) 五島市 

11 ㈱今村組 主要地方道福江空港線道路改良工事 五島市 

12 ㈱今村組 玉ノ浦港港整備改修工事(４工区) 五島市 

13 ㈱今村組 
五島地区大型魚礁整備工事 

(三井楽柏崎西工区その３) 
五島市 

14 ㈱ウヱノ 濱の脇災害復旧工事 松浦市 

15 ㈱梅村組 
長崎 497号松浦 2号跨道橋下部工外 

改良工事 
松浦市 

16 大石建設㈱ 生月支店 
中野漁港(白石地区)施設機能強化整備

工事 
平戸市 

17 大川テクノ㈲ 乱橋地区自然災害防止工事 佐世保市 

18 大坪建設㈱ 
令和 2年度蟐蛾ノ瀬戸航路法面保護 

改良工事 
壱岐市 

19 大坪建設㈱ 
主要地方道平戸田平線道路改良工事 

(田平 5工区) 
平戸市 

20 大坪建設㈱ 
令和 3年度蟐蛾ノ瀬戸航路法面保護 

改良工事 
壱岐市 



番号 事業場名称 工事名称 所在地 

21 大坪建設㈱ 
星鹿地区水産生産基盤整備工事 

(沖防波堤(Ａ)) 
松浦市 

22 大坪建設㈱ 
令和 2年度佐世保港(前畑地区)岸壁 

(-10m)(改良)上部工事 
平戸市 

23 加藤産業㈱ 
一般国道 202号橋梁補修工事 

(新神浦橋下部工補強工) 
長崎市 

24 加藤産業㈱ 鹿尾川河川改修工事(護岸工 2工区) 長崎市 

25 門田建設㈱ 
令和２年度佐世保道路佐世保高架橋北

(下部工)工事 
佐世保市 

26 門田建設㈱ 
令和２年度佐世保道路 竹辺 2号橋

(下部工)工事 
佐世保市 

27 門田建設㈱ 
宮長地区区画整理工事 

(立山越工区・川棚工区) 
佐世保市 

28 門田建設㈱ 川棚西部漁港三越防波堤災害復旧工事 東彼杵郡 

29 門田建設㈱ 日野川河川改修工事(１工区) 佐世保市 

30 川田建設㈱ 九州支店 
長崎 497号松浦 7号橋上部工 

(A1-P5)工事 
松浦市 

31 
関電工・イナヅマ電気・長崎電建工業 

特定建設工事共同企業体 
長崎市新庁舎建設電気工事 長崎市 

32 九工建設㈱ 
長(西田免他 1局 0018767)鉄塔塗装

(保)他 
松浦市 

33 九設工業㈱ 
長崎県立大学シーボルト校情報セキュリ

ティ産学共同研究センター(仮称)管工事 
長崎市 

34 ㈱九電工 長崎営業所 
新大工町地区第一種市街地再開発事業

施設建築物北街区 
長崎市 

35 ㈱九電工 長崎営業所 
新大工町地区第一種市街地再開発事業

施設建築物新築工事 
長崎市 

36 ㈱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 

37 ㈱共栄電気エンジニアリング 
令和 3年度佐世保市総合医療センター

照明器具改修(LED化)工事 
佐世保市 

38 協和機電工業㈱ 
(仮称)伊木力浄水場整備事業  

機械設備工事 
諫早市 

39 協和機電工業㈱ 
大村湾南部浄化センター1系列反応 

タンク電気設備工事 
諫早市 

40 黒瀬建設㈱ 
主要地方道長崎南環状線道路改良工事

(新戸町ＩＣ4工区) 
長崎市 



番号 事業場名称 工事名称 所在地 

41 ㈱西海建設 
長崎 497号松浦 4号橋下部工 

(P14)工事 
松浦市 

42 ㈱西海建設 長崎 57号本村地区改良 9期工事 諌早市 

43 ㈱西海建設 
長崎 57号下井牟田赤崎高架橋床版工

(P17-P23)工事 
諫早市 

44 ㈱西海建設 
長崎 57号下井牟田赤崎高架橋下部工

(P6-P8)工事 
諫早市 

45 ㈱西海建設 長崎 57号黒崎地区 2工区改良外工事 諫早市 

46 ㈱西海建設 
(仮称)長崎ステーションホテル 

新築工事 
長崎市 

47 ㈱西海建設 市道江平浜平線トンネル新設工事 長崎市 

48 ㈱西海建設 (仮称)中央橋荒木ビルⅡ新築工事 長崎市 

49 ㈱西海建設 
本明川ダム付替県道帯田地区 

改良 3期工事 
諫早市 

50 ㈱西海建設 
小値賀地区水産生産基盤整備工事 

(1工区) 
北松浦郡 

51 ㈱西海建設 
雪浦ダム堰堤改良工事 

(新設監査廊掘削工) 
西海市 

52 ㈱西海建設 
長崎市水産物供給基盤機能保全工事 

(鳴鼓トンネル内装工) 
西彼杵郡 

53 西海建設・安永建設特定建設工事共同企業体 川棚町新庁舎建設工事(建築) 東彼杵郡 

54 西海建設・クボタ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 10工区) 
西海市 

55 ㈱三喜工業 
市道南島原自転車道線整備工事 

加津佐工区② 
南島原市 

56 ㈱三喜工業 
一般国道 251号通路災害防除工事 

(A003法面工) 
雲仙市 

57 ㈱三喜工業 
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 

(法面 4工区) 
西彼杵郡 

58 ㈱三喜工業 有家小学校さく井工事 南島原市 

59 柴﨑建設㈱ 
桃山田地区区画整理工事 

(山田原 2工区) 
雲仙市 

60 柴﨑建設㈱ 
一般県道平石千々石線道路災害防除 

工事(A004-3) 
雲仙市 

61 柴﨑建設㈱ 雲仙地区赤松ため池堤体工事 雲仙市 



番号 事業場名称 工事名称 所在地 

62 柴﨑建設㈱ 空池原地区貯水施設工事 雲仙市 

63 柴﨑建設㈱ 
一般県道平石千々石線道路災害防除 

工事(Ａ004外 2箇所) 
雲仙市 

64 柴﨑建設㈱ 鷲崎地区河道掘削外工事 諫早市 

65 ㈱上滝 
一般国道 499号道路改良工事 

(改良 13工区) 
長崎市 

66 ㈱上滝 
長崎地区水産流通基盤整備工事 

(防暑施設その 3) 
長崎市 

67 ㈱上滝 形上海岸高潮対策工事(２工区) 長崎市 

68 ㈱上滝 長崎 57号黒崎地区 1工区改良外工事 諫早市 

69 ㈱上滝 長崎卸センター新組合会館建替工事 長崎市 

70 ㈱上滝 
一般県道諫早外環状線道路改良工事 

(4号トンネル防護柵工 1) 
諫早市 

71 ㈱上滝 長崎 205号崎岡地区舗装工事 佐世保市 

72 ㈱上滝 
長崎地区水産流通基盤整備工事 

(-7.5m岸壁(改良)) 
長崎市 

73 上滝・玉木建設特定建設工事共同企業体 長崎魚市場東棟 3期建設工事(1工区) 長崎市 

74 上滝・門田建設・輝工務店共同企業体 大黒住宅 3番館建替(建築)工事 佐世保市 

75 上滝・橋組特定建設工事共同企業体 
高島漁港浮体式けい船岸(-3.0M) 

災害復旧工事 
佐世保市 

76 白石建設㈱ 
大島診療所大島歯科診療所建設工事 

(建築) 
平戸市 

77 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 

78 ㈱親和テクノ 
国道 251号道路災害防除工事 

(A005法面工) 
雲仙市 

79 ㈱親和テクノ 古川地区緊急予防治山工事 北松浦郡 

80 ㈱親和テクノ 
主要地方道佐々鹿町江迎線道路改良 

工事(法面工) 
佐世保市 

81 ㈱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 

82 ㈱親和テクノ 坂野地区地すべり防止工事(1工区) 松浦市 



番号 事業場名称 工事名称 所在地 

83 ㈱親和テクノ 
上吉田地区災害関連緊急地すべり対策

工事(２号集水井) 
佐世保市 

84 ㈱親和テクノ 
主要地方道佐々鹿町江迎線道路改良 

工事(1工区) 
佐世保市 

85 ㈱親和テクノ 
牧の地地区災害関連緊急地すべり対策

工事(1工区) 
佐世保市 

86 ㈱親和テクノ 松瀬(2)地区急傾斜地崩壊対策工事 佐世保市 

87 ㈱親和テクノ 長坂(15)地区急傾斜地崩壊対策工事 佐世保市 

88 ㈱親和テクノ 坊ノ上地区地すべり対策工事 佐世保市 

89 ㈱親和テクノ 
一般県道青方港魚目線道路災害復旧 

工事(1工区) 
南松浦郡 

90 ㈱親和テクノ 
牧の地地区災害関連緊急地すべり対策

工事(5工区) 
佐世保市 

91 ㈱親和テクノ 長崎 497号板橋栗越地区改良外工事 佐世保市 

92 親和テクノ・古賀工業共同企業体 西部幹線(2-2工区) 管渠布設工事 佐世保市 

93 ㈱誠伸建設 松浦庄野免事業所 長崎 497号庄野免地区改良工事 松浦市 

94 西部道路㈱ 
長崎 57号黒崎地区 1工区国道付替改

築工事 
諫早市 

95 西部道路㈱ 令和 2年度改築保全工事 松浦市 

96 西部道路㈱ 長崎 497号板橋栗越改良 3期工事 松浦市 

97 ㈲大芳建設 
一般県道志方江迎線道路災害防除工事

(大茂地区・法面工) 
佐世保市 

98 ㈱田浦組 長崎 497号板橋免地区改良 4期工事 松浦市 

99 ㈱田浦組 
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 

(土工 5工区) 
西彼杵郡 

100 ㈱田浦組 魚の町内径 300粍汚水管推進工事 長崎市 

101 ㈱田浦組 
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 

(切土 1工区) 
西彼杵郡 

102 ㈱田浦組 
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事

((仮称)左底高架橋床版工) 
西彼杵郡 

103 宅島建設㈱ 
(仮称)喜々津駅前賃貸マンション新築

工事 
諫早市 



番号 事業場名称 工事名称 所在地 

104 宅島建設㈱ 長崎 57号本村地区改良 10期工事 諫早市 

105 宅島建設㈱ 
長崎ウエスレヤン大学ロング館 

(Ａ・Ｂ棟)耐震補強工事 
諫早市 

106 宅島建設㈱ 
本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区 

改良工事 
諫早市 

107 宅島建設㈱ 
本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区 

改良 2期工事 
諫早市 

108 宅島建設㈱ 脇の谷川火山砂防工事(えん堤工) 雲仙市 

109 
宅島建設・柴﨑建設・松尾組 

特定建設工事共同企業体 

雲仙市新小浜体育館(仮称)新築工事 

(建築主体工事) 
雲仙市 

110 ㈱洗組 
2総地改補第 9-1号主要地方道小浜 

北有馬線道路改良工事(土工 1) 
雲仙市 

111 竹下建設工業㈱ 
長崎 497号松浦 8号橋下部工 

(A1)工事 
松浦市 

112 竹下建設工業㈱ 
長崎 497号松浦 8号橋下部工 

(DP1・DP2)工事 
松浦市 

113 竹下建設工業㈱ 
長崎 497号松浦 3号橋下部工 

(A2)外工事 
松浦市 

114 ㈱谷川建設 ビバシティ桜町弐番館新築工事 長崎市 

115 ㈱谷川建設 (仮称)魚の町マンションＡ棟新築工事 長崎市 

116 ㈱谷川建設 
毛井首団地エレベーター付住戸改善 

工事(Ｊ棟) 
長崎市 

117 ㈱谷川建設 
(仮称)マツフジモータース カーケア

作業場新設工事、他工事 
諫早市 

118 長興産業㈱ 
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 

(日並 6工区) 
長崎市 

119 ㈱寺尾建設 
愛津原地区区画整理工事 

(4工区・5工区) 
雲仙市 

120 ㈱寺尾建設 
長崎 497号松浦 8号橋下部工 

(DP3)工事 
松浦市 

121 東横化学㈱ 長崎ＴＥＣ増強工事 諫早市 

122 ＴＯＫＥＮプラント㈱ 新造船における蒸気管装置取付 長崎市 

123 ㈱長崎大建 
長崎大学(坂本 2)トリアージ施設 

新営工事 
長崎市 

124 西松・谷川建設特定建設工事共同企業体 長崎 497号松浦 1号トンネル新設工事 松浦市 



番号 事業場名称 工事名称 所在地 

125 ㈱法面 
長崎地区水産流通基盤整備工事 

(道路(時津線)(改良)多以良大橋) 
長崎市 

126 ㈱久田組 主要地方道平戸田平線道路改良工事 平戸市 

127 ㈱平尾組 
長崎 497号松浦 8号橋下部工 

(UP4・DA2)工事 
松浦市 

128 平戸建設㈱ 
度島漁港港整備交付金工事 

(突堤(改良)) 
平戸市 

129 ㈱フジエアテック 
長崎県立長崎図書館郷土資料センター

(仮称)管工事 
長崎市 

130 ㈱フジエアテック 長崎魚市場東棟３期管工事 長崎市 

131 ㈱星野組 一般国道 206号舗装補修工事(2工区) 西彼杵郡 

132 ㈱星野組 
一般国道 499号道路改良工事(26工

区) 

長崎市 

黒浜町 

133 ㈱星野組 一般国道 499号舗装補修工事(その 2) 長崎市 

134 ㈱星野組 奥浦地区復旧治山工事 西海市 

135 ㈱星野組 金堀(６)地区急傾斜地崩壊対策工事 長崎市 

136 星野建設㈱ 
一般国道 251号道路改良工事 

(4号橋Ａ２) 
島原市 

137 星野建設㈱ 堀町縦線改良工事(2工区) 島原市 

138 星野建設㈱ 
主要地方道小浜北有馬線道路改良工事

(法面工その 2) 
南島原市 

139 星野建設㈱ 島原港自然災害防止工事(浚渫工) 島原市 

140 星野建設㈱ 島原市庁舎建設工事(屋外附帯 2工区) 島原市 

141 星野建設㈱ 
令和 3,4年度小浜地区道路維持補修 

工事 
雲仙市 

142 星野建設㈱ 島原港自然災害防止工事 島原市 

143 星野建設㈱ 宮田地区区画整理工事(5-1工区) 雲仙市 

144 ㈱堀内組 
長崎 497号松浦 1号跨道橋下部工外 

改良工事 
松浦市 

145 ㈱堀内組 長崎 205号塔崎地区 1工区改良工事 佐世保市 

146 ㈱堀内組 
長崎 497号志佐地区浦免構造物設置 

(2期)工事 
松浦市 



番号 事業場名称 工事名称 所在地 

147 ㈱堀内組 
長崎 497号松浦 4号橋下部工 

(P11・Ｐ12)工事 
松浦市 

148 ㈱堀内組 (仮称)たつみ産業保養施設新築工事 佐世保市 

149 
堀内組・親和テクノ・谷村建設 

特定建設工事共同企業体 
前畑崎辺道路道路改良(トンネル)工事 佐世保市 

150 本田建設㈱ 岡南部地区区画整理工事(3工区) 雲仙市 

151 本田建設㈱ 本明川ダム付替市道落線改良 2期工事 諫早市 

152 本田建設㈱・第一電設建設工事共同企業体 上の原浄水場新設工事(機械・電気) 島原市 

153 増崎建設㈱ 
市道栗面小ヶ倉線外 1線道路改良工事

(2-2工区) 
諫早市 

154 増崎建設㈱ 山口谷川事業間連携砂防工事(堰堤工) 諫早市 

155 増崎建設㈱ 
一般県道諫早外環状線道路改良工事 

(切土工 7) 
諫早市 

156 増崎建設㈱ 
一般県道諫早外環状線道路改良工事 

(盛土工 8) 
諫早市 

157 増崎建設㈱ 
一般県道諫早外環状線道路改良工事 

(管渠工 3) 
諫早市 

158 増崎建設㈱ 
半造川第 11号汚水幹線布設工事 

(R2-4工区) 
諫早市 

159 増崎建設㈱ 
一般県道諫早外環状線道路改良工事 

(国道交差点) 
諫早市 

160 増崎建設㈱ 
本明川ダム付替市道落・古場線改良 

及び進入路設置工事 
諫早市 

161 増崎建設㈱ 
本明川ダム工事用道路広谷地区改良 

工事 
諫早市 

162 増崎建設㈱ 
一般県道諫早外環状線道路改良工事 

(４号トンネル防護柵工 2) 
諫早市 

163 増山建設㈱ 
大島港海岸災害復旧工事 

(水ノ浦護岸(B)(2)ほか) 
平戸市 

164 増山建設㈱ 
平戸北部生月地区増殖場整備工事 

(舘浦 1工区その 2) 
平戸市 

165 増山建設㈱ 大島村ごみ焼却施設解体工事 平戸市 

166 増山建設㈱ 波佐見高校管理教室棟外部改修工事 東彼杵郡 

167 増山建設㈱ 神の川浄水場改修工事 平戸市 



番号 事業場名称 工事名称 所在地 

168 増山建設㈱ 
平戸南部小値賀地区増殖場整備工事

(志々伎 1工区その 1) 
平戸市 

169 増山建設㈱ 大島地区轟第二ため池整備工事 平戸市 

170 増山建設㈱ 五島支店 大浜漁港(大浜地区)突堤築造工事 五島市 

171 増山建設㈱ 五島支店 荒川漁港水産生産基盤整備工事 五島市 

172 増山建設㈱ 五島支店 
荒川漁港水産生産基盤整備工事 

(４工区) 
五島市 

173 松浦建設㈱ 
主要地方道佐世保日野松浦線道路改良

工事(稗木場工区) 
松浦市 

174 松浦建設㈱ 
一般県道上志佐今福停車場線道路改良

工事(橋梁上部工) 
松浦市 

175 松尾建設㈱ 長崎支店 佐世保営業所 
(仮称)ＫＴＸ㈱長崎平戸ラボラトリー

ズ新築工事 
平戸市 

176 松田産業㈱ 市道釜田線道路改良工事 平戸市 

177 ㈱元吉組 平戸北地区増殖場整備工事 平戸市 

178 ㈱森建設 赤崎住宅 1号館外壁改修工事 佐世保市 

179 ㈱森美工務店 
レジデンシャル中島川ザ・スイート 

新築工事 
長崎市 

180 ㈱森美工務店 平野町ＰＪ新築工事 長崎市 

181 吉川建設㈱ 
一般国道 207号交通安全施設等整備 

工事(歩道工) 
諫早市 

182 吉川建設㈱ 令和 2年度佐世保地区舗装修繕工事 東彼杵郡 

183 吉川建設㈱ 
一般県道諫早外環状線道路改良工事 

(川床橋下部工) 
諫早市 

184 吉川建設㈱ 長崎 57号田尻地区舗道拡幅外工事 諫早市 

185 吉川建設㈱ 本明川ダム付替市道落線改良工事 諫早市 

186 吉川建設㈱ 
諫早駅東地区交通広場整備工事 

(その 3) 
諫早市 

187 ㈱吉次工業 (仮称)なかよし村保育園新築工事 諫早市 

188 ㈱吉次工業 
諫早北部 2期地区山ノ神ため池整備 

工事(その 2) 
諫早市 



番号 事業場名称 工事名称 所在地 

189 ㈱吉次工業 農業大学校本館棟解体工事 諫早市 

190 ㈱吉次工業 
一般県道諫早外環状線道路改良工事 

(盛土工 6) 
諫早市 

191 ㈱吉次工業 大村特別支援学校校舎外壁改修工事 大村市 

192 ㈱吉次工業 
森山東小学校校舎外壁及び屋上防水 

改修工事 
諫早市 

193 ㈱吉次工業 (仮称)小長井農場建設工事(Ｄ調整池) 諫早 

 


