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長崎労働局で初の事業場参加型ゼロ災運動 

「アクションＺＥＲＯ～長崎ゼロ災運動～」 
を展開しました!! 

 ～無災害達成証の交付式を開催します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アクションＺＥＲＯ～長崎ゼロ災運動」達成証交付式概要 

１ 日  時  平成２８年 ５月３０日(月) １３時３０分～１５時３０分 

２ 場 所  長崎市立図書館 多目的ホール(長崎市興善町1-1) 

３ 式 次 第  (１)達成証交付式 

(２)事例発表（達成事業場２社より発表） 

注)会場駐車場(有料)は、台数に限りがありますので、公共交通機関の利用につきましてご協力をお願いします。 

長崎労働局発表 

平成２８年５月２４日（火） 

長崎労働局 労働基準部 健康安全課 

  課 長    川原  勲 

 健康安全主任 髙栁 照広  

電話 ０９５－８０１－００３２(直通) 

Fax  ０９５－８０１－００３１ 

 この度、長崎労働局（局長 大塚
おおつか

崇史
たかふみ

）で、初の取り組みとなる事業場参加型の労働災害防止

運動を実施しました。 
運動の名称を「アクションＺＥＲＯ～長崎ゼロ災運動～」と題し、本年 1 月から 3 月までの 3

か月間を運動期間として、各事業者が労働者と協力して労働災害の無災害を目標に安全衛生活動に

取り組んでいただきました。 
 本運動の発端は、国の施策である第 12 次労働災害防止計画(平成 25 年度から平成 29 年度)を進

める中で、労働災害の減少目標の達成が非常に厳しい状況で推移しており（別紙①，②災害統計参

照。）、長崎労働局管内では未だ 1,400 人前後が被災して、労働災害の大幅な減少につながっていな

いため、労働災害の原因となる「不安全な状態」、「不安全な行動」の撲滅を図るため、事業主及び

労働者の労働災害防止にかかる意識の高揚を図るため、事業場の自主的安全衛生活動と合わせて当

該取り組みを行いました。 
 結果、参加 261 社のうち目標達成事業場である 218 社（別紙③平成 27 年度「長崎ゼロ災運動」

達成事業場名簿参照）に対し達成証を交付します。 
 達成証の交付の他、2 社より運動期間中に実施した労働災害防止活動の事例を発表（2 社の事業

場）していただくこととしています。 

http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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 「アクションＺＥＲＯ～長崎ゼロ災運動～」概要 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アクション ZERO Step1～長崎ゼロ災運動～」の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎労働局が主催し長崎県の後援のもと、

各事業者及び各労働者が協力して、究極の目

標である「労働災害ゼロ」に向けて取り組む

長崎労働局独自の労働災害防止運動です。 

 

「アクション ZERO」とは 
 

各事業場において、労働災害ゼロと事業場が独自

に設定したゼロ目標の達成に向けて３か月間取り

組むものです。 

「長崎ゼロ災運動」とは 

 

長崎県内では、1年間に1,400人前後の労働者が休業4日以上の労働災害に被災しています。 

年間所定労働日数を 250 日とすると 1 日に 5 人もの方が被災していることになります。 

このうち、不幸にも労働の現場で命を落とされる方も後を絶たない状況にあります。 

労働災害は、本人が痛い思いをし、大切な家族にも心配をかけ、会社にとっては大切な労働力を失

い、場合によっては、社会的責任をとらなければいけなくなることがあります。 

労働災害を起こさないようにするためには、労働災害の原因となる「人の不安全行動」や「物の不

安全状態」を減らす必要があります。そのためには、安全ルールの順守、安全衛生知識の付与、万一

に備えての訓練の実施、機械設備の安全化、日頃の安全点検が必要です。 

また、長崎労働局では、「第１２次労働災害防止計画（平成２５年度～平成２９年度）」により労働

災害防止対策の推進を図っており、平成２７年度は同計画の中間年度にあたりますが、現時点で労働

災害による死傷者数の減少目標の達成が非常に厳しい状況にあります。 

そこで、誰もが安心して健康に働くことができる社会の実現するため、労働災害ゼロを目標として

「アクション ZERO～長崎ゼロ災運動～」と題した事業場参加型による労働災害防止の取組を展開し

て行くものです。 

趣 旨 

第 1 参加申込 

第 2 労使一体となって取組 

   3 か月後目標達成！ 

第 3 結果報告 

第 4 達成証の交付 

ＺＥＲＯ 

参加希望事業場 

参加希望事業場 
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 １ 県内における死傷災害発生状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第12次労働災害防止計画（死亡災害の目標と実績） 
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第 12 次労働災害防止計画における死亡災害件数の目標は、第 11 次労働災害防止期間中（平成 20～24
年）に発生した死亡者数に対し、第 12 次労働災害防止期間中（平成 25～29 年）の死亡者数を 15％減（68
人）とするもの。 

15％以上の 
減少目標 

労働安全衛生法施行(昭和 47 年)以降、順調に労働災害は減少が図られてきたものの、近年は、減少幅が小さ

く横ばい状況となっている。 
法令順守のみならず、事業者による自主的安全衛生管理が重要視されてきている。 

別紙① 災害統計 

（人） 
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３ 第12次労働災害防止計画（死傷災害の目標と実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 過去の災害発生状況（運動期間中の災害発生状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 次労働災害防止計画における死傷災害件数の目標は、平成 24 年の死傷者数 1,418 人に

対し、平成 29 年において 15％減（1,205 人）を図るもの。 

過去 3 年間の統計資料から、平成 28 年の 1 月から 3 月は速報値であるが減少で推移。 

別紙② 

アクションゼロ 取組期間 



※　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

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。
平成27年度「長崎ゼロ災運動」達成事業場（五十音順）

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



※　掲載承諾事業場のみ掲載しています。
平成27年度「長崎ゼロ災運動」達成事業場（五十音順）

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



※　掲載承諾事業場のみ掲載しています。
平成27年度「長崎ゼロ災運動」達成事業場（五十音順）

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



※　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 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 東彼杵郡東彼杵町

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

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）


