平成２９年 沖縄県建設業ゼロ災運動・ゼロ災宣言事業場
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119 事業場（平成 29 年 12 月 25 日現在）
事業場名
あ

事業場名五十音順

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 新規入場者教育の完全実施、個人記録簿の完備。
２． ＫＹＫリスクアセスメントの完全実施。

1

あさひけんせつ

旭建設 株式会社

３． 「安全施工サイクル」の完全実施（朝礼、打ち合わせ時の安全指
示事項が遵守されているか！）。
４． 「見える化」の推進。
１． 休業 4 日以上の労働災害の度数率・強度率をゼロとする

2

アメリカンエンジニアコーポレイシ
ョン

２． 建設機械等との接触災害をゼロとする
３． 墜落の危険がある高所作業では墜落捕捉装置の使用を徹底
し、墜落・転落災害をゼロとする
４． 積荷の落下事故をゼロとする

う

１． 危険予知活動表による、リスクアセスメントの浸透、周知徹底

3

うえじょうこうぎょう

上門工業 株式会社

２． 安全協議会の実施により、安全衛生活動の連帯強化
３． 墜落、転落災害の防止及び撲滅運動の実施
１． ４Ｓ活動の徹底

4

うえはらどぼく

株式会社 上原土木

２． 作業中の指差呼称・復唱の徹底
３． 安全教育訓練等の実施及び指導者等の能力向上教育の実施

うえめばやしけんせつ

梅林建設 株式会社・有限会

5

１． コスモスの運用を推進する。
２． 重機・クレーン災害を絶滅する。

まるみやぐみ

社 丸宮組 建設工事協同企

３． 安全の見える化を推進する。

業体

え

１． 墜落・転落災害の防止と撲滅。

6

えいぞうけんせつ

株式会社 栄三建設

２． 建設機械及び電動工具の災害防止と撲滅。
３． 新規入場者教育の実施の徹底。

お

１． リスクアシストメントを活用した KYK の実施

7

おおさとけんせつ

有限会社 大里建設

２． 整理・整頓・清掃・清潔 4S の実施
３． 無理せず「少し休みますね」を言える現場の雰囲気作り

1

索引に戻る

事業場名

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 安全対策の見える化を推進

8

おおたけんせつ

太田建設 株式会社

２． 熱中症予防対策の実施
３． ヒューマンエラーの撲滅
１． 熱中症防止

9

おおともけんせつ

大友建設 株式会社

２． 足場等転落防止
３． KY 運動の強化
４． 「ＫＹＫ」「リスクアセスメント」による危険予知と作業手順の徹底

10

お お な か ぐ み

株式会社 太名嘉組

５． ５Ｓ活動（整理、整頓、清潔、清掃、躾）
６． 熱中症予防対策（作業環境の充実）
１． 危険予知（ＫＹ）の確認、リスクアセスメントの浸透、周知徹底

11

おきえいかいはつ

株式会社 沖永開発

２． 整理・整頓・清掃・清潔・躾 ５Ｓの実施
３． 正しい作業手順を守り、安全作業の指示
１． 4S 活動（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底

12

おきけんせつ

株式会社 興建設

２． 安全を最優先とした現場管理の徹底
３． 法令順守で事故の未然防止
１． 効果的なパトロールの実施

13

おきせつび

株式会社 沖設備

２． ＫＹ活動・リスクアセスメントの実施
３． 協力会社の安全衛生活動との連携強化
１． 安全衛生パトロールの効果的・継続的な実施による災害防止へ
の反映
２． 協力会社の事業者責任の自覚と自主的な安全衛生活動の推

14

お きで ん こう

株式会社 沖電工

進
「ヒヤリハット事例集を活用した、現場・職場における安全教育の
徹底」
３． 電動機械工具の技能・技術の習得、適正使用の徹底
１． 感電事故防止の為、作業前の検電を徹底する。

15

おきなわけいそうこうじ

株式会社 沖縄計装工事

２． 酸欠事故防止の為、濃度測定を徹底する。
３． 転落事故防止の為、高所作業時の安全帯の着用を徹底する。
１． 全社員の健康管理並びに職場の環境改善の強化

16

おきなわけんけんせつじぎょうきょうどうくみあい

沖縄県建設事業協同組合

２． リスクアセスメントを取り入れた安全手順や安全作業指示の徹底
３． 経営側と作業員との間で共通した安全意識の確認
１． 熱中症予防対策の徹底

17

おきなわこうせつ

株式会社 沖縄工設

２． 環境・事故防止の見える化の実施
３． 5S 活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の実施
１． ヒューマンエラーによる災害を撲滅する。

18

おきなわこぼりでんき

有限会社 沖縄小堀電気

２． ヒヤリ・ハット情報を共有し再発防止を図る。
３． 熱中症対策を徹底する。

2

索引に戻る

事業場名

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 建設機械災害防止の徹底。

19

２． 有所見率の減少及び熱中症予防の実施。

おきなわどうろ

沖縄道路 株式会社

３． 5S 活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を行い、安全で快適な作
業環境で安全意識の向上。
１． 墜落災害・転落災害防止のため脚立の安全使用を徹底する

20

おきなわとくでん

株式会社 沖縄特電

２． 職長によるミーティングを徹底する
３． 危険予知（ＫＹ）の確認・安全作業の指示
１． 整理・整頓・清掃・清潔（４Ｓ）活動の徹底
（さまざまな安全設備・活動が充実してきましたが、すべての基本
は整理整頓です）
２． 重機災害の絶滅

21

お き なん けん せ つ

有限会社 沖南建設

（始業前点検の徹底・無資格者就業の厳禁・作業内の立入禁止
措置）
３． 墜落・転落災害防止
（安全帯使用の徹底。朝礼等で安全帯使用の徹底を意識付け、
具体的に指導を行う）

か

１． 作業前安全確認の徹底

22

かいほうどぼく

株式会社 海邦土木

２． 重機災害防止の徹底
３． 墜落災害防止の徹底
１． 安全パトロール・安全教育の強化

23

２． 作業前の危険予定（KY）活動

かつけんせつ

勝建設 株式会社

３． 週間安全スローガン周知徹底
４． 安全で快適な作業環境の実施
１． 安全を最優先し、無事故無災害の工事を施工します。

24

かねひでけんせつ

金秀建設 株式会社

２． 整理・整頓・清掃・清潔を実施し、作業環境を整備します。
３． 声を掛け合い、不安全行動と不安全状態を排除します。
１． リスクアセスメントを推進し、労働災害を防止する。

25

かわひらどぼく

株式会社 川平土木

２． 安全衛生教育を徹底し、ヒューマンエラーの芽を摘み取る。
３． 作業手順を遵守し不安全行動を排除する。

き

１． 安全衛生責任者及び若年社員の安全管理の強化

26

きゅうでんこう

おきなわしてん

株式会社 九電工 沖縄支店

２． 安全パトロールを活用した安全意識の向上
３． ヒヤリ・ハット事例を活用した安全意識の向上

3

索引に戻る

事業場名

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 経営トップによる定期的な安全パトロール、現場管理スタッフに対
する安全教育の実施で作業所安全衛生活動を積極的に推進す
る。
２． クレーン災害防止対策として作業内容・作業環境に基づく作業
計画を立て、計画通り施工されているかを安全巡視により点検し

27

きょうはらぐみ

株式会社 鏡原組

クレーンの転倒事故を防止する。
○アウトリガーの最大張出
○設置地盤の確認
○定格荷重・作業半径の確認
○オペレーターへの安全教育の徹底
３． 全作業員に対し現場の特性を考慮した安全衛生教育を実施す
ることで作業手順の順守徹底と災害防止への意識向上を図る。
１． 作業前にまず整理整頓

28

きょうわぎけん

株式会社 共和技研

２． こまめに休憩し、水分・塩分をしっかり補給
３． 全員で危険予知活動
１． 社内安全パトロールの強化（若手の参加）

29

２． 有資格者作業の徹底

き ょ うわ さ ん ぎょ う

共和産業 株式会社

３． 危険予知活動の強化と一人ＫＹの推進
４． 墜落防止・転落防止のための教育を徹底する
１． 安全規則及び基本ルールの遵守

30

き ょ く とう けん せ つ

極東建設 株式会社

２． 熱中症予防対策の強化
３． 船舶、重機、機械等による災害防止措置の徹底
１． ５Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔、躾）の実施

31

きんじょうきくけんせつ

株式会社 金城キク建設

２． クレーン災害防止対策の徹底
３． 資格の取得状況確認と有資格者による作業実施を徹底
４． 健康管理および熱中症予防対策を徹底
１． 墜落災害・転倒災害防止のため脚立の安全使用を徹底する

32

きんじょうぐみ

株式会社 金城組

２． 手持ち丸のこの安全使用を徹底させる
３． 職長によるミーティングを徹底する

く

１． 安全を最優先とした現場管理を行う
（危険予知の徹底、作業手順の遵守、不安全行動の排除）

33

有限会社 くくる

２． 各現場の特性を考慮した安全教育の徹底
（新規入場者安全教育の実施、危険認識・注意喚起の徹底）

３． 安全管理の基本、整理整頓の徹底
（全職員・作業員による４Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔）の実施）

4

索引に戻る

事業場名

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 『リスクアセスメント』による危険低減措置の実施

34

２． 『安全教育訓練』の実施と継続

くにさちこうはつ

國幸興發 株式会社

３． 『安全に見える化運動』の実施
４． 『第三者による交通災害防止』の徹底
１． プロ意識 心の油断 まず点検
職場になれた際にはどうしても心に油断ができてしまうものです。身のまわり
の確認も大事ですが、まずは自分の心の油断から点検をはじめてください。

２． 「事故責任」 みんなで改善 ゼロ災害

35

くにみつけんせつ

有限会社 國光建設

職場で発生する事故は、自己責任で解決するものではありません。かならず
職場のみんなで共有し明日のゼロ災害につなげましょう。

３． あわてるな 手馴れた作業に 死角あり
慣れた作業になればなるほど、心に死角がうまれ、事故が発生しやすくなり
ます。慣れた作業においても必ずあわてないで作業手順を見直しましょう。

１． 社内安全パトロールの徹底

36

くによしぐみ

有限会社 国吉組

２． 現場の指摘事項を積極改善し、予防処置を確立する
３． ヒヤリハット事例の洗い出しと是正処置再確認の徹底

け

けんせつぎょうろうどうさいがいぼうしきょうかい

建設業労働災害防止協会

37

１． ５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）活動の徹底
２． 教習実技における建設機械の接触災害防止措置の徹底

おきなわけ んし ぶじ むき ょく

沖縄県支部事務局

こ

３． 教習実技における熱中症予防対策の徹底
１． 墜落・転落災害の防止

38

こうなんけんせつ

光南建設 株式会社

２． 新規入場者教育の徹底
３． 現場における「見える化」安全活動の実施
１． リスクアセスメントの実施

39

こうようぎけん

有限会社 向陽技建

２． 安全衛生管理体制の活性化と強化
３． 安全衛生パトロールの強化
１． 激突・激突され災害・挟まれ災害の防止

40

こ く ば ぐ み

株式会社 國場組

２． 墜落・転落災害の防止
３． 切れ・こすれ、使用工具による災害の防止
４． 熱中症及び有害物との接触による災害の防止
１． 重機災害の防止

41

こくわけんせつ

國和建設 株式会社

２． 交通災害の防止
３． 4S 活動（整理・整頓・清掃・清潔）の推進

5

索引に戻る

事業場名

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 整理・整頓・清掃・清潔（４Ｓ）活動の徹底
（さまざまな安全設備・活動が充実してきましたが、すべての基本
は整理整頓です）
２． 重機災害の絶滅

42

ご や ぐ み

株式会社 呉屋組

（始業前点検の徹底・無資格者就業の厳禁・作業内の立入禁止
措置）
３． 墜落・転落災害防止
（安全帯使用の徹底。朝礼等で安全帯使用の徹底を意識付け、
具体的に指導を行う）

さ

１． 災害防止協議会の内容を強化する。

43

さかえかいはつ

有限会社 栄開発

２． 安全教育及び安全訓練を強化する。
３． 安全パトロールを強化する。
１． 社内安全パトロールにおいて安全管理の再確認。

44

さきはらどけん

崎原土建 株式会社

２． 熱中症対策の完全実施。
３． 建設機械（重機、クレーン等）の安全作業の徹底。
１． 新規入場者教育の徹底

45

さひらけんせつ

株式会社 佐平建設

２． 現場安全管理の確認及び強化
３． （見える化）の安全活動の工夫
１． 協力業者と多くの幹部社員の月一回のパトロール強化。

46

さ ん え い こ う ぎょ う

三栄工業 株式会社

２． 熱中症を起こさない環境整備を徹底する。
３． 無理な態勢で作業をさせない環境整備を行う。
１． 毎月１回の本社安全パトロールを確実に実施し、継続します

47

さんきょうでんきこうじ

三協電気工事 株式会社

２． 小さな事故もその日のうちに社長まで報告し、社長もまじえた対
策会議を行います
３． 関係者全員が心から願う安全意識を醸成します
１． 「みんなで声掛け、安全作業ヨシ！」をスローガンに社員一丸とな

48

さんこうけ んせつこう ぎょう

三光建設工業 株式会社

り安全意識を高める。
２． リスクアセスメントを活用し、労働災害ゼロを目指す
３． 基本ルールを守り、ヒューマンエラーの根絶。
１． 「みんなで声掛け、安全作業ヨシ！」をスローガンに社員一丸とな

49

さんこうでんせつ

株式会社 三光電設

り安全意識を高める。
２． リスクアセスメントを活用し、労働災害ゼロを目指す
３． 基本ルールを守り、ヒューマンエラーの根絶。
１． ヒューマンエラーによる災害の撲滅

50

さんだいどぼくさんぎょう

株式会社 三大土木産業

２． 重機災害防止の周知・徹底
３． 5S 活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の徹底

6

索引に戻る

事業場名
し

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 整理・整頓・清掃・清潔・躾 5S の実施

51

しもさきけんせつ

株式会社 下崎建設

２． 正しい作業手順を守り、安全作業の指示
３． 協力会社の安全衛生活動との連携強化
１． 新規入場者教育の徹底

52

しょうなんけんせつ

有限会社 翔南建設

２． 社内安全パトロールの強化
３． 整理・整頓・清掃の実施
１． 朝礼、終礼全員参加で安全確認

53

しょうわこうけん

株式会社 尚輪興建

２． 毎日清掃後片づけ安全通路の確保
３． 作業範囲確認、上下作業はしない
１． 足場からの墜落落下防止・脚立の安全使用

54

しんきちぐみ

株式会社 信吉組

２． 重機作業中の安全確保・電動工具の適正使用
３． 職長によるミーティングの徹底・不安全作業の禁止
１． 墜落・転落災害の防止のため、作業主任者を専任し保安具の安
全着用を実施します。

55

しんながどうどぼく

有限会社 新長堂土木

２． 建設機械・クレーン等の災害を防止するため、作業計画書を作
成しリスクアシスメントを実施します。
３． 墜落・転落災害の防止のため、作業の方法・手順・心得等を確
立し励行します。
１． 工事用機械の点検を強化し、安全確保を徹底します。
２． 朝礼において、今日の作業手順・危険箇所の再確認を徹底しま

56

しんわけんせつ

株式会社 伸和建設

す。
３． 新規入場者等の安全衛生教育を徹底します。
４． 社内安全パトロールを更に強化し、現場の安全確保を徹底しま
す。
１． 新規入場者等の安全衛生教育の徹底。

57

しんわけんせつ

有限会社 真和建設

２． ＫＹミーティングでの作業手順の徹底。
３． 機械の安全確認、無資格運転禁止の徹底。

す

１． 吊り荷落下防止のため、吊り用具の始業前点検

58

すがまぐみ

有限会社 洲鎌組

２． 転落防止のため、転落防止柵の設置
３． 重機及び一般車両との接触防止のため誘導・合図の徹底
４． 重機の作業半径内立入禁止

59

すながわこうぎょう

有限会社 砂川興業

５． 現場での合図の徹底
６． 現場内の整理・整頓
１． リスクアセスメントを取入れた危険予知活動の実施

60

すなもりけんせつ

砂盛建設 株式会社

２． 墜落・転落防止の為安全帯使用
３． 熱中症予防対策の徹底

7

索引に戻る

事業場名
せ

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 無理な行動をなくし、ゆとりある職場環境

61

ぜんたろうぐみ

株式会社 善太郎組

２． 安全をみえる化にする安全活動を行う
３． 作業環境を見直し、リスクアセスメントへ取組

た

１． 朝礼や始業前点検での情報共有

62

た い こ う けん せ つ

株式会社 太閤建設

２． 工具や備品の整理整頓！！
３． ルールや法令順守で事故を絶滅しましょう
１． 5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を徹底する

63

たいこうけんせつ

株式会社 大興建設

２． 墜落災害・転倒災害防止の為、危険要因を排除する
３． 熱中症及び日射病予防の為水分・塩分補給の指示を徹底する
４． 新規入場者教育及びリスクアセスメント KY 活動の完全実施
１． 整理・整頓・清掃・清潔（４Ｓ）活動の徹底
（さまざまな安全設備・活動が充実してきましたが、すべての基本
は整理整頓です）
２． 重機災害の絶滅

64

だいさんどけん

有限会社 第三土建

（始業前点検の徹底・無資格者就業の厳禁・作業内の立入禁止
措置）
３． 墜落・転落災害防止
（安全帯使用の徹底。朝礼等で安全帯使用の徹底を意識付け、
具体的に指導を行う）
１． ５Ｓ活動への全社、全現場の取組
『整理・整頓・清掃・清潔・躾』への段階取組
２． 墜落・転落災害の防止
現場での定期的な足場点検実施の徹底

65

３． 新規入場者教育の徹底

たいしんけんせつ

大晋建設 株式会社

現場でのルール・安全方針の周知強化
４． 作業環境の改善・指導
ヒヤリハットの情報収集と危険の芽摘み
わが社安全スローガン
“後でやる、その一言が事故のもと”
１． 安全衛生活動を推進し、危険有害要因の低減に努め労働安全
衛生関係法令を確実に遵守する。

66

た い せ い ほ ー む

株式会社 大成ホーム

２． 労働災害防止の重要性を認識し、自分の体は自分で守り他人に
も怪我をさせない。
３． 一人ひとりが安全の基本を認識し、安全作業を実施する。

8

索引に戻る

事業場名

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 労働安全衛生マネジメントシステムの活用と午前と午後のＫＹＫ
の適正な取組みで危険性と有害性を排除する。
２． 経営陣・安全管理部・女性社員・協力会社安全部会の定期安

67

だ いよね けん せ つ

株式会社 大米建設

全パトロールで不安全状態と不安全行動を排除すると共に２次
以降も含めた下請け作業員の安全意識の改善を行う。
３． 安全活動の「見える化」活動の取組みを推進して作業場全般に
渡る効果的な安全取り組みを行う。
１． 安全対策の見える化を推進する。

68

たまえぐみ

有限会社 玉榮組

２． 熱中症予防対策の実施。
３． 作業前安全確認の徹底。
４． 作業手順の周知徹底

69

たましろぐみ

株式会社 玉城組

５． ４Ｓ運動（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底
６． 目配り・気配り・思いやり 精神

て

１． 不安全行動の排除

70

てるまさぐみ

株式会社 照正組

２． 転落、落下の防止
３． 労働者の安全意識向上
１． 高所からの墜落・転落災害の防止

71

て る や で ん き こ う じ

照屋電気工事 株式会社

（特に脚立使用時の安全作業実施）
２． 感電災害防止の為、検電器の使用・携帯を行う
３． 現場に合った新規入場者教育、ＫＹ活動の実施徹底
１． 5S 活動（整理・整頓・清掃・清潔・社風）

72

て る や ど け ん

株式会社 照屋土建

２． 熱中症対策の徹底
３． 危険予知活動の強化

と

１． 現場安全パトロールの徹底

73

と う ぶ ど け ん

株式会社 東部土建

２． 作業始業前の健康管理（毎日）
３． 安全管理者の役割徹底
１． 各現場 安全パトロール活動の強化

74

とうようせつび

株式会社 東洋設備

２． ヒューマンエラー防止対策（作業手順遵守の徹底）
３． 熱中症対策の徹底
１． ＫＹＭの充実を図る

75

どうわくうちょうせつび

桐和空調設備 株式会社

２． 交通災害の防止
３． 従業員の健康管理
１． 社内安全パトロールの実施

76

と み し ろ け ん せ つ

株式会社 とみしろ建設

２． 安全衛生教育の実施
３． ゆとりある作業環境の整備

な

ながはま けんせつ

77

有限会社 長浜建設
（宮古島市）

１． 安全パトロール・ミーティングの実施
２． 5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動の徹底
３． 建設機械・クレーン等災害の防止

9

索引に戻る

事業場名
ながはま けんせつ

78

有限会社 長浜建設
（浦添市）

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 新規入場者教育の徹底
２． 墜落・転落災害防止の徹底
３． 安全教育の徹底
１． 生活習慣を見直し、「心と体の健康」を守る

79

なかもとけんせつ

仲本建設 株式会社

２． 「作業手順」を確認し、変えたり省いたりしない
３． 危険の芽を「リスクアセス」で摘み取る
１． 建設機械重機及び高所からの墜落・転落災害防止
２． 新規入場者安全教育（特に年少者、高齢者）及び送り出し安全

80

なかもとこう ぎょう

株式会社 仲本工業

教育の徹底
３． 資格の取得状況確認と有資格者での作業実施を徹底する
４． 現場入場協力業者の社会保険加入確認及び適正な労働時間
時間の推進
１． かもしれない運転を実行し、危険を予測した防衛運転の実施。
２． ４Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔）実施し作業環境をよくする。

81

な は で ん こ う

株式会社 那覇電工

３． 高電圧近接作業時の周囲の確認、相互の監視で感電災害防止
を行う。
４． 社内安全衛生パトロールの継続的な実施による災害防止への徹
底を行う。
１． 『リスクアセスメント』による危険低減措置の実施

82

なんかいけんせつ

株式会社 南海建設

２． 『安全教育・訓練』の実施と継続
３． 『５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）』の推進
１． 経営首脳陣による安全パトロールの実施。

83

なんかいどぼく

株式会社 南海土木

２． 作業手順の確認・始業前点検を確実に行う。
３． 整理・整頓・清掃を実施し作業環境を整備する。
１． 建設工事に従事する作業者のヒューマンエラーによる労働災害
防止のための安全衛生教育（危険体感訓練等）。

84

なんせいかいはつ

南西開発 株式会社

２． 三大災害（墜落・転落災害・建設機械・クレーン等災害・倒壊・
崩壊災害）防止対策等の徹底。
３． 危険予知活動・ヒヤリハット運動、ひと声かけあい運動・職長によ
るミーティング等の積極的な実施。
１． 10ｍ以上を垂直に昇降する場合は、墜落防止器具（セーフティ
ーブロック）を設置する。

85

なんせいでんせつ

南西電設 株式会社

２． 仮設電源設備においては、漏電遮断装置・アースの取付を徹底
する。
３． 重量物取扱い作業は、有資格者（玉掛け作業主任）を配置す
る。

10

索引に戻る

事業場名

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． ＫＹＫ活動時の体調チェック・安全指示の徹底

86

なんぶでんこう

南部電工 株式会社

２． 無理・無駄をなくしゆとりある作業手順の実施
３． 第三者災害・交通災害の防止対策
取組期間（平成 29 年 6 月～平成 30 年 5 月）

87

１． 経営首脳陣による定期的な現場パトロールの実施

なんようどけん

南洋土建 株式会社

２． 現場代理人、管理者等に対する安全管理研修（講習）の実施
３． 現場での安全管理活動への積極的支援

ひ

１． リスクアセスメントの確実な実施
２． 転倒、墜落、転落災害の防止対策の徹底

88

ひがこうぎょう

比嘉工業 株式会社

３． 重機災害・交通事故防止に対する意識の高揚
４． 安全衛生教育の積極的な推進
５． 日々の健康管理とコミュニケーションを図る
１． 「安全施工サイクル」の実施徹底

89

ひがしおんなぐみ

株式会社 東恩納組

２． 熱中症防止対策の徹底
３． 5S（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）活動の徹底
１． KYK の実施

90

ひかりけんせつ

光建設 株式会社

２． 始業前点検
３． 整理整頓
１． 作業前の指差し呼称安全確認、自分自身の健康管理

91

ひかりつうしんこうぎょう

光通信工業 株式会社

２． 不安全行動、不安全状態に対して勇気をもって注意し合う
３． 安全衛生管理計画を実施し、社員および協力会社の安全と健
康を確保する

ふ

１． 新規入場者教育・ＫＹ活動を徹底します。

92

ふ く ちぐ み

株式会社 福地組

２． 転倒災害防止のため、４Ｓを徹底します。
（４Ｓ：整理・整頓・清掃・清潔）
３． 墜落災害防止のため、足場等の点検・管理を徹底します。
１． 元請・下請による足場組立・一部解体・変更後の点検及び記

93

ふ じ け ん せ つ

株式会社 富士建設

録。
２． クレーン作業等重機災害の防止。（作業手順等の確認）
３． 内部作業時の脚立足場、はしご等の適正使用の指導。

へ

１． 車両系建設機械と作業者の接触防止
車両系建設機械の作業範囲内に入らない。

94

へ ん ざ そ う ご う か い は つ

平安座総合開発 株式会社

２． 玉掛作業を行うとき、吊荷の下に入らない。
３． 躯体の端には手すりを取り付け墜落防止を行う。
４． 水分・塩分を補給して熱中症を予防する

ほ

１． 墜落、転落災害防止対策の徹底

95

ほうしんけんせつ

株式会社 豊神建設

２． 重機等災害撲滅の徹底
３． 新規入場者教育の徹底

11

索引に戻る

事業場名
ま

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 重機災害防止の徹底

96

まつかわけんせつ

株式会社 松川建設

２． 新規入場者教育の徹底
３． 熱中症予防対策の徹底

97

まつしまけんせつ

有限会社 松島建設

１． 元請事業者による統括管理の徹底
２． 代表者によるゼロ災宣言
１． ひと声かけあい運動を行い、不安全行動を排除します。
２． 5S 活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を実施し、安全を確立す

98

まるいしけんせつ

株式会社 丸石建設

る。
３． 経営トップによる安全パトロールを実施し、安全への意識向上を
図る。
１． 墜落・転落災害防止の為の安全工程打合せの徹底

99

まるおけんせつ

丸尾建設 株式会社

２． クレーン及び重機の始業前点検・定期点検実施の徹底
３． 職長によるミーティング実施の徹底
１． 安全施工サイクル活動の確実な実施

まるげんけんせつ

100 株式会社 丸元建設

２． ５Ｓ活動の徹底（整理・整頓・清掃・清潔・躾）
３． ＫＹ活動の徹底（危険予知活動）
１． 代表者によるゼロ災宣言

まるげんけんせつ

101 株式会社 丸玄建設

２． 新規入場者教育の徹底
３． ゼロ災ステッカーの保護帽への貼付け
１． 作業員基本教育及び送り出し教育の実施を徹底する。

まるしんけんせつ

102 株式会社 丸新建設

２． 危険予知教育を徹底する。
３． 不安全行動を根絶する。
１． 職場の潜在的な危険性・有害性の除去を図る

まるぜんくみ

103 株式会社 丸善組

２． 脚立、はしご等の適正な使用方法の周知・徹底
３． 下請け業者の事業者責任の自覚と自主的な安全衛生活動の推
進
１． 新規入場者の安全教育の徹底

まるひろけんせつ

104 株式会社 丸博建設

２． 建設機械重機の災害防止
３． 熱中症予防対策を徹底
１． 墜落災害・転倒災害防止のため脚立の安全使用を徹底する

まるまさこうむてん

105 株式会社 丸政工務店

２． 手持ち丸のこの安全使用を徹底する
３． 職長によるミーティングを徹底する
１． 熱中症対策の実施

まるよしけんせつ

106 丸良建設 株式会社

２． 新規入場者教育の徹底
３． 使用機械の日常点検の徹底

み

１． 墜落・転落の防止
みつよしけんせつ

107 三善建設 株式会社

２． 機械災害の防止
３． 飛来・落下の防止

12

索引に戻る

事業場名

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 新規入場者・KY 活動の徹底

みやじまけんせつ

108 宮嶋建設 株式会社

２． 熱中症予防対策の実施
３． 転倒、転落災害の防止対策徹底
４． 重機災害、交通事故防止に対する意識の高揚
１． クローラークレーン・ホイストクレーン災害の撲滅

みやまさこうぎ ょう

109 株式会社 宮昌工業

２． 飛来・落下災害の撲滅
３． 衝突・はさまれ災害の撲滅

め

１． 第三者災害の防止
めいせ いけん せつ

110 株式会社 明成建設

２． KY ミーティングの徹底実施
３． 保護具の完全着用・使用

も

１． 安全衛生教育の徹底
もといどぼく

111 株式会社 基土木

２． 墜落災害の防止
３． 土砂崩壊災害の防止

や

４． 指差し声掛け確認。危険作業前の定番化。
やえやまこうぎょう

112 八重山興業 株式会社

５． 作業手順の確認・始業前点検の徹底化。
６． 整理・整頓・清掃・清潔の徹底化。
１． 定期安全衛生パトロールの実施

やしまぐみ

113 株式会社 屋島組

２． 安全衛生計画書に基づく活動 （整理・整頓・清掃・清潔・躾）
３． 安全施工サイクルの実施 （新規入場者教育・KYK 活動記録）
４． 建設機械の始業前点検の実施
１． 建設機械・クレーン等の災害防止

やすおかけんせつ

114 安岡建設 株式会社

２． 転落・墜落災害の防止
３． 熱中症防止対策の徹底（作業環境の整備）
１． 安全管理活動を理解させ実施する。

や ぶ ど け ん

115 株式会社 屋部土建

２． 土砂崩壊、墜落、機械工具類、重機機械による災害を防止す
る。
３． 安全教育・指導の目的・理由を明確にし実施する。

よ

１． 我が社は新規入場者教育を徹底する。
よ ぎ ぐ み

116 株式会社 与儀組

２． 我が社は安全パトロールを強化し安全活動の指導・助言をする。
３． 我が社は安全講習会を定期的に開催する。
１． 墜落・転落災害防止のため、安全柵の設置・安全帯の使用の徹

よね もり けんせつこう ぎょう

117 株式会社 米盛建設工業

底を行う。
２． 道路工事における交通事故防止対策を徹底する。
３． 始業開始前の安全ミーティングを確実に行う。

り

１． 工事計画段階における安全衛生の確保を徹底する。
りゅうすいけんせつ

118 琉穂建設 株式会社 New

２． 重機機械等に係る作業の安全性の確保を徹底する。
３． 適正な方法による作業の実施を推進する。
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事業場名
わ

ゼロ災とするため強化する取組（宣言内容）
１． 電動工具の使用前点検・適正使用

わこうけんせつこうぎょう

119 株式会社 和高建設工業

２． 脚立からの転落防止
３． 熱中症対策実施

本内容は各事業場の代表者によるゼロ災宣言（災害防止上の重点対策）した内容です。
沖縄県建設業ゼロ災運動へのリンクはこちら

14

索引に戻る

