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大分労働基準監督署 安全衛生課 

管 轄 
区 域 

今年は過去最多の４７２事業場が安全宣言を行い、各事業場で決議した重点事項の推進に取り組みます。 

本運動参加事業場は以下のとおりです。業種別に 50 音順で掲載しています。 

〠870-0016  

大分市新川町 2-1-36 大分合同庁舎 2 階 
☎ 097-535-1513  FAX 097-536-2471 

大分市・別府市・杵築市・由布市・国東市・ 
速見郡日出町・東国東郡姫島村 

大分監督署管内「安全宣言」運動 2019
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死傷者数の推移（全業種） 

※ 労働者死傷病報告（休業 4 日以上）の受理件数を集計したもので、 死傷
者数には死亡者数を含む。 

※ 鉱業、貨物取扱業、畜産水産業は業種別内訳に表示していない。 

大分監督署 平成 30 年 前年同期 増 減 
死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 

全 業 種 ３ 647 10 630 ▼7 17 

業種別内訳       

製 造 業  96 1 77 ▼1 19 

建 設 業 1 125 5 119 ▼4 6 

運輸交通業  78  56  22 

農 林 業  17  19  ▼2 

 

商 業  100 2 100 ▼2 0 

保健衛生業  80  72  8 

接客娯楽業  59  78  ▼19 

清掃・と畜業  38 2 49 ▼2 ▼11 

その他第三次 2 49  50 2 ▼1 

（第三次産業） 2 326 4 349 ▼2 ▼23 

1 年間の死亡者３人は過去最少です。 

 愛 言 葉 職 場 に 飛 び 交 う  

ご安全に ! 

製造業
00 

３年連続 へ 管内の労働災害 
による死傷者数 

当署管内の平成 30 年における休業 4 日以上の死傷者数は、平成

31 年 1 月末速報値が 647 人（前年比 2.7％増）となり、平成 28

年から 3 年連続の増加となる可能性が非常に高くなっています。 

 業種別では、右グラフのとおり、建設業、製造業、保健衛生業  

（病院・社会福祉施設など）及び運輸交通業の増加が顕著です。 

 「2022 年の全業種の死傷者数を 627 人以下とする」という第 13 次

労働災害防止計画の目標達成に向け、労働災害防止の取り組みに

一層のご理解とご協力をお願いします。 

保健衛生業 運輸交通業 ☞３年連続増 ☞前年比25％増 ☞過去最多 

業種別死傷者数の推移（1月末速報値） 

白字は 1 月末速報値 

推計値☞ 

確定値☞ 
建設業 

製造業 

運輸交通業 

保健衛生業 

建設業 製造業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         安心院運輸㈱  大分運送㈱  大分運輸㈱  大分海陸運送㈱  大分港運㈱  大分交通㈱本社/大分営業所/ 

国東営業区/別府営業所  大分はとタクシー㈱  大分みなとタクシー㈱  大分臨海興業㈱  オーケーはとタクシー㈱  九州安芸重機運輸㈱ 

大分支店  ㈱サンキュウ・トランスポート・九州大分営業所  三協通産㈱  昭和産業㈱  住吉運輸産業㈱  第一交通㈱湯布院営業所 

㈱ちゅうえき大分営業所  鶴海運輸㈱  鶴崎海陸運輸㈱  鶴崎海陸運輸㈱昭電事業部  鶴崎海陸運輸㈱新日鐵住金事業本部 

日鉄住金物流大分㈱  速見はとタクシー㈱  豊後通運㈱  ㈲丸栄産業  丸全昭和運輸㈱関西支店  みなとタクシー㈱ 

運輸交通業・貨物取扱業 

          ㈱インターコープ大分営業所  ㈱インフォセンス  ㈱ウエダ商工  ㈱魚国総本社 

栄和産業㈱大分営業所  エースディードライブ㈱  エスアンドエス㈱  ㈱エム・アンド・アイ  ㈱ＭＥＳファシリ 

ティーズ大分事業所  エレファントジャパン㈱  ㈱オーイーシー  小野建㈱大分本店  ㈱九州日立システムズ   

九州ベアリング㈱大分営業所  九電産業㈱新大分事業所  クリタ・ケミカル西日本㈱大分支店  建機整備㈲  

建設業労働災害防止協会大分県支部  ㈱ザイナス  三信産業㈱  三信産業㈱新日鐵住金構内営業所 

㈱シーエイシー  ＪＲ九州サービスサポート㈱大分支店  ㈱システムトレンド  ㈱消防防災  新光石油㈱ 

新日鉄住金ソリューションズ㈱  新日本非破壊検査㈱大分営業所/大分東出張所  ソフトリンク㈱ 

大交ソリューションズ㈱  タナベ環境工学㈱  千代田商事㈱大分営業所  テックシステム㈱  東南貿易㈱ 

大分営業所  西ノ洲環境㈱  ㈱ＮＩＣＳ大分事業所   日進メンテナンス㈱  日鉄住金テクノロジー㈱大分 

事業所  日鉄住金ビジネスサービス大分㈱  日鉄日立システムエンジニアリング㈱  日本工業検査㈱大分営業所 

㈱バイオス  藤澤環境開発㈱  ㈱松萬  三井Ｅ＆Ｓシステム技研㈱大分事務所  ㈱ミック九州大分支店 

ミドリ安全大分㈱  ㈱本山製作所大分サービスセンター  豊鋼材工業㈱大分営業所  ユニット㈱大分営業所 

㈱ユビキタステクノロジー  リコージャパン㈱販売事業本部大分支社大分営業部 

その他の業種 

大分監督署管内「安全宣言」運動 2019 参加事業場 
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         ㈲相川工業所   愛幸建設工業㈲   ㈱秋田建設工業   麻田建設㈲   朝日工業㈱大分事業所   旭興産㈱   

アスク・サンシンエンジニアリング㈱大分営業所  アズビル㈱アドバンスオートメーションカンパニー大分営業所  麻生商事㈲  ＡＮＡＩ㈱   

㈱安部組  ㈱安東建設  ㈲一心工業  ㈱今吉機設  ㈲岩尾商事  上田重建㈲  ㈲上野工事  内海板金工業㈱  ウメサン㈱昭電事業所 

ウメサン㈱新日鐵住金事業所  梅林建設㈱  ㈱ＡＫ企画  ㈱ＥＶＯ  MK プランテック㈱佐賀関営業所  ㈲大分ガス圧接工業  ㈱大分電設 

㈱大川技研  ㈲岡ゴム商会  岡本工業㈲  鬼塚電気工事㈱  鬼塚産業㈱  ㈲開成工業  ㈲カイダ電設  角栄建設工業㈱  

鹿島・竹中土木・三井住友特定建設工事共同企業体大分川ダム建設工事事務所  ㈱カシワバラ・コーポレーション大分石油化学コンビナート作業所 

㈱上組三井Ｅ＆Ｓマシナリー事業部  ㈲加茂電子工業  河野電気㈱  河野電気㈱佐賀関事業所  ㈱杵築建設  ㈱木戸硝子  ㈲久工機電 

九鉄工業㈱大分支店  ㈱九電工大分営業所  ㈱九電工大分支店  ㈱九電工佐賀関工事所  久和電気工事㈲  ㈲共成工業  協和工業㈱ 

㈱協和商会  極東興和㈱西大内陸橋作業所  清末塗装㈱  清本鐵工㈱大分事業部  ㈱熊野建設  ㈱グランディーズ  ㈲桑野建設 

㈲桑原工業  ㈲幸野建設  ㈲甲原組  弘洋工業㈱  ㈲広和工業  ㈲五大計装  ㈱後藤組  後藤建設㈱ 後藤建設㈱末広南春日線作業所 

五洋建設㈱大分営業所  ㈱佐伯建設  ㈱SAKAE  佐藤建設㈱  佐藤土木㈱  山九㈱  山九㈱大分東支店  山九大分ビジネス㈱ 

三共電設㈱  ㈱三興大分出張所 

三和エンジニアリング㈱  三和テクノ㈱大分事業所 

敷総合建設㈱  ㈱実崎鉄工  柴田建設㈱ 

柴田建設㈱大野川河道掘削作業所/三光跡田 

地区作業所/三光田口地区作業所/竹田防護柵 

作業所/中島錦町歩道作業所  新栄電工㈲ 

㈱新興プラント工業  ㈱真生  新成建設㈱  

新日本熱学㈱大分事業所  ㈱菅組   

㈱スガテック大分支店  ㈱スナオ産業  ㈱セキ土建 

㈱センコー企画  ㈲双国建設  ㈲ソーワテック ㈲大永  大栄㈱  大貴建設㈱  ㈲大政電気工事  大同電設㈱大分支店  大徳電業㈱ 

㈱太豊テクノス  大洋興業㈱大分支店 ㈱髙桜建設工業  高島建設㈱  ㈱タカフジ  ㈲竹本建設  ㈱巽工業  ㈲テックエノモト  寺脇産業㈲ 

東亜外業㈱大分事業所  東海プラントエンジニアリング㈱大分事業所  ㈲東九機工  東興ジオテック㈱大分営業所  ㈱東部開発  特殊基礎建設㈱ 

利光建設工業㈱  ナカノス建設工業㈱  ㈲永松工務店  西川計測㈱九州支社  ㈲西環  西日本グッドパートナー㈱  ニチアス㈱昭和電工事務所 

㈱日栄  日揮プラントイノベーション㈱大分事務所  ㈱日建総合建設  ㈱日新建設  日進メンテナンス㈱  日鉄住金テックスエンジ㈱大分支店   

日鉄住金テックスエンジ㈱佐賀関事業所  日鉄住金テックスエンジ㈱大分支店  ㈱NIPPO 大分統括事業所  日本通運㈱  日本スピング㈱ 

大分事業所  日本通商㈱  ㈱PPC プラント佐賀関  東九州機械工業㈱  ㈲姫野工務店  ㈲姫野電気工事  ㈲日向工業  平倉建設㈱   

㈱平野工務店  ㈲廣瀬組  ㈲廣瀨建設  ㈲広瀬製作所  富士岐工産㈱大分事業所  ㈲平整工業  平和扶桑テクノ㈱  ㈱別所商事 

別鐵工業㈲  豊國建設㈱  豊國建設㈱昭和電工構内作業所  ㈲豊翔  豊南電工㈱  法友建設㈱  ㈲正宗工業  松岡ゴム工業㈲ 

㈲松建工業  ㈲松本工事  丸栄産業㈱大分出張所  ㈱三浦建設  三浦国土建設㈱  ㈲三佐電機  ㈲嶺藤鉄工  ㈱三好鉄工所大分 

事業所  明大工業㈱  ㈱明和機工  明和プラント工業㈱  望月電設㈲  柳井電機工業㈱  柳井電機工業㈱昭和電工事務所  ㈲柳井プラント  

㈲柳井プラント高城事務所  ㈱山一建設工業  大和工業㈲  大和工業㈱大分事業所  ㈱大和電業社  ㈱山南工業佐賀関事業所 

㈲山西電気  ㈱ユニティーシステム  吉田建設㈱  りんかい日産建設㈱大分営業所  ワコーエンジニアリング㈱  ㈲和田工業  ㈱渡辺企画 

建設業 

安全宣言運動確認証書 


