
令和３年 令和２年 増減

死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷

全 業 種 ６ 704 7 588 ▼１ 116

製 造 業 １ 80 1 70 10

建 設 業 ３ 95 １ 112 2 ▼17

運輸交通業 １ 63 １ 66 ▼3

農 林 業 ０ 12 １ 13 ▼1 ▼1

第三次産業 １ 451 ２ 322 ▼1 129

商 業 ０ 125 １ 94 ▼1 31

保健衛生業 ０ 173 ０ 88 85

接客娯楽業 ０ 70 ０ 51 19

清掃・と畜業 ０ 38 １ 45 ▼1 ▼7

その他第三次 １ 19 ０ 21 1 ▼2

愛 言 葉職 場 に 飛 び 交 う

ご安全に !

大分監督署
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大分労働基準監督署 安全衛生課
〠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
管轄
区域

< 業種別内訳 >

※ 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。
※新型コロナウイルス感染症による死傷者数は、113人である。

労働災害発生状況
12月末
速報値

大分労働基準監督署管内では、令和４年１月１日から12月31日までの１年間、経営トップが最優先で取り組
む安全活動の内容をすべての労働者に宣言し、労使一体となった労働災害防止活動を展開することを目的とした、
2022年大分労働基準監督署管内「一社・一安全宣言」運動を展開します。
安全宣言は272事業場が行い、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。掲載は順不同です。
なお、公表を希望しない事業場については掲載しておりません。

住友化学(株)大分工場 (有)ファン工業 ユワキヤ醤油(株) (株)岩田鐵工所 (株)アステック入江大分支店 濱田重工

(株)大分支店 ムサシ工業(株) 三造加工(株) (株)Ｔ－ｓｔｙｌｅ 大分製紙(株)大分工場 (有)安東工業所 (株)建世

(株)サンソセンター 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株) (株)カマック 日本製鉄(株)九州製鉄所大分地区

(株)テツウン 大分キヤノン(株) NSスチレンモノマー(株) 大分興業(株)ENEOS事業所 菅原工業(株) (株)三和

BXケンセイ(株) 大分電子工業(株)日出工場 木本機器工業(株) エスティケイテクノロジー(株) (株)上組大分支店

九州電力送配電(株)別府配電事業所 (株)三井Ｅ＆Ｓマシナリー大分工場 大分キヤノンマテリアル(株)大分事業所

大分キヤノンマテリアル(株)杵築事業所 (株)ジャパンセミコンダクター大分事業所 東亞合成(株)大分工場

(株)デンケンエレクトロニクス事業部 昭和電工ガスプロダクツ(株)大分工場 日本ポリエチレン(株)大分工場

日本エラストマー(株)大分工場 日本硫炭工業(株) 昭和電工(株)大分コンビナート サンアロマー(株)大分工場

日油(株)大分工場 鶴崎共同動力(株) 山九(株)大分支店 (株)テツゲン九州支店大分事業所 山九(株)大分支店

ＪＸ金属製錬(株)佐賀関製錬所 日本鋳銅(株)佐賀関工場 ＪＸ金属製錬ロジテック(株) (株)富士一工業 (有)港工業

瀬戸内工業(株) (有)双葉工業 大分鉛鐵(株) 杉崎工業(株) (株)大森工業所 富士岐工産(株)大分事業所佐賀関出張所

(株)南日本造船大分事業部製造Ｇ (株)南日本造船建造Ｇ (株)南日本造船船装Ｇ (株)南日本造船機電装Ｇ

(株)南日本造船塗装Ｇ (株)南日本造船生産管理Ｇ ミナミリエンジニアリング大在(株) (株)大成工業

(株)フジテクノ 南日本物流サービス(株) 長崎船舶装備(株) (有)荒金組 豊州ポートサービス(有) 大地塗装工業(株)

(有)大山工業 宝工業(株) ＢＥＭＡＣ(株) 太平船舶(有) (株)ミナミテックス 西日本電線(株)

製造業

2022 大分監督署管内「一社・一安全宣言」運動 参加事業場

へ

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、当署管内の休業４日以上

の死傷者数は令和３年12月末速報値が704人（前年比20％増）と

なり、平成30年から４年連続の増加となる見込みとなっています。

業種別では、右グラフのとおり保健衛生業及び製造業で増加、建設業

及び運輸交通業で減少しました。

「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、労働災害防止の取組に一層の御

理解と御協力をお願いします。
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死傷者数の推移（全業種）
（黒字は３月末時点での確定値）

業種別死傷者数の推移
（12月末速報値）

保健衛生業

製造業

建設業

運輸交通業

保健衛生業 運輸交通業 ☞２年連続減の見込み

☞前年比14％増

☞過去最多

建設業 製造業☞４年連続減の見込み

裏面に続く

白字は12月末速報値

推計値



大分液化ガス共同備蓄(株)大分事業所 (株)デンケン本社工場 (株)ユービック 黒崎播磨(株)九州支店大分営業所

(株)デンケンメタルソリューション事業部 (株)ホックス タカキ製作所 (株)アーテック (株)デンケン高崎工場

(株)ティー・シージャパン 豊栄建設(株) (株)タカフジ ピーエム工業(株) (株)ユニティーシステム

(株)献崇開発 (株)藤工務店 明大工業(株) (株)菅組 (株)セキ土建 (株)日新建設 (有)秋則建設 柴田建設(株)

日新興業(株) 山九大分ビジネス(株) (株)ゲット・ワーカー (株)後藤組 (株)平和建設 (株)別所商事

(株)三道興安社 敷総合建設(株) (株)タカハシ (有)仁田野建設 徳丸綜合建設(株) 三浦国土建設(株)

新成建設(株) 佐藤土木(株) 明和プラント工業(株) 麻田建設(有) (株)安東建設 ウメサン(株)日本製鉄事業所

(有)幸野建設 五洋建設(株)大分営業所 (株)九電工別府営業所 富士岐工産(株)大分事業所 梅林建設(株)

後藤建設(株) 柳井電機工業(株) 阿比野建設(株)大分事業所 豊国建設(株) (株)秋田建設工業 (株)安部組

(有)西環 (有)双国建設 大徳電業(株) 法友建設(株) (株)大分電設 利光建設工業(株) 阿部建設(株)

大野塗装工業(有) (株)カシワバラ・コーポレーション大分営業所 (株)センコー企画 (株)佐伯建設 (株)三浦建設

(株)きんでん大分営業所 (株)和田組 三和テクノ(株)大分事業所 平和扶桑テクノ(株) 朝日工業(株)

野田信建設(株) 大洋興業(株)大分支店 (株)小畑組 朝日工業(株)大分事業所 (株)平野工務店 佐藤建設(株)

(株)大総 堤建設工業(株) (株)熊野建設 (株)ＡＫ企画 (株)今吉機設 三共電設(株) (有)柳井プラント

(有)柳井プラント高城営業所 木戸産業(株) 日鉄環境(株)九州支店大分地区 弘洋工業(株) 明星工業(株)大分営業所

東亜外業(株)大分事業所 ＪＸ金属プラント佐賀関(株) 岡本工業(有) (有)合原鉄工所 (株)日栄佐賀関出張所

(株)山南工業佐賀関事業所 朝日工業(株)佐賀関製錬所出張所 ＭＫプランテック(株)佐賀関営業所

(株)九電工大分営業所 河野電気(株)佐賀関事業所 孝基建設(株) りんかい日産建設(株)九州支店大分営業所

(有)広和工業 (有)姫野工務店 (株)富士見工業 (株)スガテック大分支店

(有)ソーワテック (株)山一建設工業 松岡ゴム工業(有) (有)和田工業 (株)明和機工

(有)上野工事 (有)日向工業 (有)豊栄工業 (株)髙桜建設工業 麻生商事(有)

(有)テックエノモト (株)インターコープ (有)大永 (有)永松工務店 寺脇産業(有)

(有)開成工業 (有)東九機工 (有)松本工事 (有)一心工業 (有)桑原工業

大分タクシー(株) トキワ運輸(株) (株)鶴見運送 大分運輸(株) 東九総合運輸(株)

臼杵運送(株)鶴崎支店 大分交通(株)本社 大分交通(株)大分営業所 三協通産(株)

大分交通(株)別府営業所 大分交通(株)国東営業区 (株)ヤクシン運輸大分南営業所

(株)ヤクシン運輸大分営業所 大分海陸運送(株) 鶴海運輸(株) 日鉄物流大分(株)

日本郵便輸送(株)大分営業所 九絆運輸(株)大分営業所 (株)大分丸運

(有)丸栄産業 鶴崎海陸運輸(株)日本製鉄事業部 住吉運輸産業(株) 大分港運(株)

運輸交通業・貨物取扱業

山忠商店(株) 老人保健施設メディトピアこが 日鉄ソリューションズ(株)

(福)別府発達医療センター (医)柊優会みやざき内科リウマチクリニック

(株)トキハ (独)国立病院機構大分医療センター 大分ビル管理(株)

三井E&Sシステム技研(株)大分事務所 サービス付き高齢者向け住宅あしすと

(医)立清会 くにさきケアセンターなのみ (福)松山会紅葉苑 (福)一燈園

セブンイレブン大分政所２丁目店 イオン九州(株)イオンパークプレイス大分店

(医)慈善会介護老人保健施設さくらハウスぜぜ (株)トキハインダストリー

老人保健施設六和会センテナリアン 介護老人保健施設ゆふいん風香

(福)太陽の家 一般(財)九州電気保安協会大分支部 社会(医)敬和会大分岡病院

臼杵市医師会介護老人保健施設南山園 九州エイエムサービス(株)

川井田産業(有) 社会(医)三愛会三愛呼吸器クリニック

介護老人保健施設わさだケアセンター 庄内診療所 社会(医)敬和会大分豊寿苑

社会(医)三愛会介護老人保健施設たばる 大分三愛メディカルセンター

有料老人ホームさんさん HOKO(株) (福)別福会

第三次産業

九州製鉄所大分地区協力会大協会 くにさきエコシステム(株) 西ノ洲環境(株)

日鉄ビジネスサービス九州(株)大分事業所 建設業労働災害防止協会大分県支部

その他の事業

2022年大分労働基準監督署管内「一社・一安全宣言」運動に参加いただいた事業場

名等は、近日中に大分労働局ホームページにて公表する予定としています。

建設業

2022 大分監督署管内「一社・一安全宣言」運動 参加事業場
大分労働基準監督署通信 ご安全に！ 第６３号 令和４年１月発行

一社・一安全宣言確認証交付の様子
佐伯建設（株）様（上）
（株）南日本造船様（下）

一社・一安全宣言確認証


