
長崎県安全・安心まちづくりパートナーシップ事業所一覧 （R4.7.6）

1 有限会社松浦観光 松浦市

2 長崎産業資材縫製株式会社 佐世保市

3 福江商工会議所 五島市

4 タイガー貝津店 諫早市

5 株式会社あたご（あたご自動車学校） 長崎市

6 島原鉄道株式会社　本社 島原市

7 株式会社ひぐち 長崎市

8 まるみつ佐々 佐々町

9 ジョイフル長崎愛野 雲仙市

10 ジョイフル大村 大村市

11 まるみつ諫早１号 諫早市

12 まるみつ大塔 佐世保市

13 遊ｉｎｇ時津 時津町

14 株式会社ピースパーク 長崎市

15 ピースパーク葉山店 長崎市

16 ピースパーク浜町店 長崎市

17 ピースパーク目覚店 長崎市

19 株式会社ささや 長崎市

20 株式会社一広 長崎市

21 株式会社勝手 大村市

23 株式会社トヨタレンタリース長崎 長崎市

24 有限会社有川タクシー 新上五島町

25 株式会社なかはら 壱岐市

26 五島中央病院 五島市

27 大和ハウス工業株式会社長崎支店 長崎市

28 株式会社五島（五島自動車学校） 五島市

30 大和ハウス工業株式会社KTNハウジングギャラリーｉｎ喜々津展示場 諫早市

32 一般社団法人長崎銀行協会 長崎市

33 株式会社富士国際ホテル 佐世保市

34 世知原温泉株式会社 佐世保市

35 クインテッサホテル佐世保 佐世保市

36 中村造園株式会社 佐世保市

37 石油商業組合 長崎市

38 株式会社博多屋佐世保ワシントンホテル 佐世保市

39 レオプラザホテル佐世保 佐世保市

40 有限会社ビジネスホテル富士屋 佐世保市

41 株式会社九電工長崎支店 長崎市

42 株式会社ローレライ（ホテルローレライ） 佐世保市

43 株式会社今村商店 対馬市

44 株式会社零アーバンサービスステーション給油所 佐世保市

45 光洋石油株式会社出島給油所 長崎市

46 光洋石油株式会社時津給油所 時津町

47 光洋石油株式会社恵美須町給油所 長崎市

48 光洋石油株式会社福江給油所 五島市

49 一般社団法人佐世保銀行協会 佐世保市
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50 弓張の丘ホテル 佐世保市

51 セントラルホテル佐世保 佐世保市

52 株式会社させぼパレスホテル 佐世保市

53 有限会社川淵石油 平戸市

54 平戸建設株式会社ニューポート石油 平戸市

55 ホテルフラッグス九十九島 佐世保市

56 株式会社ドコモＣＳ九州長崎支店 長崎市

57 有限会社広畝商店 西海市

58 有限会社喜多石油 南島原市

61 西部ガス・カスタマーサービス（株）長崎事業所 長崎市

64 西海橋コラソンホテル 佐世保市

65 長崎掖済会病院 長崎市

66 𠮷田海運株式会社県央営業所 諫早市

67 𠮷田海運株式会社本社営業所 佐世保市

68 有限会社こつじ 小値賀町

69 島原市地域包括支援センター 島原市

70 株式会社島原自動車学校 島原市

71 有限会社普賢石油 東彼杵町

72 ＭＡＤＯショップ島原外港店 島原市

74 株式会社昇運石油 壱岐市

75 江浜石油店 新上五島町

76 丸善峰石油株式会社 島原市

77 浦プロパン石油店 対馬市

78 有限会社まるいしシェル 島原市

79 特別養護老人ホーム　なの花 長崎市

80 コスモスガーデン　桜の里 長崎市

81 コスモスガーデン　新港 長崎市

82 コスモスガーデン　こすもす 長崎市

83 株式会社アイスタン 長崎市

84 有限会社サトーコーポレーション 島原市

85 鈴木石油株式会社 対馬市

86 星野建設株式会社 島原市

87 LIXILリフォームショップ星野建設島原店 島原市

88 星野建設株式会社対馬支店 対馬市

89 星野建設株式会社諫早営業所 諫早市

90 長崎県病院企業団本部 長崎市

91 長崎県五島中央病院附属診療所　奈留医療センター 五島市

92 郷ノ浦町漁業協同組合 壱岐市

93 長崎県上五島病院 新上五島町

94 東邦石油有限会社 長崎市

95 長南石油店 新上五島町

96 ファミリーマート島原城下町店 島原市

97 ファミリーマート島原弁天町店 諫早市

98 長崎県対馬病院 対馬市

99 有限会社濱﨑石油 新上五島町

100 長崎県島原病院 島原市



自治体登録番号 事業所名

101 株式会社ＪＲ長崎シティ 長崎市

102 九州電力株式会社　長崎支店 長崎市

103 九州電力株式会社　長崎営業所 長崎市

104 九州電力送配電株式会社　佐世保配電事業所 佐世保市

105 九州電力株式会社　佐世保営業所 佐世保市

106 九州電力送配電株式会社　島原配電事業所 島原市

107 九州電力株式会社　島原営業所 島原市

108 九州電力送配電株式会社　大村配電事業所 大村市

109 九州電力株式会社　大村営業所 大村市

110 九州電力送配電株式会社　五島配電事業所 五島市

111 九州電力株式会社　五島営業所 五島市

112 九州電力送配電株式会社　平戸配電事業所 平戸市

113 九州電力株式会社　平戸営業所 平戸市

114 川添石油株式会社 壱岐市

115 主藤石油店 対馬市

116 野村産業株式会社小奈良尾給油所 新上五島町

117 増本石油株式会社 佐世保市

118 社会福祉法人優輝会特別養護老人ホーム恵珠苑 長崎市

119 生活協同組合ララコープ 長与町

120 生活協同組合ララコープ　北部支所 長与町

121 生活協同組合ララコープ　長崎西支所 長崎市

122 生活協同組合ララコープ　長崎東支所 長崎市

123 生活協同組合ララコープ　南部支所 長崎市

124 生活協同組合ララコープ　諫早支所 諫早市

125 生活協同組合ララコープ　大村支所 大村市

126 生活協同組合ララコープ　島原支所 島原市

127 生活協同組合ララコープ　五島支所 五島市

128 生活協同組合ララコープ　佐世保南部支所 佐世保市

129 生活協同組合ララコープ　佐世保北部支所 佐世保市

130 生活協同組合ララコープ　ララ新戸町 長崎市

131 生活協同組合ララコープ　ララあたご 長崎市

132 生活協同組合ララコープ　ララ日野 佐世保市

133 生活協同組合ララコープ　ララ黒髪 佐世保市

134 生活協同組合ララコープ　ララなめし 長崎市

135 生活協同組合ララコープ　ララ矢上 長崎市

136 生活協同組合ララコープ　ララながよ 長与町

137 生活協同組合ララコープ　ララ富の原 大村市

138 生活協同組合ララコープ　ララ花高 佐世保市

139 有限会社大和商事石油店青方給油所 新上五島町

140 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社長崎支店 長崎市

142 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社長崎支店佐世保支社 佐世保市

143 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社長崎支店島原支社 島原市

144 まるたか生鮮市場　幸町店 諫早市

145 まるたか生鮮市場　小野店 諫早市

146 まるたか生鮮市場　駅前店 諫早市

147 アエル　まるたか 諫早市



自治体登録番号 事業所名

148 まるたか生鮮市場　富の原店 大村市

149 まるたか生鮮市場　三城店 大村市

150 まるたか生鮮市場　池田店 大村市

151 まるたか生鮮市場　稲佐店 長崎市

152 まるたか生鮮市場　矢の平店 長崎市

153 まるたか生鮮市場　小江原店 長崎市

154 フレッシュハウス　鍛冶屋町店 長崎市

155 まるたか生鮮市場　西町店 長崎市

156 フレッシュハウス２　まるたか観光通り店 長崎市

157 まるたか生鮮市場　東長崎店 長崎市

158 まるたか生鮮市場　もみじが丘店 佐世保市

159 まるたか生鮮市場　早岐店 佐世保市

160 まるたか生鮮市場　多良見店 諫早市

161 まるたか生鮮市場　有明店 島原市

162 有限会社国弘企画 長崎市

163 ティーエムエス株式会社 佐世保市

164 株式会社マユミ 川棚町

165 株式会社市場建築 西海市

166 株式会社　エレナ　本部 佐世保市

167 エレナ　えきマチ１丁目店 佐世保市

169 エレナ　矢上店 長崎市

170 エレナ　名切店 佐世保市

172 エレナ　福田店 平戸市

173 エレナ　波佐見店 波佐見町

174 エレナ　日見店 長崎市

175 エレナ　島原栄町店 島原市

176 エレナ　島原店 島原市

177 エレナ　天神店 佐世保市

178 エレナ　長与店 長与町

179 エレナ　竹松店 大村市

180 エレナ　大野店 佐世保市

181 エレナ　大塔店 佐世保市

182 エレナ　大村中央店 大村市

183 エレナ　相生店 佐世保市

184 エレナ　相浦店 佐世保市

185 エレナ　早岐店 佐世保市

186 エレナ　川棚店 東彼杵町

187 エレナ　西海店 西海市

188 エレナ　深堀店 長崎市

189 エレナ　上小島店 長崎市

190 エレナ　小江原店 長崎市

191 エレナ　時津店 時津町

192 エレナ　山祗店 佐世保市

193 エレナ　三和店 長崎市

194 エレナ　佐々店 佐々町

195 エレナ　国見店 雲仙市



自治体登録番号 事業所名

196 エレナ　高来店 諫早市

197 エレナ　広田店 佐世保市

198 エレナ　五番街店 佐世保市

199 エレナ　京坪店 佐世保市

200 エレナ　久原店 大村市

201 エレナ　吉岡店 佐世保市

202 エレナ　ｍｉｎｉサンクル店 佐世保市

204 なかよし村　有喜店 諫早市

206 ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ　させぼ五番街店 佐世保市

207 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店 島原市

209 ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店 佐世保市

210 ダイソー　エレナ 福田店 長崎市

211 ダイソー　エレナ 波佐見店 波佐見町

212 ダイソー　エレナ 日見店 長崎市

213 ダイソー　エレナ 島原店 島原市

214 ダイソー　エレナ 相浦店 佐世保市

215 ダイソー　エレナ 川棚店 川棚町

216 ダイソー　エレナ 深堀店 長崎市

217 ダイソー　エレナ 高来店 諫早市

218 ダイソー　エレナ 空港通店 大村市

220 有限会社佐世保大塔自動車学校 佐世保市

221 協和機電工業株式会社　時津事業所 時津町

222 長崎ヤクルト株式会社 長崎市

223 長崎ヤクルト株式会社　長崎中央サービスセンター 長崎市

224 長崎ヤクルト株式会社　深堀サービスセンター 長崎市

225 長崎ヤクルト株式会社　長崎西部サービスセンター 長崎市

227 長崎ヤクルト株式会社　昭和町サービスセンター 長崎市

228 長崎ヤクルト株式会社　時津サービスセンター 時津町

229 長崎ヤクルト株式会社　滑石サービスセンター 長崎市

230 長崎ヤクルト株式会社　城山サービスセンター 長崎市

231 長崎ヤクルト株式会社　新大工サービスセンター 長崎市

232 長崎ヤクルト株式会社　東長崎サービスセンター 長崎市

233 長崎ヤクルト株式会社　長崎南部サービスセンター 長崎市

234 長崎ヤクルト株式会社　諫早サービスセンター 大村市

235 長崎ヤクルト株式会社　大村サービスセンター 大村市

236 長崎ヤクルト株式会社　島原中央サービスセンター 島原市

237 長崎ヤクルト株式会社　川棚サービスセンター 川棚町

238 長崎ヤクルト株式会社　あいのサービスセンター 雲仙市

239 長崎ヤクルト株式会社　南高東部サービスセンター 南島原市

240 有限会社ふなき電器 諫早市

241 大村市モーターボート競走事業 大村市

242 エレナ　稲佐店 長崎市

243 九州教具株式会社 大村市

244 ホテルベルビュー長崎出島 長崎市

245 ホテルウイングポート長崎 長崎市

246 ホテルクオーレ長崎駅前 長崎市
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247 ホテルブリスヴィラ波佐見 波佐見町

248 株式会社ジョイフルサンアルファ 長崎市

249 株式会社ジョイフルサンアルファ　江川本店 長崎市

250 株式会社ジョイフルサンアルファ　山里店食品館 長崎市

251 株式会社ジョイフルサンアルファ　山里店生活雑貨館 長崎市

252 株式会社ジョイフルサンアルファ　新大工店 長崎市

253 株式会社ジョイフルサンアルファ　大浦店 長崎市

254 株式会社ジョイフルサンアルファ　稲佐店 長崎市

255 株式会社ジョイフルサンアルファ　城栄店 長崎市

256 株式会社ジョイフルサンアルファ　宝町店 長崎市

257 株式会社ジョイフルサンアルファ　木鉢店 長崎市

258 株式会社ジョイフルサンアルファ　本原店 長崎市

259 株式会社ジョイフルサンアルファ　生鮮加工センター 長崎市

260 株式会社　堀内組 佐世保市

261 株式会社　堀内組　長崎営業所 諫早市

262 株式会社　堀内組　佐々営業所 佐々町

263 株式会社　堀内組　松浦営業所 松浦市

264 株式会社　堀内組　西海営業所 西海市

265 東京海上日動火災保険株式会社　長崎支店 長崎市

266 長崎トヨペット株式会社　本社・出島店 長崎市

267 長崎トヨペット株式会社　葉山店 長崎市

268 長崎トヨペット株式会社　琴海店 長崎市

269 長崎トヨペット株式会社　佐世保店 佐世保市

270 長崎トヨペット株式会社　日野店 佐世保市

271 長崎トヨペット株式会社　大村店 大村市

272 長崎トヨペット株式会社　諫早店 諫早市

273 長崎トヨペット株式会社　島原店 島原市

274 長崎トヨペット株式会社　東長崎店 長崎市

275 長崎トヨペット株式会社　平戸口店 平戸市

276 長崎トヨペット株式会社　五島店 五島市

277 長崎トヨペット株式会社　レクサス長崎 時津町

278 長崎トヨペット株式会社　ユーカーランド久山 諫早市

279 長崎トヨペット株式会社　ボディーショップ滑石 長崎市

280 株式会社システック井上 長崎市

281 システック井上　テクノセンター 諫早市

282 システック井上　佐世保営業所 佐世保市

283 （株）伊藤園　長崎支店 大村市

284 株式会社琴花園 大村市

285 五島産業汽船株式会社 新上五島町

286 （一社）長崎県警備業協会 長崎市

287 有限会社アスカ 新上五島町

288 株式会社長南 長崎市

289 株式会社城保安警備 長崎市

290 長崎綜合警備株式会社 長崎市

291 長崎綜合警備株式会社　長崎支社 長崎市

292 長崎綜合警備株式会社　警送支社 長崎市
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293 長崎綜合警備株式会社　佐世保支社 佐世保市

294 長崎綜合警備株式会社　諫早支社 諫早市

295 長崎綜合警備株式会社　大村営業所 大村市

296 長崎綜合警備株式会社　島原営業所 島原市

297 メイセイセキュリティ株式会社 長崎市

298 星野管工設備株式会社 長崎市

299 株式会社夫津木通信興業 佐々町

300 一般社団法人長崎県指定自動車学校協会 長崎市

301 共立自動車学校・大野 佐世保市

302 雲仙自動車学校 島原市

303 佐世保中央自動車学校 佐世保市

304 長崎自動車学校 長崎市

305 株式会社浦上自動車学校 長崎市

306 有限会社新西海自動車学校 西海市

307 共立自動車学校・日野 佐世保市

308 株式会社共立自動車学校・江迎 佐世保市

309 株式会社川棚自動車学校 川棚町

310 ヒューマンスクール早岐 佐世保市

311 ヒューマンスクール松浦 松浦市

312 株式会社司コーポレーション 長崎市

313 有限会社本原自動車学校 長崎市

314 エレナ　田平店 平戸市

315 ダイソー　エレナ平戸店 平戸市

316 エレナ　プラットモール長崎店 長崎市

317 株式会社中央綜合警備保障 大村市

318 株式会社中央綜合警備保障　諫早営業所 諫早市

319 株式会社中央綜合警備保障　諫早第２営業所 諫早市

320 株式会社中央綜合警備保障　小船越営業所 諫早市

321 株式会社中央綜合警備保障　西諫早営業所 諫早市

322 株式会社中央綜合警備保障　島原営業所 島原市

323 株式会社中央綜合警備保障　東長崎営業所 長崎市

324 株式会社中央綜合警備保障　浦上営業所 長崎市

325 株式会社中央綜合警備保障　時津業所 時津町

326 株式会社中央綜合警備保障　佐世保営業所 佐世保市

327 株式会社中央綜合警備保障　佐世保北営業所 佐世保市


