
平成２６年度 安全標語優秀作品一覧 

 

【最優秀賞 １点】 

 

１ 危ないぞ 言える勇気と聞く心 みんなで作ろう ゼロ災職場 

                  三井住友金属鉱山伸銅㈱（三重） 西村 知紘 

 

【優秀賞  ９点】 

 

１ ヒヤリで済んだその作業 隠さず上司に報 連 相 皆で摘み取る危険の芽 

 古河電気工業㈱（日光）  松本 雅之 

 

２ 不安全 見たらその場で即注意 掛ける言葉に思いやり 願う気持ちは無災害 

   古河電気工業㈱（日光）  横田 康之 

 

３ 「助け合う」心がつくる 明るい職場 「思いやり」心ひとつで 快適職場 

  日本伸銅㈱  井田  亘 

 

４ いつもと違う 音 臭い 五感を使って 危険予知 

 ㈱藤井製作所  荘司  彰 

 

５ ケガはしません させません！互いに声掛け安全確認 みんなで目指す 0災害 

 古河電気工業㈱（日光）  長南 義弘 

 

６ 新人の目線に合わせた安全指導 新たに気が付くリスクの目  

いっしょに摘み取る職場の危険！  

㈱ＳＨカッパープロダクツ  日向寺 豊春 

 

７ トラブル時 止めたか 切ったか 動力源 守る手順で ０災害 

 ㈱ＵＡＣＪ銅管  大山 清一 

 

８ 止める勇気と待つ判断 手を出す前にＫＹＴ しっかり確認 ゼロ災職場 

三井住友金属鉱山伸銅㈱（三重） 二之湯 和伸 

 

９ 話し合おう 違う目線で危険予知 みんなで育てる安全意識 

                            ㈱日本特殊管製作所  上田  淳 

 

 

 

 

 



【佳作  ６６点】 

 

１ 慣れるほどわすれてしまうその危険 基本に返って安全作業 

 権田金属工業㈱  太田 慎一郎 

 

２ 仲間の気遣い思いやり そのひとことに感謝して  守ろうみんなでゼロ災職場 

  新日本ブラス㈱  崎山 幸江 

 

３ 慣れた作業の気のゆるみ 油断・手抜きは事故のもと 全員参加で危険予知！ 

   サンエツ金属㈱（新日東） 吉野 秀治 

 

４ 災害は心のゆるみと思い込み 焦らず 止まって指差呼称！  

 ㈱原田伸銅所  朝倉 智克 

 

5 いつもと違うと気付いたら 一歩下がって安全確認 

 DOWAメタル㈱  野島 隆史 

 

６ トラブル時慌てず 急がず一呼吸 我が身を守る 危険予知 

 ㈱コベルコマテリアル銅管（秦野） 鎌倉 秀樹 

 

７ 服装のみだれでわかる気のゆるみ 身なり整え安全作業  

    東洋精機㈱  田中 正典 

 

８ おかしいな 思った時に すぐ改善 異常の放置は 危険の放置  

   ㈱神戸製鋼所  沖田 義志 

 

９ その作業 いちど止まって考えよう 手の位置 立ち位置 安全確保 

                              ㈱ＵＡＣＪ銅管  境 健一朗 

 

10 トラブル時 焦る心にブレーキを 手を出す前に 安全確保  

㈱ＳＨカッパープロダクツ  坪井 民夫 

 

11 指差呼称!! 指で確認 目で確認 声で確認 安全行動！  

 ㈱ＳＨカッパープロダクツ  飯塚 貴之 

 

12 熟練も新人も危険の前では皆同じ 声かけ合ってルールを守る めざせ安心安全職場    

                              三菱伸銅㈱（三宝）  榎本 久美子 

 

13 安全は ヒヤリ・ハットの積み重ね 皆で気付いて摘出し 知恵を絞って即改善 

  ㈱キッツメタルワークス  下澤 一夫 

 



14 慣れに慣れるな 日々の作業 その一瞬が命取り 初心にかえって安全作業  

 丸江伸銅㈱  名和 恒亮 

 

15 安全は一人ひとりが責任者 人にたよらず自分から 確認点検０災害 

  日本伸銅㈱  前田 健一 

 

16 急な故障で慌てるな！ 動く設備は危険がいっぱい！ 必ず止めよう手を出す前 

DOWAメタル㈱  小早志 秀一 

 

17 ちょっと待て いつもと違うトラブル時  

よく見て・聞いて・考えて   動かす前に危険予知 

  ㈱原田伸銅所  成田  智 

 

18 災害は慣れと過信と油断から 初心にかえって ゼロ災職場  

 日本伸銅㈱  岡田 伸吾 

 

19 危険のサイン 感じた時こそ 「報・連・相」 改善重ねて 安全職場  

 川崎圧延㈱  外池 茉樹 

 

20 安全は任せず頼らず自分から 指差し 声出し 安全確認！ 

  古河電気工業㈱（日光） 矢﨑 知美 

 

21 ルールなくして 安全なし ルール守って 事故は なし  

 ㈱藤井製作所  安間 健一 

 

22 手を出すな！！ まずは設備を止めてから ゆとりをもって安全作業  

 DOWAメタル㈱  細野 智浩 

 

23 絶対なくそう したはず 見たはず 言ったはず 

    DOWAメタル㈱  手島 清登 

 

24 １人１人がルールを守り 新たな目線で危険予知  

相互注意で無事故 無違反 無災害！  

 日本伸銅㈱  清家 道明 

 

25  意識を変えるその言葉 伝える勇気と聞く気持ち みんなで作る安全職場     

 DOWAメタル㈱  鈴木 美穂 

 

26 確認は 焦るな急ぐな手を抜くな みんなで守ろう安全ルール  

 三菱伸銅㈱（三宝）  小森 啓司 

 



27 危険予知 感じたその時 即改善 やらずに後悔 大災害  

 ㈱藤井製作所  篠山 幸子 

 

28 安全にこれで終わりの言葉なし！ みんなで勝ち取れゼロ災職場  

 日本伸銅㈱  外山 友之 

 

29 忘れるな ルールがあること守ること 指差し呼称で身を守る  

初心に戻って安全確認！！ 

 ㈱キッツメタルワークス  武居 ルミ 

 

30 安全は「基本」と「予測」の積み重ね  

忘れるな！ルールがあること守ること 大きな声で指差称呼  

 古河電気工業㈱（日光） 中村 元気 

 

31 急ぐ時こそ まず KY 守ろう我が身と仲間の安全  

 ㈱コベルコマテリアル銅管（秦野） 渡辺 健一 

 

32 忘れるなルールがあること 守ること 習慣づけよう 安全確認 

                                       ㈱原田伸銅所  丸山 翔太 

 

33 安全は一人ひとりが責任者 意識を高めて安全作業 

三井住友金属鉱山伸銅㈱（上尾）  宮野 康子 

 

34 見かけた危険 気付いた危険 その時その場ですぐ注意！  

 三菱伸銅㈱（三宝）  照屋 智浩 

 

35 決めたこと 守る勇気と続ける努力 自分で作る 安全職場 

        ㈱キッツメタルワークス 河西 和恵 

 

36 注意し合おう 話し合おう 慣れと油断とルール無視 確認忘れず安全作業 

丸江伸銅㈱  加藤 めぐみ 

 

37 再確認 その手・その目・その耳で！ 

エムチューブ㈱（旧:松林金属） 上田 茂樹 

 

38 大丈夫 そう思わずに もう一度 周囲の確認 安全行動  

㈱神戸製鋼所  河村  純 

 

39 いつも見慣れた回転体 見ているようで見ていない  

手を出す前に指差呼称 役立つ日々の危険予知 

清峰金属工業㈱  清峰 俊太郎 



40 チョット待て すぐに手が出る異常処理 一息ついて指差呼称  

古河電気工業㈱（銅管）  釘貫 信久 

 

41 災害は慣れと油断と気のゆるみ 抜くな点検 省くな手順 

古河電気工業㈱（銅管）  黒田 英男 

 

42 安全は 人に頼むな任せるな 自分でやろう安全作業  

NGKメテックス㈱  棚木  輝 

 

43 見たつもり したつもり つもり積もれば 危険の元  

三菱マテリアル㈱  竹山 美章 

 

44 過去のヒヤリを思い出せ 慣れや過信が落とし穴 一息入れて 安全作業  

㈱クスキン  本田 翔太 

 

45 確かめる 気持ちのゆとりに事故は無し 今日も１日安全作業 

 ㈱キッツメタルワークス  山崎  正 

 

46 ヒヤリはいつか事故になる 危険の芽を摘み目指そう０災害 

                                杉野金属工業㈱  二宮 道成 

 

47 非常時に 慌てぬ心が 身を守る 高い意識で 安全作業  

 ㈱ＵＡＣＪ銅管  日浦 智之 

 

48 忘れるな ルールがあること 守ること  

決められた 規則と手順   習慣づけよう 安全確認！！  

 日本伸銅㈱  岩倉 史孝 

 

49 安全と思う気持ちに油断あり どんな作業も危険予知  

JX日鉱日石コイルセンター㈱  磐田 良雄 

 

50 お互いに声をかけ合い 安全確認 小さな改善 大きなちから 

                                         ㈱クスキン  大箭 一友 

 

51 “もう出来る”思い込んだその先に ひっそり忍ぶ危険の芽  しっかり守ろう作業手順 

 清峰金属工業㈱  清峰 俊太郎 

 

52 あとで！あとで！が事故の元 正しい手順で 安全第一！！  

   川崎圧延㈱  久保田 昭平 

 

 



53 油断と過信は事故の元 手を出す前にもう一度 初心忘れず指差称呼 

                                    古河電気工業㈱（日光） 早乙女 裕寿 

 

54 安全はひとりひとりが責任者 怪我する前の危険予知 

  JX日鉱日石コイルセンター㈱  沢尾 光治 

 

55 確認作業は何度でも 少しの油断がケガのもと みんなで作る安全職場 

  新日本ブラス㈱  鈴木 洋子 

 

56 指差し 声出し 元気出し 意識高めて安全作業  

 古河電気工業㈱（銅管）  高石 典光 

 

57 ＫＹは自分を守る命綱！ 今日の安全 家族の笑顔  

 神鋼メタルプロダクツ㈱  谷口 正章 

 

58 安全は 基本と予測の積み重ね ルールを守って０災職場  

 日本伸銅㈱  八野 光史 

 

59 危険予知 思ったその時小さな改善 やれば防げる大きな災害  

 開明伸銅㈱  藤内 明男 

 

60 過去の事故例忘れずに 未来につなぐ危険予知  

 藤井製作所㈱  松原 正宏 

 

61 いつもは良くてもこの作業、 はさまれないかを今一度 初心にかえって危険予知 

  ㈱ＵＡＣＪ銅管  井川 路代 

 

62 怖いのは危険個所より あなたの油断  

三井住友金属鉱山伸銅㈱（上尾） 遠藤 昌光 

 

63 手を出す前に指を出せ！手を出す前に声を出せ！危険を未然に防ぐ指差呼称 

                                     三井住友金属鉱山伸銅㈱（三重） 三澤 和司 

 

64 一瞬の 気の迷いが 事故の元 慌てず 落ち着き まず停止 

                    杉野金属工業㈱  須賀  崇 

 

65 指導が変える意識と行動 若手につなぐ職場の規律と安全文化 

              三井住友金属鉱山伸銅㈱（三重） 馬場 信吾 

 

66 活かせ経験 盛り込めノウハウ 作業手順書充実・整備 職場で共有 若手へ伝承！！ 

古河電気工業㈱（銅管） 北村 省治 


