
◆2019年　安全スローガン　その他作品
協会員名 　 応募者名

株式会社 ヨネカワ 焦らず・慌てず・安全に︕　いつも⼼にスリーエイ︕ 米川　昇
株式会社 ヨネカワ 焦らず︕　急がず︕　確実に︕　 古川　秀昭
株式会社 ヨネカワ あせらずに　ゆとりを持って　安全作業︕︕ 紀和　照久
株式会社 ヨネカワ 慣れた作業　油断すると怪我の元︕ ⻄本　収⼀
株式会社 ヨネカワ ⼀つ⼀つ落ち着き　確実に作業する 岸上　成也
株式会社 ヨネカワ 慣れた作業に気のゆるみ　⼼引き締め安全作業 米川　美智
株式会社 ヨネカワ 思いやりある声かけで　目指そう安全職場 辻内　真由美
株式会社 ヨネカワ しつこいくらいの確認で　少しの不安も無くして進む︕︕ 梶原　葉⼦
株式会社 ヨネカワ ゼロ災害の安全職場　相互注意で連続達成︕︕︕ 森本　雅弘

未来環境エネルギー計画株式会社 職場の安全　みんなで作るゼロ災害 岡村　孝幸
未来環境エネルギー計画株式会社 意識の共有が安全の⼊⼝ 山元　昌三
未来環境エネルギー計画株式会社 チームワークで守る安全の輪 山元　昌三
未来環境エネルギー計画株式会社 ⼩さなリスクも⾒逃さない　気付いた時にホウ・レン・ソウ 林　あかね
未来環境エネルギー計画株式会社 「まあいいか」慣れと油断が事故を生む 林　あかね
未来環境エネルギー計画株式会社 みんなで確認　安全に 竹田　尚志
未来環境エネルギー計画株式会社 時間に余裕を持って⾏動を 竹田　尚志
未来環境エネルギー計画株式会社 指差し確認　安全第⼀ 吉村　大樹
未来環境エネルギー計画株式会社 いつも⼼に「安全」を 吉村　大樹
未来環境エネルギー計画株式会社 急がず周囲確認・⾏動 鉄岡　勇
未来環境エネルギー計画株式会社 安全は半ばではだめ　家まで持って帰る 鉄岡　勇
未来環境エネルギー計画株式会社 怠るな　確認と合図 佐川　久
未来環境エネルギー計画株式会社 急がず、あわてず、安全第⼀ 佐川　久
未来環境エネルギー計画株式会社 安全管理の習慣は⽇々の努⼒の積み重ね 井上　浩志
未来環境エネルギー計画株式会社 気配りは　家族と仲間の安全宣言 井上　浩志
未来環境エネルギー計画株式会社 気を付けよう　初⼼の気持ちで事故はなし 川野　勝
未来環境エネルギー計画株式会社 お互いに　声を掛け合い　事故はなし 川野　勝
未来環境エネルギー計画株式会社 注意しよう　⼀⼈⼀⼈の⾏動を 斎藤　隆幸
未来環境エネルギー計画株式会社 油断大敵　初⼼を忘れない 斎藤　隆幸
未来環境エネルギー計画株式会社 安全第⼀　あせる気持ちに　⼀呼吸 仁尾　佳⼦
未来環境エネルギー計画株式会社 大丈夫︖　仲間思いやる気持ちが未然に⾃⼰防ぐ 仁尾　佳⼦
未来環境エネルギー計画株式会社 正しい手順を相互チェック　無事故記録に挑戦しよう 吉村　⻑治
未来環境エネルギー計画株式会社 安全と成果はチームワークから　先輩も新⼈も⼼⼀つに大きい和 吉村　⻑治

株式会社 光システム 面倒な安全確認、でも家族の為の安全確認 高橋　正彦
株式会社 光システム 急がなくていいよ︕　大事なのは君の安全 高橋　正彦
株式会社 光システム 慣れと過信は事故のもと　気を引き締めて安全確認︕ 舘岡　英明
株式会社 光システム 段取りと確かな作業でゼロ災害 我妻　美⾥
株式会社 光システム 考えよう　慣れた仕事に　落とし⽳ 新藤　直⼈
株式会社 光システム 油断せず　⾒えない危険に　確かな確認 千葉　寛⼦
株式会社 光システム 目の前の　災害は教訓　いつでも胸に 武田　真
株式会社 光システム 安全は　⽇頃の挨拶　コミュニケーションから 武田　真
株式会社 光システム まぁいいか　めんどくさいが事故の元 大渕　航　
株式会社 光システム 要らぬは不注意と無駄な過信でゼロ災害 大渕　航　
株式会社 光システム チームワーク　無理なし　手抜きなし　不注意なし︕ 土屋　和彦
株式会社 光システム 確かな施⼯は安全確認から︕ 土屋　和彦
株式会社 光システム ”ハット”　した危険の影が忍び寄る　事前に摘み取り安全作業 吉川　雄次
株式会社 光システム 安全を端折ってませんか︖　その作業。 高橋　智⼦
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株式会社 光システム 怠るな︕　標準作業の再確認。 高橋　智⼦
株式会社 光システム 安全は確かなチェックと指差確認 浅野　和彦
株式会社 光システム 高所作業　安全帯を忘れるな 浅野　和彦
株式会社 光システム 全てが危険と感じたあの頃に今⼀度戻って安全確認 伊藤　信⼀
株式会社 光システム 毎⽇が安全意識の積み重ね 竹内　智
株式会社 光システム 危険だぞ　⼀言やさしく笑顔で注意　今⽇も⼀⽇無災害 佐藤　大介
株式会社 光システム お疲れ様　今⽇も無事に帰ろうね 嵯峨　忠之

相和電気⼯業株式会社 死亡事故　断トツ⼀位は落下事故　面倒くさがらずに慎重に 佐茂　弘樹
相和電気⼯業株式会社 今⽇の仕事を明⽇に伸ばすな︕︕　明⽇でも良い事を今⽇するな︕︖残業のし過ぎに注意しましょう。 河村　正之
相和電気⼯業株式会社 まず確認　注意・準備でご安全に︕ ⻄⾕　浩孝
相和電気⼯業株式会社 多分、大丈夫　その⼼が命をも奪う原因になる 上林　凌
相和電気⼯業株式会社 誰だってわざとじゃない　うっかり死んでる　慎重に慎重に 佐茂　弘樹
相和電気⼯業株式会社 『報・連・相』放っておくと事故になる 宮本　拓海
相和電気⼯業株式会社 ⼀つひとつの準備と　⼀⼈ひとりの余裕で安全に ⻘⽊　良太
相和電気⼯業株式会社 生きてたら楽しいやん　うっかり死にたくないやん　落下事故 佐茂　弘樹
相和電気⼯業株式会社 気を付けよう　ヒヤリとハットは　すぐそばに 石原　実香
相和電気⼯業株式会社 「たぶん」大丈夫　その「たぶん」が命取り　確認しよう「絶対」まで 佐茂　弘樹
相和電気⼯業株式会社 初⼼に戻ってとりくもう︕ 井本　博⼦
相和電気⼯業株式会社 ⼀流は　技術や格好だけじゃない　しっかり整理　しっかり整頓 佐茂　弘樹
相和電気⼯業株式会社 朝目覚めたらまず頭の中で今⽇の安全確認をしよう︕︕ 稲原　恵
相和電気⼯業株式会社 Plan Do Check Safty More Safty ! 船岡　知⼦
相和電気⼯業株式会社 今⽇も無事故で明るい職場　元気で帰ろう家族待つ家 志保　季⾥
相和電気⼯業株式会社 いつも「ただいま」と家に帰れる安全現場に有難う。 浪花　慎⼀
相和電気⼯業株式会社 過信によって迫る危険　初⼼に帰って守ろう安全 中⾕　治誠
相和電気⼯業株式会社 いまいちど慣れた仕事を⾒直そう 稲⾒　圭亮
株式会社 パートナーズ 危険な所を　looking forever(るっきんぐ　ふぉーえばー） 斎藤　正太郎
株式会社 パートナーズ KY、声かけ、安全意識、いと上がりけりぃ↑↑ 斎藤　正太郎
株式会社 パートナーズ 安全第⼀︕　ケガ無く帰って　お後が ヒュイゴー︕ 斎藤　正太郎

株式会社舟山コンサルティンググループ ゼロ災は掛け声で確認、安全を確信 舟山　美穂
有限会社 ヤマモト運送 作業前の点検は　「事故」と「無事故」の別れ道 山本　喜美⼦
タキマテック株式会社 ちょっと待て︕︕　「決意・⾏動・プロ意識」でゼロ災害︕︕ 栗山　康夫
タキマテック株式会社 安全管理の習慣は　事前準備の積み重ね 越川　武典
タキマテック株式会社 ⾒直そう　危険はいつも　ひょっこりはん 斎藤　望
タキマテック株式会社 慣れた作業の気のゆるみ　KY活かして　安全作業 丸山　哲司
タキマテック株式会社 着⽤していて　良かった　ヘルメット 石田　健二
タキマテック株式会社 忘れるな　ケガ・事故の恐怖　明⽇は我が身 根本　虹汰
タキマテック株式会社 チャック全開　チェックOK︕　緩めるな　ベルトと気持ち 奈良　稔
タキマテック株式会社 ⼩さな「ヒヤリ」は危険のサイン　みんなで改善　無災害職場 田⼝　弘
タキマテック株式会社 あなたの命　守る為　ヘルメット 堀越　優斗
タキマテック株式会社 今⼀度　安全確認　⾒直そう ⿊田　健太
タキマテック株式会社 安全は味方、事故は敵 チャン・ヴァン・フン
タキマテック株式会社 忘れない︕　ビビった⼼と震えた手 藤城　大樹
タキマテック株式会社 ま、いっか　そんな時こそ　再確認 前田　満美⼦
タキマテック株式会社 焦らない︕　手を抜かないで　確認作業 有馬　千明
タキマテック株式会社 安全の半分は　初⼼の気持ち　もう半分は優しさ 遠藤　浩代
タキマテック株式会社 迫る期限　そんな時こそ　迫る危険　急がば回れ　安全第⼀ ⻄尾　萌
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タキマテック株式会社 言ったʼつもりʼで終わらせない　互いに確認　その⼀手間が　今⽇もご安全︕ 宮川　佳菜⼦
タキマテック株式会社 正しく怯え、　正しく備える︕ 石橋　学
タキマテック株式会社 保護具ヨシ︕　触れるその前⼀呼吸 ⼩瀧　真⼈
タキマテック株式会社 「慣れ」こそ危険︕　常に初⼼︕ ⼩瀧　あかね

協会事務局 慣れすぎた⼼に潜む危険の基、初⼼に帰って安全確認 佐野　清幸
協会事務局 その作業⼀息ついて再確認、慣れた作業に危険の罠 佐野　清幸
協会事務局 安全作業の原点は、⼼と身体の健康だ 佐野　清幸
協会事務局 安全の意識を忘れず　気を引き締める　安⼼への近道は無し 葭⾕　温⼦
協会事務局 周りへの⼩さな⼼遣いが　安全への大きな⼀歩 葭⾕　温⼦
協会事務局 準備点検繰り返し施⼯の安全身につけよう 大槻　浩之
協会事務局 前⽇準備と施⼯前点検が我が身と家族を守る大事な習慣 大槻　浩之


