
◆2022年　安全スローガン　応募作品 (応募順）

(敬称略）

協会員名 安全スローガン 応募者名

1 株式会社MGプラン 言ったつもり　やったつもり　つもり積もって　事故のもと 渡邉　正和

2 株式会社ヨネカワ 忘れるな　ビビッて始めた　初心の気持ち 米川　昇

3 株式会社ヨネカワ 鳥の目で一歩引いて安全確認　虫の目で一歩進んで細部確認 紀和　照久

4 株式会社ヨネカワ 行動時の一呼吸　確認時の指差し呼称　みんなで誓う０災害職場 西本　収一

5 株式会社ヨネカワ 見えない危険　相互注意でみつける　安全文化 辻内　真由美

6 株式会社ヨネカワ 全員参加で高める安全意識　みんなで目指そう ０災害職場 梶原　葉子

7 株式会社ヨネカワ 目配り、気配り、心配り　仲間で確認し合い　今日もご安全に 森本　雅弘

8 株式会社ヨネカワ 一に確認　二に確認　ほうれんそうで情報共有 米川　美智

9 株式会社ヨネカワ 安心・安全・心にゆとり 加藤　衣里

10 株式会社ヨネカワ 慣れた作業に油断大敵 有村　美咲

11 株式会社舟山コンサルティンググループ 「安全良し！」再度確認、心のハーネス 舟山　美穂 

12 株式会社舟山コンサルティンググループ 「たかが咳」現場を止める心の緩み 舟山　大器

13 株式会社舟山コンサルティンググループ あきまへん！昭和の感覚持ち込んじゃ 舟山　大器

14 未来環境エネルギー計画株式会社 一本のビス締めに込める未来への安全意識 吉村　長治

15 未来環境エネルギー計画株式会社 あなたの作業は安全ルールを守っていますか 吉村　長治

16 未来環境エネルギー計画株式会社 安全基準はあなたと家族と仲間を守る最強ルール 吉村　長治

17 未来環境エネルギー計画株式会社 危険予知みんなで考えよう予防策	 吉村　大樹

18 未来環境エネルギー計画株式会社 一人ひとり常に心に安全意識 吉村　大樹

19 未来環境エネルギー計画株式会社 ゼロ災害は私アナタみんなの努力の積み重ねでつくるもの	 武田　夕佳

20 未来環境エネルギー計画株式会社 耳すませ連絡報告ちゃんと聞く 武田　夕佳

21 未来環境エネルギー計画株式会社 一人ひとりの安全意識高めて目指そう無災害 林　あかね

22 未来環境エネルギー計画株式会社 油断大敵なれた作業に潜むケガ 林　あかね

23 未来環境エネルギー計画株式会社 もう一度初心に帰って安全作業 林　裕己

24 未来環境エネルギー計画株式会社 あわてるな、急いだ行動事故のもと 林　裕己

25 未来環境エネルギー計画株式会社 安全確認するかしないか自分次第	 亀谷　寿長

26 未来環境エネルギー計画株式会社 できません命のリサイクル 亀谷　寿長

27 未来環境エネルギー計画株式会社 慣れた作業心の油断が事故の元	 湯浅　俊章

28 未来環境エネルギー計画株式会社 心のあせりが事故起こす 湯浅　俊章

29 未来環境エネルギー計画株式会社 焦らず無理せず油断せず心引き締め危険予知 佐川　久

30 未来環境エネルギー計画株式会社 安全は人に頼るな任せるな責任は一人一人 佐川　久

31 未来環境エネルギー計画株式会社 考えよう仕事と安全 竹田　尚志



32 未来環境エネルギー計画株式会社 安全は手もとから 竹田　尚志

33 未来環境エネルギー計画株式会社 「危ないぞ」何度でも言うよ。あなたのために。 船越　極

34 未来環境エネルギー計画株式会社 「気をつけて」じゃなくて、「必ず安全な対策」を	 船越　極

35 未来環境エネルギー計画株式会社 見えない気配り、周囲の監視安全確保 中川　浩一

36 未来環境エネルギー計画株式会社 ケガの無い仕事こそ、家族の安心願いです 中川　浩一

37 未来環境エネルギー計画株式会社 初心にかえりそのつど指先呼唱 熊村　真司

38 未来環境エネルギー計画株式会社 再度点検、くり返し 熊村　真司

39 未来環境エネルギー計画株式会社 マンネリ化、少しの気の緩みが事故のもと 仁尾　佳子

40 未来環境エネルギー計画株式会社 今日もホウレンソウ（報連相）で安全作業	 仁尾　佳子

41 未来環境エネルギー計画株式会社 危険の芽めばえる前に取り除け 大舘　渉

42 未来環境エネルギー計画株式会社 安全は皆で協力つかむ物	 大舘　渉

43 未来環境エネルギー計画株式会社 慣れた作業気持ちはいつも新入社員 井上　浩志

44 未来環境エネルギー計画株式会社 気のゆるみ皆で防ぐ感染力 井上　浩志

45 株式会社林電機商会 危険個所　指差し呼称　怠らず 荒金　祥太

46 株式会社林電機商会 安全は　ひとつひとつの積み重ね　みんなで創ろう安全職場 林　めぐみ

47 株式会社林電機商会 安全第一で作業しよう！ 多田　丈倫

48 株式会社林電機商会 指差して　声だし確認　全てよし 市野　裕子

49 株式会社林電機商会 焦る気持ちに一呼吸　ゆとりを持って安全作業 梶田　尚宏

50 株式会社林電機商会 鍛えよう　危険を予知する　想像力 吉野　佳子

51 株式会社林電機商会 気をくばれ　手元足元　身のまわり 纐纈　宗広

52 株式会社林電機商会 見すごすな　それが重要　ヒヤリハット！ 林　浩司

53 松下電建株式会社 小さな面倒が招く　大きな障害　０災で行こうヨシ！ 松下　泰文

54 松下電建株式会社 たぶんが起こす　確定災害　０災で行こうヨシ！　 柳瀬　恵一

55 松下電建株式会社 声出しで　ヒューマンエラーを　無くそうよ！ 和仁　小百合

56 松下電建株式会社 初心にかえり　声掛け　安全確認で０災害 澤田　英恵

57 松下電建株式会社 一瞬の気の緩みと大事故は隣り合わせ、０災害 瀬戸　美和子

58 松下電建株式会社 安全はひとり一人の心のゆとりで守れる バンキト　ギラン

59 松下電建株式会社 たぶん大丈夫。たぶんは100％ではない ディディン

60 松下電建株式会社 事故じないように　安全のルールを守ろう スタルヨ

61 松下電建株式会社 出発前の一呼吸　心の余裕で安全作業 松下　芳美

62 松下電建株式会社 全員で声掛け　全員で守ろう　０災害 今井　亨裕

63 松下電建株式会社 安全第一　注意しあえる　安全職場 林　智輝

64 松下電建株式会社 安全は　危険予知の積み重ね　０災で行こう 北　　孝

65 松下電建株式会社 なれと油断が事故の元!!　手順を守って一動作一確認ヨシ!! 岡田　聡



66 松下電建株式会社 手順省略よりルール守って　無事故で帰ろう 春見　茂宏

67 松下電建株式会社 手を出す前に　まず一呼吸　安全確認ヨシ!! 勝田　清

68 松下電建株式会社 今日の安全は明日の笑顔 洞口　英一

69 松下電建株式会社 職場の安全　家族の安心　災害ゼロはみんなの願い 平野　瑛一

70 松下電建株式会社 決めつけ・思いこみ　自分都合が　事故の元 萩原　博一

71 株式会社光システム 慣れた作業 基本に戻って 再確認！ 舘岡　英明

72 株式会社光システム 安全帯 掛けるのが必須 掛け替えは慎重に 高橋　智子

73 株式会社光システム あせらず ひと呼吸 せかさずフォローで 安全作業 高橋　智子

74 株式会社光システム 段取り八分 仕事二分 浅野　和彦 

75 株式会社光システム 油断は己の過信より 浅野　和彦 

76 株式会社光システム ゆとりを持って 振りかえる 安全確認 竹内　智

77 株式会社光システム 再度確認 気持ちの余裕が 安全作業 竹内　智

78 株式会社光システム 早くやるより正確に 焦ってやるより確実に ゆとりを持って安全確認 吉川　雄次

79 株式会社光システム 「なれ」と「うっかり」事故のもと 初心忘れず安全確認 吉川　雄次

80 株式会社光システム スピードや 作業コストより 安全作業 大渕　航 

81 株式会社光システム 安全と 思い込んだ隣に すぐ危険 大渕　航 

82 株式会社光システム 大丈夫？ ２回確認 その判断 佐野　健一郎 

83 株式会社光システム 大丈夫？ 再度見直し その行動 佐野　健一郎 

84 株式会社光システム まあいいか 気のゆるみが命取り  嵯峨　忠之 

85 株式会社光システム 安全は一歩止まって準備から 武田　真

86 株式会社光システム 日頃より危険箇所の点検 共有しよう 武田　真

87 株式会社光システム 見直して 慣れた作業に落とし穴 伊藤　信一 

88 株式会社光システム さあ確認 一声かけて 無事故の輪 千葉　寛子 

89 株式会社光システム 変わる作業環 自分の事は自分で守る 高橋　正彦 

90 株式会社光システム 危険を予知 自分の声がみんなを守る 高橋　正彦 

91 株式会社光システム 安全と笑顔は表裏一体 土屋　和彦 

92 株式会社光システム 今より未来、スピードより安全第一	 土屋　和彦 



93 相和電気工業株式会社 忘れるな　変わる環境　変わらぬ基本 萩原　峻祐

94 相和電気工業株式会社 油断が生む死角３６０度　３６５日細心の注意を 安達　陸

95 相和電気工業株式会社 かもしれない　隠れた危険を予測しよう！  志保　季里

96 相和電気工業株式会社 目指そう０災、築こう未来、持続可能な安全社会 片岡　久人

97 相和電気工業株式会社 覚えていますか！初めて現場に出た日々を。忘れてませんか！初めて安全唱和をした日々を。 浪花　慎一

98 相和電気工業株式会社 油断アカン！　危険アカン！　死亡事故、絶対アカン！ 佐茂　弘樹

99 相和電気工業株式会社 油断アカンがな！　危険アカンがな！　死亡事故、絶対アカンがな～！ 佐茂　弘樹

100 相和電気工業株式会社 現場管理・体調管理、めざせ無事故・無欠勤 宮本　拓海

101 相和電気工業株式会社 よく見よう！不安全行動　見逃す心が事故の元 稲原　恵

102 相和電気工業株式会社 したつもり・見たつもり・やったつもり「つもり」が積もり大災害 青木　良太

103 相和電気工業株式会社 慣れるほど忘れてしまうその危険　初心に還って安全確認 河村　正之

104 相和電気工業株式会社 一人一人の安全意識、みんなの力でゼロ災害 中谷　治誠

105 相和電気工業株式会社 みんなで取り組もう、気を引き締めて危険防止 田邉　悠人

106 相和電気工業株式会社 何度も確認忘れずに　持続可能な安全習慣 石原　実香

107 相和電気工業株式会社 備えれば　想定外も　想定内 石原　実香

108 相和電気工業株式会社 努力なくして安全なし 石原　実香

109 相和電気工業株式会社 日々の安全、みなの笑顔を作る！ 船岡　知子

110 相和電気工業株式会社 行ってきます！準備万端レッツゴー！ 井本　博子

111 相和電気工業株式会社 思い出そう、初めて歩いた屋根の上		 稲見　圭亮

112 株式会社パートナーズ 安全を守るのか、守らないのかい、どっちなんだいっ‼まーもる！パワー‼ 斎藤　正太郎


