
第1回（2013年11月22日）　全国会員大会スローガン

近畿北陸エリア協会員（株）すぎもと　杉本 美代　様

第1回　応募結果 （敬称略）

申込日 安全スローガン 協会員名 応募者名

1 9月13日 安全は、より良い商品作りの第一歩 （株）匠建 吉田  孝

2 9月13日 広げよう、KYの輪。締めて行こう、顎紐安全帯 （株）匠建 吉田  孝

3 9月16日 身につけよう　基本作業とプロ意識　みんなで築く安全職場 タップ工房（株） 西島　貞夫

4 9月17日 太陽光発電施工の基本は安全帯の着用から （有）藤田建設 藤原　善生

5 10月4日 安全管理と気構えは、作業開始の最前線 （株）すぎもと 杉本　美代

6 10月4日 安全に、足もとよし、頭上よし、服装チェックで気分よし （株）すぎもと 杉本　美代

7 10月4日 明るい職場に元気な笑顔、整理・整頓 私が主役 （株）すぎもと 杉本　美代

8 10月4日 気の緩み、一秒あれば即落下、命の綱を引き締めよ！ プランドゥコーポレーション 大槻　浩之

9 10月8日 さがそうよ　皆でつみとる　危険個所 （株）ビル技研 佐用　功貴

10 10月8日 つみとろう　皆で確認　　危険個所 （株）ビル技研 佐用　功貴

11 10月8日 ちょとまて　周囲の確認　再確認 （株）ビル技研 佐用　功貴

12 10月8日 災害ゼロ、笑顔で帰ろう家族のもとへ （有）トラフィックプラン 福本　哲也

13 10月8日 顧客満足度は技術安心・対応丁寧・災害ゼロ （有）トラフィックプラン 福本　哲也

14 10月8日 みんなで行う安全作業。ＫＹ・声かけ・手順確認。 （有）ビルドスペース 杉本　俊文

15 10月9日 お客様の安心のために、安全作業で　お・も・て・な・し♡ （有）陸奥電気通信工業 赤垣　義憲

16 10月15日 安全は何より優先、あたりまえ！ （株）林電機商会 林　浩司
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明るい職場に元気な笑顔、整理・整頓 私が主役



第2回(2014年11月21日）　全国会員大会スローガン

中部エリア協会員 　株式会社やね清　内野 辰哉　様

第2回　応募結果 （敬称略）

申込日 安全スローガン 協会員名 応募者名

1 9月1日 社員は家族！事故を防ぐ安全対策実行しよう！ プランドゥコーポレーション 大槻 浩之

2 9月9日 気を抜くな毎日変わる危険個所 株式会社 林電機商会 水野　一仁

3 9月11日 指差し呼称で安全施工 株式会社 中原建設 中原　康博

4 9月11日 「ドキッ」とする前に安全確認 株式会社 エイケー住建 大槻　義昭

5 9月12日 太陽光で地球の安全願う我等は安全施行！ 有限会社 エムエスイー 前野　靜夫

6 9月13日 最優先！終わらす事より確認作業 タキマテック 株式会社 小瀧　真人

7 9月13日 みんなで確認「安全第一！」現場に安全を！ タキマテック 株式会社 斎藤　望

8 9月13日 忘れたのか！！初心の心、合言葉はご安全に。 タキマテック 株式会社 栗山　康夫

9 9月13日 「なれ」に頼るな！基本動作と正しい手順！！ タキマテック 株式会社 加藤　直樹

10 9月19日 立ち止まり　初心・指差し　忘れずに タキマテック 株式会社 四方　ゆかり

11 9月19日 「まあ、いいか」その油断が　事故の元！ タキマテック 株式会社 木村　亜紀

12 9月22日 安全は整理整頓、保護具の着用から 有限会社 藤倉建設 藤原 善生

13 9月22日 あぶないと思った時にはもう遅い！初心に帰って安全工事！！ 興和電気 株式会社 森　一男

14 9月22日 さがそうよ　皆で摘み取る　危険個所 株式会社 ビル技研 三縄　伸

15 9月22日 朝一の　ラジオ体操　身を守る 株式会社 ビル技研 農添　剛

16 9月22日 危険の芽　皆でさがして　指さし呼称 株式会社 ビル技研 若海

17 9月22日 広げよう　協会仲間の　安全意識 株式会社 ビル技研 佐用　功貴

18 9月22日 やめよう雨の日作業 株式会社 Sunエネルギー 岡本 貴子

19 9月22日
もしも、仮にを想定し、安全に横着、手抜きをしない

事故は家族、仲間、みんなの敵！０災で行こう　ヨシ！
松下電建 株式会社 松下 泰文

20 9月24日 あいさつで気分が晴れて危険も晴れる 株式会社 Eco assist GOGGLE 中津留　美加

21 9月24日 休養、食事と運動で防ごう漫心、病気、ケガ 株式会社 Eco assist GOGGLE 中津留　美加

22 9月24日 「いい仕事、安全確保で確実作業」 重機商工 株式会社 城所 博

23 9月25日 慣れた作業でつい油断、事故は身近に潜んでいる 株式会社 サステナ 神成 哲治

24 9月25日 慌てると、姿をみせるハイリスクゆとりをもって無災害 株式会社 サステナ 渡辺　誠

25 9月25日 安全は基本動作の操り返しみんなで築こうゼロ災職場 株式会社 サステナ 鈴木　雅史

26 9月25日
安全にこれで終わりの言葉なし　近道・手抜きは危険作業

しっかり守ろう作業手順
株式会社 サステナ 鈴木　雅史

27 9月25日 健やかな心と体でいざ仕事　皆で目指そうゼロ災現場 株式会社 サステナ 米山　友樹

28 9月26日 いつものなれた屋根！危険予知して安全作業！ 有限会社 アミカブルサービス 高野 浩

29 9月26日 安全は段取りと、作業計画、余裕の心！ 有限会社 アミカブルサービス 高野 浩

気をつけよう！1人作業と風と雨



30 9月26日 一工程、指差し呼称で安全確認！ヨシ！ 有限会社 アミカブルサービス 高野 浩

31 9月26日 自分の安全、みんなの安全、一声かけあいより、100声かけあい！ 有限会社 アミカブルサービス 高野 浩

32 9月26日 急ぐな危険！急ぐ一歩が不安全！余裕の一歩が安全行動！ 有限会社 アミカブルサービス 高野 浩

33 9月30日 そのゆるみ　気持ちのゆるみ　ネジのゆるみ G&Eかんぱにぃ 恩田 誠

34 9月30日 気をつけよう！1人作業と風と雨 株式会社やね清 内野　辰哉

35 10月6日 いってらっしゃい、お帰りなさい、いつもどうりが一番大事 株式会社 Eco assist GOGGLE 宅間 憲一

36 10月6日 お願いだから、朝家出るまで笑顔でね 株式会社 Eco assist GOGGLE 宅間 憲一

37 10月6日 気づいたら、すぐに改善ご安全 株式会社 Eco assist GOGGLE 宅間 憲一


