
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

応募総数 225 216 183 187 191 204 171 166 164 187 166 190 190 162 172 196 170

入選数 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5

入選率 2.7% 2.8% 3.3% 3.2% 3.1% 2.9% 3.5% 3.6% 3.0% 2.7% 3.0% 2.6% 2.6% 3.1% 2.9% 2.6% 2.9%

鉱山保安標語 応募状況（Ｈ１８～Ｒ４）
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保安標語応募総数 H18～R4



 鉱山保安標語     過去の入選作品  （H18-R3）

年度 等 標 語

R3 特選 いつもと違う違和感は とても大きな危険の芽 その場でなくそう危険箇所

R3 入選 焦るな落ち着け保安の呼吸 心を燃やして一致団結 全集中で安全作業

R3 入選 今日も元気に仕事場へ 事故無く怪我無く明るく帰宅 その「ただいま」が家族の願い

R3 入選 些細な変化を見逃すな 現場の環境 仲間の体調 みんなで築こう ゼロ災職場

R3 入選 新人の 目線に合わせた 安全指導 新たに発見 リスクの目

R2 特選 我が家でも自然と出てくる指差呼称、マネする我が子と出る笑顔

R2 入選 変わる時代に 変わらぬ基本 初心に戻って 安全作業

R2 入選 三点支持で安全確保 その手はあなたの命綱

R2 入選 報・連・相 手間であっても 無駄は無し リスク排除で 安全作業

R2 入選 手を出すな！回るベルトの破壊力。 命落とすか！スイッチ切るか！

R1 特選 みんなで見つける 小さなリスク 気付いて対策 大きな成果

R1 入選 安全は 人に頼るな任せるな 「慣れ」と「過信」が事故のもと

R1 入選 「危ないぞ」言える勇気と聞くゆとり みんなで作ろうゼロ災職場

R1 入選 令和元年 一から見直すいい機会 さあゆこう！保安元年！

R1 入選 慌てるな！ 手を出す前に一呼吸 手順を守り 安全確認

30 特選 急ぐ時こそ再確認 早くやるより確実に 今日も一日ゼロ災害

30 入選 あごひも・くつひも・気をしめて 今日も一日安全作業

30 入選 危険作業「しない」 「させない」 「ゆるさない」  相互注意で 絶える事故

30 入選 上司でも ダメだと言える  その勇気 声掛け合って 安全職場

30 入選 勇気を出して停めるだけ 生死を分けるその一手

29 特選 伝えたい 正しい手順と安全意識 引き継ぎたい 職人技術とゼロ災害

29 入選 だろう。よかろう。まあいいや。思ったあなたが危険の芽

29 入選 指先に 魂込めて指差呼称 現場のリスクに ロックオン

29 入選 体調管理も保安のひとつ 心身ともに健康で 今日も一日無災害

29 入選 指示を出し 確認までが 作業指示 現場を目で見て 再確認

28 特選 災害に 予告はないが 予知なら出来る みんなで摘み取れ 危険の芽

28 入選 予知！予知！歩きで 事故回避

28 入選 見直せば 必ず気付く 隠れたリスク 素早く対応 先取り保安

28 入選 お弁当 今日も詰めます無事の願い 家族で祈る無災害

28 入選 安全は元気なカラダで帰ること 今日も待ってる家族の笑顔

27 特選 変わる時代に変わらぬ基本 初心に返って 無災害

27 入選 安全は 人に頼らず 自主点検

27 入選 急ぐ時こそ確実に 慌てた時こそ冷静に 手順遵守で自主保安

27 入選 高所作業に安全帯 体に装着 心に装着 掛けたフックが身を守る

27 入選 やったつもり 見たつもり つもりつもれば事故になる

26 特選 回転部、手を出す勇気は不要です 機械を止める勇気をもって

26 入選 トラブルで あせる気持ちが事故を呼ぶ 心にそっと深呼吸

26 入選 「ちょっとだけ…」 手を出す前にまず停止 停める勇気が身を守る

26 入選 ヒヤッと、ハッとは赤信号 ＫＹＴで黄信号 それを守って青信号

26 入選 忘れるな ヒヤリとした日の あの教訓 明日に活かして 事故防止

25 特選 恐いのは 設備の経年劣化より 貴方の意識の老朽化

25 入選 勇気ある小さな助言が身を守る 心の絆で事故防止

25 入選 見る目 気づく目 予知する目 みんなで摘み取る危険の目

25 入選 まだあるぞ リスクアセスに終わりなし 抽出・改善 即、実行

25 入選 ベテランが 背に負う 技術と安全は 次の世代へ 残すもの

25 入選 危ないな ピンと気づく感受性 鋭く高めて危険予知

24 特選 上手くやるより確実に、早くやるより安全に、ゆとりを持って安全作業

24 入選 忘れるな 過去の災害・事故事例 育てて築く０災職場

24 入選 分かってる、知ってるつもりが命とり しっかり聞こう保安指示

24 入選 保安の主役はあなたです 一人一人が責任者 皆で達成 無災害

24 入選 災害事例 他人と思うな自分と思え 活かして築く無災害

24 入選 「焦るな！」 「急ぐな！」 「慌てるな！」 一歩下がって再確認

23 特選 省いていないか作業手順 守ってますか保安規程 基本を守って０災害

23 入選 先ず止めろ！ その勇気があなたを守る 皆で育てる安全習慣

23 入選 見たか・聞いたか・伝えたか！ 作業手順と保安指示

23 入選 安全作業に遠慮は無用 良くない事ははっきり指摘 相互の注意でゼロ災害

23 入選 死角にかくれた危険が見える 角度をかえて点検・確認

23 入選 見ぬふりせずに 厳しく注意 仲間を守る 思いやり

22 特選 リスクはないかその手順 違う目線で再確認 みんなで作る０災職場

22 入選 知恵だし 声だし 勇気だし 相互注意で無災害

22 入選 合図・点検・指差呼称 守るあなたが守られる

22 入選 聞いてよかったあなたのヒヤリ 活かして学ぶ危険予知

22 入選 自分のヒヤリはみんなのヒヤリ 伝えて改善危険箇所

22 入選 厳しく言おう不安全行為 素直に聞こう その注意

21 特選 動く重機に 流れるベルト 危険はあなたの直ぐそばに

21 入選 変わる現場に 新たな作業 リスクアセスで 安全確保

21 入選 身につけよう 見えない危険を読む力 高め育てる安全職場

21 入選 危ないよ 言える勇気と聞く心 感謝で受け取る相互注意

21 入選 リスクアセスで先を読み 危険の兆候見逃さず みんなで続ける無災害

21 入選 ヒヤリハットは貴重な体験 みんなで共有 事故防止



20 特選 手を出すな運転中の回転部 停めるルールが身を守る

20 入選 危ないと 思わぬ作業に 落とし穴 常に実施 危険予知

20 入選 設備が変われば作業も変わる 変えない手順は赤信号

20 入選 保安規程は 決まりごと 皆で守る 無災害

20 入選 寄るな、触るな回転部 しっかり守れ作業手順

20 入選 急ぐ時こそ慌てずに 要所要所の指差呼称 手順を守って安全作業

19 特選 決めたこと 守るあなたが守られる 正しい手順でゼロ災害

19 入選 作業手順 はぶくな・とばすな・手を抜くな 正しい手順でＯ災害

19 入選 あせる気持ちに潜む事故 ゆとりの気持ちで 無災害

19 入選 一瞬の隙間も許さぬ回転部 手を出す前にリスクで再確認

19 入選 ヒヤリ・ハットを掘り起こし リスクアセスで自主保安

19 入選 作業手順 リスクアセスで洗出し しっかり守って安全作業

18 特選 見える危険と見えない危険 リスクアセスで再点検

18 入選 手慣れた作業とあなどるな 職場のリスクは刻々変化

18 入選 リスクアセスで全員参加 築く「ゼロ災」安全職場 皆が主役の保安活動

18 入選 鉱山仕事 度胸はいらぬ確実に 安全作業で無災害

18 入選 するな、させるな、危険作業 基本守ってゼロ災害

18 入選 見る目 気づく目 予知する目 みんなで摘み取れ危険な芽


