
  

                                       
 

 

 

 

 

 

 

解禁：平成３０年７月３日午前１０時３０分 

 

 

 報道関係者 各位 

 

平成３０年度 安全衛生に係る秋田労働局長表彰の実施について 
 

秋田労働局（局長 佐藤俊彦）では、平成３０年度の安全衛生に係る表彰式を下記によ

り開催します。 

 

本表彰式は、安全衛生成績が極めて高い水準に達し他の模範と認められる優良事業場

並びに長年にわたり安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人を表彰し、その功

績を讃えるとともに、これを広く県民にお知らせすることにより、安全衛生意識の高揚

を図り、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進に資す

ることを目的として毎年、全国安全週間中（７月１日～７月７日）に実施しています。 

労働災害の防止に向けた県民の安全意識を高めるため、皆様の取材、報道をよろしく

お願いします。 

 

                     記 

 

１ 日   時  平成３０年７月３日（火） 午前１０時３０分～１１時３０分 

 

２ 場   所  秋田合同庁舎５階第一会議室 

          （秋田市山王７丁目１番３号） 

 

３ 受賞予定者  秋田労働局長  優良賞 ３事業場 

同  上    奨励賞 ２事業場 

同  上    功績賞 １個 人 

  

  【添付資料一覧】 

資料１ 「平成30年度安全衛生表彰に係る秋田労働局長表彰受賞予定者名簿」 

資料２ 「秋田労働局長表彰に係る表彰理由」 

資料３ 「安全衛生に係る秋田労働局長表彰について（参考資料）」 

資料４ 「第91回全国安全週間リーフレット」 
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平成30年度安全衛生表彰に係る秋田労働局長表彰受賞予定者名簿

賞の種類 事　業　場　名 〒 所　在　地 代表者職氏名 業　　種
労働者数

（延べ労働者数）

優良賞
〈安全確保対策〉

株式会社 羽後林産 015-0843 秋田県由利本荘市東梵天１０３－５
代表取締役
佐藤　利春

木材伐出業 14人

優良賞
〈安全確保対策〉

鹿島建設株式会社　東北支店

(工事名：（仮称）ＴＤＫ本荘工場２期工事)
980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町１－２７

常務執行役員支店長
勝治　博

建築工事業 （122,666人）

優良賞
〈安全確保対策〉

清水建設株式会社　東北支店

(工事名：ニプロファーマ株式会社大館工場Ｍ２棟
プロジェクト）

980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通一丁目４－７
常務執行役員東北支店長

山口　眞樹
建築工事業 （37,993人）

奨励賞
〈安全確保対策〉

秋田住友ベーク株式会社 011-0951
秋田県秋田市土崎港相染町字中島下27－
４

代表取締役
平野　和久

一般機械器具
製造業

172人

奨励賞
〈安全確保対策〉

伊藤建設工業株式会社 013-0021 秋田県横手市大町５－19
代表取締役
中村　清昭

土木工事業 78人

功績賞

村上　康継
（公益社団法人　建設荷役車両安全技術協会
秋田県支部 前支部長）

010-0923
秋田県秋田市旭北錦町１－14　秋田ファー
ストビル201号
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秋田労働局長表彰に係る表彰理由 

 

○秋田労働局長優良賞（安全確保対策） 

 株式会社 羽後林産 

  

年間の安全衛生活動計画を策定し、当該計画に基づき安全衛生活動を推進している。

伐採現場については、事前調査を行い、調査結果に基づきリスクアセスメントを実施

している。また、リスクアセスメント結果を踏まえて低減対策を講じているほか、事

前に、現場作業員に対して安全衛生教育を実施している。 

伐採作業にあたっては、作業手順書に基づき作業を実施しているほか、災害につな

がるおそれのある木（危険木）の処理作業のため自社において研修用ＤＶＤを作成し、

教育に活用している。 

安全スローガンや安全標語の募集、ヒヤリとした、ハッとした事例（ヒヤリハット

事例）の随時提出、労働者一人一人の年間安全目標のホームページ掲載等各種安全衛

生意識の向上のための取組を積極的に行っている。 

このような取組により、昭和 58年の事業開始以降、無災害を継続していることは、

特に優秀で他の模範であると認められた。 

※ 無災害（休業災害がないこと、以下同じ） 

 

 

○秋田労働局長優良賞（安全確保対策） 

 鹿島建設株式会社東北支店  

 工事名：（仮称）ＴＤＫ本荘工場２期工事 

  

 設計段階から現場施工責任者等も加わり、墜落防止対策に配慮した工法(デッキ天

井工法)を発注者に提案し、理解を得て設計段階でのリスクの低減、施工計画書作成

時のリスクアセスメントを実施している。 

また、工種ごとに元請及び下請で事前検討会を実施し、作業手順書を作成の上、適

切な作業を行っている。 

 さらに、定期的な安全パトロールの実施や元請・下請合同の安全衛生協議会の開催、

各種安全衛生教育等の実施、安全週間時の優良作業員表彰の実施等により、適切な現

場管理及び安全衛生意識の向上を図っている。 

このような取組により、平成 27年１月～平成 29年３月までの全工期にわたり無災

害で工事を終了したことは、特に優秀で他の模範であると認められた。 

 

 

○秋田労働局長優良賞（安全確保対策） 

 清水建設株式会社東北支店  

  工事名：ニプロファーマ株式会社大館工場Ｍ２棟プロジェクト 

 

全体工事の計画段階において、「危険・有害要因特定シート」を活用したリスクア

セスメントを行っているほか、工種毎にリスク評価を行っている。また、各工種の工

資料２ 



事着手前等には、当該リスクの内容を踏まえ、綿密な工事打合せを行い、適切な作業

を行っている。 

 さらに、定期的な安全パトロールの実施や元請・下請合同の安全衛生協議会の開催、

各種安全衛生教育等の実施や工事最盛期には元請の職員が工区を分担して施工管理

にあたる等、適切な現場管理及び安全衛生意識の向上を図っている。 

 

このような取組により、平成 28年 11月～平成 30年４月までの全工期にわたり無

災害で工事を終了したことは、特に優秀で他の模範であると認められた。 

 

 

○秋田労働局長奨励賞（安全確保対策） 

秋田住友ベーク株式会社 

             

年間の安全衛生活動計画を策定し、当該計画に基づき安全衛生活動を推進している。 

リスクアセスメントについては、各種機械、設備のほか使用している化学物質につ

いても実施し、リスクアセスメント結果を踏まえてリスクの低減対策を講じている。 

各部署から選任された委員による安全のためのグループ活動や安全衛生委員によ

る工場内の安全パトロールの実施、さらに、「安全道場」と呼称する専用のスペース

において、労働者全員が労働災害防止に関わる基本動作の体感教育等を実施しており、

適切な管理の実施及び安全衛生意識の向上を図っている。 

 

このような取組により、平成 24 年２月以降、６年以上にわたり無災害を継続して

いることは、優秀で他の模範であると認められた。 

 

 

○秋田労働局長奨励賞（安全確保対策） 

  伊藤建設工業株式会社 

 

 年間の安全衛生活動計画を策定し、当該計画に基づき安全衛生活動を推進してい

る。 

  リスクアセスメントについては、自社で作成したリスクアセスメントシートを活

用し、施工計画作成段階や具体的な作業を実施する際に行い、リスクの低減措置を

講じている。 

  さらに、現場担当以外にも経営トップや事業場管理者等による定期的な安全パト

ロールの実施や元請・下請合同の安全衛生協議会の開催、各種安全衛生教育等の実

施等により、適切な現場管理及び安全衛生意識の向上を図っている。 

 

 このような取組により、平成 25年３月以降、５年以上にわたり無災害を継続して

いることは、優秀で他の模範であると認められた。 

 

 

 

             



○秋田労働局長功績賞  

 村上
むらかみ

 康
やす

継
つぐ

 氏 

    公益社団法人建設荷役車両安全技術協会秋田県支部 前支部長 

 

平成 11年４月より平成 30年５月まで公益社団法人建設荷役車両安全技術協会秋田

県支部の役員(平成 23 年５月からは支部長)として、19 年の長きにわたり、各種建設

機械（トラクターショベル、ドラグ・ショベル、ブルドーザーなど）及び荷役運搬機

械（フォークリフトなど）にかかる特定自主検査に関して、指導的立場として、検査

者の育成・指導並びに検査業者及び事業内検査を行う事業場に対する適切な検査の実

施に係る指導等秋田県内における特定自主検査の普及促進、安全衛生水準の向上発展

に多大な貢献をしたことが認められた。 

 

 

 

＜参考＞ 

１ リスクアセスメント……機械・設備や作業等に伴う危険性・有害性を見つけ出

し、これを除去・低減していくための手法。リスクは負傷等（災害）の重篤度、

発生頻度（可能性）から程度のランク付け（見積もり）を行い、よりリスクの高

いものから低減等のための安全対策を講じていくもの。 

 

２ 特定自主検査……一定の建設機械、荷役運搬機械等の定期自主検査（年次検査）

については、有資格者による検査を実施しなければならないと労働安全衛生法で

規定している。 

特定自主検査は、厚生労働大臣や都道府県労働局長の登録を受け他人の求めに

応じて検査を行う検査業者による検査と、自社で所有する建設機械等の検査をそ

の事業場に所属する労働者が行う事業内検査がある。 



                                            

 

安全衛生に係る秋田労働局長表彰について（参考資料） 

 

○表彰の種類： 優良賞、奨励賞、団体賞、功績賞、安全衛生推進賞 

  また、優良賞、奨励賞の表彰にあたっての評価事項については、「共通評価事項」

のほか、「選択評価事項」として①安全確保対策、②健康確保（有害物）対策、③

健康確保（健康保持増進等）対策がある。 

 

○優良賞 

安全衛生に関する水準が特に優秀で他の模範であると認められる事業場又は企

業に対する表彰で、安全確保対策が他の模範であること。 

  

【表彰基準】 

 ＜共通評価事項（抜粋）＞ 

① 安全衛生管理体制が確立し効果的に運用されているとともに、事業場安全

衛生規程が整備され有効に運営されていること 

② トップによる安全衛生方針を明文化して労働者に周知していること 

③ 年間安全衛生計画等が策定され、運用が徹底していること 

④ 安全衛生管理組織による巡視、指導、創意工夫を凝らした自主的な安全衛

生活動が活発に実施されていること 

⑤ 各段階における安全衛生教育が実施されていること 

⑥ 過去３年間(有期事業の場合は工事開始から一貫して)、労働安全衛生法そ

の他安全衛生関係法令の違反による労働災害・事故又は食中毒若しくは伝染

病の集団発生がないこと 

 など全部で１５項目 

＜安全確保対策＞ 

  ①  無災害記録時間の成績が、特に優れていること。 

   ②  リスクアセスメントが計画的かつ継続的に実施されており、職場のリスク

を低減する取組が特に活発で他の模範であること。 

   ③  創意工夫と労使の協力により実施される安全衛生意識の高揚のための活動

が特に活発で他の模範であること。 

   ④ 構内に下請企業の労働者が多数作業を行っている事業場においては、総合

的な安全衛生管理の確立等により、当該下請事業場の災害発生率等の安全成

績が特に優れていること。 

   

 

○奨励賞＜安全確保対策＞ 

安全衛生に関する水準が優秀で改善のための取組が他の模範と認められる事業

場又は企業に対する表彰で、安全確保対策が他の模範であること。 
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  上記優良賞の表彰基準（共通評価事項、安全確保対策）に準じた基準が定められ

ている 

 

○功績賞 

  地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指導的立場にあり、当

該地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人に

対する表彰 
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