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報道関係者 各位 

 

 
令和元年度 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 甲斐三照）は、令和元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

績を称えるとともに、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に資すること

を目的として実施しています。 

 

報道機関の皆様におかれては、安全衛生意識が広く県民に浸透されるよう、取材･報道

をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 日    時   令和元年７月４日（木）午前 11 時～12 時 

  

２ 場    所   ルポールみずほ（秋田市山王四丁目 2-12） 

  

３ 受賞予定者   秋田労働局長 奨励賞  ５事業場 

同   上   功績賞  ２個人 
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令和元年度安全衛生に係る秋田労働局長表彰者名簿

賞の種類 事　業　場　名 〒 所　在　地 代表者職氏名 業　種
労働者数

（延労働者数）

奨励賞
〈安全確保対策〉

清水建設株式会社　東北支店

(工事名：秋田放送新社屋新築工事)

980-0801

（010-0001）

宮城県仙台市青葉区木町通１－３－２６

（秋田県秋田市中通7丁目１－１）

常務執行役員支店長
山口　眞樹 建築工事業 （23,930人）

奨励賞
〈安全確保対策〉

株式会社 五十鈴製作所　秋田工場 010-1415 秋田県秋田市御所野湯本４－１－４
代表取締役社長

冨松　久益
一般機械器具

製造業
25人

奨励賞
〈安全確保対策〉

前田建設工業・大森建設
能代火力発電所第３号機新設工事第２工区
共同企業体 代表 前田建設工業株式会社

(工事名：能代火力発電所第３号機新設工事
        のうち復水器冷却水用水路ほか工事）

980-0802

（016-0155）

宮城県仙台市青葉区二日町４－１１

（秋田県能代市字大森１－６）

常務執行役員支店長
東海林　茂美 土木工事業 （49,398人）

奨励賞
〈安全確保対策〉

白金運輸株式会社　大館営業所 018-5751 秋田県大館市二井田字前田野３７－１５
代表取締役社長

海鋒　徹哉
道路貨物
運送業

37人

奨励賞
〈健康確保(有害物)対策）

エスアイアイ・プリンテック株式会社
秋田製造分室

014-0072
秋田県大仙市大曲西根字鳥居５８－２
セイコーインスツル秋田事業所内

代表取締役社長
竹田　芳浩

電気機械器具
製造業

129人

功績賞

相原　文人
（一般社団法人
　           秋田県労働基準協会能代支部長）

016-0814
秋田県能代市中川原２６
秋木製鋼(株)内

功績賞

工藤　康嗣
（秋田産業保健総合支援センター
                                 　産業保健相談員）

018-0402
秋田県にかほ市平沢字新町６７
ＴＤＫ(株)健康管理センター内
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令和元年度秋田労働局長表彰に係る表彰理由 
 

〇秋田労働局長奨励賞（安全確保対策） 
  清水建設株式会社東北支店（秋田放送新社屋新築工事） 
 

本社の年間安全衛生計画の方針、目標、重点施策と併せ、支店独自の取組を各
現場に水平展開していること。 

作業手順毎や日々の現地 KY のリスクアセスメント実施によりリスク低減措置
を明示させ、措置状況の確認を徹底するなど、リスクアセスメントが計画的かつ
継続的に実施され、リスクを低減する取組が活発であること。 

また、「幹部巡回」、「月次パトロール」、「災害防止協議会」で実施する、様々
な視点による安全パトロールにより、危険箇所の撲滅に努めており、関係者の協
力により行われる安全衛生意識の高揚のための活動が活発であること。 

このような取り組みにより、平成 30 年 3 月 28 日の着工以来、全工期を通じて
休業 4 日以上の災害を発生させておらず、その創意工夫を凝らした安全衛生活動
の水準は、優秀で他の模範であると認められた。 

 
 

〇秋田労働局長奨励賞（安全確保対策） 
  株式会社五十鈴製作所秋田工場 
 
  代表者が安全衛生基本方針を表明、周知していること。 
「秋田工場安全衛生委員会月別重点実施計画」の実施にＰＤＣＡサイクルを導入
していること。同計画の活動内容について、その都度、報告・分析・検討を行っ
ているほか、本社の安全衛生委員会の取り決め事項等の周知も図るなど、安全衛
生委員会が充実したものとなるよう取り組んでいること。 

工場内のほか、製品の据え付けやメンテナンス作業等、顧客先での出張作業に
ついても、その都度リスクアセスメントを実施し、リスクの低減措置を図った上
で作業を行うなど、リスクアセスメントが計画的かつ継続的に実施され、職場の
リスクを低減する取組が活発であること。 

危険体感講習「安全道場」や危険動作を防止するため「社内キャリアＵＰ講
習」を作業毎に実施し、労働災害防止の意識高揚に努めていること。 

このような取り組みにより、平成 24 年 11 月 14 日以降、労働災害を発生させ
ておらず、その創意工夫を凝らした安全衛生活動の水準は、優秀で他の模範であ
ると認められた。 
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〇秋田労働局長奨励賞（安全確保対策） 
前田建設工業・大森建設 能代火力発電所第 3 号機新設工事第 2 工区共同企業

体（能代火力発電所第 3 号機新設工事のうち復水器冷却水用水路ほか工事） 
 

施工計画の検討において、危険性、注意事項を洗い出し、リスクアセスメント評
価による対策が講じられており、本社、支店のパトロールの際に実施状況のチェッ
クが行われていること。また、災害防止協議会では、「当月の反省と翌月の工程か
らみた安全衛生対策」を検討、対策していること。 

新規入場者教育にあたっては、工事概要、過去の災害事例、入場月の対策、現場
における各種留意事項等に関し、安全ビデオを作成し理解を深める取り組みを行
っていたこと。併せて、イラスト入りのリスクアセスメント結果を掲載した作業手
順書を作成し、各作業者へ指示しているなど、職場のリスクを低減するための工夫
をした取組が行われていること。 

労働災害防止協議会として、同現場の状況や過去の災害のみならず、近隣の他現
場からの情報も周知しているほか、様々な安全衛生に関するテーマでの教育が行
われ、作業者の安全衛生意識の維持高揚が図られていること。 

このような取組みにより、平成 27 年１月 13 日の着工以来、工事竣工に至るま
で無災害を継続しており、その創意工夫を凝らした安全衛生活動の水準は、優秀
で他の模範であると認められた。 

 
 

〇秋田労働局長奨励賞（安全確保対策）  
白金運輸株式会社大館営業所 

 
代表取締役が安全衛生方針を明文化して表明し、全労働者に周知しているこ

と。年間安全衛生計画の月ごとの重点実施事項により安全衛生推進者を中心に、
事故防止教育等の安全衛生管理活動を実施していること。 

リスクアセスメントが定期的に継続して行われており、活発にリスク低減のた
めの取り組みを行っていること。 

月次教育で荷役ガイドラインを踏まえた各種作業対策や KY 活動に係る教育を
行っているほか、運転日報を全労働者が閲覧し、運行上の問題点の有無を確認し
あうなど、順法意識を啓発していること。 

危険予知訓練を毎月継続的に実施しているほか、安全衛生コンクールを実施
し、各種作業が特に優秀な者を表彰する等の取り組みにより安全衛生意識の高揚
を図っていること。 



自動車運転者の労働時間を的確に把握し、改善基準告示に定められた連続運転
時間等を下回る社内独自ルールを定め、過重労働による健康障害防止対策に取り
組んでいること。また、健康診断の事後措置への対応を適切に講じていること。 

このような取り組みにより、平成 20 年 11 月 1 日に事業場開設して以来、休業
災害を発生させておらず、その創意工夫を凝らした安全衛生活動の水準は、優秀
で他の模範であると認められた。 

 
 

〇秋田労働局長奨励賞（健康確保(有害物)対策） 
 エスアイアイ･プリンテック株式会社秋田製造分室 

 
所有する全ての化学物質等について SDS を基に管理簿を作成し、リスクアセ

スメントを実施し、その評価により作業方法の検討、見直し等を行っている。ま
た、保護具の着用を徹底しているが、不休災害発生を契機に面体の変更を行うな
どの改善措置を適切に講じている。併せて、作業方法の変更、低有害性の代替品
への移行など、リスク低減について積極的な措置が講じられていること。 

局所排気装置等設備は、風量測定を含めた月例及び年次点検が確実に実施され
記録が保管されている。委員会へ報告により必要に応じ対策が講じられることに
より、第１管理区分を継続していること。 

全ての労働者に対し、SDS、リスクアセスメント評価、有機溶剤の性質と注意
事項、作業環境測定の結果の周知、局排の配置状況とその点検結果、過去の化学
物質に関する災害発生事例等の教育を行っていること。 
  このような取り組みにより、開設以来、健康障害の発生事案はなく、その創意
工夫を凝らした安全衛生管理活動の水準は優秀で他の模範であると認められた。 
 
 
〇秋田労働局長功績賞  相原文人 
 

長年にわたり、秋田県労働基準協会能代支部長及び能代地区労働災害防止連絡
協議会の会長として会員事業場の安全衛生対策の向上及び意識の高揚に努めてい
ること。特に毎年行われる能代山本地区安全衛生大会へ多数の参加者を招集する
など、能代山本地域の事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をしている
こと。 
 
〇秋田労働局長功績賞  工藤康嗣 



 
  長年にわたり、秋田産業保健総合支援センターの産業保健相談員として、産業
医、事業主、衛生管理者等からの産業保健に関する専門的相談への対応や各種研
修、セミナーでの講義を通じて産業保健活動の活性化に努め、秋田県内の事業場
の安全衛生水準の向上に多大な貢献をしていること。 
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安全衛生に係る労働局長表彰について（参考）  

 

○表彰の種類： 優良賞、奨励賞、団体賞、功績賞、安全衛生推進賞  

  奨励賞の表彰にあたっての評価は、「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。 

 

【表彰基準】 

○奨励賞 

安全衛生に関する水準が良好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 

 

＜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 職業生活全般を通じた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 15 項目 

 

＜選択評価事項：安全確保対策＞ 

① 無災害記録時間の成績が、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優れてい

ること。 

 

 ＜選択評価事項：健康確保（有害物）対策＞  

① 有害な作業環境及び一般的作業環境について、適正な測定及び評価を実施し、そ

の結果発見された問題点の改善が行われていること等有害業務に係る作業環境管

理が優れていること  
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② 作業方法の改善、保護具の着用及び保守管理等作業管理が優れていること   

③ 特殊健康診断を確実に実施し、かつ、これらの結果に基づく就業上の措置等健康

管理が優れていること  

④ 化学物質製造・取扱事業場においては、化学物質管理が優れていること  

 

○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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