
確認番号 事業場名 宣言内容

261128001 (有)秋山工業所 あのヒヤリを忘れない！　現場の安全確認で災害０！

261128002 (有)足立組 うまくやるより確実に　早くやるより安全に　ゆとりもって安全作業

261128004 （有）いしかわ バックルームの通路を確保します

261128005 （有）池本ＣＢ建設 あせらずあわてず手元、足元確認　墜落・転落・転倒の防止

261128007 (株)入澤林業 寒くなるので体調管理に気を付けて　5Ｓを心がけ安全作業を行います。

261128008 （株）ウオタニ 上に架空線、下に埋設物あり　確認をしてから作業します。

261128009 （株）上野水産
安全作業の３か条「しない」「させない」「見逃さない」守る職場は無災害！ 危険個所見つけて報
告　即改善　皆で行う事故防止

261128010 大森石油店 １　交通安全指導　２　作業中の危険防止　３　施設の安全点検

261128011 岡田電工（株）
・作業前に必ずＲＡＫＹ活動を行います。・高所作業時には必ず安全帯を着用します。・脚立の天
板とその下の踏桟に乗っての作業は行いません。・事業主による現場安全パトロールを毎月２回
以上実施します。

261128013 尾古塗装 現場の安全ルールの厳守により安全作業に努めます

261128014 （株）金田工務店 日々の機械・工具の始業前点検の状況を確認します／墜落転落災害の防止

261128016 カネックス(株) 作業前後の安全確認の徹底。場内作業車両の場内制限速度の順守を徹底します

261128017 河島農具製作所 5Ｓ活動の推進により、見える化を図り、ＫＹ活動により安全な職場にします

261128018 環境建設（株） 作業前・作業後の指差呼称を履行し労働災害防止の意識高揚に努めます

261128019 共同運送(株) 労働災害０　交通事故前年比７５％削減　人身事故「０」を目標に安全活動を推進します

261128021 久米桜酒造（有） 非公開

261128022 匿名 社員全員で交通違反・事故ゼロ件の実現

261128023 ㈱鴻池組山陰支店 「周りに一声、自分に対して一呼吸」のスローガンのもと、「一呼吸運動」を推進します。

261128024 （株）越河 非公開

261128025 寿製菓（株）

荷物の積み上げを２ｍ以下にすることを徹底し安全確保に努めます！／工場内の転倒を防止
するため「焦らず、走らず」心がけゆとりをもって作業します。両手で荷物を抱えての移動、転倒
注意箇所の啓蒙、駆け足での移動の禁止を徹底します。／安全パトロールを実施し過去の事故
事例の対策確認と新たな発生因子を見つけ改善・啓蒙を図る！

261128026 コマツ山陰（株） みんなで取組もう　指差呼称で無災害！

261128028 境港魚函（株） ルールを守って安全作業　回転部分に手を出さない

鳥取西部地区「ゼロ災５５」無災害運動に基づく「安全宣言」事業場名簿



261128029 山陰アシックス工業（株）
安全衛生管理活動を充実し、労働災害を未然に防止するために必要な事項を明らかにし、従業
員の安全と健康を確保すると共に快適な職場環境の形成を行う。

261128031 山陰信販（株） 交通災害ゼロを目指す！

261128033 匿名 作業手順を順守して常に焦らず落ち着いて行動する

261128035 三光（株） 毎日　始業点検実施　毎日　整理整頓、清掃清潔

261128036
サントリープロダクツ（株）天然水奥大
山ブナの森工場

安全規則に忠実な行動をします。ルール違反を見かけたら誠意をもってダメ出しします。

261128037 スリーエステクノ(株)鳥取工場
転倒しない・挟まれない・巻き込まれない為にも作業者一人一人が安全に対する認識を高めま
す。

261128038 西部金属（株） 機械道具類すべての物に対して怪我等のないように細心の注意をするようにします

261128039 大海通産（株）
・職場の整理整頓と安全確認を実施します。・設備点検を実施、安全確保を図ります。・ＫＹＴを実
践します。・みんなで意識を高め安全の足並みを揃えます。

261128040 (株)大新
1 不注意による、うっかりミスのゼロ ２ 巻き込まれ災害・はさまれ災害ゼロ ３ ヒヤリハット箇
所の再確認　４　通勤災害ゼロ　５　持て余裕

261128042 （株）大昇食品
一人一人が初心を忘れず基本動作を行い危険を予知して安全作業、無災害の職場をめざしま
す。

261128043 大鉄工業（株）米子支店
計画段階からリスクを排除しルールを守り施工する／重機械と作業員の接触労災を撲滅する
為、定期的に現場パトロールを実施し現場実態の把握と現場において注意と指導を徹底して行
います

261128045 (株)高下印刷 気をつけよう　油断・過信が事故を呼ぶ

261128046 丹野工業㈱米子支店 「無事故・無災害・無違反」を目標に考える安全を心掛けて実行致します。

261128047 (株)中央生コン
工場内及び現場での生コン車からの転落災害の防止のため、運転手に対する安全帯の使用を
徹底します。

261128048 中国電力(株)米子電力センター

１．若年層社員による事故・災害防止対策の強化 ２．的確な作業計画と適切なライン安全管理
の徹底・強化 ３．安全衛生小集団活動の質的向上 ４．設備・作業環境及び作業方法の再点検
と改善 ５．交通事故防止対策の強化 ６．請負災害防止対策の強化 以上により①死亡・休業
災害「ゼロ」②電気・墜落災害「ゼロ」③業務上交通災害「ゼロ」を達成する。

261128049 中国電力（株）

・全所員が「絶対に事故・災害を起こさない」との思いを共有し、かつ必ず実施させるという強い
意識で安全の確保に取り組んでいく ・安全を最優先に、過去に発生した災害を二度と起こさな
いための再発防止対策を確実かつ継続的に実践し、元請会社や委託員に積極的に指導・支援
を行い労働災害の未然防止に取り組んでいく。

261128050 （株）Ｔ・Ｍ・Ｓ
１、5Ｓ運動の徹底 ２、リスクアセスメント・ＫＹＴによる危険予知の徹底 3、ゆとり運転・かもしれ
ない運転の励行 ４、全社現場パトロールによる安全チェックと確認 ５、新規入場者面接と安全
点呼・作業点検の徹底

261128051 (有)テック （公道作業において）適切な警備員、安全柵を配置し確認後、指揮者の指示で作業を始める。

261128052 東京印刷（株） ４Ｓの推進　整理・整頓・清掃・清潔

261128053
（一社）鳥取県トラック協会米子事務
所

荷台からの墜落事故撲滅に挑戦する

261128054 匿名 工場内では走りません。動いている機械には手を入れません。リフト等安全運転を遵守します。

261128055 鳥取ﾋﾞﾌﾞﾗｺｰｽﾃｨｯｸ（株）
１．危険標識設置による認識の強化 ２．社内発生事例に基づくＫＹＴ教育の実施 ３．不安全箇
所の是正フォロー体制の構築　４．全員参加による交通事故・違反撲滅活動

261128056 (株)永井電機工業所 不安全行動を「しない」「させない」「黙認しない」一声掛け合い不安全行動を防止します。

261128058 ㈱ナガトウ建設
電動工具使用時は始業前点検を行い安全作業を行います。／転落事故防止のため安全ベルト
の着用を徹底します。／吊荷の下には入りません。



261128060 日新林業（株）
相互に「聴き合い語り合う」活発なコミュニケーションを通じて社員・協力社員を問わず一致協力
して安全と健康の確保に努めるとともに、危険要因の事前評価と対策を徹底し災害の撲滅を図
ります。

261128061 日本交通（株） 転倒・転落防止のため作業手順を守り、焦らず、慌てず、ゆとりをもって行動します。

261128062 （株）ニチラス 「ゼロ災５５」５つの柱を順守し安全に作業することを誓います。

261128063 日通トランスポート(株)米子支店 安全作業の基本とルールを遵守します

261128064 日本通運（株）米子支店 作業前ＫＹの完全実施で「安全最優先」の職場を築く！

261128065 日通米子運輸（株）
・安全衛生スローガンを先端の従業員全員で毎日唱和・実行し必ず遵守します。・事故は絶対に
起こさないという強い意志と信念を持ち緊張感をもって作業にあたります。ヒューマンエラーを未
然に防止するため管理監督者による教育訓練を繰り返し継続して実施いたします。

261128066 日本海冷凍魚（株） 規則と手順　習慣づけよう　安全確認

261128067 日本郵便(株)　米子郵便局

１．作業者に対して労働災害予防措置等の指導を徹底します ２．リスクアセスメントを行い、リス
クの低減対策を決定・実践します。３．安全保護具を確実に着用させます。４．局長はじめ管理
者、安全管理者及び衛生管理者による職場巡視等を確実に行い、職場内の危険回避策を講じ
ます。５．安全確認呼称及び指差しによる安全確認を実施します。６．車両運転者に対して危険
予知訓練を毎日実施し事故事例研究会を毎週実施します。

261128070 （株）平田組
快適な職場環境を整備、構築する事に努め、またヒューマンエラー撲滅のためのリスクアセスメ
ント活用によるＫＹ活動の徹底導入を実施して労働災害０を目指します。

261128071 （株）平井組
・リスクアセスメントを活用したＲＫＹの実施・作業手順の確認を行い危険源の除去・危険個所の
明示を実施し見える化を図る・新規入場者教育時に現場内ルールの徹底を図る

261128072 (株)フィディア
墜落災害防止の為に、安全施設の点検、整備を実施します。現場での保護具（ヘルメット・安全
帯等）の着装、使用を徹底し事故防止します。

261128073 服島運輸（株） 非公開

261128074 フジ化成工業(株) めざせ　無災害記録　１，０００日

261128075 (株)ホクシン 感電・墜落事故０

261128076 （有）みつわ衛生社 みんなで声を掛け合い安全な作業

261128077 みつわ環境開発（株） その一歩踏み出す前に足元確認

261128078 （株）ミテック ゼロ災害を目指して危険ゼロの実現を！！

261128079 (株)ミトクハーネス
避難通路（安全通路・作業通路）に突発的、又は常時物の放置がなき様通路を確保し安全の維
持に務めます。

261128080 （有）松浦組
ヘルメット・安全帯・保護具等の正規着用はもちろん、点検・手入れを適時行います。定期的な職
場巡視を行い安全・快適な作業環境は整っているか確認教育を行います。夏季においては適切
な休憩時間・水分・塩分等の補給などの熱中症予防対策を行います。

261128081 （有）松村計量器店 全力確認！

261128082 マルコウ運輸(株) 常に周囲の安全に心がけます。指差し確認の実施。

261128083 丸京製菓（株） 動いているものには手を出さない！！

261128084 (株)マルツ 習慣づけよう安全確認！

261128086 （株）モリイ食品
・危険が予測される場所にＰＯＰ等を貼り注意を促す。・整理、整頓を常に行い働きやすい環境を
作る。・機械のマニュアルに従い安全に稼働させる。・どんなに急いでいても工場内は走らないよ
う心がける。

261128088 （有）山商運送 １．従業員への安全教育の徹底　２．健康管理・生活指導　３．施設・車両管理



261128089
ＵＤトラックス(株)米子カスタマーセン
ター

１．保護具着用の徹底 ２．車両特性の把握確認と車両一回り点検実施の徹底 ３．車両後退
時、運転者と誘導者による社内ルール完全実施

261128090 ユタカフーズ（株）鳥取工場 交通規則を守り安全運転でマナーの良い通勤をします

261128092 米子市水道局

ＶＤＴ作業における作業環境・作業時間の管理に配慮する／交通ルールの遵守の徹底／作業
前確認の実施の徹底 リスクアセスメントの徹底と再点検の実施／有機溶剤、特化物の取扱い
等の注意事項をＳＤＳにより周知徹底する／車載工具の整理整頓の徹底、衝突防止の徹底／
緊急修繕は「慌てず」「急がず」現場に向かう。給水タンク車の操作は「複数人」で行い安全を確
保する

261128094 （有）ライジング 足元を見てまわりに目配り、危険な所は声を出し合い安全確保

261128096 ワタキューセイモア（株） 最優先　効率よりも安全作業

261201001 （有）旭鉄工所 1.安全のための朝礼。ミーティングの実施。　２．工場内、現場での整理・整頓の推進。

261201002 (株)一瀬製作所
社員全員の安全第一を考え５Ｓの精神に基づき作業者同志での声掛け合い運動等を行い災害
防止に務めます。

261201003 （株）一心サービス 安全で健康的で快適に働ける職場環境の維持向上に努めます。

261201005 （株）内田ｽﾌﾟﾘﾝｸ大山工場 すべての作業において、安全を確認してから作業をします。

261201006 王子製紙（株）米子工場

１．安全三章・十則の遵守と各種作業ルールを守ることを徹底し、不安全行動が原因で発生する
災害を撲滅させます。 ２．同じ工場構内で働く仲間である、安全協力会・臨時入構の作業者の
安全を守るため現場パトロールを行い、声掛けによりコミュニケーションを図り、災害の芽を摘み
ます。

261201007 (株)菊水フォージング
工場内巡回の頻度を増やし、急の付く作業(走る、行程省略)をしていないか、保護具の乱れがな
いかを重点にチェックを行います。

261201009 後藤工業（株） 転倒災害リスクの抽出とハード対策の推進

261201010 (株)ゴール米子工場 危険箇所の特定に心がけます

261201011 境港海陸運送（株）
１．基本動作を完全順守し、防衛運転を徹底します ２．荷役車両と人との接触防止ルールの設
定と、死角を意識した周囲の安全確認を徹底します ３．車両後退前の一旦停止と徐行運転に
よる確実な安全確認を実践します

261201012 境港物流（株） １．基本ルールを厳守します　２．ＫＹを活用して労働災害防止に努めます

261201013 新和産業(株) 非公開

261201015 大山ハム（株）
①急がない、慌てない、確実な安全作業を行います。②優しい気持ち、おもいやりをもって仲間と
接します。③通勤、私用にかかわらず、自動車・自転車運転のルールを守ります。

261201017 (有)トクワカクレーン 現場のルールを守り、安全作業に努めます　安全に対して高く意識を持って行動します

261201018 鳥取ロブスターツール（株） 工場の巡視をこまめに行い、従業員の声に耳を傾ける。

261201019 （株）日　　新
・職場活動による５Ｓの推進を強化しリスク回避を図る。・トラブル時「止める・呼ぶ・待つ」を徹底
し、作業の確実性を図り挟まれ・巻き込まれ災害を防止する。

261201020 (有)伯耆鉄工所 整理整頓　手元足元の安全確認の徹底！！

261201021 （株）ホープタウン 「私たちは、５Ｓ運動の‘整理’‘整頓’‘清掃’‘清潔’‘躾’を推進します。」

261201022 三嶋クレーン（有）
①リスクマネージメントの推進と安全作業標準の整備・見直(ヒヤリ・気がかり対策実施)②考える
安全風土の構築・強化(５ＴＢＭの徹底　５Ｓ３Ｔの推進)

261201024 美保テクノス（株）
『経営計画方針』に基づき全社員と協力会社が一致団結し、安全衛生管理の徹底を図り『労働
災害・第三者災害ゼロ』を目指し、快適な職場環境の構築を行います。

261201025 （有）山本整備 正しい保護具正しく着用　作業開始前ミーティングの実施



261203002 朝日化学工業株式会社　米子工場
・決まった保護具を装着して、安全作業に取り組みます。・作業前の手順確認をしてから行動し
ます。

261203003
日本通運 株式会社 米子支店 王子製紙米子
工場事業所

作業前ＫＹの完全実施で「安全最優先」の職場を築く！

261203004 王子木材緑化 株式会社　米子営業所
ヒヤリ・ハットをおろそかにせず周知し、ルールを守り、不安全行動が原因で発生する災害を無く
します。

261203005 王子物流 株式会社　米子事業所
１．安全三章・十則の遵守と安全作業動作標準書に記載された手順を守ることを徹底し、不安全
行動が原因で発生する災害を撲滅させます。２．仲間である協力会社の作業者の安全を守るた
め現場パトロールを行い、声掛けによるコミュニケーションを図り、災害の芽を摘み取ります。

261203006 山陰丸和林業　株式会社
（１）降りて確認、見て確認。声で確認、指差し呼称を徹底させます。（２）転落防止安全帯の着用
を徹底させます。（３）交通ルールの遵守を徹底し、交通事故を撲滅させます。

261203007 朝日鉄工 株式会社　米子出張所
１．ルールを守る為、一人ひとり個人目標を決め災害ゼロの達成。２．作業員の安全を守る為、
現場パトロールを行い、不安全作業を無くす。

261203008 王子エンジニアリング 株式会社　米子事業部
１．日々の作業・パトロールで気がついた”ひやり・きがかり”は必ず提出することを習慣化し、不
安全箇所を排除します。２．５ＴＢＭの実施と責任者によるパトロール時の指導・確認を行い、作
業環境改善・安全意識レベル向上を図ります。

261203009 株式会社 岡崎組　米子出張所
３社立会により、作業内容把握と不安全箇所の排除を確実に行い、作業者による確実な５ＴＢＭ
シートの作成と工事責任者の指導・確認により、作業環境の安全レベルの向上を図り、災害ゼロ
達成を目指します。

261203010 有限会社 シオテック
１．不安全状態・不安全行動が原因で発生する災害を撲滅させます。２．５ＴＢＭの活用と、管理
監督者による、こまめな現場パトロールと声掛けを実施し、現場での意見を取り入れ災害の芽を
摘みます。

261203011 新建工業 有限会社 当社は安全絶対優先を実践し労働災害のない安心安全な職場を目指します。

261203012 中国汽缶工業 株式会社　米子出張所 安全を最優先にし、確実な報・連・相を実行し災害防止に努めます。

261203013 トンボ 株式会社　山陰営業所
１．安全三章・十則の遵守と構内ルールの遵守より災害を撲滅させます。２．作業環境に適した
保護具を使用し災害を撲滅させます。

261203014 日成工業 有限会社
１．安全最優先の意義を正しく理解させてトップ自らが率先・垂範し、緊張感のある安全行動をし
ます。２．考える安全風土の構築を図り５Ｓ・３Ｔの職場をつくります。

261203015 日石工業 株式会社　米子営業所 ①安全衛生自主教育の実施②現地５ＴＢＭの実施③高所作業時の安全帯２丁掛けの実施

261203016 有限会社 西尾プライト工業
１．全ての安全は基本ルールの遵守から。安全三章・十則を守らせます。２．職場の安全は気配
り・気遣いから。現場パトロール時の声掛けによりコミュニケーションを図り、災害を未然に防ぎま
す。

261203017 有限会社 淀江清掃社
１．安全三章・十則の遵守と工場守則を守り災害ゼロを達成します。２．入構現場で仲間相互の
声掛けし、不安全行動の芽を摘み取ります。

261203018 王子不動産㈱米子営業所
１．各現場及び協力会社との打合せ、現場確認、連絡等を実施し、作業内容を明確にすることで、安全確
認を確実に行います。２．過去の災害事例を水平展開し、類似災害の再発防止を図ります。

261203019 有限会社 本高建設
１．毎朝、朝礼時安全三章・十則を唱和し、一人一人の安全意識を高め安全ルールを守り、守ら
せます。２．各現場の打合せを密に行い「報・連・相」を徹底し、不安全行動を根絶します。

261203020
丸彦渡辺建設 株式会社 関東・西日本事業本
部名古屋支店　米子事業所

働く人々すべての安全と健康の確保が、組織に与えられた第一の社会的責任であると認識し、
安全絶対優先で業務の遂行に当たるものとする。このために、労働安全衛生業務システムを構
築し、その継続的改善を推進していく。

261203021 株式会社　大協組　王子製紙作業所
工事の設計及び施工に関係する全ての活動における労働安全衛生の確保は、人命尊重を基本
とする社会に対する企業責任であることを深く認識し、「労働安全衛生活動」を積極的に推進す
る。

261203022 米子王子紙業 株式会社
・私は、設備の不良・不安全行動を見逃さず、改善します！・私は、現場から提出されたヒヤリ・
ハット気がかりを真摯に受け止め、改善します！・私は、毎日現場パトロールを行い、声掛けによ
るコミュニケーションを図り、風通しの良い職場風土を築きます！

261203023 丸彦産業株式会社
考える安全の実践、安全三章十則の遵守と緊張感を持った行動を実践し、『安全絶対優先』で災
害ゼロを達成する。

261203024 有限会社　制　電
１．私達で決めた禁止事項を遵守します。１．５ＴＢＭを実施します。１．事前準備をしっかりして、
スムーズな作業を目指します。以上のことを実践し、安全絶対優先に徹します。

261203025 株式会社 大機エンジニアリング
１．安全三章・十則の順守を徹底し、災害を起こしません。２．５ＴＢＭを活用して未然に事故を防
止します。



261203026 日鉄住金テックスエンジ株式会社 計装整備グ
ループ 米子事業所

「ヒヤリ・気がかり」が提出しやすい職場環境作りを推進し、双方向のコミュニケーションを強化し
ます。

261203027 扶桑電気工業 株式会社　米子出張所
１．安全三章・十則を遵守し、安全行動を徹底し災害ゼロを達成します。２．管理、監督者が率先
して安全絶対優先の意識を持ち災害ゼロを達成します。

261204001 イワタ建設（株） 非公開

261204002 サイキ建設工業（株） 一人ひとりの安全意識がみんなの安全、作業に慣れても危険に慣れるな！

261204003 山陰緑化建設（株）
第三者災害の防止/法面からの墜落・転落、冬場の健康状態悪化防止/冬場の凍結による転倒
事故を防ぐ/重機作業による事故を防ぐ/法面作業での事故を防ぐ

261204004 （株）シモモト
一人一人が毎日を安全に作業を行うために何ができるか、何をすれば良いか考え実行しよう！
/新規入場者全員と話をします。/慌てない、焦らない、イライラしない！！

261204005 大松建設（株）
「品質方針」に基づき社員と協力会社が一丸となって安全管理を徹底し、労働災害・第三者災
害・工事事故”ゼロ”を目指します。

261204007 （株）前田興業 安全点検・指差確認

261204008 匿名 不安全行動・不安全状態を見逃さず、早期是正を行います。

261204009 （有）みどり建設
・高所作業での安全帯使用を確実に実施して作業を行います。・現場のルール、作業ルールを
守り安全作業を行います。

261204010 （株）山根 危険予知の確認を徹底し、正しい作業手順で安全作業を行います。

261204011 米子ガス産業（株）
１．不安全行動は、絶対に行わない。２．十分なミーティングの実施。３．作業前点検を確実に実
施し、作業環境の整備・改善に努める。

261204012 （株）タナカ技建 現場のルールを守り、安全作業に努めます。

261204013 （有）都田組 守ろう安全のルール、めざそう無事故無災害の職場

261204014 （有）浅田建設
・作業前にしっかりと打ち合わせを行います。・作業員の目線に立ち、危ない作業は、しない・さ
せない。

261204015 （有）アリオン ・作業前、手元・足元『再確認！』・あわてずに、一息おいて『深呼吸！』

261204016 （有）小倉興産

重機災害撲滅のため、重機作業半径内に立入りをさせません。第三者災害防止のため、工事関
係車両は近隣道路は徐行させます。現場内接触事故防止のため、工事車両誘導を徹底します。
第三者災害防止のため、施工範囲の明確化、誘導員による確実な誘導、作業員への周辺注意
の徹底を行います。第三者災害防止のため、工事関係車両は、出入口での一時停止・左右安全
確認を行います。足場からの転落・転倒を防止するために、「あせらず、走らず」を心掛け、ゆとり
をもって作業をします。上下作業を禁止し、互いに周囲の安全確認をして、作業をします。全面
通行止め規制のため、地元の車両や歩行者が用事のため進入する場合は、現場責任者又は職
長が安全に誘導し、事故を起こしません。

261204017 （有）下村建設 ・重機作業半径内立入禁止。・ヘルメットの完全着用。

261204018 （株）所子建設 社員みんなで災害防止に挑戦する。

261204019 (有)藤本組
・基本ルールの周知。・現場の確認。・危険の状況が、確認された時には即対応する。その情報
をみんなで共有する。

261205001 (株)稲田組 いいかな？、いいだろう作業はしません、させません。

261205002 (有)今松工務店 重機作業内立入り禁止と声かけ作業の徹底をします。

261205003 (有)大柄組 重機作業内立入り禁止と声かけ作業の徹底をします。

261205004 (有)岡田建設 危険予知活動と正しい作業手順で安全作業に努めます。



261205005 (有)カワケン 非公開

261205006 (株)かわばた 朝礼で各自が発表した当日の注意点を厳守し、実行します。

261205007 (株)コーセン 危険を見たらすぐ直す。

261205008 (株)佐伯建設
①全従業員一人一人が役割と責任感を持ち、安全確保に努めます。②私たちは、危険予知活
動と正しい作業手順で安全作業に努めます。③私たちは、法令・規則を守り、職務を遂行し、安
全確保に努めます。

261205009 (有)澤田建設
・交通マナーを守り安全運転に心掛けます。・労働安全衛生法等を遵守し、安全第一で作業しま
す。

261205010 (有)住田組 労働災害「ゼロ」の達成を目指します。

261205011 (有)大生建設 作業手順を確認・実行します！

261205012 髙橋建設(有) 非公開

261205013 (有)坪倉組 労働災害ゼロをめざし、ベストな体調と明るい気持ちで取り組みます。

261205015 日南振興(株) 安全衛生大会の意義を十分にふまえ、「安全」について理解を深めます。

261205018 (有)原明建設 視野を広く持ち安全な作業に努めます。

261205019 (有)福岡組
・リスクアセスメントを日々行い、危険要因の軽減に努めます。・作業内容、手順を全員で把握
し、労働災害を未然に防ぎます。


