
中央労働災害防止協会の無災害記録証授与社名簿（金沢労働基準協会の支援推薦による） 

令和 4 年 4 月無災害記録証授与 

サンコー企画株式会社 

河北郡津幡町旭山 11-2 

代表取締役  浦邉 俊行 

道路標識等製造業 資本金 2500万円 事業場規模 47名 

無災害起算日 平成 27年 10月 14日 

平成 31年 1月第一種記録 1500日努力賞達成 

令和 4 年 3 月 1 日第二種無災害記録 3000 日進歩賞達成 
 

【無災害記録継続の極意は？】１0月 1日～31日には会社独自の安全  賞状を掲げる奥野課長と  

強化月間を設けています。交通・作業・衛生の 3つ重要項目を掲げ、  盾を掲げる藤原室長 

安全標語も募集しています。『元気な挨拶 明るい職場 心に灯る やる気の光』のポスターを

掲示しています。唱和すると和やかで明るくなるような安全スローガンなど社員の安全と健康に

正しい方向で向き合ってきたことが無災害記録継続の極意です。 

 

令和 4 年 3 月無災害記録証授与 

暁化学工業(株)    金沢市打木町東 1401 

代表取締役  米澤 卓也 

金属製品製造業 資本金 2000万円 事業場規模 78名 

最終休業災害 平成 25年 8月 25日  

平成 27年 7月第一種記録 500日努力賞達成 

平成 29年 7月第二種記録 1000日進歩賞達成 

令和元年 6月 25日第三種記録 1500日銅賞の無災害記録達成  
【無災害記録継続の極意は？】                   賞状を持つ米澤常務と 

当社では、労働安全衛生委員会を中心に安全活動を進めています。   盾を持つ米澤さん 

まず、月一回の安全パトロールを実施し、５Ｓ指導と危険個所の是正を行っています。特に、怪

我をするような事故があった場合は、小さな事故でも事故対策会議を開いて予防対策を決め、同

じ事故を起こさないよう徹底していることが無災害継続の極意です。年度の始まりに一年の安全

スローガンを社員から募集し掲示するなど安全意識の高揚を図ることも大事だと思っています。 

 



中央労働災害防止協会の無災害記録証授与社名簿（金沢労働基準協会の支援推薦による） 

令和 4年 1月無災害記録証授与 

ユーエスカートン株式会社 
〒924-0051白山市福留町 211番地 

代表取締役  上田 正浩 

製造業 資本金 2000万円  

企業規模 20名 無災害期間平均事業場規模 21名 

最終休業災害 平成 21年 8月 12日  

平成 25年 5月第一種記録 1000日努力賞達成 

平成 29年 3月第二種記録 2000日進歩賞達成 

令和 3 年 1 月第三種記録 3000 日銅賞の無災害記録達成 

 
賞状を持つ中島さんと 

盾を持つ岡林さん 
【無災害記録継続の極意は？】 

全社員が行っている安全当番による不安全状態と不安全行動のチェックと改善を図る安全会議が基本

です。ベル当番も活躍しています。特にフレキソフォルダグルアなどの今どきの段ボール箱製造機械

は全自動ですが、油断は禁物です。毎日 2回、不定期に鐘を持った当番が見回っています。鐘の音に

ハッとする作業者もいるようです。こういう油断を戒める細心の工夫が無事故継続の極意です。 

 

令和 4年 1月無災害記録証授与 
株式会社環境公害研究センター  

〒920-0338金沢市金石北 3-13-17 

代表取締役  中田 憲幸 

その他の事業（環境測定分析計量事業）資本金 2000万円  

企業規模 27名 無災害期間平均事業場規模 31.5名 

最終休業災害 平成 23年 8月 5日  

平成 27年 11月第一種記録 1000日努力賞達成 

令和 2 年 2 月第二種記録 2200 日進歩賞の無災害記録達成 

 
賞状を持つ中佐専務 

と盾を持つ森課長 

【無災害記録継続の極意は？】 

有害物の測定分析が仕事ですから、分析室においても客先においても有害物の漏洩暴露事故のないよ

う万全を期すのが基本です。客先では防毒マスクが必要な場合も安全帯が必要な場合もありますの

で、その場で対応できるように準備していくのが重要です。それを実行できるように設備も資材も教

育も管理しています。特化物や有機溶剤の作業主任者による法定の管理から、ISO9001の認証を取得

しているようなマニュアルなどの教育と作業管理をとことん徹底していることが無災害の極意です。 

 



中央労働災害防止協会の無災害記録証授与社名簿（金沢労働基準協会の支援推薦による） 

令和 3年 12月無災害記録証授与 

金沢総合花き株式会社 
〒920-0051金沢市二口町ニ 80番地１ 

代表取締役社長  畑下 勲 

卸売業 資本金 7000万円  

企業規模 21名 無災害期間平均事業場規模 21名 

最終休業災害 昭和 63年 10月 31日  

平成 5年 4月第一種記録 1500日努力賞達成 

平成 10年 7月第二種記録 3000日進歩賞達成 

平成 16年 8月第三種記録 4500日銅賞達成 

平成 25年 5月第四種記録 6750日銀賞の無災害記録達成 

 
賞状を持つ畑下社長と 

盾を持つ越崎部長 
【無災害記録継続の極意は？】 

全国から運び込まれた花の荷降ろし仕分けを行い、高台車で運びます。セリを行う花はコンベアに載

せて 60社の小売業者の前に運ばれます。そして次々と小売業者のトラックに載せられていきます。こ

の市場の作業をうまく流れるようにするために利用業者が集まる施設管理の運営協議会で問題を解決

し、社内では月一度の昼礼でも作業の課題を解決し続けていることが無災害継続の極意です。 

 

令和 3年 12月無災害記録証授与 
株式会社キョー・エイ  

〒920-0061石川県金沢市問屋町 3-10 

代表取締役社長  髙桑 弘道  

卸売業 資本金 2400万円  

企業規模 81名 無災害期間平均事業場規模 44名 

最終休業災害 平成 28年 10月 31日  

令和 3 年 2 月第一種記録 1100 日努力賞の無災害記録達成  
（賞状と盾を持つ髙桑社長） 

【無災害記録継続の極意は？】 

得意先を回ってなんぼ。やる気、根気、体力気力が元手の商売です。営業車は安全運転第一で走って

います。そのため、社員の健康第一の取組が無事故無災害の記録になって現れたのだと思っていま

す。社員みんなが明るく楽しく、電気で元気が極意です。 

 



中央労働災害防止協会の無災害記録証授与社名簿（金沢労働基準協会の支援推薦による） 

令和 3年 12月無災害記録証授与 
太谷株式会社 

〒920-0333石川県金沢市無量寺 4-7 

代表取締役会長  太谷 信二 

産業資材卸売業 資本金 4000万円 

企業規模 42名 無災害期間平均事業場規模 21名 

最終休業災害 平成 18年 9月 1日 

平成 27年 6月第一種記録 1500日努力賞達成 

令和 3 年 2 月第二種記録 3000 日進歩賞達成 
 

賞状を持つ田辺さんと 

【無災害記録継続の極意は？】                     盾を持つ宮本さん 

メーカーと客先をつなぐのが仕事です。納入の時は、メーカーと客先と一緒に立ちあいますが、それ

ぞれの思いをつないで事故のないようにしています。25台の営業車の安全もかかせません。完全整備

と完全装備で安全第一に走り回ります。そうしたつながりの大事さを先輩が後輩へつなぎます。そん

なつながりの社風が無災害継続の極意なんです。 

 

令和 3年 12月無災害記録証授与 

河北郡衛生株式会社 
〒929-1215かほく市高松丁 90-1 

代表取締役社長  蔵岡 修 

清掃・廃棄物処理業 資本金 1200万円 

企業規模 43名 無災害期間平均事業場規模 43名 

最終休業災害 平成 24年 5月 28日 

平成 28年 8月第一種記録 1100日努力賞達成 

令和 2 年 12月第二種記録 2200日進歩賞達成  
（賞状と盾を持つ蔵岡社長） 

【無災害記録継続の極意は？】 

市内隈なく隅々までゴミ収集や浄化槽汲取りに回ります。まず交通安全第一です。パッカー車の前後

左右に気を配り耳を澄ませて仲間と息を合わせて安全を確保します。使う車は完全整備でないと使用

させません。安全の極意は息を合わせて気持ちを込めて作業することです。 

  



中央労働災害防止協会の無災害記録証授与社名簿（金沢労働基準協会の支援推薦による） 

令和 3年 10月無災害記録証授与 
サンコー企画株式会社 
〒929-0345河北郡津幡町旭山 11-2 

代表取締役  浦邉 俊行 

道路標識等製造業 資本金 2500万円  

企業規模 53名 無災害期間平均事業場規模 47名 

最終休業災害 平成 27年 10月 13日（翌日が起算日） 

平成 31年 1月 25 日第一種記録 1500 日努力賞達成 

 
賞状を掲げる藤原室長 

と盾を掲げる奥野課長 

【無災害記録継続の極意は？】 

10月 1日～31日は会社独自の安全強化月間です。交通・作業・衛生の３つの重点項目を掲げ、安全標

語も募集しています。「優しい笑顔と明るい挨拶、心で成せる安全対策」のポスターは社員の似顔絵入

りです。唱和すると和やかで明るくなるような安全スローガンなど社員の安全と健康に正しい方向で

向き合ってきたことが無災害記録継続の極意です。 

 

令和 3年 9月無災害記録証授与 

株式会社金太 旭丘鉄鋼基地 
〒924-0004石川県白山市旭丘 2丁目 11番地 

代表取締役社長  南 志郎 

産業資材卸売業 資本金 3200万円  

企業規模 182名 無災害期間平均事業場規模 29名 

最終休業災害  （翌日が起算日） 

平成 26年 12月第一種記録 1500日努力賞達成 

令和元年 6 月 6 日第二種記録 3000日進歩賞達成  
（盾を掲げる泉浩人所長） 

【無災害記録継続の極意は？】 

鋼材という重量物が相手の仕事です。大げさですが社員の命がかかっていますからｸﾚ-ﾝ作業中吊荷か

ら視線を切らない事、一定の距離を保つことを基本とし、安全会議での意見交換や改善策の提案や作

業注意点を文章化などの取り組みを継続し、労働災害の無いよう取り組んでいます。それでも作業中

に危ないと感じた時は吊荷の心配よりまず身の安全。危険を察知し「逃げろ」なんですよ。これが極

意です。 

 



中央労働災害防止協会の無災害記録証授与社名簿（金沢労働基準協会の支援推薦による） 

令和 2年 11月無災害記録証授与 

かがつう株式会社 金沢工場 
〒929-0345河北郡津幡町大田に 140 

代表取締役社長  野崎 信春 

電気機械器具製造業 資本金 9000万円  

企業規模 199名 無災害期間平均事業場規模 97名 

最終休業災害 平成 27年 10月 13日  

50人以上 99人以下電気機械器具製造業 

平成 31年 1月 25 日第一種記録 1500 日努力賞達成 

 
賞状を掲げる野崎社長 

と盾を掲げる廣瀬課長 

【無災害記録継続の極意は？】 

当社の安全活動の中心は、安全衛生委員会です。毎月の安全衛生委員会でテーマを決めて、職場巡視

を行い、その巡視結果で対策を講じます。この結果を委員会に毎月提出しています。この安全衛生委

員会での報告、改善、指導を繰り返すことで、災害を発生させない職場を目指す取り組みをずっと続

けてきたことが無災害記録継続の極意です。 

 

 

 

 

 


