
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５年４月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会）努力賞 

株式会社中村ポンプ      石川県金沢市いなほ 1丁目 5番地   
  代表取締役社長 中村 研太郎     設備工事業（10人～29人） 

平成 29年 4月 1日から無災害継続、令和 4年 7月 21日に第一種記録 1400日を達成しました。 

【無災害記録継続の極意は？】 

毎朝、社長自ら社内のパトロールをすることで従業員とコミュニケーションを計り、従業員の

調子や現場の進捗状況を確認することで安全防止対策を講じています。 

従業員との密接なミーティングの中で危険作業についての確認を怠らないことが無災害継続の

極意です。 
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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５年４月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会）努力賞 

オカダ合金株式会社      石川県かほく市宇気い 6 番地     
  代表取締役社長 岡田 等     非鉄金属製造業（30人～49人） 

平成 30年 5月 7日から無災害継続、令和 3年 6月 22日に第一種記録 800日を達成しました。 

【無災害記録継続の極意は？】 

当社は、得意先である様々な業界の産業機器メーカー様に対して、美しくて高品質なアルミ鋳造部品を提供

することを生業としています。約３０年前、社長の私自身が入社当初に起こした労災事故経験により、周囲に

与える影響も含めて、事の重大さを思い知らされました。狭い工場内で何か危険が生じた際、直ぐ逃げられる

スペース確保が必要と。そのために先ず出来ることは整理整頓から。そこから外部の５Ｓセミナーに参加し知

識やノウハウを学び、少しずつ工場に取り入れていくようにしました。まだまだ充分とはいえず、気を緩める

と直ぐに元に戻ってしまうのが５Ｓ活動の難しいところです。今回の受賞を機に益々５Ｓ活動に力を入れて参

りたいと思います。「キレイな製品はキレイな現場(職場)から」これが当社の無災害継続の極意です。 
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記録証を持
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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５年３月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会）進歩賞 

かがつう株式会社金沢工場      石川県河北郡津幡町太田に 140 

代表取締役社長 野崎信春      電気機械器具製造業（50人～99人） 

平成 27年 10月 13日から無災害を継続し、令和 4年 5月に第二種記録 1600日を達成しました。 

【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。 
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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５年３月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会）努力賞 

辰巳建設株式会社        石川県金沢市上辰巳町 10-42-3  
代表取締役   細川 良太          土木建築業（10人～29人） 

平成 21年 2月 6日から無災害継続、令和 3年 4月に第三種記録 3300日を達成しました。 

【無災害記録継続の極意は？】 

当社は、送電鉄塔の基礎工事など各種土木工事を請け負っています。山中や河川など難しい環

境での工事には特に気を使います。北陸電気工事の安全協力会に参加し、様々な勉強会で安全対

策を学んできました。その一つがヒヤリハット報告です。朝礼で、現場責任者から各現場ヒヤリ

ハット報告が行われ、現場にある危険を認識し、災害防止対策を実施しています。また、毎月全

社員が集まる全体会議でも報告され、全社員が共有しています。このヒヤリハット報告をもう 20

年以上も続けている継続の力が当社の無災害継続の極意です。 
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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５年３月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会）進歩賞 

株式会社大和印刷社       石川県金沢市西泉 5丁目 91番地  
取締役社長 島 伸行        出版・印刷・同関連産業（30人～49人） 

平成 26年 1月 31日から無災害継続、令和 3年 12月に第二種記録 2000日を達成しました。 

【無災害記録継続の極意は？】 

当社はデザイン・webサイト・デジタルコンテンツの企画・制作から印刷・加工・DM発送業務

など一連の流れをお客様へ提案・発信させて頂いております。労働災害防止への意識付けとして

印刷工場では日々朝礼にて注意喚起、就業後は当番制による戸締り・職場の巡視を欠かさず行っ

ており、危険・事故に繋がる恐れが発見されれば翌朝周知し危険の芽を摘む改善を続けておりま

す。また安全衛生委員会、５S実践委員会などによる全部門での取組みと連動、情報共有し安全

への意識を高めていることが無災害継続の極意です。 
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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５年１月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会）努力賞 

株式会社大晃重設       石川県白山市水島町 580-3  
代表取締役   川端 勤           各種機械設備据付工事業（10人～29人） 

平成 28年 7月 27日から無災害継続、令和 3年 6月に第一種記録 1400日を達成しました。 

【無災害記録継続の極意は？】 

当社は、重電メーカー､ゼネコン､産業機械メーカーなどから工場へ納入する機械の据付工事を

請け負っています。客先での工事は作業条件がさまざまです。いろいろな取引先の安全協力会に

参加し、様々な安全対策を学んできました。その中で当社が身につけたのが「現場ヒヤリハッ

ト」です。作業員が現場で自ら発見した危険に対処する策を自分で考えて会社に報告します。こ

のヒヤリハット情報を全社で共有して積み上げています。この「現場ヒヤリハットの実践」が当

社の無災害継続の極意です。 
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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１２月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会）努力賞 

株式会社レンタコム・エイシー 河北郡津幡町字富田 180-1 
代表取締役   米田 誠           資材レンタル業（10人～29人） 

平成 24年 4月 3日から無災害継続、平成 30年 6月に第一種記録 1500日を達成しました。 

【無災害記録継続の極意は？】 

当社は、ユニットハウス、仮囲い、仮設機材等建設工事用資材の製造、レンタル及び販売の事

業を行っています。作業場所は、資材倉庫兼加工場とフォークリフトが活躍する広いヤードで

す。鉄製の建設資材は、重くかさばります。積み上げるにも注意とコツが必要です。ですから、

作業場所がゴタゴタしていては危険で仕事になりません。無災害の極意は、まず、作業場を整理

整頓キチンと片付け、道具も揃えてしっかり機材を整備するという基本を守ることです。 

  

記録証を持
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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１２月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会）銅賞 
ツダコマ・ゼネラル・サービス株式会社  金沢市野町 5丁目 18番 18号 
 代表取締役 諏訪 満             貨物取扱事業（50人～99人） 

平成 28年 4月 5日から無災害継続、平成 30年 5月に第一種記録 500日達成、令和 2年 6月に第

二種記録 1,000日達成、令和 4年 7月に第三種無災害記録 1,500日を達成した。 

【無災害記録継続の極意は？】 

当社は、リフォーム･保険･梱包と幅広いサービスを提供しています。『従業員一人ひとりの健康

が会社の基盤であり人財であると考えます。』安全確保のため、業務に必要な資格の取得はもとよ

り、知識だけでなく「なにが危険か」「どうすれば危険か」を直感的に感じてもらうため、危険体

感教育・危険予知訓練・ヒヤリ・ハット報告・安全衛生パトロールなどの活動を取り入れ、安全

意識を高める風土づくりを地道に一歩一歩進めていることが無災害への極意と思っています。 
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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１２月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会）銅賞 
ツダコマテクノサポート株式会社     野々市市粟田 5丁目 100番地 
代表取締役  大河 哲史       機械修理業（10人～29人） 

平成 18年 6月 2日から無災害継続、平成 23年 3月に第一種記録 1150日達成、平成 27年 12月に

第二種記録 2300日達成、令和 2年 10月に第三種記録 3450日を達成した。 

【無災害記録継続の極意は？】 

当たり前のことですが日々毎朝の朝礼時のゼロ災唱和に加え出張報告を全員に行いどの様な作業

でどの様な危険があり注意が必要なのかを全員に周知しています。毎朝のラジオ体操で準備運動

をしてから作業を開始していることが怪我の予防になっています。親会社で実施する健康アクシ

ョン参加にして自身の体調に合わせた目標設定で体力づくりにも取り組んでいます。外部講習を

定期的に受け出張作業時の安全に関するリスク回避予防を習得しています。そして、毎朝の挨拶

は元気よく気持ちよく明るい職場つくりを心がけていることが無災害継続の極意です。 

  

記録証を持つ 

  中野さん 

と盾を持つ 

  桐木さん 

 



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９月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会） 

中川製紙株式会社              白山市相川新町 718番地 

代表取締役社長   柴田 明彦     パルプ･紙･紙加工品製造業 

資本金 9000万円  事業場規模 74名  無災害記録起算日 令和 2年 8月 6日 

令和 4 年 7 月 23日第一種記録 550日努力賞の無災害記録達成 
【無災害記録継続の極意は？】                     

製紙メーカー特有の災害・リスクは、回転体による挟まれ・巻き込まれ、古紙原料の崩壊・倒壊、

酸欠・有害物質との接触、産業車輛との衝突等があり、重大事故や休業災害につながります。当社

では全社員参加で、毎月一人１件の想定ヒヤリを含む報告の提出義務付け、１日４回の安全巡回、

これらの指摘・懸案事項を毎週火曜の定例安全会議で、議題毎一つ一つチェック、討議し着実に不

安全箇所や不安全行動を改善させていることが安全確保の極意と思っております。 

 

賞状を持つ 能登工場長 

盾を持つ 阪井さん 



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 6 月無災害記録証授与（厚生労働省労働基準局長） 

白山工業株式会社              かほく市横山ヨ１０２番 8 

代表取締役社長 山名一伸         建設機械、鉱山機械製造業 

資本金 4000万円  事業場規模８０名  無災害記録起算日 平成 25年 2月 13日 

平成 10年 1月に第 1種無災害記録 340万時間、平成 16年 8月に第 2種無災害記録 510万時間 

平成 28年 3月 12 日に第 3種無災害記録 770万時間を達成 

【無災害記録継続の極意は？】    

当社は、小型建設機械向けの油圧配管パイプ加工を行っており、細径で重量も軽く手扱にて製品を運ぶこ

とが多い職場です。そのため、役４ｍの長い製品や、両端に大小異なる部品が溶接されたバランスの悪い

製品等も持ち運ぶため、創業より、作業者一人一人が常にお互いの動きを把握し、製品と作業者が接触し

ないよう思いやりを持って仕事をするよう努めておりました。 

平成 23年に手狭になった津幡工場から広くゆとりのあるかほく工場に移転した後も、この精神は忘れない

ように心がけております。近年は、主要顧客であるコマツ殿の熱心な指導により、さらに安全な工場にす

べく日々努力を続けております。 

 



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 5 月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会） 

株式会社タニムラ         金沢市打木町東 362 

代表取締役 松本晋哉        木材木製品製造業 

資本金 2000万円  事業場規模２８名  無災害記録起算日 平成 25年 2月 13日 

平成 27年 7月第一種記録 650日努力賞達成 平成 29年 12月第二種記録 1300日進歩賞達成 

令和 2 年 6 月 10日第三種記録 1950 日銅賞の無災害記録達成 
【無災害記録継続の極意は？】                    

当社は木工加工業であり、絶えず残材や木くずが発生する職場です。 

朝礼では全体体操から始まり、最後に毎日一人が前へ出て【私の安全宣言】を皆の前で宣言して、

【今月の唱和】を全員で唱和しています。また毎月の安全パトロールで危険個所の点検確認を行い、

講習会を通して労働安全衛生の意識向上に努めています。これらは当社ホームページの【お知ら

せ・ブログ】を通して社員だけでなく外部の方にも発信しています。 

・・一度ご覧ください。そんな社風が安全意識に繋がっていると思います。 

  



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 5 月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会） 

北陸エコー販売株式会社       金沢市打木町東 1322 

代表取締役社長 松本晃典      ペットフード用品卸売業 

資本金 2000万円  事業場規模 25名  無災害記録起算日 平成 8年年 7月 16日 

平成 14年 5月第一種記録 1500日努力賞達成 平成 20年 2月第二種記録 3000日進歩賞達成 

平成 25年 12 月 12日第三種記録 4500日銅賞達成 

【無災害記録継続の極意は？】                     

弊社の業務は、ペットフード、ペット用品の卸売業です。地域の小売店様を走りまわって消費者様

が必要な品を購入していただけるように小売店様、メーカー様とともに考えてお店作りのお手伝い

をさせていただいております。その業務の無災害の極意は、毎日の朝礼時に、社員の健康状態を確

認し、営業担当者の予定を社員で共有して全社でフォローしていくという当たり前のことを毎日行

っていることではないかと思っています。 

 

 



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 4 月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会） 

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 

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、 

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。 

 



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 6 月無災害記録証授与（厚生労働省労働基準局長） 

河北郡衛生株式会社        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   事業場規模 43名  無災害記録起算日 平成 24年 5月 29日 

同社は、平成 24年 5月 29日から無災害を続け、100人未満の廃棄物処理業として 

第 1種無災害記録 30万時間を平成 28年 2月 17日に達成 

第 2種無災害記録 45万時間を平成 29年 12月 11日に達成 

第 3種無災害記録 70万時間を令和２年 12月 17日に達成したことが 

厚生労働省労働基準局長から認められ、令和 4年 2月 22日付けで無災害記録証が授与されました。 

廃棄物処理業は、どのような作業にもどのような場所にも危険が潜んでおり、車輌機械設備の整備

点検を怠らず、作業場所、周囲の状況に眼を配るよう、毎回、注意喚起を促しておりました。 

   



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 3 月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会） 

暁化学工業株式会社          金沢市打木町東 1401 

代表取締役米澤卓也          ネームプレート等金属製品製造業 

資本金 2000万円  事業場規模 78名  無災害記録起算日 平成 25年 8月 26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？】 

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。 

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。 
賞状を持つ米澤常務と盾を持つ米澤さん 

  



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（中央労働災害防止協会） 

ユーエスカートン株式会社    白山市福留町 211番地 

代表取締役上田正浩          ダンボール製品製造業 

資本金 2000万円  事業場規模 21名  無災害記録起算日 平成 21年 8月 13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 

【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。 

 



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（中央労働災害防止協会） 
株式会社環境公害研究センター    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  事業場規模 32名  無災害記録起算日 平成 23年 8月 6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 

【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（中央労働災害防止協会） 

金沢総合花き株式会社      金沢市二口町ニ 80番地１ 

代表取締役社長畑下勲         花き卸売業 

資本金 7000万円  事業場規模 21名  無災害記録起算日 昭和 63年 11月 1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 

【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、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。 

 



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（中央労働災害防止協会） 
株式会社キョー・エイ      金沢市問屋町 3-10 

代表取締役社長 髙桑弘道     電気設備機械器具卸売業 

資本金 2400万円   事業場規模 44名  無災害記録起算日 平成 28年 11月 1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 

【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。営業車の車両整備、点検は当

たり前。健康チェックを受けた社員が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（中央労働災害防止協会） 

太谷株式会社          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  事業場規模 21名  無災害記録起算日 平成 18年 9月 2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 

【無災害記録継続の極意は？】 

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。 
賞状を持つ田辺さんと盾を持つ宮本さん 

 



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（中央労働災害防止協会） 

河北郡衛生株式会社        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   事業場規模 43名  無災害記録起算日 平成 24年 5月 29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 

【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。 

使う車は完全整備の点検済みでないと使用させません。 

安全の極意はみんなが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（中央労働災害防止協会） 
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 

無災害記録起算日 平成 27年 10月 14日 

平成 31年 1月 25 日第一種記録 1500 日努力賞達成 
【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。     

 

 
                 



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 9月無災害記録証授与（中央労働災害防止協会） 

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 

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 

【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（中央労働災害防止協会） 

かがつう株式会社金沢工場   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 

【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。 

     

 
 


