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「不安全行動防止のためのＫＫマッピング！」

日本製鉄株式会社
安全推進部　部長　朱 宮  徹  様



　本日は、いわき労働基準監督署長及びいわき市長
並びに多数の会員事業場の皆様方におかれましては、
大変ご多忙の中、一般社団法人いわき労働基準協会
主催の令和４年度いわき地区産業安全衛生大会にご
出席を賜り誠にありがとうございます。
　私は、本年５月の定時総会にて、前任の田中会長
の後を引き継いで弊協会会長に選出されました株式
会社クレハの木田淳と申します。労働安全衛生にお
ける経験は、前職のクレハ建設での社長と現在の株
式会社クレハ事業所長での７年程度と皆様方に比べ
ますと力不足ではございますが、いわき労働基準監
督署をはじめと致します関係行政のご指導、ならび
にいわき労働基準協会の会員事業場の皆様のご理解
とご協力を頂き、労働災害防止への支援に向けた継
続性のある協会運営を目指し、尽力して参る所存で
すのでどうぞ宜しくお願い致します。
　さて、事業運営に対する新型コロナウイルスの脅
威は未だ継続しており、皆様方におかれましては、
社員の方々の健康、事業活動の確保・継続など大変
な緊張感の中で毎日をお過ごしのことと拝察いたし
ます。しかしながら、これまでの感染者診療やワク
チン普及を含む医療関係者並びに関係行政の皆様方
の献身的な対応のお蔭によりまして、待ち望んだ終
息の兆しが見えてきていることも事実であり、今後
は、ウイズコロナとしてあらゆる活動の再生・復活
に向けた対応を推進・実践する段階に入っているこ
とも認識しなければなりません。
　本大会も、そうした流れの一環として、安全衛生
活動の復活に向けた大会の開催として位置付けるも
のであり、実に３年ぶりの大会開催となります。
　今回の大会では、優良事業場賞として７事業場、
産業安全・労働衛生功労者賞として 17 名、弊協会の
推薦に基づき「福島県産業安全衛生大会」で福島県労
働基準協会長賞を受賞された４名（３事業場）の合計
28 名の方々が表彰又は表彰披露となりました。
　受賞されました皆様方におかれましては、まさに
新型コロナウイルスがまん延するこの２年間余の厳
しい環境下を乗り越えられた結果としての受賞であ

り、そのご努力にあらためまして敬意を表させて頂
きますと共に心より受賞をお祝い申し上げます。今
後は、自社の事業場はもとより地域社会における安
全衛生活動の主役として、ますますのご活躍をお願
い申し上げます。
　さて、今年度の表彰受賞者数ですが、実は例年を
大きく下回る数となっていることもご報告しなけれ
ばなりません。これは、今年度は、死亡事故を含む
労働災害が、直近２年間を上回るペースで発生して
いることに加えて、労災隠し事案が多数発生してい
ること等が影響しており、多くの事業場が表彰を辞
退した結果となったことにほかなりません。
　過日開催した弊協会の全国労働衛生週間研修会に
おいては、いわき労働基準監督署長より「いわき市
の企業の安全管理水準が低下していると言わざるを
得ず、各事業場での安全衛生のリーダーシップやコ
ミュニケーションが機能していないのではないかと
の懸念を強くしている」とのご指摘もございました。
　会員事業場の皆様におかれましては、決して、労働
安全衛生活動を軽んじたり、手を抜いたりしていると
いう事ではないと確信しておりますが、現状を見ます
と、誠に残念ながら、このようなご懸念を抱かれても
致し方ない結果であることを認めざるを得ません。
　会員事業場の皆様方には、本安全衛生大会を契機
と致しまして、事業場内のみならず、ステークホル
ダー全ての関係者に対しまして、今一度、安全衛生
の重要性・意義等の周知・確認・徹底に取り組んで
頂くことは勿論のこと、これまでの安全衛生活動の
概念にとらわれないウイズコロナ時代としてあらた
に実施すべき安全衛生活動への見直し、そしてその
徹底した実践を強くお願いさせて頂きます。
　協会と致しましても、今まで以上に皆様方の活動
を支援できるよう励んで参ります。名誉挽回に向け
た「ゼロ災の実現」と「来年のいわき地区産業安全衛
生大会の盛大な開催」これらを合言葉に今後一年間
の皆様のご奮闘とご尽力を心からお願いし挨拶と致
します。

一般社団法人いわき労働基準協会
　会　長　木　田　　淳

株式会社クレハ
執行役員生産・技術本部長

いわき事業所長

ご挨拶



　令和４年度いわき地区産業安全衛生大会の開催に際
し、ご挨拶を申し上げます。
　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本大会は
２年間にわたり開催を見合わせてきたところであり、こ
の度の大会は、３年ぶりの開催となります。
　依然としてコロナ禍が続く中で、開催にご尽力いただき
ました、一般社団法人いわき労働基準協会の木田会長様を
はじめとする役員、事務局の皆様、また各部会の皆様方に
対し、敬意を表するとともに、厚く感謝申し上げます。
　また、この度、いわき労働基準協会長表彰を受賞され
た皆様に、心よりお祝いを申し上げます。
　皆様には、日頃より、いわき地区の事業場で働く方々
の労働災害の防止、また、地域の安全衛生水準の向上に
向けてご尽力をいただいており、働く方々の生命と健康
を守るため、多大なるご功績を挙げておられます。
　いわき地区の労働安全衛生行政を担当する者として、
衷心より感謝申し上げます。
　また、受賞者の所属される企業の事業者の皆様におか
れては、労働安全衛生の重要さを深くご理解いただき、
受賞者が行う労働安全衛生活動を熱心にご支援いただ
いたことに対し、心より敬意を表するものです。
　今回の表彰を契機とされ、受賞者の皆様には、今後の
安全衛生活動の更なる推進及び活発化を、また事業主の
皆様にはこれらの活動に対する一層のご支援をご期待
申し上げます。どうか、よろしくお願い申し上げます。
　さて、皆様のご努力の結果、労働災害は長期的には減
少する傾向にありますが、誠に残念ながら、ここ数年来、
災害件数は増加に転じています。特に、死亡労働災害は
決してあってはならないものであるにもかかわらず、本
年になって５件発生しています。
　さらに、本年は、労働災害が発生したにもかかわらず
その事実を隠す「 労災かくし」が多数発生しています。
労働災害の発生を隠蔽し、労働基準監督署に報告しない
ことは、極めて悪質な法令違反であり、当署といたしま
しても刑事処分など厳しく対応しています。
　最近発生した労働災害の事例を見ますと、安全管理組
織によるリスクアセスメントが行われないまま危険な
作業が行われたり、業者が混在して作業している現場に
おいて、業者間で十分な連絡調整が行われておらず、ま
たは元方事業者による作業指示が不十分であったりと、
管理上の不手際が死亡災害の発生につながったものが
みられます。
　これらの背景として、①　感染防止対策として職場の
安全活動の機会が減少したことで、職場全体の安全意識
が低下したこと、②　フリーランスや一人親方など働き
方が多様化してきたことにより、責任体制が不明確とな

っていること、③　昨今の人手不足等、企業を取り巻く
状況に応じた安全管理体制が十分に確立されていないこ
と、④　現場における実感として、職長クラスの方々の
顔が見えない、言い方を変えると、職長さんが現場にお
いて、安全作業の主役として、しっかりとした指導監督
を行っているように見えないこと、が挙げられます。こ
れは、先ほど申し上げた「労災かくし」の発生にもつなが
るものであり、総じて、企業における安全管理が後退し
つつあるのではないか、と強い危機感を持っております。
　次に、働く方々の心身の健康につきまして申し上げます。
　最近、仕事が原因として心の不調を訴える方の相談が
当署に多く寄せられており、職場におけるメンタルヘル
スの更なる取り組みが求められています。また、いわき
市では職場の健康診断等において「高血圧症」と診断され
る方が多くなっており、さらに、脳卒中や心筋梗塞など、
脳・心臓・血管の疾患による死亡率が高くなっているこ
とが、市民の健康にとって大きな課題となっています。
　以上申し上げた状況をみますと、コロナ禍が依然として
続いている中ではありますが、すべての企業において現在
の安全衛生管理体制が適切に運用されているか再点検を行
い、点検結果に応じて、安全衛生管理体制の再構築に取り
組むことが求められているのではないでしょうか。
　そのためにも、皆様には、社内での組織体制づくりに
加え、例えば労働基準協会、中央労働災害防止協会、健
康に関しては福島産業保健総合支援センター、もしくは
安全衛生コンサルタントなど、外部資源をうまく活用さ
れますようご検討をお願いします。
　当署におきましても、皆様のこうした活動にお役立て
いただくため、引き続き情報発信に努めてまいります。
例えば、いわき労働基準協会ホームページ「労基署通信」
に掲載している「署長室からのお知らせ」におきまして
も、労働災害発生の速報や法改正、補助金等の情報等に
ついて、これまで同様、迅速な発信に努めて参りますの
で、ご愛読いただければ幸いです。
　再度申し上げますが、ここ数年続いている労働災害の
増加傾向を減少に転じさせるためには、いわき地区にお
ける大規模から小規模、元請から下請まで、すべての企
業が、それぞれの実状に応じた安全衛生管理体制を確立
し、管理者から一般の作業員に至るまで、働く方々一人
一人に「自分の職場からは絶対に労働災害を発生させな
い」という共通意識を浸透させ、労働災害防止の機運を
さらに大きく盛り上げていくことが求められておりま
す。どうか、一刻も早い取組をお願い申し上げます。
　終わりになりますが、本日ご参会の皆様のご健勝とご
発展、また本日受賞された皆様の今後益々のご活躍をお
祈り申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。

いわき労働基準監督署
  署　長　針　生　達　矢

ご挨拶



令和４年度　いわき地区　産業安全・労働衛生表彰

産業安全優良事業場賞
株 式 会 社 作 山 工 務 所 　代 表 取 締 役　　作 山　 栄 一　殿
株 式 会 社 高 根 沢 興 業 　代 表 取 締 役　　高 根 澤　 宏 　殿
有 限 会 社 山 口 鳶 工 業 　代 表 取 締 役　　山 口　哲 靖　殿
株式会社いわきエアコン 　代 表 取 締 役　　遠 藤　真 隆　殿

産業安全功労者賞
舘 　　良 行　　殿 　常磐共同火力株式会社　勿 来 発 電 所

渡 辺　　政 憲　　殿 　常磐火力産業株式会社
成 田　　一 也　　殿 　堀 江 工 業 株 式 会 社
志 賀　　敬 二　　殿 　ク リ ナ ッ プ 株 式 会 社　い わ き 事 業 所
今 井　　俊 介　　殿 　常 磐 開 発 株 式 会 社
阿 部　　 勝 　　殿 　株式会社ファルテック　福 島 工 場
天 川　　周 也　　殿 　株式会社クレハエンジニアリング
新 妻　　弘 一　　殿 　株 式 会 社 加 地 和 組
佐 々 木　　政 人　　殿 　東北電力ネットワーク株式会社　いわき電力センター

労働衛生優良事業場賞
株 式 会 社 福 田 組 　代 表 取 締 役 　　福 田　　耕 司　殿
株 式 会 社 大 越 興 業 　代 表 取 締 役 　　大 越　　美 征　殿
三 共 設 備 株 式 会 社 　代 表 取 締 役 　　松 原　　兼 一　殿

労働衛生功労者賞
森 　　一 誠　　殿  　常磐共同火力株式会社　勿 来 発 電 所

村 田　　裕 一　　殿 　株 式 会 社 日 星 製 作 所
片 寄　　龍 二　　殿 　常磐火力産業株式会社
新 妻　　育 弥　　殿 　ク レ ハ 建 設 株 式 会 社
丹 野　　郁 子　　殿 　ク リ ナ ッ プ 株 式 会 社　い わ き 事 業 所
吉 田　　裕 之　　殿 　常 磐 開 発 株 式 会 社
丹 野　　弘 俊　　殿 　株式会社ファルテック　福 島 工 場
織 内　　寿 子　　殿 　山 木 工 業 株 式 会 社



令和４年度　一般社団法人福島県労働基準協会長賞

　産業安全の部
蛭 田　　勝 行　　殿 　　　常磐共同火力株式会社　勿 来 発 電 所
藁 谷　　 孝 　　殿 　　　株式会社ファルテック　福 島 工 場

　労働衛生の部
渡 邉　　る り 子　　殿 　　　堀 江 工 業 株 式 会 社
甲 高　　正 友　　殿 　　　常磐共同火力株式会社　勿 来 発 電 所

（注）　 一般社団法人福島県労働基準協会長賞は、10 月６日（木）白河文化交流
館コミネスで開催された福島県産業安全衛生大会で福島県労働基準協会
長より授与されました。



産業安全・労働衛生　優良事業場表彰基準

　　（１） 安全管理を活発に推進し、前年度（有期事業にあっては、工事開始より前年度末ま
で）の災害発生率が低いこと

　　（２） 過去２年間（有期事業にあっては、工事期間中）に死亡、又は重大災害の発生がな
いこと

　　（３）今年度の安全管理特別指導事業場に指定されていないこと

　　（４）過去１０年間に、産業安全に関する事業場表彰を受けていないこと

表彰事業場数は、産業安全及び労働衛生それぞれ５件以内とする

１. 産業安全

　　（１） 労働衛生に関する基準が高く、健康管理、環境改善等、衛生管理が活発に推進さ
れており、業務上疾病の発生が少ないこと

　　（２） 過去２年間（有期事業にあっては工事期間中）に労働衛生に関しての重大な事故の
発生がないこと

　　（３）今年度の労働衛生管理特別指導事業場に指定されていないこと

　　（４）最近公害関係で著しい社会的問題を起こしていないこと

　　（５）過去１０年間に労働衛生に関して事業場表彰を受けていないこと

２. 労働衛生

目をかけ　声かけ　意識して
目指そう安全・健康職場



産業安全・労働衛生　功労者表彰基準

　　（２） 但し、所属事業場又は団体が、次の（イ）及び（ロ）の条件に合致しなければならな
いこと

　　　　（イ）所属事業場又は所属団体の厚生事業場において、過去２年間（有期事業においては工
　　　　　　事期間中）に死亡又は重大災害の発生がないこと
　　　　（ロ） 所属事業場又は所属団体の構成事業場が、今年度の安全管理特別指導事業場に指定さ

れていないこと

　　（１） 次の（イ）、（ロ）のいずれかに該当する者、ただし過去１５年間に該当表彰を受け
ている者を除く

　　　　（イ） 現に所属する当協会会員事業場又は団体における勤続年数５年以上（有期事業及び当
協会加入初年度の事業場又は団体所属労働者については７年以上）の者で、安全管理
の推進に功労のあった者

　　　　（ロ）安全に関する考案その他特に功績のあった者

１. 産業安全功労者

　　（２） 但し、所属事業場又は団体が、次の（イ）～（ハ）の条件に合致しなければならない
こと

　　　　(イ) 所属事業場又は所属団体の厚生事業場において、過去２年間（有期事業においては工
事期間中）労働衛生に関しての重大な事故の発生がないこと

　　　　(ロ) 所属事業場又は所属団体の構成事業場が、今年度の衛生管理特別指導事業場に指定
されていないこと

　　　　(ハ) 所属事業場又は所属団体の構成事業場に最近公害で著しい社会的問題が発生してい
ないこと

　　（１） 次の（イ）、（ロ）のいずれかに該当する者、ただし過去１５年間に該当表彰を受け
ている者を除く

　　　　(イ) 現に所属する当協会会員事業場又は団体における勤続年数５年以上（有期事業及び当
協会加入初年度の事業場又は団体所属労働者については７年以上）の者で、衛生管理
の推進に功労のあった者

　　　　(ロ)労働衛生に関する考案その他特に功績のあった者

２. 労働衛生功労者

　　産業安全及び労働衛生功労者共、それぞれ次の基準によること

　　（１）労働者数１００名未満　　　　　　　　　　　　　１年おきに１名
　　　　(＊前年度が安全功労者の場合、今年度の労働衛生功労者は可、その逆も可)
　　（２）労働者数１００名以上　３００名未満　　　　　　毎年１名
　　（３）労働者数３００名以上　７００名未満　　　　　　毎年２名以内
　　（４）労働者数７００名以上　　　　　　　　　　　　　毎年３名以内

３．表彰推薦数



会員事業場一覧

━平地区 ━

株式会社アーネストワンいわき営業所

株式会社東コンサルタント

一般財団法人新田目病院

ＡＬＳＯＫ福島株式会社いわき支社

アルファクラブ株式会社

株式会社井出自動車整備工場

株式会社磐城シャモット赤井工場

いわき商工会議所

協業組合いわき市環境整備公社

いわき市漁業協同組合

いわき市水道局

いわき市役所

いわき地区電気工事協同組合

磐城通運株式会社

株式会社いわきティーワンビル

いわき電気工業株式会社

株式会社いわき土地建物

社会福祉法人いわき福音協会

医療創生大学

岩崎金属工業株式会社平工場

株式会社営洋

オカモト株式会社福島工場

株式会社オグニ精機

株式会社角榮

共和アサノコンクリート株式会社

菊地建築塗装株式会社

株式会社草野工業

久保工業株式会社

一般社団法人雇用管理協会

医療法人酒井医院

株式会社サティエス

佐藤鉄工産業株式会社

有限会社サン電気通信

山悠工業株式会社

新常磐交通株式会社

新常磐交通株式会社整備事業本部

株式会社シンワ

株式会社常交タクシー

スピィデーエンジニアリング株式会社

株式会社セーフティサービス

有限会社ゼアシステム

株式会社タイヘイドライバーズスクール

合資会社平銃砲火薬店

株式会社田中計装工業

有限会社ＴＫサービス

株式会社ティーオーピー

東京電力パワーグリッド株式会社
浜通り電力所平送電所

東部ガス株式会社福島支社平事業所

株式会社東邦銀行いわき営業部

東北送配電サービス株式会社
いわき営業所

東北電力ネットワーク株式会社
いわき電力センター

東和工業有限会社

トヨタカローラいわき株式会社

ナブコシステム株式会社いわき営業所

日東電工株式会社

新妻鋼業株式会社東北支店

日栄地質測量設計株式会社

芳賀興業株式会社

林サッシ工業株式会社

株式会社東日本計算センター

ひまわり信用金庫

福島塗装工業株式会社

株式会社プロフィット

株式会社北都製作所

公益財団法人磐城済世会
松村総合病院

みずほ銀行いわき支店

株式会社みちのくＮテックス

有限会社源興業

株式会社みよし

合資会社武蔵鉄工所

株式会社吉辰工業

東立テクノ株式会社

━内郷地区 ━

いわき市環境整備事業協同組合

いわき太平電気株式会社

株式会社ＦＳＫ

菅野建設工業株式会社

株式会社協和マイクロ

株式会社小松崎装備社

佐藤建設株式会社

株式会社シンワテック

株式会社常磐製作所

常磐パッケージ株式会社

株式会社綜合通信

高萩自動車工業株式会社

株式会社髙橋製作所

ダイケンリース株式会社

医療法人済精会長橋病院

株式会社八戸工業所

ひめゆり総業株式会社

株式会社フィアビラジャパン

福島トヨペット株式会社いわき内郷店

福島浜通米穀株式会社

ホートク物産株式会社

株式会社山一緑化土木

有限会社渡部塗装店

━常磐地区 ━

公益財団法人いわき市教育文化事業団



株式会社エーピーアイコーポレーション
いわき工場

エムシー・ファーティコム株式会社
いわき工場

エムシー・ファーティコム株式会社
小名浜工場

有限会社エルテック

有限会社大河内工業

大野ベロー工業株式会社いわき工場

小名浜吉野石膏株式会社いわき工場

共和工業株式会社

北島産業株式会社いわき工場

株式会社こだま産業

株式会社サンケン

有限会社勝永建設

品川リフラクトリーズ株式会社
東日本工場

新常磐寝具株式会社

常磐共同ガス株式会社

常磐興産株式会社

常磐生コン株式会社

株式会社常磐ボーリング

生活協同組合パルシステム
福島いわきセンター

相互薬工株式会社いわき工場

株式会社太陽流通サービス

株式会社高橋電機製作所

大日ケミカル株式会社いわき工場

株式会社テクノパウダルトン

東罐興産株式会社いわき工場

東工・バレックス株式会社福島工場

東洋システム株式会社

遠野運送株式会社

公益財団法人ときわ会常磐病院

株式会社ドームユナイテッドドーム
いわきベース

株式会社齊組工業

株式会社勿来製作所

西野屋食品株式会社

日本オートマチックマシン株式会社
いわき事業所

日本梱包運輸倉庫株式会社いわき営業所

株式会社長谷川建設

株式会社飛馬

株式会社日立金属アドバンストマシニング
いわき工場

古河電池株式会社いわき事業所

前田工業株式会社

ミック電子工業株式会社

ユーキテクノサービス株式会社常磐事業所

有機合成薬品工業株式会社常磐工場

株式会社湯本スプリングスカントリークラブ

株式会社ヨコハマ吉倉

株式会社國建工業

有限会社佐々一建設事務所

株式会社永谷園フーズサンフレックス工場

━小名浜地区 ━

アース建設株式会社

有限会社会田組

株式会社アウトソーシングテクノロジー
サンシン電機事業所

あすか製薬株式会社いわき工場

株式会社アドマック

株式会社アメニティいわき

荒川化学工業株式会社小名浜工場

株式会社アルプス物流小名浜営業所

いすゞ自動車東北株式会社
福島支社いわき支店

泉タクシー株式会社

泉電設株式会社

医療法人泉心会泉保養院

磐城共栄木材合資会社

協業組合いわき市一般廃棄物センター

いわき市再生資源協業組合

いわき信用組合

株式会社イワキ潜建

いわきトラック事業協同組合

いわき道路株式会社

いわき木材工業団地協同組合

磐城木材産業株式会社

いわきヤクルト販売株式会社

いわきレジン株式会社

株式会社ウインテックス

株式会社浮間化学研究所

永大小名浜株式会社

株式会社エコ・ビレッジ

エステー株式会社福島工場

江戸川ウッドテック株式会社

株式会社江名製作所

株式会社エム・シー・エフ

株式会社大滝工務店小名浜営業所

小名浜海陸運送株式会社

小名浜商運株式会社

小名浜資源商事株式会社

株式会社新菱いわき工場

小名浜生協病院

株式会社小名浜製作所

小名浜製錬株式会社小名浜製錬所

小名浜石油株式会社

小名浜石油埠頭株式会社

株式会社小名浜船舶鉱業

小名浜造船株式会社

小名浜通船株式会社

小名浜埠頭株式会社

株式会社小名浜油送

小名浜ライフサービス株式会社

ネクスコ・ゴルフ・マネジメント株式会社
小名浜カントリー倶楽部

オリックス・ファシリティーズ株式会社
電気工事部いわき支店

柿沼林業建設株式会社

有限会社片寄工業



株式会社金成鉄工所

カンノトレーディング株式会社いわき支店

有限会社共栄産業

キクチカラー株式会社小名浜工場

クニミネ工業株式会社小名浜工場

株式会社ケミクレア小名浜工場

ケンタ電子工業株式会社

株式会社興洋

有限会社小松鳶工業

コマツ福島株式会社いわき支店

株式会社コムテックコーポレーション

五洋建設株式会社福島営業所

堺化学工業株式会社小名浜事業所

株式会社サカエ鉄工所

株式会社佐川塗装店

株式会社佐々木工業

有限会社佐秀工業

サミット小名浜エスパワー株式会社

産業振興株式会社原料事業部
東北原料部小名浜

株式会社三鋼

株式会社三幸企画

三光産業株式会社

山幸電機株式会社

株式会社サンテック

三友電設株式会社いわき営業所

三洋海運株式会社小名浜支店

株式会社三洋鉄工所

株式会社三陽電機製作所

三和工業株式会社

三和興産株式会社

財団法人東北港湾福利厚生協会
小名浜港事業所

シオヤ産業株式会社

株式会社シンエイ

有限会社新槻管工

新江メンテック株式会社

常光サービス株式会社

常東工業株式会社

常和運送株式会社

株式会社ジプテック小名浜工場

株式会社鈴中電気化学研究所

株式会社鈴昌工業所

株式会社酢屋商店

積水ソフランウイズ株式会社

清和肥料工業株式会社いわき工場

有限会社関根工業

大洋建設株式会社

平共立運送株式会社

有限会社武和工業

有限会社田中組

有限会社第一機工

第一三共ケミカルファーマ株式会社
小名浜工場

株式会社大三興業

大東工業株式会社

株式会社ＴＤＥ小名浜支店

株式会社トーセンいわき・水戸営業所

株式会社トータル・トップ

東亜建設工業株式会社

東京アニリン染料製造株式会社
いわき工場

株式会社東京エネシス電力本部
プラント保修部小名浜現業所

株式会社トウチュウ福島支店

東邦亜鉛株式会社小名浜製錬所

東邦キャリア株式会社

株式会社トウホウ物流

東北機電工業株式会社

東北ネヂ製造株式会社

東洋建設株式会社福島営業所

東稜検査株式会社

那須精密工業株式会社

日化運輸株式会社

エムイーシーテクノ株式会社東北事業所

MCC トレーディング株式会社小名浜支店

日産いわき会

日産自動車株式会社いわき工場

日進運送有限会社

日進工業株式会社

株式会社日星製作所

ニッソーファイン株式会社小名浜工場

日本ダイヤモンド株式会社いわき工場

ニチハ株式会社いわき工場

ニチハエンジニアリング株式会社いわき工場

ニチハボード加工株式会社いわき工場

日本エア・リキード合同会社
小名浜ガスセンター

株式会社日本海水小名浜工場

日本特殊化学工業株式会社いわき工場

有限会社橋本電気商会

バイロンネルソンカントリークラブ

磐栄運送株式会社

株式会社ヒューマンリソース

株式会社久工業所

福島協和工業株式会社

福島臨海鉄道株式会社

福進工業株式会社

福本鐵工株式会社臨海工場

富士工営株式会社

株式会社富士自動車整備工場

富士見産業株式会社福島支店

株式会社不動テトラ福島営業所

株式会社フレッシュまるいち小名浜工場

株式会社星野商店

株式会社ホリデーカーサービス事業本部
小名浜店舗部

本多電機株式会社

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
いわき事務所

有限会社槙電気工事

株式会社松本塗装店

マテリアルエコリファイン株式会社
小名浜事業所



丸中製氷冷蔵株式会社

丸浜運輸株式会社

株式会社未輝エンタープライズ

三菱ケミカル株式会社小名浜工場

三菱マテリアルテクノ株式会社常磐支店

有限会社美和コーポレーション

株式会社村山栄次商店

メルクパフォーマンスマテリアルズ
合同会社小名浜工場

柳田運輸株式会社小名浜営業所

矢吹運送有限会社

株式会社夕月

有限会社吉田製作所

吉田昌樹社会保険労務士事務所

株式会社ランドテック

有限会社龍塩産業小名浜事業所

菱浜興業株式会社

若築建設株式会社福島営業所

幸和建設工業株式会社

有限会社サングリーンサービス

有限会社藤美工業

━勿来地区 ━

株式会社青木建設

嵐電気工事株式会社

株式会社飯塚電機工業高萩工場

有限会社五十嵐工業

有限会社伊勢屋商店

株式会社いわきサンソセンター

以和貴総業株式会社

いわき大王紙運輸株式会社

いわき大王製紙株式会社

いわき中小企業労務協会

磐城通運株式会社紙業事業所

有限会社いわき村野建築

いわき陸運株式会社

岩電機工事株式会社

植田運送株式会社

エリエールプロダクト株式会社福島工場

有限会社加賀エンジニアリング

株式会社片野工業所

有限会社上遠野造園土木

株式会社カワダファブリック

株式会社くすりのマルト

クレハ運輸株式会社

クレハ運輸トラック株式会社

株式会社クレハエンジニアリング

株式会社クレハ環境

クレハ工事株式会社

クレハスタッフサービス株式会社

株式会社クレハ生産・技術本部
いわき事業所

クレハ電機株式会社

株式会社クレハ分析センター

社団医療法人至誠会こうじま慈愛病院

有限会社近藤工業

合資会社佐々木電機

株式会社シオン

株式会社新光緑営

滲透工業株式会社いわき工場

常磐火力産業株式会社

常磐共同火力株式会社勿来発電所

城北化学工業株式会社いわき工場

有限会社鈴木潜建

住化加工紙株式会社いわき工場

関根労働安全コンサルタント事務所

太平産業株式会社勿来工場

太平電業株式会社勿来事業所

有限会社高野機工

株式会社高橋工業所

中央動力工業株式会社勿来事業所

鶴見鋼管株式会社

東京動力株式会社

常交南部タクシー株式会社

東北発電工業株式会社勿来支社

常盤電設産業株式会社

株式会社中根砂利店

株式会社勿来

有限会社勿来産機工業

勿来十條紙工株式会社

株式会社勿来鉄工

株式会社ナテック

南光運輸株式会社勿来事業所

日本製紙株式会社勿来工場

日本製紙ユニテック株式会社

有限会社西谷工業所

有限会社西田鉄工所

有限会社西山工業所

日本トーカンパッケージ株式会社
福島工場

有限会社根本工業

株式会社秦工業所

有限会社原塗装

株式会社東日本建設コンサルタント

株式会社東京エネシス常磐工事事務所

株式会社福陽自動車教習所

株式会社フジエンジニアリング

有限会社本田塗装工業

株式会社本間機械工作所

株式会社松本鐵工所勿来事業所

合資会社松本板金塗装店

株式会社マルト

有限会社水野美建

株式会社緑屋酸素

美和電気工業株式会社いわき営業所

株式会社ムラコシ精工
ファインコンポーネンツ事業部勿来工場

有限会社ヤスヒロ工業

山崎断熱工業

ヤマシタ工業株式会社

レジナス化成株式会社いわき工場

渡部　様（個人会員）



━四倉・草野地区 ━

猪狩自動制御設計株式会社

いわきカーゴ株式会社

いわき鉄工株式会社

有限会社小野川製作所

クリナップ株式会社いわき事業所

公揚環境事業有限会社

株式会社コムテックエンジニアリング

株式会社昭栄

進和エンジニアリング株式会社

鈴木製麺株式会社

大昭電設株式会社福島営業所

太洋開発株式会社

株式会社高萩重機

第一石産運輸株式会社福島事業部

千代田エンジニアリング株式会社
福島事業所

株式会社東北イノベーター

東洋興産株式会社

磐尚興業株式会社

株式会社福島環境研究開発

富士神苑株式会社いわき工場

株式会社ニッチューいわき工場

万年コンクリート工業株式会社

メルテックいわき株式会社

八茎砕石株式会社

株式会社 NCT 四倉

四倉自工株式会社

━好間・小川地区 ━

株式会社赤井工業所好間工場

株式会社吾妻商会いわき営業所

株式会社アルティアいわき事業所

アルプスアルパイン株式会社

株式会社岩井

磐城砕石株式会社

いわき半導体株式会社

ＦＲＤいわき株式会社

大田精工株式会社

株式会社小島製作所

オルガノ株式会社いわき工場

関東工業株式会社いわき工場

キョーワ株式会社東北工場

機動建設工業株式会社いわき営業所

高周波熱錬株式会社製品事業部
製造部いわき工場

正栄工業株式会社いわき工場

株式会社新生テクノ

ジャパンパイル株式会社福島工場

大光ルート産業株式会社いわき工場

タニコー株式会社いわき工場

株式会社タンガロイ

有限会社大誠

一般財団法人東北電気保安協会いわき事業所

東北発電工業株式会社いわき事業所

東洋平成ポリマー株式会社福島工場

ニッソーファイン株式会社いわき製造部

株式会社ネクスコ・メンテナンス東北
いわき事業所

株式会社ネクスコ・エンジニアリング
東北いわき事業所

株式会社根本製作所いわき工場

株式会社花見台自動車

株式会社東日本エムテック．Ｇ

東日本ロードメンテナス株式会社

公益財団法人福島県労働保健センター
いわき健診プラザ

福島ルート産業株式会社

株式会社富士ピー・エスいわき工場

フタバコンサルタント株式会社

古河電子株式会社

古藤工業株式会社いわき好間工場

株式会社マルワ

三浦電気工事株式会社

ミサワ医科工業株式会社いわき工場

ミムラ工業株式会社

株式会社ユアサロジテックいわき営業所

株式会社横森製作所いわき工場

株式会社リンペイいわき支店

三木造園株式会社

━小川・三和地区 ━

曙ブレーキ工業株式会社

株式会社アブクマいわき工場

株式会社いわき工業

片倉エンジニアリング株式会社

有限会社テクノサンショウ

株式会社ファルテック福島工場

━その他地区 ━

株式会社アセンド福島事業所

有限会社アド・プロ広芸社

株式会社関工パワーテクノ福島支社

有限会社助川工業

ROCKWOOL Japan 合同会社

福島スバル自動車株式会社

株式会社ベルテクノプラント工業
福島工場

株式会社相双スマートエコカンパニー

宇徳プラントサービス株式会社

━建設業協会 ━

福島県建設業協会いわき支部

株式会社宇佐見建設

株式会社加地和組

株式会社管野組

クレハ建設株式会社

株式会社建誠

株式会社作山工務所



志賀工業株式会社

常磐開発株式会社

株式会社鈴民建設

株式会社大一組

有限会社大証建設

東洋建設株式会社

株式会社中山組

林興業株式会社

株式会社福田組

福浜大一建設株式会社

株式会社不二代建設

堀江工業株式会社

松本建設株式会社

株式会社三崎組

株式会社水中組

株式会社矢城建設

山木工業株式会社

山吉工業株式会社

株式会社吉多美工業

株式会社渡辺組

━管工事組合 ━

いわき管工事協同組合

有限会社アイ工業

株式会社アイシン

株式会社アクア工業

五十嵐設備株式会社

株式会社今村ボーリング

株式会社いわきエアコン

いわき設備株式会社

有限会社上原工業

株式会社大倉工業所

開世工業株式会社

北関東空調工業株式会社

欣幸建設株式会社

クレハ設備株式会社

有限会社ケイ設備工業

公栄管工設備株式会社

有限会社佐川機設

株式会社三共

三共設備株式会社

有限会社湘南設備企画

株式会社シゲル水道工業

渋谷設備株式会社

株式会社清水水道

株式会社ジェイエス

ジュシ総合設備株式会社

常磐工業株式会社

株式会社西部

関彰エンジニアリング株式会社
いわき支店

有限会社関田工業

有限会社平設備興業

株式会社髙橋設備工業所

株式会社大松興産

有限会社千葉設備工業所

株式会社東海設備工業所

東北管工事工業株式会社

新妻設備株式会社

株式会社沼里工業所

長谷川工業株式会社

有限会社光工業

株式会社久田設備工業

株式会社福島スイケンエンジニアリング

株式会社不二代建設

有限会社平安設備

北東設備工業株式会社

有限会社堀越工業所

丸長建設工業株式会社

有限会社矢光総合設備

株式会社山上工業

株式会社山崎設備

有限会社ユニオン工業

株式会社吉多美工業

━勿来地区木材組合 ━

福島県勿来地区木材製材協同組合

株式会社荒川材木店

磐城造林株式会社

清野木材株式会社

━常磐開発災害防止協議会 ━

常磐開発災害防止協議会

泉石材株式会社

株式会社磯上商事

有限会社伊藤造園

いわきサッシ株式会社

いわき緑化興業株式会社

江尻鉄筋株式会社

株式会社大越興業

株式会社大橋

株式会社大和田測量設計

岡田電気産業株式会社

有限会社小沢陶業

岩城ブロック工業株式会社

共栄株式会社

希久多工業株式会社

北関東空調工業株式会社

株式会社サボウ工業

三栄商工株式会社

有限会社サンエステクノ

株式会社サンキョウ企画

サンコーケミカル株式会社

志賀塗装株式会社

株式会社ジェイ・ケイ・リアルタイム

株式会社常磐エンジニアリング

常磐興産株式会社営業統括第二
エネルギー資材グループ

有限会社常磐緑化工業

株式会社すすむ器械店

鈴機工業株式会社



講演内容及び講演者の紹介
◇演 題　　「不安全行動防止のためのＫＫマッピング！」

◇内 容　　 　産業界では危険を危険と感じる感性を伸ばす教育を行ったり、安全知識を付与
する教育を行っている。

　　 　　　 　しかし、現場では操業や作業の効率を優先するあまり、不安全な行動をとり災
害につながってしまう事例がある。

　　 　　　 　ここでは「危険敢行性」という考え方に基づき、作業する人に自分自身の行動特
性に気づいてもらうＫＫマッピングと名付けた取り組みを紹介する。

◇講 演 者　　日本製鉄株式会社　安全推進部　部長　朱宮　徹　様

　　　1961 年 ９ 月　愛知県名古屋市出身（61歳）
　　　1987 年 ４ 月　住友金属工業（株）入社
　　　　　　　　　　　和歌山製鉄所　製鋼部　製鋼技術室
　　　2000 年 ２ 月　　　　〃　　　　鋼片工場　工場長
　　　2003 年 ４ 月　　　　〃　　　　総務部　安全健康室　室長
　　　2012 年10 月　日本製鉄（株）　安全推進部　部長

　　　 　工場長時代の現場における安全管理の経験を活かし、特に安全教育や安全衛生マネジメ
ントシステムの分野で全社の安全推進業務を行っている。

　　　 　現場をよく観察し、働く人やその管理者との対話を重視し、教科書通りの正論ではなく、
現場目線の現実的な安全管理を目指すのが信条。

　　　2014 年　中央労働災害防止協会　緑十字賞受賞
　　　2016 年　「対話重視の安全パトロール 13 のポイント」執筆

株式会社鈴武組

有限会社スチールネモト

誠信商事株式会社

株式会社仙台銘板いわき営業所

合資会社大正金物店

大成ロテック株式会社いわき工事事務所

有限会社平設備興業

たかぎ株式会社

株式会社高根沢興業

株式会社高橋工業

有限会社田巻造園土木

田村建材株式会社

太三機工株式会社いわき営業所

株式会社地質基礎

テクノサーモ株式会社

有限会社手塚組

東開クレテック株式会社いわき支店

東建エンジニアリング株式会社

東邦福島株式会社いわき支社

株式会社東北日立いわき支店

東北ポール株式会社いわき営業所

東洋リース株式会社

常磐港運株式会社

有限会社中村電気工事

中山商事株式会社

日化メンテナンス株式会社東北営業所

日建リース工業株式会社いわき営業所

株式会社にしきクリーン

根本通商株式会社

有限会社根本錦鉄筋工業所

有限会社芳賀建設

冨士機材株式会社

株式会社古川工務店

前田道路株式会社いわき営業所

株式会社マツザキガーデン

株式会社緑川建設

有限会社宗方土木

有限会社山口鳶工業

大和電設工業株式会社

株式会社ユアテックいわき営業所

株式会社ユニティー



ゼロ災でいこう ヨシ！

協力：常磐共同火力株式会社勿来発電所様

指 差 呼 称

協力：いわき市再生資源協業組合様

指 差 唱 和

協力：いわき市再生資源協業組合様

指 差 唱 和
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