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「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」、「ドラッグやめますか、人

間やめますか」、「注意一秒、ケガ一生」など標語はなにかをすると

きの指針、戒めになったりします。これが会社や団体の標語になる

と社員全体の行動規範になったりします。そこで会社や団体では毎

年標語を掲げ社員や人々の注意を促したりしています。今回は昭和

52年からの標語を集めてみました。過去の標語にも興味を引くもの

があったら、今年の標語とともに掲げてみたらいかがでしょうか。

いろいろな標語集

安全衛生標語(中央労働災害防止協会)

昭和52年 安全に健やかにこの一年

昭和53年 安全に健やかに笑顔ですごそう365日！

昭和54年 この一年　全員参加で無災害)

昭和55年 80年代をみんなで安全そろって健康

昭和56年 手を組んで今年も安全　こぞって健康

昭和57年 安全と健康　一人ひとりがつくるもの

昭和58年 安全と健康　いつも心がけているあなたが好きです

昭和59年 みんなで築こう　災害ゼロの明るい職場

昭和60年 ゼロ災害　みんなで笑顔　のびゆく企業

昭和61年 ゼロ災害　日ごと人ごと職場ごと

昭和62年 ゼロ災害　働く人の動かぬ指標

昭和63年 災害ゼロ　働き甲斐のある職場

平成01年 災害ゼロ　夢と未来のある職場

平成02年 ひろげよう　職場に人の和　無事故の輪

平成03年 考えを　行動にして無災害

平成04年 信頼と笑顔をつくる無災害

平成05年 今一度　この目　この手で　安全確認
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平成06年 魅力ある　職場の誇り　ゼロ災害

平成07年 快適な　職場がはぐくむ　無災害

平成08年 快適　健康　無災害　明るい職場の基本です

平成09年 明日への活力　安全　健康　快適職場

平成10年 安全・健康　今から　ここから　自分から

平成11年 人の輪　知恵の輪　技術の輪　すべてを集めて無災害

平成12年 安全を　優先　率先　まず実践

平成13年 慣れた作業に危険がいっぱい　心ひきしめ安全確認

平成14年 安全確認　再チェック　ハイテク時代もあなたの目

平成15年 小さなヒヤリは危険の合図　今すぐ改善　ゼロ災職場

平成16年 見過ごさないで職場の危険　小さな改善　大きな安全

平成17年 小さな危険　あなたが発見　みんなで改善　職場の安全

平成18年 一歩先読む　確かな点検　めざすゴールは　無災害

平成19年 ベテランが　次代にたくす宝物　技と誇りと安全第一

平成20年 リスクの発見　すばやい対処　みんなで築こう無災害

平成21年 見過ごしません小さなリスク　ゼロ災職場の合言葉

平成22年 身につけよう　基本作業とプロ意識　みんなで築く安全職場

平成23年 「安全専一」から100年　未来へつなごう安全の心

健康・快適職場標語(陸上貨物運送事業労働災害防止協会)

昭和52年 朝の体操　元気はつらつ　明るい職場

昭和53年 今日の疲れ　明日に残さぬ　健康管理

昭和54年 無災害　のばす日数　みんなの誇り

昭和54年 しあわせな　家庭を築く　健康管理

昭和55年 安全は　規律正しい　職場から

昭和55年 病知らずと過信せず進んで受けよう 　健康診断

昭和56年 一声の　注意し合える　明るい職場

昭和56年 よくやすみ　腹は八分で　健康管理

昭和57年 検診受けて　企業を支える　元気なからだ

昭和58年 安全は　一人ひとりが　責任者

昭和58年 体操で　腰痛ふせぐ　明るい職場

昭和59年 災害は　慣れと手ぬきと油断から

昭和59年 健康で　結ぶ　職場と明るい家庭
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昭和60年 作業手順をきちんと守り　今日もゼロ災　明るい職場

昭和61年 自分の健康　自分で管理　受けてよかった健康診断

昭和62年 健康は　事故も防げば　身も守る

昭和63年 健康は職場と家庭を 　つなぐ橋

昭和63年 力をあわせ　ちえを集めて　職場の安全

平成01年 今日も健康さわやか出勤　握るハンドル交通安全

平成01年 安全は　日々のチェックの積み重ね

平成02年 みんな健康　明るい職場　すすんで受けよう　定期検診

平成02年 一人ひとりが 　安全意識　みんなでなくそう　職場の災害

平成03年 健康は　早期発見　早期治療　すすんで受けよう　健康診断

平成03年 乗る前に　必ず点検　車と健康

平成04年 健康だと　おごる心が　不健康

平成04年 朝のおはよう　笑顔でかわし　心にちかう　無災害

平成05年 健康は　日々の管理とゆとりから

平成05年 ま、いいか！ 　こんな時こそ　要注意

平成06年 かならず受ける定期健診　素直に受ける健康診断

平成06年 一寸待て　合図の確認ヨイカヨシ　目　声　指でしっかりと

平成07年 心身共に健康づくり　家庭と職場の連携プレイ

平成07年 「ヒヤリハット」かくすより　みんなに知らせる思いやり

平成08年 一人ひとりも責任もって　つくる健康　笑顔の職場

平成08年 元気で帰宅　ねぎらう笑顔　職場と家庭の安全リレー

平成09年 明日の活力生み出す健康　日頃の予防と心がけ

平成09年 明日に向け　仕事を見直す目と勇気

平成10年 やる気　守る気　つづける気　健康づくりで　いきいき職場

平成10年 明るい笑顔と元気な挨拶　みんなが会社のシンボルマーク

平成11年 元気な挨拶　さわやか笑顔　あなたが主役の明るい職場

平成12年 必ず受けよう　健康診断　思わぬ病気が　かくれんぼ

平成13年 社員の健康　職場の宝　必ず受けよう健康診断

平成14年 健康が　我が社の誇りと力です　必ず受けます健康診断

平成15年 自分の健康　自分で管理　必ず受けよう　健康診断

平成16年 健康で　快適職場が　わが社の自慢　必ず受けます　健康診断

平成17年 やってますか健康診断　活かしてますか診断結果

平成18年 健康と職場の安全まず確保　みんなの自覚と企業の責務

平成19年 受けて安心　健康診断　活かそう結果　守ろう健康

平成20年 無理しない　少し休んでリフレッシュ　心と身体（からだ）の健康管理

平成21年 健診の　結果を活かした　生活改善　身近な努力で　大きな成果

平成22年 毎年受ける健康診断　ほうっておくな診断結果
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交通労働災害防止標語(陸上貨物運送事業労働災害防止協会)

昭和52年 バックする　見えない死角に　人がいる

昭和53年 小さな見落とし　大きな災害

昭和53年 今一度　なれた仕事を　見直そう

昭和54年 ちぢめる車間　近よる地獄

昭和55年 どこででも　安全保つ　車間距離

昭和56年 曲り角　いつも危険が　かくれてる

昭和57年 締めて乗れ　心とからだに　安全ベルト

昭和58年 ベテランも　心に青葉のマークつけ　初心にかえって　安全運転

昭和59年 安全は　心のゆとりと　日頃の点検

昭和60年 危険予知　絶えず続けて　絶える事故

昭和60年 出発は　シートベルトを締めてから

昭和61年 心にも　しっかり締めよう　安全ベルト

昭和61年 もう一度　安全確認　ヨイカ・ヨシ

昭和62年 職場と家族の願いこめ　今日も一日 　安全運転

昭和63年 交通事故　みんなで反省　明日への教訓

平成01年 事故防止　いつも保とう　心のゆとりと車間距離

平成02年 追突は　無理と油断と　わき見から

平成03年 プロが示そう　安全運転　皆んなが見ている　あなたの運転

平成04年 運転は　あせらず　無理せず　油断せず

平成05年 あなたも私も出来るはず　ゆとりとマナーの安全運転

平成06年 見えたときではもうおそい　見えない危険に要注意

平成07年 出せるスピード出さない心　心のゆとりで安全運転

平成08年 見えぬ死角を　見つめる目　心にゆとりの　安全運転

平成09年 急ぐ心にブレーキを　ルールとマナーの安全運転

平成10年 ありますか　心のゆとりと車間距離

平成11年 忘れるな！誰もが持ってるヒヤリの体験　今日も生かして安全運転

平成12年 車間距離　あなたの　あせりを　計る距離

平成13年 陸運の　未来ものせて　安全運転

平成14年 交通労災ゼロは　できます　やります　つづけます

平成15年 無事故の決意　「今から」「ここから」「自分から」

平成16年 許すまい　過労運転　過積載　あしたの笑顔がみんなの願い

平成17年 気をつけて　積み過ぎ　出し過ぎ　働き過ぎ
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平成18年 時間のゆとりを配車に入れて　安全優先我が社の運行

平成19年 気をつけよう　油断　過信が　事故を呼ぶ　習慣づけよう危険予知

平成20年 ヒヤリで済んだあの教訓　今日も活かそう　危険予知

平成21年 ハットした経験生かし危険予知　プロなら当然　安全運転

平成22年 ハットした・ヒヤットしたその瞬間　教訓活かして　安全運転

火災予防標語(消防庁)

昭和52年 使う火を消すまで離すな目と心

昭和53年 それぞれの持場で生かせ火の用心

昭和54年 これくらいと思う油断を火が狙う

昭和55年 あなたです！　火事を出すのも防ぐのも

昭和56年 毎日が防火デーです　ぼくの家

昭和57年 火の用心　心で用心　目で用心

昭和58年 点検は防火のはじまりしめくくり

昭和59年 ”あとで”より”いま”が大切　火の始末

昭和60年 怖いのは「消したつもり｣と「消えたはず｣

昭和61年 防火の大役　あなたが主役

昭和62年 消えたかな！　気になるあの火　もう一度

昭和63年 その火　その時　すぐ始末！

平成01年 おとなりに　あげる安心　火の始末

平成02年 まず消そう　火への鈍感　無関心

平成03年 毎日が　火の元警報　発令中

平成04年 点検を　重ねて築く　”火災ゼロ”

平成05年 防火の輪　つなげて広げて　なくす火事

平成06年 安心の　暮らしの中心　火の用心

平成07年 災害に　備えて日頃の　火の用心

平成08年 便利さに　慣れて忘れる　火のこわさ

平成09年 つけた火は　ちゃんと消すまで　あなたの火

平成10年 気をつけて　はじめはすべて　小さな火

平成11年 あぶないよ　ひとりぼっちにした　その火

平成12年 火をつけた　あなたの責任　最後まで

平成13年 たしかめて。　火を消してから　次のこと

平成14年 消す心　置いてください　火のそばに
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平成15年 その油断　火から炎へ　災いへ

平成16年 火は消した？　いつも心に　きいてみて

平成17年 あなたです　火のあるくらしの　見はり役

平成18年 消さないで　あなたの心の　注意の火

平成19年 火は見てる　あなたが離れる　その時を

平成20年 火のしまつ　君がしなくて　誰がする

平成21年 消えるまで　ゆっくり火の元　にらめっこ

平成22年 「消したかな」　あなたを守る　合言葉

平成23年 消したはず　決めつけないで　もう一度

労働衛生週間標語(労務情報センター)

昭和52年 健康はあなたと私の宝もの

昭和53年 職場の環境を改善し　守ろう健康を！

昭和54年 環境改善と健康管理に取り組みさらに進めよう健康な職場づくりを！

昭和55年 明るく健康な職場は作業環境の改善から

昭和56年 作業環境の改善で明るく健康な職場づくり

昭和57年 健康は作業環境の改善と明るい職場から

昭和58年 作業環境の改善と健康づくりで明るい職場

昭和59年 広げよう環境管理　進めよう作業管理　高めよう健康管理

昭和60年 工夫と努力で環境改善　心とからだの健康増進

昭和61年 みんなで進める環境改善　心とからだの健康づくり

昭和62年 ととのえよう職場の環境　進めよう心とからだの健康づくり

昭和63年 快適ですかあなたの職場　健康ですか心とからだ

平成01年 今！快適な職場づくり　いま！心とからだの健康づくり

平成02年 健康です！心とからだ　快適です！私の職場

平成03年 広げよう心とからだの健康づくり　進めよう快適な職場づくり

平成04年 みんなでつくろう　ゆとり・健康・快適職場

平成05年 いきいき職場　仕事にゆとり　笑いいっぱい元気な職場！

平成06年 守ります　私の健康　つくります　疲労・ストレスのない職場

平成07年 みんなで進める健康づくり　創意と工夫で快適職場

平成08年 一人一人が健康づくり　みんなの力で快適職場

平成09年 進めよう健康づくり　あなたの企業の二人三脚

平成10年 快適職場に明るい笑顔　あなたが主役の健康づくり

平成11年 続けてますか　健康づくり　進めてますか　快適職場



８

平成12年 ミレニアム　つくろう　心とからだの健康　快適職場

平成13年 新世紀標準！　健康で笑顔あふれる快適職場

平成14年 自分でチェック！私の健康みんなでチェック！働く環境

平成15年 見つめて下さい心とからだ　見直しましょう職場環境

平成16年 レッドカードが出る前に　こころと体の健康づくり

平成17年 働き過ぎていませんか　働き方を見直して心とからだの健康づくり

平成18年 疲れていませんか　心とからだ　みんなでつくろう　健康職場

平成19年 こころにゆとり　からだに余裕　みんなでつくる健康職場

平成20年 あなたが主役　明るい職場と健康づくり

平成21年 トップが決意　みんながつくる　心の健康・明るい職場

平成22年 心の健康維持・増進　全員参加でメンタルヘルス

平成23年 見逃すな　心とからだのＳＯＳ　みんなでつくる健康職場


