応募作品一覧（入選作品を除く）
No

作品

1

物陰に潜むリスクと、こんにちは。

2

大事故と地震は 忘れた頃に やってくる

3

謝罪でも 情報流失 戻らない

4

業務での、既読スル－は危険です。

5

ヒ・・日び初心を忘れず
ヤ・・やり直します、間違い０まで何度でも
リ・・リスク回避は全力で
ハ・・はやいより確実をモット－に
ッ・・つとめます、誠心誠意
ト・・トコトンやりますＷチェック

6

それ大丈夫？ 洞察力を働かせよう！

7

小さなミスを見逃すな コミュニケーションでリスクマネジメント

8

リスクに鈍感か！ アカン感度に薬！

9

「何故？」と問う 気づきに生まれる 高効率

10 早まるな！ 送信前の 再確認
11 ヒアリアリ（ヒヤリハッと） 刺される前の 再点検
12 あっ危ない！ 垣根を越えた 報連相
13 チェック毎 新たな気持ちで 見直そう
14 あなたのチェックが みんなを救う
15 「私、ミスしないので」と思う人ほど、ミスをする。
16 ベテランの思い込みこそ、大惨事に！
17 うっかりさん しっかりチェックで しっかりさん
18 ちょっと待て 「まぁいっかぁ」では 済まされない
19 もう一度、誤送付ないか、見直そう！
20 不審メ－ル、そのアドレスは、本物か？
21 安全第一 勤務中はヒヤリハット着帽。
22 それ大丈夫？ 再確認が時短のコツ。
23 再確認 なにより大切 ミス撲滅
24 ちょっとまって 疑う心が 吉となる
25 健康とリスクの管理はリンクする
26 ヒヤリ・ハットは複雑化に比例し、簡素化に反比例する
27 気づくあなた ふりかえる君 今日から
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28 個人情報保護は、知識とモラルと管理から。
29 ちょっと待て！ その文書 チェック済？
30 「ま、いっか」と 閉じたファイルに 事故潜む
31 「これでいい？」 疑う心が ミス防ぐ
32 あいまいな 説明で崩れる 世間の信用
33 同じ仕事は2度とない。同じミスは何度でも。
34 忙しさ、亡くした心にリスクが潜む。
35 仕事見て、流れを読んで 危険予知
36 慌てずに、ひと声かけて、気を入れて！
37 行動を起こす前に、まずリスク
38 毎日がリスクチェックの積み重ね
39 見慣れた、手慣れた、やり慣れた 仕事に潜む うっかりミス
40 はい終わり。でももう一度初めから
41 一手間で守られる情報は 一生もの
42 その宛先 あと、一回だけ確認しよ
43 リスク管理 薬は日頃のダブルチェック
44 積み重ね 少しのずれが大事故に
45 怠るな 無事故のための 確認徹底
46 余裕ある ときこそ再度 自己確認
47 コンプラで 守ろう自分 守ろう仲間
48 その仕事 流れ作業に なってない？
49 ダブルチェックは漏洩防止の鉾と楯
50 一人の眼より二人の眼、ダブルチェックでリスクを回避
51 効率化＝＞手抜きとぜんぜん違います！！ダブルチェックでコンプラ遵守！
52 いたしません！手抜きで漏洩、誤登録！！私失敗しないので！
53 恥じるな！ あなたのヒヤリ、みんなのリスク回避につながるぞ！
54 確かめて！ 宛名と中身 もう一度
55 「まぁいいか」 そう思ったのは、よくないサイン
56 隠さない おねしょもリスクも失敗も
57 鵜の目 タカの目 リスクの芽
58 思い込み ダブルチェックで 気付かされ
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59 もう一度 更に一度の心の余裕 ミスとリスクを減らします
60 落とし穴 ルーティンワークにひそむ罠
61 見える化で、情報共有、健全化
62 抱え込み、情報専有、不健全
63 大事故は 小事小事の 積み重ね
64 業務遂行、細心の注意を払って、迅速よりも正確に
65 過信せず先ずはセルフチェックを厳重に
66 「秒でやる！」 逸る気持ちが ミス招く
67 慣れは禁止、ダブルチェック。
68 急いてはミスを見逃します。落ち着いて一歩一歩確実にチェック。
リスク防止の「かきくけこ」
か 抱え込まずに助け合う。
き 気づきはスルーせず共有。
69
く 訓練は本番のように真剣に。
け 見聞を広め、他山の石に学ぶ。
こ コンプライアンス（法令遵守）を徹底。
リスク対応の「さしすせそ」
さ 細心の注意を払い、
し 初心を忘れず、
70
す スピード感と、
せ 責任感を持ち、
そ 組織的に対応。
71 「いたしません！！」

不正 怠慢 無関心

72 気をつけよう！慣れと思い込みは事故の元。
73 今日もまた、ダブルチェックで信頼第一。
74 見直そう、今日も、明日も、明後日も。
75 その文書 ホントに「ちゃんと」 見てますか？
76 「あやしいぞ」 不審メールを 見つけたら ヘルプデスクに ５５５５！
77 高まる注意力、低まるリスク
78 手順書に 沿ってなくそう 誤発送
79 気を付けて！余裕な態度が呼ぶ危険
80 忘れずに！ 声かけ確認 ダブルチェック
81 離席時は クリーンデスク スクリーン
82 事故発生？！ 迷わず すぐに 報告だ
83 ルーチンワークいつも通りと安心すると大事件。
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84 恐々と気にしている内は大丈夫。
85 疑問は解決してから次の処理へ
86 慌てず、焦らず、確実に
87 日常と 何かが違う リスクの日
88 スルーしないで！その気付き。
89 NO ATTENTION, NO SAFETY.
90

実施前 鋭い目線で チェックしよう！ ヒヤリ事例は反面教師 ＡＬＬ ＪＡＳＳＯ で プロフェッショ
ナル対応

91 発信（言）も受信（電）もノーミス対応 あなたこそ ＪＡＳＳＯの二刀流
92 「これくらい」 安易な意識が 落とし穴 念には念を 「危機管理」
93 大丈夫？ 自信がなければ もう一度 あなたのチェックが 最後の砦
94 「慣れ」と「油断」は 「表(（おもて)／裏(うら）)」 想像しよう ミスの向こう
95 送付前 他者のチェックは 依頼した？
96 オール メール 見入る
97 心がけ 欠けてしまうと がけっぷち
98 木をつけよう…もっかい確認してみよう
99 注意せよ！手抜き・近道・心離れ
100 本当にちゃんとチェック、しましたか？
101 マンネリで 確認怠り 大事故に
102 報告の 速さが傷口 塞ぎます
103 ヒヤリの経験活かして気づき共有化 目指そう安心安全な職場環境
104 何度でも何度でもチェックする その成果が伝わるJASSOの信頼
105 リスク管理の実行は、職業人のモラルです。
106 マニュアルは守られてこそ生きるものなり。
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