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マンネリ化した安全衛生パトロール

逆転の発想による新しい視点で打破しよう
安全衛生パトロールを定期的に行い職場を見直すことはとて

も重要です。しかし、指摘事項が少なくマンネリ化を招いていま

せんか。視点が決まり切つて、同じような指摘事項がたびたび出

たり、内容に偏りがありませんか?

また、問題点を発見してもそれが具体的対策になかなか結び

つかなず、今まで行つてきたバトロール手法に限界を感じたり、

新たな危険を見つけることができないスタッフ(安全・衛生)の

方は、意外に多いのではないでしょうか?!

本ビデオでは、この現状を打破するためには新しい視点 (逆

転の発想)が重要であり、そのポイント(視点)について具体的

な状況事例をあげてわかりやすく紹介しています。

「どうすれば災害を起こせるか?」

作業をただ見るだけでは、なかなか問題点を見つけることはできません。そこで、「こうすれ1渕 という

条件を加えて考えて見ると…

□■ 職場のハンマー作業の現場では →「手を滑らせて」という条件をカロえると、災害が起きる!!

「見えないものを見る」
―見不可能に思えますが、実は、「職場本来のあるべき姿や法規を事前に把握」していれば、自ずと問

題点が浮かび上がって来ます…

□■ 何も問題なく見えるボール盤作業で、手袋を着用している。

→ボール盤作業において手袋着用禁止を把握していると、見えない問題点が見えてくる!!

このようにしていくとくリア危険がどんどん見えてくる!

「物の姿から行動を考える」 「定常作業から非定常作業を考える」

物の姿(職場の状況)には、必ず人間の行動が関わつていま

す。作業者の行動や姿勢を思い浮かべると…

「不安全行動を考える」

パトロール中、その場で不安全行動を見つけるのは難しいも

の。そこで、不安全行動を見つけるのではなく、作業の中でど

のような不安全行動をする可能性があるかを推定すると一

定常作業には必ず準備・調整・異常処理等の非定常作業

が伴います。実はこの作業での災害が多く発生…

「現象の背景を考える」

パトロール中に不安全行動を発見して、その場で指摘する

事は大切ですが、それだけでは問題解決には至りません。

重要なのはその行動を起こす原因を把握すること…
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ヨ議刺置応翡

全国の多くの企業、現場では今、

「突然会社を体んで出てこない人がいる」

「仕事に追われて、毎日精神的に余裕がなく疲れている」

「休憩時間に、みんなから離れて一人ぼつんと立っている

人がいる」

「メンタルヘルス不調者が出た職場は、他の職場からは

“やっばり出たか"という目で見られている」

「メンタルヘルス不調者の対応に追われ、全社的、組織的

なメンタルヘルス対応に行き詰まつている」

といつたような声が聞かねます。

発生してから慌てないために、
日頃からストレス耐性を高めることが大切
職場でメンタル不調者が出たとき、慌てて対策に追われるより、予め働

きやすい職場づくりをして、各個人のストレス耐性を高めて発生を未然

に防ぐ保健活動や行動が重要であると言われています。

職場ぐるみでストレスの源をなくそう
最近、先進的な企業では、ストレスの源となる好ましくない職場環境

を職場ぐるみで改善することが効果的であると、その取り組みが始まつ

ています。

このビデオでは中災防が重点的に取り組んでいる「メンタルヘルス対

策に活かす職場環境改善」について、その意義と進め方について解説す

るとともに先進企業の取り組み事例を紹介します。

KY活動の形骸化から脱却し、風通しの良い安全な職場風土を作り上げた軌跡を追う
セキスイ八イム近畿株式会社は、2011年安全衛生管理に優秀な成果を

挙げたとして中央労働災害防止協会「会長賞」を贈られました。

住宅建設という業種の中で、2004年 に「ゼロ災運動」を導入したがなか

なかうまくいかない。それでも中災防のゼロ災推進センターの助言を受け

ながら、社内に勉強会を立ち上げ地道な努力を続けていく。途中、合併など

で活動がマンネリ化に落入るが、さ萩ざまな工夫で乗り越えてしヽった。

現場の活動の主軸であるKY活動に魂を入れるため、どのようなことをし

たか、管理 監督者のKY活動である「問い力ヽナKY」の充実化を図りながら

ライン管理化を推し進める。

時々の当該者の本音の声をインタビユーで収録、風通しの良しヽ安全な職

場風土へと変わつていく軌跡を追つています。企業のトップの経営姿勢はど

うあるべきか、支える安全スタッフのスタンスは、KY活動の形骸化に悩む

方々にとって非常に参考となる内容のDVDビデオです。



身近なグラインダーの災害防 11には
日々 の点検や教育が効果的
指の切断、失明、火災…。グラインダーは取扱いを間違えると非常に

危険な工具です !!

日々の作業に欠かせない身近な工具ですが、しかし、日々繰り返され

る作業の中、グラインダーがいかに危険な工具かとの認識がいつしか

薄れ、安易にグラインターを扱うことで災害を起こしてしまいます。した

がつて、グラインダーの災害対防止策は日々の点検や教育が何よりも

効果的だと言われています。

本ビデオは師汗削といしの基礎知識」「卓上 ディスクグラインター

の基礎知識」「作業前点検 準備」「研肖」作業」「保守点検」のパートに分

け、理解しやすい構成にしました。

特に研削作業のパートでは、1つ 1つの動作それぞれの「ポイント

コツ」とともに、その動作から派生する災害事例を加え、より実践的で

効果的な教育ビデオを目指しました。新入者研修、またはベテラン作業

者の再教育に、是非こ活用下さい。

里凝城ゎ映像班捻晩b機し

取替えと試運転方法を誤ると危険な

高速化した研削といし

研削加工技術の進歩により、といしの周速度が高速化

し研削といしが破壊される危険性が増大しています。特

に研削といしの取替えとその試運転方法の誤りによる

災害/」
l多 く見られます。

本ビデオは師汗削といしの取り替え時の試運転業務」

に関する特別教育のうち「自由研削といしの取り付け方

法及び試運転の方法」のポイント(例 バランスのとり

方 打音検査等)を ビデオならで|よ の臨場感とわかりや

すいナレーションで解説。

「グラインダーの正しい使い方 ～卓上用グライン

ダー ディスクグランダー編～」と共に、本ビデオをグラ

インダー特別教育用教材として是非こ活用下さい。
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安易な操作は危険!

教習所教官が基本知識を解説
フォークリフトの普及は、重量物の運搬作業の効率化

や労働の軽減化に大いに貢献するとともに、今や労働現

場における荷役運搬作業の中核をなしています。しか

し、フォークリフトの安易な操作や構造上の特性に基づ

く危険性から、重大な労働災害も多発しています。

このビデオは、フォークリフト作業を安全に行うための

基礎知識として「始業前点検」「基本走行」「荷役作業」に

ついて教習所教官が実際に操作しそのポイントを解説

しています。DVDの特性を生かし、各部分を切り離し見

ることが可能になつており、教育時に活用しやすいビデ

オです。また、随所にフォークリフトの災害事例を入れ込

み、効果的でE口象に残る構成となつています。

新入者は事故が多い

厚生労働省の労働災害統計によると、製造業における休業4日以上の死

傷者のうち、経験期間 1年以下の労働者は全体の33%を占めています。

このビデオでは、新入者が起こした災害約20事 191をイラストと再現映像

で示し、主な要因を具体的に解説しながら、新入社員の行動特性を分析し、

なぜ安全ルールを守らなくてはならないのか、なぜ職場のマナーが大切な

のかをわかりやすく解説します。

0学校(学生)と社会(人)のはざまにいる 0するべき行動がわからない

0企業を知らない           0使 用する言葉がわからない

0工場およびその内部を知らない    (8i工場内のルールを知らない

0働いている人を知らない        0危 険な場所がわからない

0)仲間とのコミュニケーションができて く出典/安全衛生のバトン研究会
いない                            菊池 ,召氏〉

ルールを守つて
安全 撻康

機
小冊子「ルールを守つて 安全 健康」(A5判・16頁・

200円 )1冊つき
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魏囃 も渕 貪蜀

KY「 I｀4ラウンド法の進め方を

新しい事例と再ljl映像で紹介

中央労働災害防止協会ゼロ災推進部の指導のも

と、従来の各種KYT4ラ ウンド法の進め方ビデオ作

品を見直しました。新しい事例のトレーニング用イ

ラストとその再現映像を対比させながら、危険要因

を分かりやすく解説するとともに、最新の進め方を

紹介します。

小冊子「最新 KYTの進め方

～基礎4ラ ウンド法研修用

～」(A5半」・ 16頁・200円 )

1冊つき
¨̈』
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。イラストシートの中の

作業者自身となつて 考えたか?
。作業の前後の■作を考えたか?

。そこにある危険を具体的に全部出しきつたか?

厚11労働省の新通達に沿った

熱中症対策i渋新情‖1

気温と湿度が高い環境での作業は、季節を間

わず、熱中症の危険があります。このビデオで

は、(財 )気象業務支援センター専任主任技師

村山貢司先生と産業医科大学産業保健管理学

研究室教 1受 堀江正知先生の監 1らのもと、新し

く解明された熱中症発生の要因を詳しく解説。

最新の予防方法を分かりやすく紹介します。

小冊子「誰もが危険 熱

中症の新常識」(A5判・

16頁 200円 )]冊つき
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新入者の安全衛生

ルールを守つて 安全 健康
N046592   18分   52,500

このビデオでは、新入者が起こした災害約20事例をイラストと再現

映像で示し、主な要因を具体的に解説しながら、新入社員の行動特性

を分析し、なぜ安全ルールを守らなくてはならないのか、なぜ職場の

マナーが大切なのかをわかりやすく解説。

[小冊子「ルールを守つて 安全 健康」(A5判・16頁・200円 )]冊つ

き]

新入社員向けの教材です。職場生活の心構えのほか安全のルール、

ミーテイング、危険予知、保護具、整理整頓など安全衛生の基本をわ

かりやすく解説。「新入者安全衛生テキスト」(中災防発行)の内容に

準拠し、安全と健康の大切さに気づいてもらえるよう制作。

新入社員・佐藤君の一日を通じて「キチンと服装、シッカリ保護具」

「作業の前に危険予知」「ルールを守つて安全先取り」などの く安全

10則)をマンガでわかりやすく解説した新入社員向け。

あなたを守る安全ルーJレ
～新規入構者の安全常識～

N046483  14

新規入構者が安全ルーリレの重要性に気付き、安全な行動を習慣化

するために、①必ず守つて欲しい安全の常識 (職場のエチケット)

②主要な災害を防ぐための作業ことの安全ルールの遵守 ③危険予

知の実施 の3点を提案。

マンガ 安全作業の常識
～そのポイントと事故対策～

46461   20分   39,900

「安全作業の基本」である3つのS、「作業手順」「整理・整頓」「整

備点検」と、現場での「短時間KYミーティング」「指差呼称」の、

合わせて5つのポイントと、5つの重大事故防止について解説。新

入社員向け。

※DVDのみの販売です。
※RVは DVDの貸出ナンパーです。

劇画 災害ゼロヘの道
～「安全第一」の出来～

コードN046489  15分   25200円

前世紀はじめアメリカで生まれた「安全第一」の思想が日本の安

全運動の引き金となり、大正時代に蒲生俊文などの先駆者を産み、

安全週間の実施とつながつていく。この過程を先駆者の “人物像"

を中心に劇画で描く。新入社員向け。

安全衛生基礎シリーズ
コードN046602  24分   52,500円  (税込)  RV292

「おしつけ」ではなくコミカルな表現から、安全を自分の問題として

気づいてもらうことを狙しヽ こした作品。各 8分という短時間で3人の

登場人物が織りなす寸劇。

■ ①コミュニケーションから始めよう!

～挨拶そして報告、連絡、相談～

挨拶なんかしなくても、仕事はできると思つている。そんな北山君、

搬出の連絡があつたときに、伝えられた内容がよくわからず、そのまま

ほおつておいたので、職長はあわててしまう。やがて挨拶、報告、連絡、

相談などのコミュニケーションの大切さに気付く。

■ ②かつこいい職場にしよう!

～4S―整理・整頓・清掃・清潔～

整理整頓ができていない北山君と南野さんの失敗例を紹介。また、

清掃・清潔も、品質、安全、健康などに深く関わつていることをドラ

マ風に分かりやすく示した。4Sは、職場で欠かすことができない「基

本的な事項」であることを強調。

■ ③ルールを守ろう!あなたのために
～職場のルール、マナー～

職場のルールを守らないとどうなるか。ドアをいきなり押し開く、

タバコのポイ捨て、機械を飛び越える、ポケット手で階段を降りる、

だらしない服装など。若い人にも抵抗なく受け入れられるように、ルー

ル、マナーのさまざまな行動例をコミカルなタッチで描く。



●職長教育シリ…ズ (自鵬彗》
職長教育シリーズには、全て指導者ガイド(1部)と受講者ノー

ト (10部 )がついています。

※一般教育にも適しています。

第1巻 こんな時あrJたならどうする?!
～作業時間中における指導指示の効果的方法～
コードN046542  21分   40950円  (税込)  RV233

作業指示が適切に伝わつていないと、安全 品質・能率の上で支

障をきたす場合がある。そねはどこに問題があるのか。職長が指示

を出す時のポイントは何か。職長の対応について、人間関係を基盤

にしたドラマで展開。

第2巻 確認していますか 作業のポイント
～作業手順の上手な活かし方～

コードN046543  17分   40950円 (税込) RV234

作業手順書があつても形骸化している職場がある。職長は決めら

れていることを徹底させるには、どうすべきか。作業手順書の活かし

方をテーマに、ドキュメンタリー風なタッチで分かりやすく解説。

第3巻 異常を異常として感じうるか
～異常に対する職場の感性をみがく～

コードN046545  20分   40,950円 (税込) RV236

作業者の異常に対する認識レベリレの向上と「異常なこと」が速や

力ヽこラインに集約され、対処されることが必要。それは、突き詰める

と職場のコミュニケーションの問題でもある。職場ミーティングや安

全点検、職場巡視のあり方など、ドラマタッチの流れで取り上げる。

第4巻 その作業方法で安全は守れますか
～改善ポイントの見つけ方～

コードN046546  16分   40,950円 (税込) RV237

より安全で、快週に作業をするには、どんな方法があるのか。こ

のビデオでは、作業方法の改善の仕方を明確に示している。機械や

設備の変更といつた大掛かりな対策でなく、今までの作業のやり方を

ちょつと工夫してみる、そのノウハウと取り組み方についてこ案内。

第5巻 作業環境の安全fヒに向けて
～安全で快適な環境をつくろう～

コードN04654フ  18分  40.950円 (税込) RV238

作業環境改善になかなか取り組もうとしなかつた職長のところで、

ある日災害が発生。この事故をめぐって設備改善に対する職長の姿

勢、部下の提言への対応、快適な職場環境づくり等々、職長にとっ

ての問題解決をドラマで描く。

●あなたは職長 (全3巻》
建設現場の職長が日々、どのように安全指導をしたらよいか、

そのノウハウはどうしたら身につくのか。「期待される職長像」

を現場に密着してとらえたビデオ教材。

第1巻 建設現場の安全指導5つのポイント
46486   13

現場の安全のカギを握る職長、その指導のポイントを5項目にし

ぼつて解説。

第2巻 建設現場の安全一日
46487   15

安全朝礼から始まる一日の流ねの中で、職長の役割を解説。

第3巻 建設現場の危険予知(KY)活動
コードN046488   1

現場KY活動をどう効果的に進めるかを、現場現物で行うワンポイ

ントKYTの事例を中心として、進め方のポイントを解説。

改訂

コードN046581   20分   42000円  (税込)  RV2フ2

職長・作業リーダーのための

作 業 手 順 書 作 成 マ ニ ュア ル

(リスクアセスメント対応版)

よい品質の製品を安全に効率よく生産するためには、作業手順を

決めて、みんなで守ることが大切。このビデオでは、現場の職長や

職場のリーダーのために、作業に活かせる作業手順書のつくり方につ

いて、分かりやすく解説。また、手順ことのリスクアセスメントの実

施方法についても説明。

[中災防発行図書「職長・作業リーダーのための作業手順書作成マニュ

アル ーリスクアセスメントを取り入れた実践ノウハウー」 (中村昌弘

著 A5半」・32頁・378円)2冊つき]



●RST講座 職長教育鵬 教材集 《全2巻》
R(労働省方式)S(安全衛生教育)T(トレーナー)

労働安全衛生法第60条では、現場職長に対する安全衛生教

育について定められている。その安全衛生教育を担当するト

レーナーを養成するのが「RST講座」。このビデオは、中災防

の東京。大阪教育センターで行われている「RST講座」で使

用されている教材映像 11本を、VOLl(6本 )、 VOL 2(5本 )

に整備し発売したものである。

VOL.1/2セット 84,000P3(秘 )

VOL.1 鍮
コードN046585  89分   52.500円 (税込)  RV276

■講師養成講座における教育技法 講座の流れと教育方法  (10分 )

■講師養成講座における教育技法 指導案の作成    (16分 )

■マネジメント時代の職長の職務            (14分 )

■作業手順の定め方                 (16分 )

■作業方法の改善を考える              (16分 )

■作葉環境・方法の改善 ―建設編―          (17分 )

VOL.2   蝙
コードN046586  87分   52,500円  (税込)  RV277

■ケース・スタディ ー教え方・指導の仕方―

■頑張る 田中職長 ―職長の監督と指示―

■作業環境改善の方法 く平成20年改訂版〉

■災害事例研究の進め方

■マネジメント時代の職長の職務

―問題解決を図る田中職長―

追カロ版
コードN046594  36分   21,000円 (税込)

4段階法で進める災害事例研究
コードN046554  23分   42000円 (税込)

同種災害の再発をなくすために、①事実の確認 ②問題点の発見

③災害原因の決定 ④対策樹立 の4段階で行う事例研究を、具体例

としてクし―ン災害を取りあけて紹介。(モカ レ解答と記録用紙つき)

■作業環境・方法の改善 ―建設編―

■マネジメント時代の職長の職務

―問題解決を図る田中職長―

※すでに旧映像教材をお持ちのお客様は、

ことができます。

(16分)

(18分)

(13分 )

(21分)

(19分)

(17分)

(19分)

この追加版だけを購入する



手運搬作業を安全に
～引つ越し作業の事例に学ぶ～

コードN046548  18分   31.500円 (税込)

階段での家具運搬作業、ベランダからの荷の吊り下ろし、段ボー

ル箱の手運搬、トラックヘの積み込み、といつた作業時の事故例を示

し、その安全な作業方法について解説。また通路や階段でのチェック

ポイント、用具の使い方、腰痛防止にもふれた、手運搬作業の基礎

教育用ビデオ。

身につけよう安全のポイント
～ガソリンスタンド業編～

46540  16分   31

車と車の間ではさまれたり、給油ホースに足をからめて転倒したり、

ガソリンスタンドで起きる事故・災害はさまざま。このビデオでは、

事故・災害を6つの作業でとらえ、原因と対策を分かりやすく解説。

①車両誘導 ②給油 ③洗車 ④点検・整備 ⑤畑 自販売 ⑥高所

作業

事故を活かして安全作業
～旅館・ホテル業編～

コードN046535  1 31

旅館 ホテル業で多く発生する災害について、転倒・激突など7つ

の「事故の型別」でとらえ、その典型的な 10事例を中心に原因と

対策をまとめた。これに加えて職場の安全ルールを6つのポイントに

絞り、その順守を呼びかける。

ルールを守つて安全職場
～ビルメンテナンス業編～

コードN046530  15分   31

災害の大部分を占める清掃作業を中心に、高所作叢、運搬作業の

安全ルールを分かりやすく解説。災害の中でも特に目立つ・転倒"や

“転落"について、その防止対策を具体的に提案。

安全健康 10のポイント
～製造業編～

46521   18分   31

日々、健康で明るく、安全に働くための備えや心がけ等を「安全

健康 10のポイン日 として、こく分かりやすく解説。

みんrJでっくる安全ル…ル
～レストラン編～

コードN046510  15分   31.500円 (税込)

包丁で指を切つたり、揚げ物でヤケドしたり、フロアで転倒したり、

レストランの仕事にも危険が。一つのヒヤリ事故を契機に、店長を中

心にパート社員も含めたみんなで知恵を出し合い、使いやすい安全

カードをつくるようになつた経緯を描く。

あなたは安全の主役です
～フアーストフード編～

コードN046509  15分   31.500円 (税込)

若いパート社員の多くが働くファーストフード店にも事故・災害の

芽が潜む。あるヒヤリ事故を契機に、店長を中心に全員で安全のルー

ルをつくり上げ、事故・災害の芽を摘むプロセスを描き、パート社員

が安全の主役であることを訴える。

配送・検針業務に従事する人の事故が増加。アパートの階段を昇

降中…、犬に吠えられ…、など、危険は身近に潜んでいる。交通事

故を除く危険の 15パターンのそねぞれの「危険のポイント」「安全

行動のポイント」などを具体的に提案。

安全と健康はあなたのもの
～食料品製造業編～

コードN046495  15分   40,950円 (税込)

ちょつとした気の緩みが、思わぬ事故災害を起こす。「誰一人ケガ

しない、させない」ために、リレールを守つて安全職場、異常時の備え、

日頃の心がけなど安全健康 8則を提案。

安全で快適なお店づくり
～スーパー編～

コードN046494  15

社員の安全を図ることは、お客を含め、店全体を安全で快適な空

間につくり上げること。活き活きとした「職場ミーティング」の進め方、

全員でつくる職場のルールなど、毎日の仕事を通じて、安全と健康

の大切さに気づき合う過程を描く。



よくわかる改正労働安全衛生法
～自律的な安全衛生管理～

コードN046574  20分   42.000円 (税込) RV265

平成 17年 11月に労働安全衛生法が、また、平成 18年 1月には

労働安全衛生規則が改正され、一部を除いては平成 18年 4月 1日

から施行された。

事業場で労働災害防止を進めるうえで、これらの改正が何で行わ

れたのか、どのように改正されどのように対応しなければならないの

かを「5つの柱」として取りまとめ、分かりやすく解説。

転倒災害はこうして防ぐ
～転ばぬ先の安全の知恵～

コードN046569   1フ 分  42000円  (税込)  RV260

職場環境の問題点やカロ齢による身体機能の変化などにカロえて、人

間はなぜ転ぶのか、その転倒のメカニズムを実写とCGを使つて検証。

さらに、転倒の予防対策として、すべり防止やつまづき防止等につい

て分かりやすく解説。

[中災防発行小冊子「安全おもしろブック 転ばぬ先の安全のチエ」

(変型A5判・32頁 210円)3冊つき]

“危rJぃ"パ_卜 1『落ちるJA口BU・NAJ
コードN046484  9分   37.800円 (税込) RV176

セリフ、ナレーションがなく、映像だけで危険に気付く、言葉の壁

を破つた画期的ビデオ教材。墜落災害について6つのパターンとその

防止策、カロえて4つの基本マナーを提案。外国人労働者教育用とし

ても最適。

“危ない"パート2『はさまれる」A・BU・NAJ
コードN046485  9分   37800円  (税込)  RVlフフ

パート1と同じく映像のほか「危なしヽ」の叫び声と現場音だけの

ビデオ教材。
「

まさまれる」を6つのパターンからとらえ、危険の内

容とそれを防ぐ対策でまとめた。ほかに、基本マナー 3点を提案。

外国人労働者教育用としても最適。

安全 1分間メモ10話
46434  15分  37800円 (税込 )

明るく安全な職場づくりのため、基本的な 10のテーマをそれぞれ

1分間にまとめた。テーマの一つ一つを職場のみなさんで話し合つて

もらうもの。新入者教育やベテランの追指導にも最適。

「うつかりして」「これくらいは」といつたヒューマン・ファクターを

含む複数の要因が絡んで発生する、“古くて新しい災害"が 日まさまれ・

巻き込まれ」。八―ド・ソフト両面からの防止対策を踏まえ、一人ひと

りの問題として捉えることを提案。

熱湯やスチームなどの高温物、酸・アリレカリなどの有害物は、さま

ざまな作業現場で扱われ多くの職場で災害が多発。このビデオでは、

ポンプの分解中、ホースの取り外し作業中、などの事故例で、熱傷・

薬傷災害がどのように発生するのかを分かりやすく示し、どのように

すべきかを具体的に解説。

切り粉は刃物
コードN046464  12分   33.600円 (税込) RV157

「切り粉が刃物」に変わり事故原因となること、さらに切肖J方法の

工夫・改善の事例を分かりやすく紹介。'90年中災防ビデオコンクー

ル最優秀賞受賞作品 (トヨタ自動車(株 )・貞宝工場)をベースに編集。

ガラスは割れる
～ある研究所の事故例と対策～

コードN046453  15分   25.200円  (1描込)  RV146

ガラスによる事故例と、その後実施した具体的な安全対策を映像

で分かりやすく紹介した教材。'89年中災防ビデオコンクール最優秀

賞受賞作品 (三菱化成 (株 ))をベースに編集。

人は階段から落ちる
～安全づくり人づくり～

46469  24分   37.800円

安全先取りの職場風土づくりの課題として「階段昇降時の手すり使

用」を提唱した東レ合成フィルム(株 )坂田自然・元社長の体験談を

中心に、いかにして同種、類似の事故・災害を防止するかを描いたド

キュメント教材。



グラインダーの正しい使い方‐2

研削といし取替え作業の安全
コードN046603  31,500円 (税込) RV293

「研削といしの取り替え時の試運転業務」に関する特別教育のうち

「自由研削といしの取り付け方法及び試運転方法」のポイント (例/
バランスのとり方 打音検査等)をビデオならではの臨場感とわかり

やすいナレーションで解説。

グライングーの正しい使い方
～卓上用グラインダー・ディスクグラインダー編～

コードN046601  19分   52.500円 (税込) RV291

グラインダーの災害防止対策は、日々の点検や教育が何よりも効

果的である。このビデオは「研削といしの基礎知識」「卓上 ディス

クグラインダーの基礎知識」「作業前点検 準備」「研肖J作業」「保

守点検」のパートに分け、理解しやすい構成となつている。

みえな麟

酸欠等の災害を防ぐ
コードN046595  20分   52.500円 (税込) RV285

酸素欠乏症や硫化水素中毒による死亡災害は、製造業、建設業、

清掃業など多くの業種で発生しており、救助に行つた人が二次災害に

あうことも多々ある。作業員の人たちに酸素欠乏症等の危険性を認

識してもらう教育について、わかりやすい豊富な映像 イラストを交

えて制作。

電気取扱い作業の安全
～低圧電気の基礎知識～

コードN046596  18分   52.500円 (税込) RV286

このビデオは低圧の電気取扱作業者に対する社内教育用教材とし

て、当該作業者が身につけていなければいけない安全作業上必要な

基礎知識・技能を、災害事例等を織り込み臨場感あふれる映像でわ

かりやすく紹介する。

フォ…クリフト作業の安全
―

―点検・走行 。操作―
コードN046597  25分   52500円 (税込) RV287

重量物の運搬作業の効率化や労働の軽減化に大いに貢献する

フィークリフトだが、安易な操作や構造上の特性に基づく危険性から

重大災害も多発している。このビデオは、フォークリフト作業を安全

に行うための基本知識として「作業開始前点検」「基本走行」「基本

荷役操作」について、教習所教官が実際に操作しそのポイントを解説。

クレーン玉掛作業と安全 聰
コードN04652フ   18分  35700円 (税込) RV218

クレーン玉掛作業における技能向上と安全作業のポイントが身につ

くように、作業準備では吊り荷の重量目測、重心の位置決め、ワイ

ヤロープの選定。玉掛方法では□―プの掛け方から巻上げ、運搬、

巻下げに至るまで、しっかりとした合図方法を中心に、分かりやすく

解説。

ア…ク溶接作業と安全
コードN046523  1フ 分  35,700円 (税込)

アーク溶接作業における技能向上と安全作業のポイントが身につく

ように、①作業環境の整備 ②保護具の着用 ③溶接機の点検と本

溶接 (下向き、立向き、すみ肉)技術など、その技能ポイントを解説。

特別教育補助用として最適。

プレス作業の安全確保には、安全装置の取り付け、安全囲いの設置

等の措置がある。このビデオでは安全プレスによる運転操作、点検そ

して作業方法などについて、現場の実態に応じ、分かりやすく解説。

ブレス金型交換作業を安全に
コードN046497  28分   40,950円 (税込)

プレス機械作業主任者または責任者および金型等の交換と調整の

特別教育を修了された方を対象にした作品。金型の取り外しと後始

末、格納の作業、金型取り付けと調整、試し打ちの作業の急所をも

れなく解説。

スバナとレンチの正しい使い方
コードN046454  13分   28,350円

スパナとレンチの正しい使い方を具体的に知つていただくための教

材。'89年中災防ビデオコンクール優秀賞受賞作品(トヨタ自動車(株 )

貞宝工場)をベースに編集。

ロボットを取り扱う場合の安全確保を、教示作業、自動運転中、検

査・修理時の3つに分けて、具体的に分かりやすく解説。ロボットの

正しい安全な使い方の入門編。

危険!!有機溶剤
～爆発実験と取扱い方～

コードN046465  1フ 分  37.800円 (税込) RV158

引火性有機溶剤の危険性について、実験室で「大が走る」こと、「爆

発する」ことをメタノール、アセトン、ラッカーシンナーなどのテスト

で紹介。さらにその正しい取扱い方、中毒防止策等も具体的に解説。

たかが脚立:?されど脚立?!
N046565   19分   35700円  (税込)  RV256

身近にあつて使用に便利な脚立は、つい安月に考えて危険の意識

がないため、不安全行動による転落災害が意外と多い。ビデオでは、

脚立でのあらゆる安全作業の基本について、細かく分かりやすく解

説。'03年中災防ビデオコンクール最優秀賞受賞作品(東亜建設工業

(株)制作)。



X DVDのみの販売です。
※RVは DVDの貸出ナン (―です。

●リスクアセスメントとは 〈全2巻〉
これからの安全衛生管理の中心となる「リスクアセスメントJを

効果的に進めるには、基本である「リスク」の意味を正確に把握

し理解した上で「リスクアセスメント」することが重要。わが国の

安全学の第一人者、明治大学理工学部教授 向殿政男先生が分か

りやすく鶴説するビデオ。  2巻セット 52,500円 (税込)

[小冊子「リスクアセスメントつて何?」 (向殿政男監修 A5判・

16頁・150円)各巻に1冊つき]

～リスク編～
コードN046582  10分   31.500円 (税込) RV273

グローバルスタンダードでは、安全は「許容できるリスク」とされて

いる。リスクアセスメントは「リスクはゼロにならない」ということを念

頭に入れて行う必要がある。衛 入者教育に使えます〉

[小冊子「リスクアセスメントつて何?J(向殿政男監修 A5判・16頁・

150円)1冊つき]

～アセスメント編～
コードN046583  10分   31.500円 G筋込)  RV274

KYは現場の活動、リスクアセスメントは管理活動。必ず存在するリ

スクを、システムにのせて適切に管理するのが安全の鍵。〈管理者入門

教育に使えます〉

[小冊子「リスクアセスメントつて何?」 (向殿政男監修 A5判 16頁・

150円 )1冊つき]

リスクアセスメント
～工作機械作業編～

コードN046584  23分   42.000円 (税込)

リスクアセスメント導入の実施手順を説明しつつ、工作機械を例に金

属加工作業におけるリスクアセスメントの進め方を分かりやすく解説。

リスクアセスメント
～化学物質取扱い作業編～

コードN046590  23分   42.000円 (税込) RV281

「工作機械作業編」に続くシリーズ第2弾。化学物質取扱い作業にお

けるリスクアセスメントの進め方を解説。

みんなでリスクアセスメント
～アセスメント徹底演習～

コードN046593  52500円  (稿込)  RV284

□―ル作業現場をカメラで実写した画像を用い、リスクアセスメント

の各手順をみんなで演習しながら、そのプロセスの節目ことに専門家

が解説する。リスクアセスメントに参加する各層の方々にとつて進め方

の理解を深める絶好の研修ビデオ。

改正労働安全衛生法対応

リスクアセスメントの考え方、進め方
コードN046576  20分   42.000円

労働安全衛生法の改正を受け、事業場はリスクアセスメントを実施

することを努力義務化された。このビデオでは、リスクアセスメント新

指針に基づいた考え方、進め方を紹介。リスクアセスメントを進める組

織体制及びポイントである危険有害性の見積りについて、現場の例を

とり丁宇に説明・解説している。

改訂労働安全衛生マネジメントシステムのあらまし
～PDCAサイクルを回そう～

N046588   20分   42,000円  (税込)  RV279

安全衛生管理のグローバル化の流れを背景に、労働安全衛生マネ

ジメントシステム(OSHMS)を導入する企業が急増している。PDCA
サイクル回すなど4つの特性と、OSHMSの流れを簡潔にコメント。改

正「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成 18年 3
月)に沿つた内容で改訂。

OSHMSに おける
システム監資

39,900

OSHMSの定着には、文書・記録の調査や作業場の視察によって、実

施・運用状況を定期的に調査、評価して、その結果を見直しや改善に結

びつけるシステム監査が大切。その進め方とシステム監査の流れを分

かりやすく解説。

アシモと学ぶKYTと
リスクアセスメント

1フ分  42.000円  (税込)  RV24フ

「KYTとリスクアセスメントはどこが違うのか」この現場の疑間にズ

パリ答えるビデオ。二足歩行ロボット「アシモ」と共に学ぶ形でこの間

題を分かりやすく解説。

安全衛生マネジメントシステムの評価
～管理の仕組みは機能していますか～

コードN046538  26分   37

潜在的危険有害要因をなくすための安全衛生管理がシステムとし

て構築されているか。その仕組みはうまく機能しているか。安全の先

取りに取り組むプロセスの評価基準を説明。近代的安全衛生管理を目

指す経営トップ、管理監督者必見ビデオ。

(中災防が独自に開発した労働安全衛生に関する評価システム)
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見落としていませんか 危険を
～「巡思」で安全パトロールを見直そう～
コードN046599  23分   52500円  (税込)  RV289

今まで行つてきたバトロール手法に限界を感じたり、新たな危険を

見つけることができないスタッフの方は意外に多いのではないだろう

か。このビデオでは、この現状を打破するためには新しい視点 (逆

転の発想)が重要であり、そのポイント (視点)について具体的な

状況事例をあげてわかりやすく紹介。

リフレッシュ 安全衛生委員会
～機能する安全衛生委員会を目指して～

コードN046589  22分   42000円 (税込) RV280

一つの重大災害を契機に、安全衛生委員会の議長とスタッフ両者

が委員会の機能を高めていく経緯を紹介。委員会運営の在り方につ

いて問題点をさぐるとともに、その解決策のノウハウを分かりやすく、

ドラマ仕立で解説。

～安全健康職場づくりのキメ手～

活き生きミーティング
コードN046578   18分   42000円  (税込)  RV269

職場ミーティングをひと工夫すれば、安全もコミユニケーションも

よくなる。このビデオは、現在ゼロ災運動職場で効果を上げている「始

業時ミーティング」をモ7~Jレに制作。ミーティングの効果を上げるた

めのポイントをクローズアップし、分かりやすく解説。

知つていますか 安全配慮義務
～経営者、管理者は何をすべきか～

コードN046575  26分   42000円  (税込)  RV266

凋重労働や精神的ストレスが引き金になつての、うつ病や自殺など、

「
3の衛生面」が争点となった民事訴訟が急増。損害賠償額の高額

化傾向とともに社会問題化している。このビデオは、実際の事例を

モデルにドラマ化。過重労働・うつ病管理者の対応・裁半」の半」決をケー

ススタディしつつ、「安全配慮義務」の考え方。実践の基本を、キャ

スターが分かりやすく解説。

安全衛生診断のすすめ
～中小企業篇～

コードN046573

従業員の安全衛生に対して無関心だつた中小規模事業場の経営者

が、安全衛生の専門家に初めて「安全衛生診断」を依頼するまでの

経緯、「安全衛生診断」の実施内容から、安全衛生の必要性を自党

するまでをドラマ化。

職場巡視の効果的な進め方
～見る巡視から考える巡思へ～

コードN046572  20分   42000円  (税込)  RV263

これまで実施してきた「職場巡視」の具体的な方法を細かく解説

するのではなく、「職場巡視」実施上のポイントに絞つて解説し、リ

スクアセスメントを活用した事後措置までの新しい角度からの実践的

な「職場巡思」を提案。

ズバリ!職場で進める地震対策
コードN046514  21

地震による災害を防ぐため、職場で進める具体的なノウハウを30項目

にわたり詳しく提案。阪神・淡路大震災を教訓として、すぐに役立つ八―

輌 の対策を中心に、避難、消火などのソフト面も解説。

●ベテランの中小事業場指導 《全2巻》

上巻 安全管理のポイント
コードN046462 21

労働災書|よ事業場の規模が小さくなるほど、発生率が高くなつている。

その中小事業場の安全管理のポイントを、ベテラン指導者の討論とトッ

プの方のインタビューで具体的に分かりやすく解説。

下巻 安全教育のポイント
46463  21分   29,400円

中小企業における安全教育 (職場づくり、人づくり)のポイントを、ベテ

ラン指導者と現場のトップが豊富な経験に基づいて、アドバイス。

フェールセ…フ物語
～安全で正常ですか?～

コードN046435  29分   37

ロボットの安全マットや光線式安全装置を「安全確認型」に改善し

ていく過程を、ロボット作業職場の青木職長の職場や家庭生活を中心

にドラマ化し「フェールセーフ」の原理を分かりやすく映像化。

●これからの安全技術のきめ手 〈全2巻)
～工作機械等の制御機構のフェールセーフ化に関するガイドライン～

厚生労働省から示されているフェールセーフに関するガイドラ

インにそつて、機械の本質安全化を追究するフェールセーフの

考え方と事例を 睡 礎編J。「技術編」に分けて解説。“安全が

確認されたときだけ動き、確認できないときは危険とみなして

止まる"という考えを技術的に達成しようとする試み。 上下巻
セット 57,750円 (税込)
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●クリーン作戦 (全2巻〉
4Sがうまくできないとの声が聞かれる。これには、まず

lS、 たとえば清掃の徹底から進めるクリーン作戦が有効。この

ビデオは、進め方の考えとノウハウを分かりやすくまとめたもの。

クリーン作戦の推進・継続は職場風土を変えることを職場の声

を通して明らかにする。

[ビデオ活用のガイドブック (A5判・16ベージ)つき]

上巻仕事を磨き
`人
を磨くクリーン作戦推進法

～4S徹底のカギ～
コードN046528   14

下巻気づき。守る気。続ける気クリロン作
～4S徹底のノウハウ～

コードN046529  14分   48.300円 (税込)

卿

みんrJで 5S・ サービス業
～整理・整頓・清掃 。清潔・親切～
コードN046452  15分   37

4Sはどんな業種にも共通の課題。サービス業の安全衛生はまず

4Sから始めるのが、こく自然な進め方。その4Sに親切 (S)を加

えて5Sとした。サービス業の安全活動に対する新しい提案。

あなたのヒヤリはみんなのヒヤリ
～ヒヤリ情報で安全先取り～

コードN046531   18分   48300円  (税込)  RV222

職場に定着しにくいと言われるヒヤリ八ット運動。このビデオでは

「その日のヒヤリはその日に解決」をモットーとして、職場中心のす

ばやい問題解決の場としてヒヤリ活動の活性化を提案。活性化につ

なげる・5つのポイント"を強調。

ヒヤリ・ハットで安全先取り
コードN046422  15分   38,850円 (税込)

誰もが経験するヒヤリ (H)ノ ッヽト(H)は重要な安全先取りの情報。

これにキガカリ (K)を加えたH・ H・ Kを現場でどうとらえ、どう活

かし、どう解決するか … 。この課題にズバリこたえた、すぐ実践に

役立つ教材。

みんなで取り組む
メンタJレヘJレス

コードN046600  24分   52500円  (税込)  RV290

メンタルヘルスの1次予防対策として、ストレスの源となる好ましく

ない職場環境を職場ぐるみで改善することが効果的であると、その取

り組みが始まつている。このビデオでは、中災防が重点的に取り組んで

いる「メンタルヘルス対策に活かす職場環境改善」について解説する

とともに、先進企業の取り組み事例を紹介。

誰もが危険 熱中症の新常識
50400円 (税込) RV282コードN046591   22分

熱中症は高温多湿な環境で発生する健康障害で、重篤な場合、死

に至ることも稀ではない。気温と湿度が上昇する季節は、熱中症の

危険も高まる。このビデオでは、新しく解明された熱中症発生の要

因を詳しく解説。最高気温よりもWBGT値の活用等最新の予防法を

わかりやすく紹介する。

[小冊子「誰もが危険 熱中症の新常識」(村山貢司、堀江正知監修

A5判・16頁・200円 )]冊つき]

かかえていませんか メンタルトラブル
～経営者、管理者が進める解決法～

コードN046577  26分   42000円  (1焙込)  RV268

メンタルヘルス推進のキーパーソン=中間管理職に焦点をあて、

業務と平行して部下の心の健康管理にも取り組まねばならない管理

者が、組織的にどう対応するか、会社の責任は、どこまでが管理者

の役割か、職場復帰の留意点等、いかに社員のメンタル問題を解決

していくかをドラマ仕立てで、決め手となるポイントを解説。

[小冊子「あなたのための ワンポイントストレス対処法」 (山本晴義

監修 A5判・16頁・100円)]冊つき]

こころだつて風邪をひく
コードN046580  40分   26250円 (税込) RV271

メンタルヘルス対策について、ドラマでうつ状態を例に挙げ、国が

メンタルヘルス指針で示した4つのケアを解説。また、セルフケア

に役立つ自律訓練法とラインケア等に役立つ「積極的傾聴法」の技

法を詳しく紹介。

あなたを守る 3つのポイント
～使い捨て式防じんマスクの正しい使い方～

46579  1フ 分  31500円 (税込) RV270

防じんマスクをより効果的に使用するための3つのポイントを

解説。①発生している粉じんの有害性にあったマスクを使用する

②マスクを正しく装着する ③マスクの交換を早めにする
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VDT作業の正しい進め方
～ l丁 時代の健康心得～

コードN046558  22分   42,000円 (税込)

]7年ぶりに新しくなつた厚生労働省の衛生管理の仕方を紹介する

と同時に、作業者にとつて適切な照明、採光のしかた、作業姿勢の

調整、日常点検などに重点を置いて、正しい作業の進め方を具体的

に分かりやすく解説。

[中災防発行の小冊子 日早生労働省ガイドラインに対応 快適にすすめ

るVDT作業」 (A5判・16頁・147円)5冊つき]

VDT作業の健康チェック
～ “パソコン時代"を生きる知恵～

コードN046533   17分   35700

多くの人がVDT作業を行う現在、あらためて健康で作業を進める

ための知恵、とくに一人ひとりが作業にとりかかるときに、明

どの作業環境、椅子の腰かけ方などの作業姿勢について点検し

工夫することの大切さを具体的に解説。

VDT体操
～小休上に行う体操～

コードN046415   10分   1

作業の合間に、椅子に座つたままでできるものや、その場で立ち

上がってできるものなど、手軽にできる体操を紹介。

分煙対策の効果的な進め方
～喫煙室づくり3つのポイント～

コードN046568  23分   39.900円 (税込)

受動喫煙を防ぐための「空間分煙」の導入が求められるようになつ

てきた。このビデオでは、厚生労働省の新ガイドラインの3つのポイ

ントを踏まえた喫煙室づくりなど、効果的に進める分煙対策について

解説。

働く人の腰痛予防
コードN046524  18分   31

職場における腰痛を予防するためには、作業管理や環境管理を適

切に行うことによつて、腰痛発生の要因を排除し、その上で作業者の

健康管理対策を進めることが必要。厚生労働省の「職場における腰

痛予防対策指針」を基に作業者教育用として制作したビデオ。

マンガ 職場の腰痛予防の常識 (静止画〉
46470  1

・
現代病'といわれる腰痛について、なぜ起こるのか、職場で予防

するにはどうしたらよいか。職場のみんなで改善工夫する具体例をあ

げて、分かりやすく解説しているマンガビデオ。

職場で行う腰痛予防体操
コードN046471   12分   32550円

腰痛予防に欠かせないのが職場で行う予防体操。立ったまま、あ

るいは椅子などを利用して行う2本建てで体操のモデルを紹介。職

場のどこでもできるもので、その具体的なノウハウを解説。

いまなぜ健康づくりか
コードN046455  15分   26.250円 (税込)

健康づくり教育には職場は絶好の場。組織の力を活かした運動に

取り組むことが求められている。その方法を分かりやすく解説。総合

的な心とからだの健康づくり (THP)運動導入用の教材。

健康 1分間メモ 10話
N046436  20分   3フ

健康はすべての幸せの前提条件。このビデオは、健康を保つため

の 10のアドバイスをそれぞれ 1分程度にまとめ、分かりやすく解説。

テーマことに、職場で '健康で明るい職場づくり"を話し合うのに最

適な教材。

●心とからだのコミュニケーション体操 (全3巻〉
21世紀にふさわしい新しいセンスの職場体操をシリーズ化。

指導される方のために、詳しい解説も収録。皓 巻に解説書付]

3巻セット 52,500円 (税込)

第1巻 会議・研修会編
コードN046567  15分   21.000円 (税込)

会議や研修会の緊張した雰囲気を和らげたり、一人ひとりの心とか

らだの緊張を解きほぐして、参カロ者相互の気持ちを通じ合わせること

に役立つ5つの体操。

①首まわしの体操 ②背伸びの体操 ③肩まわしの体操

④腰ひねりの体操 ⑤肩たたきの体操

第2巻 立ち作業編
コードN046570  15分   21,000円 (税込)

組立ラインなど、ほとんどの作業が立つたままや中腰で行う作業向

けの体操。脚や腰を中心に、腕や肩をほぐす5つの体操。

①背伸びとしゃがみこみの体操

②ふくらはざと太ももの前を伸ばす体操 ③足踏みの体操

④からだたたきの体操 ⑤腕を引き合う体操

第3巻 座り作業編
コードN046571  1フ 分  21000円 (税込)

VDT作業を始め、終日椅子に腰掛けたままの姿勢で作業をしている

人向けの体操。眼や背中、肩などをリラックスさせる5つの体操。

①眼の疲れをとるツボ押し体操 ②背伸びの体操

③背中を伸ばす 胸をそらす体操 ④足のうしろを伸ばす体操

⑤人間ホカロンと肩たたき&肩落としの体操



あなたの “健康ウォ…キング"

32.550円 (税込)コードN046561   14分

手軽な健康法として広く普及しているウォーキングも、正しいノウ

ハウを身につけてこそ、効果が得られるというもの。このビデオでは、

①正しい姿勢 ②腕をのびのび振る ③歩幅を広く軽やかに ④は

きなれた靴 ⑤目的地を目指す気持ちで などのポイントを挙げ、

分かりやすくノウ八ウを解説。

あ「Jたもできるリラクセ…ション
コードN046562  20分   32.550円 (税込) RV253

現代は、ストレスと上手に付き合うことが問われる時代。それには、

心とからだをいかにリラックスさせるかがカギとなる。このビデオで

は、モ7~Jレの演技を通じて、職場のみんなが腕や手などのリラクセー

ション方法を身につけられる。さらに、自律訓練法の考え方とノウ八

ウも紹介。

あrJたのためのコンディショニング
～軽やかな毎日を過ごすために～

46563   20分   32.550円

主人公だけにしか見えない「ミス・コンディショニング」が登場し、

朝から晩まで主人公を追いかけて、心とからだの健康づくりの観点で

マイナス画を指摘。そんな「ミス・コンディショニング」を通して、

主人公は自分の問題点に気づく。ユーモアあふれるタッチで話がす

すむ教材。

水中健康法

働く人のアクアフィットネス
1 32.550

腰痛予防やストレス解消に、・やさしい水
・

を使つた心とからだの健

康づくりがさかんになつています。日頃あまり使つていない腕・足・

背中など全身の筋肉をむらなく使う運動として水中健康法を紹介。そ

のほか、ストレス予防や腰痛防止の具体的なノウハウをわかりやすく

説明。

八段錦
～すこやかな心と体のために～

コードN046406  30分   33.600円 (税込)

一挙手―投足に心をこめて、深く長い呼吸で行う八段錦はメンタ

ルヘルスにも有効な心身―タロの中国民間伝承の体操。場所もとらず、

やる人の年齢や体調に合わせて、ゆるやかに、しかも短時間で行える。

中災防の各種ゼロ災研修会で中間体操として実践。

● MOT:ON 5(モーション・フアイブ)(全2巻〉

上巻 職場体操 ～現場作業職場向け～
N046407  24分   25.200円

下巻 職場体操 ～事務系職場向け～

コードN0 21,000円

みんなで進める高齢化への対応
～安全いきいき職場づくり～

コードN0 40,950

老若男女 5名のチームが織りなすユーモアあふれる寸劇。高齢化

に伴う心身機能の低下を具体的に示すとともに、必要な環境や作業

の改善は、若い人を含めた職場全体の問題であることに気付くビデ

オ。

40歳を超えたら
～加齢と安全～

17

中高年者は平衡感覚、脚筋力などの心身機能の低下に気づかずに

いることから、事故が多く起こつている。40歳を超えたら自分の機

能低下を自覚して、一人ひとりが、また職場のみんなで慎重な行動

を取ることを提唱。被災者の体験談をまじえて解説。
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安全先取りの企業風土をつくる
～ゼロ災推進、ここがポイント～

46598  23分   52500円  (税込)  RV288

セキスイ八イム近畿 (株)は 2011年中災防「会長賞」を受賞した。

2004年に「ゼロ災運動」を導入するもうまくいかない。中災防ゼ

ロ災センターの助言を受け、紆余曲折しながら乗り越えていつた。当

時の担当者の本音の声をインタビユーで収録。風通しの良い安全安

全な職場風土へと変わつていく軌跡を追つた。

やる気の安全職場風土づくり
～ある中堅企業のケース～

コードN046534  1

企業の活性化と、労働災害ゼロ。そして地域貢献に全社一丸で取

り組む (株)中央住宅。同社中内会長の進めた画期的な企業経営の

ノウハウを紹介。事故やクレームの多発に中内会長がどう対処し、ヤ

ル気の安全職場風十づくりを進めたか。管理監督者必見のビデオ。

ゼロヘの道
～人間尊重集団づくり～

コードN046498  20分   50,400円 (税込)

人身災害、物損事故の増力Ⅲこ日畿感を抱いた空港グランドサービス

(株)が、本格的な「人間尊重集団づくり」を展開。職場風土の変

革に取り組み、事故・災害を撲滅させ、職場の風土を変えていつた

軌跡を空港の映像と参画したメンパーの証言でつづる。

ゼロ災のこころ
～危険を予知する人づくり～

コードN046496 分  14,700円 (税込)

ゼロ災運動の提唱者で、安全運動の推進に心を砕く田辺肇氏の講

演ビデオ。「危険の側から安全を考える」「職場のマナーと安剣「ルー

ルを守る職場づくり」など、5つのテーマで「ゼロ災のこころ」を説く。

ゼロ災に賭ける
～こころを運び、こころで運転～

コードN046443  25分   39.900円

'88年中災防会長賞を受賞した新宮運送 (株)の山本千賀子社長

と社員60人の努力を描いた感動的なドキュメント。ゼロ災に賭けた

社長を中心とした物流サービス業における静 bの、そしてホンネのゼ

ロ災活動事例。

※DVDのみの販売です。
※RVIよ DVDの貸出ナンパーです。

最新口KYTの進め方
～基礎 4ラウンド法研修用～

コードN046587  23分   42.000円 (務浸ゝ )  RV278

中央労働災害防止協会ゼロ災推進部の指導のもと、従来の各種

KYT4ラ ウンド法の進め方のビデオ作品を見直し、新しい事例のト

レーニング用イラストとその再現映像を対比させながら、危険要因を
わかりやすく解説するとともに、最新の進め方を紹介する。

[小冊子「最新‐KYTの進め方～基礎4ラウンド法研修用～」(A5判・

16頁・200円 )1冊つき]

危険に対する感受性を高めるためのKYTについて、導入編では、

まず「KYTの目指すもの」を解説し、とくに大切な 1ラウンドの進

め方を詳しく説明。ついで実践編では、職場の研修を想定して、4
ラウンド法全体の進め方を分かりやすく、丁寧に映像化。 導入編・

実践編全 1巻

職場の事故の多く|よヒューマン・フアクター (人間特性)によるエ

ラーで起こると言われている。ここで|ま、その人間特性を「注意力

の低下」などの複数の方向から捉え、各々特徴を事例をあげて解説。

さらに対策として、①八―ド面②ソフト面③ヒユーマンの3つの面を

総合的に進めることを提案。

マンガ KYT(静止画》
～危険予知訓練早わかり～

コードN046403  1

人間はどうしても錯党したり、うつかりしてエラーしてしまう。この

エラーによる事故を防ぐために、KYTはどんな役割をもつているの

か、マンガによつて新入者にもベテランにも興味深く見てもらえる教

材。

アシモと学ぶKYTと
リスクアセスメント

コードN046556  17分   42.000円 G雉込)  RV247

「KYTとリスクアセスメントはどこが違うのか」この現場の疑間に

ズパリ答えるビデオ。二足歩行ロボット「アシモ」と共に学ぶ形でこ

の問題を分かりやすく解説。
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●危険予知活動研修ビデオ 《全7巻》 ●田辺肇の脆 険予知訓練物語J(全5巻)

危険予知活動の理念と手法のすべてを体系的に理解できるよ

う映像化。いますぐ活用できる書手法のノウハウをコンパクトに

収録。各巻は必要な手法だけを独立して使用可能。

第1巻 危険予知活動
コードN0464フ 5  28分   39900円  (1嬢込)  RV167

①危険予知活動とは ②KYTをどう活かすか ③KYTのめざすも

の

第2巻 危険予知活動の理念
コードN046476  29分   39900円  (税込)  RV168

①人間尊重理念3原則 ②ゼロ災推進3本柱 ③危険予知5つの

キーワード

第3巻 危険予知副1練4ラウンド法
46477  28分   39.900円  (1焙込)  RV169

①KYT基礎4ラウンド法の進め方 ②問題提起ミーティングの進め

方 ③問題解決4ラウンド法の進め方

第4巻 短時間危険予知訓練
コードN046478  22分   39.900円  (協込)  RVlフ0

①ワンポイントKYTの進め方|||||l ②SKWの進め方

③ヒヤリ・′ヽットKYTの進め方

第5巻 作業指示者危険予知訓1練
コードN046479 29分  39.900円 (税込) RVlフ 1

①作業指示STK訓練の進め方 申  ②適切指示即時KYT
の進め方 ③問いかけKYTの進め方 ④4ラウンド法のポイントと

課題

第6巻 1人危険予知副1練・健康危険予知
コードN046480  25分   39.900円 (税込) RV172

①自間自答カード1人 KYTの進め方 ②指差呼称、指差唱和、タッ

チ&コール ③健康KYの進め方 ④正しいKYTの指導法

第7巻 実践危険予知活動
コードN046481   27分   39,900円 働ル9  RV173

①5分間ミーティング訓練の進め方 ②交通KYT・ ホームKYT
危険予知活動研修ビデオのまとめ

KYT4ラウンド法の創始者・田辺肇氏と事業場の安全推進の

ベテランの方々との対話を通じて「本当のKYT」 「本物の

KWのこころ」に気づいていただくための教材。

第1巻 KYTのめざすもの [導入編]

～気付くことが出発点～

46444  28

①気付くことから解決へ ②危険は待つてくれない ③事故防止のキ

メテKYT

第2巻 KYT4R法の修練 [推圏刷
～プロセスを大切に～

コードN046445  27

④理念・手法・実践は三位一体 ⑤KYTは理念の実践方法

⑥手づくりKY・ 手づくり運動

第3巻 KYTのこころ [理念編]

～率先垂範は生き方～
コードN046446  28分   39.900円 (税込)

②ゼロ災に言い訳なし ③後ろ姿が職場をつくる ⑨ポランテイア・

スピリット

第4巻 ホンネ・ホンキのKYT[活動編]

～ゼロ災実践を求めて～

N046447  28

⑩ l人ひとりのKYT ⑪KYT研修ノウハウ ⑫メンタルヘルスはこ

ねで

第5巻 KYTは現場の知恵 [展望編]

～ヤル気の職場風土づくり～
コードN046448  28

⑬やつてはじめてKYT ⑭鋭く切り込む指差呼称 ⑮24時間トータ

ル KY「

③
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●監督者・ KYリーダーのための ●監督者・ KYり…ダ…のための
SKYマニュアル (全2巻》 SKYマニュアル (全2巻》
《製造業編》 《建設業編》

第1巻 スリーステップで進めるSKY
～マンネリ化克服3点セット～

46515  18分   45,150円 (税込)

KY活動マンネリ化克服のための3点セット、①危険をホンネで気

付く短時間のSKY ②現場第一線によいKYテーマを提供するため

のKYカードの作成 ③ KYや指差呼称を始業から終業までに活かす

KYサイクル活動、の推進を解説。

第2巻 実践SKY三つの手法
～いつでも、どこでも、誰でもできる～

46516  19分   45,150円 (税込)

現場で毎日実践できるSKYについて、①チームSKY ② ]人

SKY ③―項目SKYの 3つの進め方を具体的に解説。このほか、

危険をホンキでホンネで気付くための 脆 険のとらえ方」も紹介。

監督者・リーダーのためのKYサイクル
《製造業編》

安全ミ…ティングの進め方
～KY活動活性化のために～

46517  20分   451

活力を失い形骸化が叫ばれている安全ミーティング。そこから脱却

するためには、KYカードを活用した短時間KYの実践と日々のKY
サイクリレを回すことが肝心。イキイキと、キビキビとしたミーティン

グのためのポイントを具体例とともに解説。

第1巻 スリーステップで進めるSKY
～マンネリ化克服3点セット～

コードN046518  18分   451

建設現場におけるKY活動マンネリ化克服のための3点セット、①

危険をホンネで気付く短時間のSKY ②現場第一線によいKYテー

マを提供するためのKYカードの作成 ③ KYや指差呼称を始業から

終業までに活かすKYサイクル活動、の推進を解説。

第2巻 実践SKY三つの手法
～いつでも、どこでも、誰でもできる～

コードN046519  19分   45150円

建設現場で毎日実践できるSKYについて、①チームSKY ② l

人SKY ③一項目SKYの 3つの進め方を具体的に解説。このほか、

危険をホンキでホンネで気付くための「危険のとらえ方」も紹介。

監督者・リーダーのためのKYサイクル
《建設業編》

安全ミ…ティングの進め方
～KY活動活性化のために～

コードN046520  19分   45.150円 (税込)

活力を失い形骸化が口4ばれている建設現場の安全ミーティング。

そこから脱却するためには、KYカードを活用した短時間KYの実践

と日々のKYサイクリレを回すことが肝心。イキイキと、キビキビとし

たミーティングのためのポイントを具体例とともに解説。

事故・災害はゼロにできる
～低層建築現場のKY活動の進め方～

コードN046511  15分   31500円

低層住宅の建築現場で働く人のために、現場の作業についてのKY
活動の進め方、すなわち3人程度のチームで行う場合 (チームKY)

と一人で行う場合 (一人自間自答カードKY)について、具体的に分

かりやすく解説。
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●田辺肇の「安全先取リノウハウ」(全4話〉 ●やつていますか指差呼称 〈全3巻》

第1話 先取リノウハウ3本柱
～エラー事故防止のために～

46456

第2話 短時間KYのノウハウ
～ゼロ災のために～

46457  29分   39,900円

第3話 指差呼称のノウハウ
～安全先取りのために～

コードN046458

第4話 HOH・ Kのノウハウ
～全員参加のために～

N046459  28

●一人KYの腕みがき く全3巻〉

第1巻 リフレッシュ・4ラウンドKY
コードN046490  40分   39900

①一人KYとチームKY ②‐1チーム4ラウンドKYの進め方
②‐2-人4ラウンドKYの進め方 ③一人4ラウンドKYと自己チェッ

ク ④KY活動の進め方のポイント

第2巻 リフレッシュ・短時間KY
46491

①みんなで早く正しくKY ②‐1チームワンポイントKYの進め方

②-2-人ワンポイントKYの進め方 ③一人ワンポイントKYと自己
チェック ④ルールを守る職場づくり

第3巻 リフレッシュ・ 自間自答KY
コードN046492

①危険に気付く ②-1自間自答カードKYの進め方 ②‐2-人自間

自答KYの進め方 ③一人自間自答KYと自己チェック

④ヨイカ?ヨシ!指差呼称

このビデオ3部作は、指差呼称がなぜエラー事故防止のキメ

テなのか、どのように作業行動の要所要所で安全確認をするの

か、ヤル気で指差呼称を実践するためのポイントは何かなどに

ついて、分かりやすく解説した「指差呼称ビデオJの “決定版"。

3巻セット 94,815円 (税込)

ヒユーマンエラー事故を防ぐキメテとして「スイッチオン、ヨシ!」

などと、要所要所の指差呼称で意識をギヤチェンジする必要性を強

調。なぜ指差呼称が必要なのか、どうして有効なのかを解説。

五感を総動員して行う指差呼称の基本パターンや現場の指差呼称

項目の決め方、KYと一体で進める理由など実践方法の核心に迫るビ

デオ。

「恥ずかしい」、「面倒くさい」といつたヤリタクナイ理由の深層を

さぐり、職場にどう指差呼称を定着させるか、そのポイントを5つの

項目にしぼつて提案。

マンガ やつていますか?指差呼称 (静止画)

46451  15分   33.600円 (税込)

―見簡単そうで、導入・定着がむずかしいのが「指差呼称」。ヤロ

ウ ヤルゾで、指先に魂のこもつた指差呼称をしてもらうにはどうした

らよいか。ゼロ災運動の現場の知恵と体験が生んだ教材。
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X DVDのみの販売です。
※RVは DVDの貸出ナンバーです。

交通災害ゼロを目指して
～交通 KYでゼロ災運転を～

円 RV244

このビデオは、二人のドライノ(―の運転を対比させながら、KYに

よる安全確保の効果をみていく。スタントマンによる事故再現など、

迫力ある実写の映像は、日頃の運転を見直すきつかけともなるのでは?

全業種を対象。車の運転をする全ての人に必見の作品。

新・交通危険予知訓練の進め方
N046526  31

「新・交通KYTJは、危険につながる自分の半J断と運転行動を的

確に出し、その問題点に気付くことで、真に有効な対策がたてられる

画期的な手法。ビデオでは3つの手法を紹介しているが、そねぞれ

独立して使える構成になつている。

1交通 KYT基礎4ラウンド法の進め方 (15分 )

2ストレートKYTの進め方 (9分)

3交通自問自答カード]人KYTの進め方 (7分 )

●交通事故ゼロヘのJL戦 〈全3巻)

厚生労働省の「交通労働災害防止のためのガイドライン」を

踏まえて作成されたビデオ教材。

第1巻 交通事故防止の取組み方
15分  45.150円

運転専門指導員などを含む交通安全教育体系化のノウハウを紹介

すると同時に、交通危険のパターン化と交通KYなどにもふれ、交通

事故ゼロヘの総合的な取組みを分かりやすく解説。

第2巻 交通KY活動の進め方
コードN046501   15分   451

過去の交通事故から交通危険を5分類 15パターンに絞り、このパ

ターンをテーマに交通 KYの新しい提案として、チーム KY、 一人

KYの二つのスリー・ステップ交通 KYを、導入から確認まで、分か

りやすく解説。

第3巻 交通KYの活かし方
45.150円

点呼 始業時ミーテイングにはじまり、ゼロ災運転を経て、点呼・

終業時ミーティングで終わる一日のサイクルを、ある職場の活動を

描きながら、交通危険を回避するKY能力を高める有力な手段とし

ての・
交通 KYサイクル活動“を提案。

●マンガ交通 KY〈全3巻》

第1巻 まわせ1交通KYサイクル (静止画)

～ストップ・ザ・交通事故～

コードN046466  20分   39,900

交通安全管理3本柱 (運転管理・運転適性検査・安全教育)の推

進に合わせて、日々現場で「交通 KYサイクル」を点呼を中心に回

すプログラムを提案。緑ナンノヾ―の事業場には最適の内容となつて

いる。

第2巻 交通KYT基礎4ラウンド法の進め方(静止画)

コードN046467  14分   37,800円

交通危険に対する感受性を鋭くして運転行動の要所要所での集中

力を高める、交通KYT基礎4ラウンド法の進め方を、マンガを使つて

わかりやすく解説。初心者でも、馴染みやすい内容。

第3巻 交通短時間KYTの進め方 (静止画)

コードN046468  13分   37,800

毎日、毎朝始業時に、職場の少人数で、あるいは 1人で自間自答

しながら短時間で交通KYTを反復訓練することを提案。その進め方

を余すことなく解説。

η
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交通ヒヤリ,ハット運動
～ヒヤリマップでゼロ災を～

交通事故ゼロを目指すのに大切なのは、交通ヒヤリ・ノヽット体験の

共有。この情報を活かすため、交通ヒヤリマップを作り、職場のミー

ティングで話し合うことの重要性を提案すると同時に、マップの作り

方のノウハウをていねしヽ こ解説。

交通ヒヤリマップの作り方・活かし方
N046532

交通ヒヤリ体験を安全先取りに役立てる交通ヒヤリマップは、交通

事故ゼロの達成には欠かせない手法。(1)通勤用交通ヒヤリマップ、

(2)業務用交通ヒヤリマップ (ルート)、 (3)業務用交通ヒヤリマッ

プ (エリア)の 3タイプに分け、それぞれの作り方と活用の仕方を

解説。

私たちは走る会社です
～物流業の安全とサービス～

厚生労働省の「交通労働災害防止のためのガイドライン」の中の、

運行管理者と運転者のありかたに焦点をあてた作品。トラックの運転

者の対話を中心に、運行管理者と運転者がお互いに信頼し合える職

場風土をつくり上げていくプロセスを描いています。

●ゼロ災運転マニュアJレ 僣4巻〉

第1巻 ゼロ災運転ヨシ!E導入編]

～腕よりもこころで～
コードN046423  20分   33.600円

第2巻 鋭い危険感受性 [実技編]

～短時間危険予知 ヨシ!～

第3巻 要所要所の集中力 [実技編]

～指差呼称 ヨシ!～

46425  16分   33.600円

第4巻 実践への強い意欲 [実技編]

～こころの運転 ヨシ!～

コードN046426  1

層1巻 [冬日偏]冬道ゼロ災運転5原則
～冬道交通危険予知 ヨシ!～

46429  20分   37.800円

冬道運転のノウハウを、①冬道カーブ ②冬道歩行者側方通過

③冬道交差点右折 ①冬の坂道 ⑤冬道追従 の5つのケースをも

とに、具体的な5原則を提言。
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A

ユ整議議歩

正しいリスクアセスメントの実施は、リスクの正しい理解から
これからの安全衛生管理を進める上で中心となるのは、リスクアセスメントです。さまざまな業種の事業場

で導入力垢式みられていますが、その進め方には混乱が見られるようです。

リスクアセスメントを効果的に進めるには基本である「リスク」についての意味を正確に把握し、それを理解

した上で「リスクアセスメント」することが重要です。このビデオは、わが国の安全学の第一人者、明治大学理

工学部教授 向殿政男先生が内容を分かりやすく解説しています。

小冊子「リスクアセスメントつて何?」 (向殿政男 監修 A5半」・ 16頁  150円 )各巻に1冊つき

安全とは何か?グローバルスタンダードでは隔午容できるリスク

であるJとされています。そう、リスクはゼロにならないのです。リス

クアセスメント|よ 、そのことを念頭に置いてイ子う必要があります。

あなたの職場にもすぐ応用できる
リスクアセスメントの実際を伝授

リスクアセスメント導入の実施手順を説明しつつ、

工作機械を例に金属加工作業におけるリスクアセス

メントの進め方を分かりやすく解説しています。

KYIま 現場の活動、リスクアセスメントは管理活動です。リスク

は必ず存在します。リスクをシステムにのせて適切に管理するの

が安全の鍵です。

「工作機械作業編」に続く
シリーズ第2弾

化学物質取扱い作業におけるリスク

アセスメントの進め方を解説します。



|||   |‐ ‐‐‐||||   |

‐ 二 ‐ ヽヽ三

鑢 躍

纂ず里

進めていますか?リスクアセスメント。
「リスクアセスメントの進め方は頭で理解しても、いざ実施となると具体

的に何からどうしたらよいのか、自信がない…」このような事業場からの

二―ズに応え、□―ル作業現場をカメラで実写した画像を用い、そのリス

クアセスメントの各手順をみんなで演習しながら、そのプロセスの節目こ

とに専門家がポイントを角早説します。リスクアセスメントに参加される各層

の方々にとって進め方の理解を深める絶好の研修教材ビデオです。

[二為 嵩評 1■ 1

慨:財奮||

労働安全衛生法の改正を受け、事業場はリスクアセスメントを実施する

ことを努力義務化さねました。このビデオでは、リスクアセスメント新事旨針に

基づいた考え方、進め方を紹介。

リスクアセスメントを進める組織体制及びポイントである危険有害性の

見liり について、現場の例をとり丁寧に説明 解説しています。

改正「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」

(平成18年3月 )に沿つた内容で改訂しました。



1 46531 あ「JたのヒヤリはみんrJのヒヤリ
職場に定着しこくいヒヤリ′ヽット活動.5つのポイントで活性化.

46513新 入社員の安全と健康
「新入者安全衛生テ■スト」(中災防)に準拠.基本をわかりやすく解説.

3 46461 マンガ 安全作業の常識
新入社員佐藤君の安全作業の一日をイラストで描く。

2 46592ルールを守つて 安全 健康
新入者が起こした具体的な災害事例をわかりやすく解説 .

46602安全衛生基礎シリーズ
人気の陸 衛生基礎シリー剰全3巷をl本にまとめた4S職場のルールマナー報告連絡相談など

1 46585
46586

RST講座 職長教育映像教材集 筐20
中災防安全衛生教育センターで使用されるDVDの全てがこの2枚に。

2 46422 ヒヤリ・ ハットで安全先取り
ヒヤリ 八ットこキガカリを力0え これをどう活かすか実践に役立つ教材 .

46558 VDT作業の正しい進め方
作業者にとって通tDな ll明 採光 4業姿勢とは.正 しい●業の進め方を解説.

2 46524働 く人の腰痛予防
腰痛防止には作業管理や環境管理を適切に行うことが重要.作業者教育用ビデオ.

3 46591 誰もが危険 熱中症の新常識

4647440歳を超えたら
40歳を超えたら自分の機能低下を自覚することが却刀.被災者の体験を交えて解説.

2 46555み んなで進める高齢化への対応
高齢化対策は職場全体の問題 働く環境や■業改善の大切さに気づくビデオ.

46496 ゼロ災のこころ
ゼロ災運動提唱者であり指導者の日辺肇先生が説く ゼロ災運動とは.伝説の名編.

2 46534やる気の安全職場風土づくり
災詈多発に悩んだ末にセロ災運動で解決していつた(株)中央住宅のノウハウを紹介.

3 46443ゼロ災に賭ける
ゼロ災に賭けた新富運送(株 )における苦心の そしてホンネの活動事例.

1 46541「どんな危険がひそんでいるかJ徹底訓練
職場での研修を想定してKYT基 礎4R法の進め方をわかりやすく解説 .

2 46525危 険予知活動のめざすもの
人l.l特性であるヒユーマンエラー対策をハード ソフト ヒューマンの面llら総合的に進めることを提案.

3 46587最新‐KYTの進め方
イラストと再現映像を対比させなから中災防が教える最.IKYT手法を紹介.

46506 やつてし
=す

か指差呼称第1巻 指差呼称のめざすもの
ビューマンエラー防止の決め手 指差呼称の必要性と有効性を解説 .

2 46508 やつていますか指差呼称第3巻 指差呼称の推進方法
恥すかしい 面優Jく さいという心理をどう解決するか5つのポイントをli案 .

3 46507 やつていますか指差暉称第2普 指差呼称の実践方法
指差呼称の基本パターンから KY活動と¬ 本で進める実践方法まで .

1 46526新 。交通危険予知ヨ‖練の進め
危険につながる自分の判断と運転行動を分析。そこから対策をたてる3つの手法.

2 46553交通災害ゼロを目指して
KYによる安全確保の効果とす.2人のトライ′■を対比させた事故再現映像を通して日頃の運転を動直す

3 46532交 通ヒヤリマップの作り方・ 活かし方
交通安全管理に欠かせない交通ヒヤリマップの■り方と活用法を解説 .

2 46545 職長鯖 シリーズ第3誉 異常を異常として感じうるか
作業者の異常に対する認識レベル向上をドラマタッチで取り上げる。

3 465544段階法ですすめる災害事例研究
同軸 を防止するため災害の具体例を取り上げ進め方を解説 (モカ,解答と記割嗣樹寸)

46539「はさまれ・巻き込まれ」災害はなくせる
はさまれ 巻き込麺 をハード ソフト面から分析一人ひとりのl・l順として促えることを提案.

2 46565たかが脚立!?されど脚立?:
脚立てのあらゆる安全■業の基本を 細かく わかりやすく解説 .

3 46465 危険!:有機溶剤
有機溶剤の危険性について実験で具体的に解説。

4 46527ク レーン玉掛作業と安全
玉掛の基礎技術の全てがここに。

5 46569転倒災害はこうして防ぐ
人はなぜ嬌ぶのか その転倒のメカニズムを実写とCOて検証 .

2 46556 アシモと学ぶKYTとリスクアセスメント
KITとリスクアセスメントの選いとよKITがうまくいかなけllば リスクアセスメントもうまくいかなしヽ

3 46582 リスクアセスメントとは (全 2書 )

46583 「リスク」とばアセスメント」とは.意味を正確に解 す種要性を安全学の第一人者向殿教授が解説,

2 46572職場巡視の効果的rJ進め方
見る「巡視Jから考える「巡思へJ.職場巡視のマンネリ化打破に.

3 46578活き生きミーティング
ゼロ災運動の現場で効果を上げている朝のミーティングの見本はこllだ !

46528ク リーン作戦上書クリーン作戦推進法
]Sの徹属から4Sへ.4S徹底のカギ。

246529ク リーン作戦下替クリーン作戦必勝法
4S徹底のノウ八ウ.

3 46452み んなで5S・ サービス業
サービス業の安全管理は4Sこ「親切Jを力1えた5Sから.

1 46576 リスクアセスメントの考え方、進め方
改正労働安全衛生法対応 リスクアセスメント指針に基づき現場事例をもつて解説.

1 46575知つていますか 安全配慮義務
実際事例から安全配慮肇務の重要性を描く感動のトラマ.管理者は必見 .


