
映像教材力タログ
映像教材すべてを見ることができる短縮映像版 DVDもあります。
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2011 A訣像教材カタログ

安全管理I＜安全管理～知事i:S，～）

改訂 DVDで早わかり労働安全衛生法 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芭そう～

複雑でわかりづらい安衛法を、各章ご

とのチャプタ で、映像と音声を使って

解説するDVD。altにでもわかりやすいの

で、安全衛生教育や安全衛生パトロール

時の事前確認はもちろん、労働安全衛生

コンサルタントの資格取得や実務能力向

上に活用できる。

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、 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、乙れらの

改正が何で行われたのか、どのように改正されどのよ υ鐙髭怠滋量戸

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、分かりゃ

すく解説。

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」実施上のポイン卜に絞って解説し、

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。

知っていますか安全配慮義務
～経営者、管理者は何をすべきか～

「智正：1
過重労働や精神的ストレスが引き金になって

の、うつ病や自殺など、「心の衛生面」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。乙のビデオ

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判の判決をケーススタディしつつ、「安全配慮

義務」の考え方ー実践の基本を、キャスタ が分かりゃすく解説。

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

で守る乙とが大切。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っくり方につい

て、分かりゃすく解説。また、手順ごとの

リスクアセスメントの実施方法についても説明。

リスクマネジメン卜時代の

『安全管理者の役割』 ズパリ！職場で進める地震対策

‘. I 安全管理者は、一定の業種、規模以上

Iの事業場において安全管理を的確に進め

、1るキパソンと位置づけられています。

寸 このビデオは、選任された安全管理者が

」 ！日頃、何をどうしたらいいのか、身につけ

ー るべき必須の知識及び最新の情報を、事

当例を交えながらわかりやすく解説。

川
明
町

つの重大災害を契機に、安全衛生委

込 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

ご叫の解決策のノウハウを分かりゃすく、ドラマ

仕立で解説。

. 同種災害の再発をなくすために、①事

＇.；？；：：！ 実の確認 ①問題点の発見 ③災害原因

い';.J の決定④対策樹立の4段階で行う事

例研究を、具体例としてクレ ン災害を取

りあげて紹介。（モデル解答と記録用紙っ

き）
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工具の正 使い方〈全2巻〉
使い慣れた工具だからとしりて、基本をおろそかにすると災害要因とな

ります。工具の正しい安全な扱い方、作業のコツなどのポイントを、手動

工具編と電動工具編2編成構成で映像化しました。新入者や未熟練作業

者向けはもちろん、従事作業者の再教育なども含め安全教育の映像教材

としてお役立てください。 ・2巻セット 80.000円（税抜）

～手動工異編～ -lr..W亘＝副・m璽EI益重量nal出1出量当凶宿直•n；唱f司・~旦自1:.:mf.』i）司直．

mam ～電動工具編～ -lt.1理屋量司誼~盆鍾E・・~l雨量量后•n ；司r.a.，：・E・I・111:.:mm；司E・

電気取扱い作業の安全
～低圧電気の基随知識～

スパナとレンチの正しい使い方を具体的に

知っ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）・上郷工場）をベスに編集。

・価格は税抜表示です。 ・＊EPは貸出できます。

（安全技術）I安全管理

「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の基礎知識」

「作業前点検準備」「研削作業」「保

守点検Jのパートに分け、理解しやすい

構成となっている。

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ォ クリ

フ卜だが、安易な操作や構造上の特性に基つ

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J「基

本走行J「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 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 プの選定。玉掛方法

では口 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、分かりゃすく解説。

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。
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安 全 管理｜（安全技術・中小銭）

ζれか§の安全按術のきめ手〈全2巻〉
～工f宇慢摘等の制部揖構のフェーjレセー7frlこ－－ . -. iイ

厚生労働省から示されているフエ ルセ フに関するガイドラインにそっ

て、機械の本質安全化を追求するフェールセーフの考え方と事例を「基礎編」

「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 55,000円（税抜）

上巻基礎編 -

ロボッ卜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－）レセー

フ」の原理を分かりゃすく映像化。

ロボッ卜を取り扱う場合の安全確保を、

教示作業、自動運転中、検査 ー修理時の

3つに分けて、具体的に分かりゃすく解説。

ロボットの正しい安全な使い方の入門編。

除染の業務に従事する作業者i三は「安

全衛生特別教育」を受講する乙とが義務

付けられている。乙のビデオは特別教育

の補助教材として除染作業の安全のポイ

ン卜をわかりやすく解説。

従業員の安全衛生に対して無関心だった

中小声見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覚するまで

をドラマ化。

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

lJ義母ト~~＞~

労働災害は事業場の規模が小さくなるほ

ど、発生率が高くなっている。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ピュ で具

体的に分かりゃすく解説。

中小企業における安全教育（職場づくり、

人つくり）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。

安2・・シリーズ・6

除染
安全作業のポイント

舎 映像研

除染
安全作業のポイント

A5判・12頁 定価150円（税抜）



・価格は税抜表示です。 ．肯E畑出で き 訊 ｜ 

堅落・転落・安全帯
～安全帯で身を守れ～

・・・圏直週~盤i盟国置li;l白量畳罰－r, ；悶 E晶画面｝創出陣；f量 i,'J・－

墜落 ・転落災害は、安全帯を着用は

していたが使用しなかったというケー

スが少なくありません。映像技術を駆

使し墜落・転落災害の怖さを再現、作

業者へのインタビ‘ユーを交え「なぜ安

全帯を使わないのかJという作業者の

行動心理、作業環境などを探ります。

また、墜落実験などにより正しい安全

帯の使用も解説します。

らいは」といったヒューマ

ンファクターを含む複数

の要因が絡んで発生する、

I白古くて新しい災害”が「は

（主要災害対策）！安全管理

由旬 fどとでもはさまれ・巻き込まれJ
喜美ド：No46通28ほぎま柑ぷ悩ぬ629'＇さ巻き込まれ編 1

8警告15分 価格50,000円（税妓） 2巻セット価格80,000円（税妓） ｜ 

111 ~ ; 

さまざまな業種、作業、機械設備

で起きている「はさまれ災害」「巻き

込まれ災害Jの事例をそれぞれ十数件

を実写で再現、それぞれの災害の原因

と対策を探ります。共通する機械設備

菌、作業管理面、人の面からの対策も

解説。新人教育にも格好の映像教材

転倒災害はごうして防ぐ
～転ばぬ先の安全の知恵～

と、その後実施した具

体的な安全対策を映｜ ! t ~ a,,里駄 などに加えて、人間はな
像で分かりゃすく紹介1 ! I，『’'!ft？：と会童福S鑓 ぜ転ぶのか、その転倒の

した教材。＇ 89年中災 l マ～1 司111:•圃a・・... メカニズムを実写とCGを

防ビデオコンク ル最 l 使って検証。さらに、転倒の予防対策として、すべり防さまれ巻き込まれ」。ハードソフト両面からの防止対

策を踏まえ、 人ひとりの問題として捉えることを提案。 優秀賞受賞作品（三菱化成（株））をベースに編集。 I 止やつまづき防止等について分かりゃすく解説。

“危ない”パート1
『落ちる』A・BU-NA・1

セリフ、ナレーションが

なく、映像だけで危険に気

付く、言葉の壁を破った画

l 期的ビデオ教材。墜落災

~""' • E圃 害について6つのパターン
とその防止策、加えて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jA・BU-NA・l

I パート1と同じく映像のほ

iか「危ないリの叫び声と現

I i場音だけのビデオ教材。

15/ i「はさまれる」を6つのパ

~~ ターンからとらえ、危険の
内容とそれを防く対策でまとめた。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。

温幽温温U品

量彊
「切り粉が刃物」に変わ

り事故原因となること、さ

らに切削方法の工夫改善

の事例を分かりやすく紹

介。＇90年中災防ビデオコ

ンク 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。

性について、実験室で「火

が走る」こと、「爆発する」

ことをメ女ノーjレ、アセト

ン、ラツカシンナなど

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。

足場作業等の安全

ともない、特別教育の内

容も踏まえ、製造業、物

流等サービス業等の足場

作業を中心に、安全ポイン

卜を分かりゃすく映像化。足場作業に関する安全教育や

特別教育の補助教材として活用できます。

像で再現。災害の怖さ

を体感できる。また、

各事例の危険要因と災

害防止のためのポイント

を解説する。

直溢函溢置叫

l議｜
身近にあって使用に便

利な脚立は、つい安易に

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、細かく分かりゃすく解説。

日々の作業行動災害を防ぐ
～点検・確認・確認！～

伴って、今まで何気なくやっ

ていた作業が災害につな

がる乙とがあります。台車、

脚立、梯子、カッタナイ

フ、階段、床上等問題作業に焦点をあて、災害事例や

その行動分析を含め、分かりゃすく解説し対策を例示。

人は階段かS落ちる
～安全づくり人づくり～

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卜教材。

9 
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安全管理Ic業種別安全管理）

身につけよう安全のポイント
～ガソリンスタンド業編～

車と車の伺ではさまれたり、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ゃすく解説。 ①車

両誘導 ②給油 ③洗車①点検整備

⑤灯油販売 ⑥高所作業

事故を活かして安全作業
～旅館・ホテル業編～

ルールを守って安全職場
～ビルメンテナンス業編～

災害の大部分を占める清掃作業を中心

に、高所作業、運搬作業の安全ル jレを

分かりゃすく解説。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。

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 テイングJ
の進め方、全員でつくる職場のルルな

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。

I －…通一…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し、くプロセスを描く。

薗醤醤盤議議長手話量；~f，.－.：，•：ヒ ｜ 

みん拡でつくる安全ルール

包丁で指を切ったり、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 卜社員も含めたみん

なで知恵を出し合い、使いやすい安全力一

ドをつくるようになった経緯を描く。

あなたは安全の主役です

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 ト社員が

安全の主役である乙とを訴える。

安全と健康はあなたのもの
～食料品製造業編～

ちょっとした気の緩みが、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、ルールを守って安全職場、異

常時の備え、日頃の心がけなど安全健康

8則を提案。

階段での家具運搬作業、ベランダから

の荷の吊り下ろし、段ポル箱の手運搬、

トラックへの積み込み、といった作業時の

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。



民：ル＼： 一？門竺竺竺三竺竺竺一」

「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

て気ついてもらうことを狙いにした作品。各8分という短時間で3
人の登場人物が織りなす寸劇。

⑦コミュニケーションか5始めよう！
～挨拶そして報告、連絡、相談～

I 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、搬出の連絡があっ

・1たときに、伝えられた内容がよくわからず、

刷’そのままほおっておいたので、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。

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。

マンガ新入社員の安全ガイド －
～佐藤君の一日～

新入社員・佐藤君の 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」「Jレールを守って安全

先取りJなどの（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。

マン対安全作業の常識
～そのポイントと事故対策～

「安全作業の基本」である3つのS、
「作業手/I慎」「整理整頓」「整備点検」

と、現場での「短時間KYミティング」

「指差呼称j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。

（新入者教育）｜安全管理

新入者の安全衛生

ルールを守って安全

乙のビデオでは、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

が大切なのかをわかりやすく解説。
~E: 

［小冊子「Jレールを守って安全健康J(A5判・ 16頁） 1冊っき］

新入社員の安全と健康

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ル、ミテイ

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

叫，－ ：？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。

新規入構者が安全ルルの重要性に

気付き、安全な行動を習慣化するために、

①必ず守って欲しい安全の常識（職場の

工チケット） ②主要な災害を防ぐための

作業ごとの安全ルールの遵守 ①危険予

知の実施の3点を提案。

’E盆・・5，υーズ5

Jl,,-JI,,を守って
健康

⑮ 〈冊 畦 闘 企 薗／蜜金融破酬附

ルールを守って
安全健康

A5判・16頁 定価150円（税抜）
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安全管理Ic職長教育）

RST講座職長教育映像教材集〈全3巻〉
R（労働省方言、ー’由A 山 τ；－＂－、ー，.. ＇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ナを養成するの

が「RST講座J。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を、整備し発売したもの

である。 CVOL1/2/3セット 120.000円（税抜）

VOL.1 竃盤盟国
医審理E 圃 E圏直E壷霊園lr;伯区間劉i市主司匝師I・1自信組局長調

．講師養成講座における教育妓法講座の流れと教育方法

．講師養成講座における教育妓法指導案の作成

・マネジメント時代の職長の職務

・作業手順の定め方

・作業方法の改善を考える

．作業環境・方法の改善一建設編ー

(10分）

(16分）

(14分）

(16分）

• I (16分）

(17分）

VOL.2 E璽!lm!!i彊

l'..1・~温m宣~＇宿直諸事者爵彊r,;正措置a・E副・111：：鴎；m；司圃圃

・ケース・スタディ ー教え方・指導の仕方－ • C F 占 .R""4Y ( 1 6分）

・頑張る田中職長一職長の監督と指示一 凶乙τ璽画初霜置 （18分）

．作業環境改善の芳法〈平成20年改訂版〉 孟』~－ （13分）
・災害事例研究の進め方 ・一一一ι「一一 （21分）

・マネジメント時代の職長の職務 一問題解決を図る田中職長一 （19分）

VOL.3 目置園田
E司堅固苛湿陸医l竺＝量~：日出直前町：~畑・E・m耐：：mf，』湖：羽
．作業環境・方法の改善一建設編ー (17分）

・マネジメント時代の職長の職務 ー問題解決を図る田中職長一 （19分）

・田中職長と考える作業者の適正配置について (15分）

．作業手順書の作成 (17分）

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J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
陸撃型闇理D1':'IE藷r:t理II:苛古車Im覇'ITT閥、西野両国側~剥鯛

現場の安全のカギを握る職長、その指導のポイン卜を5項目にしぼって解説。

第2巷建設現場の安全一日
臨潤睡盟国間畳略邸側缶詰踊回融自i低調E軍盛田削減 喝 調

安全朝礼から始まる一日の流れの中で、職長の役割を解説。

第3巷建設現場の危験予知（KY）活動
［ 堅固塑圃四畳間協圃；出鵬首蜘i~f,"llllrrt剛f剣山；，fJ湖岨

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。

職長教育シリーズ〈全5巻〉
告轡に指導者ガイド（1部）と受宮阜， • r .. ＂＼噌）付苦

第1巻こんな時あなたならどうする？！
～作業期間申における指導指示の効果的方法～

IEa!!iii掴~盛~躍i回闘置盟主置mwI岨量監i世祖国

作業指示が適切に伝わってい

ないと、安全・ 品質 ・能率の上

で支障をきたす場合がある。そ

れはどこに問題があるのか。職

長が指示を出す時のポイン卜は何

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
～作業手順の上手恕活かし方～

Ill:・E且掴IHC!'E1盗塁墨置姐直量E監置血白E 盟型嵐出臨盆盛繭

作業手順書があっても形骸化

している職場がある。職長は決め

られている乙とを徹底させるに

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

ンタリ一風なタッチで分かりやすく

解説。

第3巷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～

瞳彊置!JI:盟盟国~ヨlm'.ili岡~輔r,；幅四百冊］：：削減圃

作業者の異常に対する認識レベルの 予_,, 

向上と「異常なこと」が速やかにライン I 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二

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

l! 

方など、ドラマタッチの流れで取り上げる。

第4巷その作業方法で安全は守れますか
～改善ポイントの見つlオ方～

F官？自咽：：E臨陸1;1.'T!I掴l己1出版蹴am市t，~即時！W；諸国

ア届圏
臨DOD

.. ，，. ＂ ・・ ＇.＇ i - f ・・ ＇ J-1• 可 ・
量蓄量虐温圃 ’，，，，...ヨ争 冨• H l I 

より安全で、快適に作業をするには、

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った

大掛かりな対策でなく、 今までの作業

のやり方をちょっと工夫してみる、その

ノウハウと取り組み方についてご案内。

第5巻作業環境の安全化に向けて
～安全で快適な環境をつくるう～

lt't園田誠嘩勘r!l;1.'T!9・1日両糊島部奴r, ； ~t言・四E・I・111：：降i嗣E

J------~ :,J量圃ユム__:ftt；ー雪
r・r-’割 F慢j' ~ . 

辺、 ー ロ

...,,.,.c 

作業環境改善になかなか取り組

もうとしなかった職長のと乙ろで、

ある日災害が発生。この事故をめ

くー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。



Eリスクアセスメント
主なビデオ作品 ｜ 

「Eリスク！~スメぞ卜の基本を学ぶ（Pl 4) 

ド 四錨也5岨拡鍾品担額主主 ｜［二一

マネジ‘メントシステムを学ぶ（Pl4) 

安全衛生マネジメントシステムの評価 ｜ 

ーーーーーーーーー一ーーーーーー一、

lくYTとの関係を学ぶ（Pl6) 

リスクアセスメントの実際（Pl4) 

B D  
リスクアセスメントって何？

A5判・16頁 定価150円（税抜）

これかうの安全衛生管理の中心となる「リスクZセスメ

ントJを効果的に進めるには、基本であるfリスクjの意味

を正確に把握し理解した上でfυ クアセスメントj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

学部教授向殴政男先生が分かりゃすく解説。

’P姐.， J-A>2 

ー－よ.!ULムJU誠 oll:.ll.liii】．． ， 
リスクアセスメント

って何？
置臨修肉a腺量男 同泊康，．宝，••!1:J

． 閣安全聞甜／回世輔剛酬
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リスクアセスメント｜（リスクアセスメント・マネジメントシステム）

リ
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」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」する乙とが重要。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ゃすく解説するビデオ。

2巻セット 50.000円（税扱）
［小冊子「リスクアセスメン卜って何つ」（向殿政男監修 A5判 16頁）各巻に1冊っき］

グローバルスタンタ 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

「リスクはゼ口にならない」ということを念頭に入

れて行う必要がある。（新入者教育に使えます）

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）

リスクアセスメント
～工作機械作業編～

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～

一← ． 「工作機械作業編」に続くシリ ズ第2
- I"""'-で？？ぃ，－－， 1 弾。化学物質取扱い作業におけるリスクア

ミヰ It';. ・:¥ / I セスメン卜の進め方を解説。

E込 ＼ （，，戸.4•l I 
一λκと2 『~.？... 寸 '-I

ロー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

ごとに専門家が解説する。リスクアセスメ

ン卜に参加す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ビデオ。

コントロール・パンデインタの進め方
～化学物質の実用的なリスクアセスメント～

3ントローJ寄溢迄孟青~蓮Z コントロールパンデイングとは、化学物質を取
干一一－－ 扱う作業毎に、安全データシ卜（SOS）の情報を

もとにリスクの程度を4段階に区分けして、リスク

アセスメントを行うことができる簡単で実用的なリ

スクアセスメント支援ツールです。コントロール

パンデイング法による化学物質リスクアセスメントの手順について、具体例

と図解でわかりやすく解説します。

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

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

品品 i義務化された。このビデオでは、リスクア

：．・ ：：.：.• セスメン卜新指針に基づいた考え方、進め
・・J 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、現場の例をとり丁寧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Sまし
～ PDCAサイクルを回そう～

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。

POCAサイクル回すなど4つの特性と、

~－~.よ£抽 OSHMSの流れを簡潔にコメント。改正「労働

伊唖「噂悪~明暗砂 安全衛生マネジメントシステムに関する指針J
（平成18年3月）に沿った内容で改訂。

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～

潜在的危険有害要因をなくすための安

・2唱 全衛生管理がシステムとして構築されてい

ー るか。その仕組みはうまく機能しているか。

L .－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

主経営トップ、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）

OSHMSにおけるシステム監査

OSHMSの定着には、文書記録の調

査や作業場の視察によって、実施ー運用

状況を定期的に調査、評価して、その給

果を見直しゃ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

の流れを分かりゃすく解説。
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E安全活動（ゼ口災 KYT)

主なビデオ作品 ｜ 

. , IくY活動サイクルの基本を学jJ¥(Pl6) 

f問いかl:tK't'の進め方上ι . , .. ~I （ 一人KY潤の進め方 ！ 
最新－KYTの進め方 ｜ 

fどんな危険がひそんでいるかj徹底訓練 三｜

i立里袋塑動創持者田辺撃力~.~·聖母~ア 19) 

KY活動の実際を学ぶ

｜指差呼称で防l:f職場のヒューマンエラー ｜ 

｜ 指建時称してますか ｜ 

｜ やっていますか指差呼称〈全3巻〉 ｜ 

ふ山

監督者・リーターのための）KYザイクJI, I 
｛製造業編｝二 ： ｜ 

安全ミーテインタの進め方，：f? }':,iii 
監督者・リーダーのためのKY廿イクJ1, I 

《製造業編》 I 
安全ミーティングの進め方 ｜ 

危険予知活動のめざすもの（P.16) I 

一一I

I •. 危隙予知，澗のめざすもの I 

I あ拡たのヒヤリはみんなのヒヤリ ｜ 

｜ クリーン作戦〈全特〉 ｜ 

ωよ みん忽言？S・サービス業 ｜ 

自転車通勤を安全に I 
j交通災害ゼロを目指して ！ 

［ ゼロ災運転マニュアJI,｛全4巷〉 ｜ 

［ 交通事故ゼロへの挑戦〈全3巷〉 ｜ 

やっていますか指義呼祢〈全3巻｝ (Pl 8) I 
トfどんな危障が9そん宅いるかj徹底調練（P.16)irl 交通災害ゼロを目指してc22) I 

15 
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安全活動（ゼ口災KYT)leゼロ災・ KYT)

『カードー人KYの進め方j

大好評だった「一人KY活動の進め

方Jに続く第二弾。今全国に広がる「自

問自答カード、を使った一人KYJの基

本から進め方まで、活性化のポイント

や管理監督者の関わりまでを解説。カー

ドも一般作業と建築・建設作業の2種

管理・監督者のKY活動

f聞いかけKYの進め方J

lf~li~ 
現場の安全を確保するのは管理監督者の責務で

あり、「問いかけKY」は、日々の安全活動に目を配

り、より安全で快適な職場を実現するための管理

監督者の必須ツール。このビデオは、作業者が現

場で行なうKY活動を、活き活きとしたものに改善さ

せる管理ー監管者のKY活動活性化のための教材。

最新”KYTの進め方
～纂礎4ラウンド法研修用～

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晃直 ，．

し、新しい事例の卜レ 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 K'1Tの進め方 ～基礎4ラウンド法研修用～J(A5判 16頁） 1冊っき］

アシモと学，liKYTとリスクアセスメント

I 職場の事故の多くはヒューマンファクター（人間

f 特性）によるエラーで起乙ると言われている。乙乙で

ー・aは、その人間特性を「注意力の低下」などの複数の

:-; i,＂方向から捉え、各々特徴を事例をあげて解説。さら

寸 に対策として、①ハ ド面①、ノフ卜面③ヒュマンの

3つの面を総合的に進める乙とを提案。

マンガ KYT 〈静止画〉
～危険予知訓練早わかり～

人間はどうしても錯覚したり、うっかりして工ラーし

てしまう。このエラーによる事故を防くために、 KYT
はどんな役割をもっているのか、マンカ自によって新入者

にもベテランにも興味深く見てもらえる教材。

一人KY活動の進め方
～KY活動サイクルの活発化を目指して～

KY活動の最重要目的は、 人ひとりが現場で危険感覚を持

ち安全行動を取る乙とです。乙の作品は「チームKY」をさらに

進化させ「一人KY活動」へ具体的手法を紹介します。 ［「自問自

答力ドj販売中1100枚1組2.000円（税抜） ］

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

伊喧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

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～

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 ムで行う場合

（チムKY）と一人で行う場合（一人自問自答カードKY）につい

て、具体的に分かりゃすく解説。

①人KYとチムKY ②ー 1チム4ラウンドKYの進め方

ct 2一人4ラウンドKYの進め方①一人4ラウンドKYと自
己チェック②KY活動の進め方のポイン卜

①危険に気付く ②ー 1自問自答力 ドKYの進め方①ー2
人自問自答KYの進め方 ①一人自問自答KYと自己チェック

④ヨイカフヨシl指差呼称



．価格l主税扱表示です。 ．肯印は貸出できます。

（ゼロ災・KYT)I安全活動（ゼロ災KYT)

危険予知活動研修ビデオ〈全7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各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

①危険予知活動とは

②KYTをどう活かすか
①KYTのめさ。すもの

第2巻危険予知活動の理念

①人間尊重理念3原則

②ゼロ災推進3本柱

①危険予知5つのキーワード

第3巻危蹟予知訓練4ラウンド法

①KYT基礎4ラウンド法の進め方

①問題提起ミーティングの進め方

①問題解決4ラウンドj去の進め方

第4巷短時間危険予知訓練

①ワンポイントKYTの進め方 E 盟諸
①SKYTの進め方

①ヒヤリ・ハットKYTの進め方

第5巻作業指示者危険予知訓練

①作業指示STK訓練の進め方 &ma
①適切指示即時KYTの進め方

①問いかけKYTの進め方

④4ラウンドj去のポイントと課題

第6巷 1人危険予知訓練・健康危験予知

①自問自答カード1人KYTの進め方

①指差呼称、指差唱和、タッチ＆コール

①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

①5分間ミーティング訓練の進め方

②交通KYT・ホームKYT

③危険予知活動研修ビデオのまとめ

監督者・ KYリーダーのための
SKYマニュアル〈全2巻〉

《製造業編》

第1巷スリーステップで進めるSKY
～マンネリ化克服3点セット～

製造現場における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 ①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 ①KY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。

働

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～

製造現場で毎日実践できるSKYについて、①チームSKY ①1 
人SKY ①一項目SKYの3つの進め方を具体的に解説。乙のほか、

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・ KYリーダーのための
SKYマニュアル〈全2巻〉

《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～

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 ①現場第 線によいKYテ

マを提供するためのKYカードの作成 ①KY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。

幹鐘品
第2巷実践SKY三つの手法

～いつでも、どこでも、誰でもできる～

建設現場で毎日実践できるSKYについて、 ①チームSKY ①1

人SKY ①一項目SKYの3つの進め方を具体的に解説。乙のほか、

危険をホンキでホンネで気付くための「危険のとらえ方Jも紹介。
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安全活動（ゼ口災KYT)le指差呼称）

リニューアJI,・指差呼祢〈全2巻〉 やっていますか指差呼称〈全3巻〉
今やヒューマンエラーを防ぐ決め手である指差呼称は、製造業

だけでなくサービス業（流通、銀行、病院等）にも広がっているo

そこで当社では、旧作当時とは異なる産業界の状況を踏まえ、新

たに指差呼称をリニューアル。『指差呼称で防げ 職場のヒューマ

ンエラーIではサービス業、 『指差呼称してますか ～定着化のポ

イント～』では製造業に焦点をあて解説している。・2巻セット 80,000円（税抜）

このビデオ3部作は、指差呼称がなぜ工ラ一事故防止のキメテ

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、

分かりゃすく解説した『指差呼称ビデオjの“決定版”。・3巻セット 120,000円（税抜）

指蓑呼称で防げ

職場のヒューマンエラー
第1巻指差呼称のめざすもの mm

～工ラー事故防止のキメテ～

臨調麗購欝欝

ヒュマンエラ事故を防ぐキメテとし

て「スイッチオン、ヨシリなどと、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。

指差呼称してますか
～定着化のポイント～

第2巻指差呼称の実践方法 医盟温調
～基本とその活用～

手鵠溜

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。

圃画面瞳曝書

マンガやっていますか？
指差呼祢 〈静止画〉

第3巷指差呼秘の推進方法 E 温調
～恥すかしさをどう超えるか～

見簡単そうで、導入定着がむずか

しいのが「指差呼称」。ヤ口ウヤルソで、

指先に魂のこもった指差呼称をしてもら

うにはどうしたらよいか。ゼ口災運動の

現場の知恵と体験が生んだ教材。

「恥ずかしい」、「面倒くさい」といっ

} 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つの項目にしぼって提案。

cm － 自問自答カード
一般作業用

安全健康シリーズ 9

ー人KY活動の進め方

一人KY活動の
進め方

A昨1]・12頁 定価150円（税抜）

害－
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（ゼロ災運動創始者田辺肇か5学ぶ）｜安全活動（ゼ口災KYT)

田辺撃のf危験予知訓練物語J｛全5巻〉
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KYTの乙

ころ」に気ついていただくための教材。

第1巻 KYTのめざすもの［導入編1
～気付くことが出発点～

一一一①気付くことから解決ヘ

①危険は待ってくれない

①事故防止のキメテKYT

第2巻 KYT4R法の修練［推進編］
～プロセスを大切に～

①理念－手法実践は三位一体

①KYTは理念の実践方法

①手づくりKY・手づくり運動

第3巷 KYTのところ［理念編］
～率先垂範は生き方～

¢ゼ口災に言い訳なし

』 ③後ろ姿が職場をつくる

①ボランティア・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～

第5巻 KYTは現場の知恵［展望編］
～ヤJI.,気の臨場風土づくり～

⑬やってはじめてKYT

⑬鋭く切り込む指差呼称

⑬24時間トータルKYT
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安全活動（ゼ口災KYT)leゼロ災運動物語）

ゼロ災のところ
～危隙を予知する人づくり～

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j「職場の

マナーと安全」「ルールを守る職場づく

り」など、 5つのテマで「ゼ口災のここ

ろJを説く。

ゼロへの選
～人間尊重集団づくり～

人身災害、物損事故の増加に危機感を

抱いた空港グランドサ ピス（株）が、本

格的な「人間尊重集団づくりj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っ

必 た軌跡を空港の映像と参画したメンバー

の証言でつづる。

セキスイハイム近畿（株）は2011年中

災防「会長賞Jを受賞した。 2004年に「ゼ

口災運動」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、粁

余曲折しながら乗り越えていった。当時の

担当者の本音の芦をインタビューで収録。

風通しの良い安全安全な職場風土へと変わってし、く軌跡を追った。

やる気の安全職場風土づくり
～ある中堅企業のケース～

企業の活性化と、労働災害ゼ口。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土づくりを

進めたか。管理監督者必見のビデオロ

～ことろを運び、ところで運転～

'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卜。ゼ

口災に賭けた社長を中心とした物流サー

ビス業における苦心の、そしてホンネの

ゼロ災活動事例。

劇画災害ゼロへの道
～「安全第一Jの由来～

I 前世紀は帥ア川で生まれた「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

がってし〈。この過程を先駆者の凶人物

像”を中心に劇画で描く。新入社員向け。

明るく安全な職場づくりのため、基本

、 A 的な10のテマをそれぞれ1分間にまと

めた。テーマの一つ一つを職場のみな

＠畠臨菖謹帯窃畠~I さんで話し合ってもらうもの。新入者教
b 育やベテランの追指導にも最適。

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

イン卜」として、ごく分かりゃすく解説。

Q盆也4値目υ－；（•3

最新－KYT1の進め方
～基礎4ラウン除去研修用～

． 欄時間舗時世輔刷所

最新－
KYTの進め方

A5判・16頁 定価150円（税抜）



・価格は税抜表示です。 ．肯印は貸出できます。

（仲間活動・安全ミーテ川〕 ｜安全活動（ゼロ災KYT)

クリーン作戦〈会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1S、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ゃすくまとめたもの。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。・2巻セット 80,000円（税抜）
［ビデオ活用のガイドブ、ツク（A5判・ 16ページ）っき］

・・・・園一 ．．．．． ，．聞．，．． 聞.... 司圃圃・圃圃園

整型 一一一一一一一

上巻仕事を磨き・人を磨くクリーン作戦推進法
～ 4$徹底のカギ～

下巷気づき・守る気・続ける気クリーン作戦必勝法
～ 4$徹底のノウハウ～

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、ごく自然な進め方。その4Sに親切

CS）を加えて5Sとした。サ 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～

職場に定着しにくいと言われるヒヤリ

ハット運動。乙のビデオでは「その日のヒ

ヤリはその日に解決J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

誰もが経験するヒヤリCH）ハットCH)
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

。この課題にズパリこたえた、すぐ

実践に役立つ教材。

～安全健庫職場づくりのキメ手～

活き生きミーテインタ

職場ミーティングをひと工夫すれば、

安全もコミュ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

モデルに制作。ミーティングの効果を上

げるためのポイントをクロース．アップし、

分かりゃすく解説。

監督者・リ四ダーのためのKYサイクル
｛製造業編｝

安全ミーテインク‘の進め方
～ KY活動活性化のために～

活力を失い形骸化が叫ばれている製造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
サイクルを回すことが肝心。イキイキと、キピキピとしたミ ティングのた

めのポイントを具体例とともに解説。

監督者・リーダーのためのKYザイクJI,
｛建設業編｝

安全ミーテインク‘の進め方
～ KY活動活性化のために～

活力を失い形骸化が叫ばれている建設現場の安全ミ テイング。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
サイクルを回す乙とが肝心。イキイキと、キピキピ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。

釦司、
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安全活動（ゼ口災KYT)le交通安全）

自転車通勤を安全に

民 交通ルールマナーを踏まえた安全な乗り

方、危険な走り方、通勤途上の危険スポット

をクロ ズアップ。危険につながる場面を再

現し、併せて企業で自転車通勤管理に役立

つ各種対処法、交通安全マップ、事故対応

掴血 相 などを紹介します。自転車だけでなく歩行者、

自動車運転者などの視点を活かした映像で、わかりやすく解説。

交通災害ゼロを目指して
～交通KYでゼロ災運転を～ &ma  

乙のビデオは、二人のドライバーの運

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っかけともな

るのではつ 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

「新交通KYT」は、危険につながる自分の判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、それぞれ独立して使える構

s成になっている。

当 I1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1人KYTの進め方（7分）

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、交通事故ゼ口の

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。

交通ヒヤリ・ハット運動
～ヒヤリマップでゼロ災を～

一一『四四四曙 交通事故ゼ口を目指すのに大切なの

は、交通ヒヤリハット体験の共有。乙

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いに解説。

ゼロ災運転マニュアル〈全4巻〉

第1巷ゼロ災運転ヨシ！［導入編］
～腕よりもところで～

第3巷要所要所の集中力［実技編］
～指差呼称ヨシ！～～

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④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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（交還安全）I安全活動（ゼロ災KYT)

交通事故ゼロへの挑戦〈全3巷〉
厚生労働省の「交通労働災害防止のためのガイドラインJ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

E叩：JE軍司古畑:l'IJ~葺Eヨ
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 ン化と交通KYな
どにもふれ、交通事故ゼ口への総合的

な取組みを分かりゃすく解説。

第2巻交通KY活動の進め方

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、乙のパタ ンをテ

マに交通KYの新しい提案として、チ

ムKY、一人KYの二つのスリ 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

点呼始業時ミテイングにはじまり、

ゼロ災運転を経て、点呼終業時ミティ

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巷まわせ！交通KYザイクJI,｛静止画〉
～ストップ・ザ・交通事故～

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

／＇＼ーの事業場には最適の内容となってい

る。

第2巷交通KYT基随4ラウンド法の進め方｛静止画〉

二三子七

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j去の進め方を、

マン力”を使ってわかりやすく解説。初心

者でも、馴染みゃすい内容。

第3巻交通短時間KYTの進め方〈静止画〉

am 

:1］相．

毎目、毎朝始業時に、職場の少人数

で、あるいは1人で自問自答しながら短

時間で交通KYTを反復訓練する乙とを

提案。その進め方を余すことなく解説。

~映像研

自重F，盲唖聖母を安全に
AS判・12頁 定価150円（税抜）

23 
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安全活動－ゼ口災・KYTieゼロ災・ホームその他）

ホームゼロ災マニュアル〈全4巻〉

第1巻ホームKYT ヨシ！［導入編］

危険を見つけよう ヨシ！［実按編］

家庭のKYシ 卜15枚を使い、

KYT手法を活かして、家庭内の危

険に対する感受性を鋭くしていただ

くための実技編。

第3巻安全を確認しようヨシ！【実按編1

家庭内でも「手すり使用ヨシリなど

Eと要所要所で指差呼称をすることを

き提案。家庭で指差呼称を実践してい

れば、職場の作業中に指差呼称をす

るのが恥ずかしいということはありえ

ないのではつ

第4巷みんなで実行しようヨシ！［実技編］

「みんなで実行しようJをテーマに

KYTも指差呼称も、「ヤラサレル」

同 のではなく、みんなが「ヤル気自主

的jlこ行うコツを分かりゃすく解説。

「「ヒヤリアウトドァ」は、家庭を

取り巻く屋外（アウトドア）にも危険の

芽が潜んでいることを理解し、新た

に「アウトドアゼロ災」を導入実践

することを提案。

円 G D

GD  

GD  

寝室慢周Rνリーズー8

腰 痛

号

争 映像研

腰痛
～その予防と対処法～

A5判・12頁 定価150円（税抜）

あなたのための~
ストしス対処法
ー ベま ＿.，，.；. , ..・……一 一

あなたのためのワンポイント

ストレス対処法
A開l刊頁 定価150円（税抜）

’E盆Wa!.IU-:X・4

雌もが危険a

熱中症の置麗麗
同日間 n E岬 ！J;;'l'.-.:110 1

回 剛 ．．．刷師陣裏・・：.，，，－問自1酬・2日....柑”且輔帽岨間柑3

＠ 〈冊目脚靖闘世帥覇気附

雄也カ穐険
熱中症の新常糠

A5単l刊頁定価150円（税抜）
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N健康－衛生管理
主なビデオ作品 ｜ 

｜ ； 有機溶剤申書を防ぐ

｜ みえ恕い空気酸欠轄の災害を防ぐ ｜ 

｜ 鵠傷・藁傷災害は忽く古る •• • •• j 

救命処置・分煙（P26・27)

メンタルヘルス（P28)

｜ かかえτいませんかメンタルトラブル ｜ 

｜ ところだって風邪をひく ｜ 

健康つ‘くり（P27・28)

｜ あなたの“健康ウォーキング”

｜戸 線傷：？薬傷災害はなくせる（P.26) j 

｜にふJ以；潤！結婚糖防（P.2§) .... j 

腰痛（P26)

｜込山二.・，H1'f,li,";,rir."f1＇置く人の腹痛予防V ッ1
1,. , 臨場で行う腰痛予防体操 ｜ 

VDTCP27) 

I VDT作業の健康チェック ｜ 

高齢化対策（P27)

職場体操（P27・P28)

｜心とか§だのコミュニケーシヨン体操〈金3馨〉

｜ ！ーシヨン・ファイブ〈金2巻〉
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健康・衛生管理 ｜（熱中症・中毒・腰痛）

有機溶剤申毒を防ぐ

有機溶剤lの特性、有害性などの基礎

知識、取扱いの仕方などを作業者の立

場からわかりやすく解説し、中毒を起こ

させないためのポイントをコンパクトに映

像化した有機溶剤取扱い事業場必見の

教材。

みえない空気

酸欠等の災害を防ぐ

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、救助に行った人

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。

ガイドラインに基つく

職場の救命処置と応急手当

職場で緊急事態が発生した場合に、適切

かつ速やかに救護できる知識と技能を身に

付けておくことが求められている。このビデ

オでは、 2010年に改正された心肺蘇生法

五一一 国際ガイドラインによる心肺蘇生法に基づ

いた救命処置と応急手当にスポットを当て、

職場ですぐに行える実践内容を具体的に分かりゃすく解説。

誰もが危険熱中症の新常識

園主
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、死に至る乙とも稀ではない。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J（村山貢司、堀江正知監修 A5判 16頁）1冊っき］

熱傷・薬傷災害はなくせる－
～身近な高温・有害物による事故を防ぐ～ -

熱湯やスチームなどの高温物、酸アル

カりなどの有害物は、さまざまな作業現場

で扱われ多くの職場で災害が多発。乙のビ

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ゃす

く示し、どのようにすべきかを具体的に解説。

『新・腰痛予防対策指針』対応版
腰痛その予防と対処法

さまざまな作業において腰痛予防のポイン

卜となる「作業方法」「作業姿勢動作Jなど

を実写映像で紹介するとともに、予防対策と

して重要な「作業環境の改善」や「リスクアセ

スメン卜jなども解説。さらに、実際に腰痛

U闘 が起きたときの「実践的な対処法J、予防の

ための「腰痛予防体操」「ストレッチング」「生活習慣」なども紹介。

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乙

とによって、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jを基に作業者数育

用として制作したビデオ。

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。

M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、分かりゃすく解説

しているマンガビデオ。

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



・価格は税抜表示です。 ・＊印は貸出できます。

(VDT・高齢化対策・分煙・健康づくり） 健康－衛生管理

VDT作業の正しい進め方
～ IT 時代の健康心得～

17年ぶりに新しくなった厚生労働省の

衛生管理の仕方を紹介すると同時に、作

業者にとって適切な照明、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

分かりゃすく解説。

多くの人がVDT作業を行う現在、あらた

めで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、

明るさなどの作業環境、精子の腰かけ方な

どの作業姿勢について点検し、改善工

夫することの大切さを具体的に解説。

VD！体操
～小休止に行う体操～

作業の合間に、椅子に座ったままでで

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。

若男女5名のチームが織りなすユ 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、 i:,、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5
～加齢と安全～

~ I 
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乙とか

ら、事故が多く起こっている。 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。

転倒予防体操
～滑り・つます：き・踏み外しを防ぐ～

毎日4分でできる、下半身筋力強化バランス力

柔軟性足関節に効果的な5つの体操。ポイントや

効果を解説する「解説編J(20分）と映像音楽に

合わせて体を動かせる「実践編」（4分）で構成。

データ販売炉実践編

No. 46627 4分 10.000円（税抜）

5つの体操を社内LANで視聴可能。社員みんなで行えます。

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①腕をのびのび娠

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、分かりゃすくノウハウを解説。

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、でマイナス面を指摘。そんな「ミスコンデイ

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

腰痛予防やストレス解消に、“やさしい水”

を使った心とからだの健康づくりがさかんに

なっています。日頃あまり使っていない腕足

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j去を紹介。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。

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～

孟z·w~，家of；：，，，.，..，.，咽耳目

隅隅への雌隅限り組み｝

霊動模型車を防止する、穫の漏れ I
忽い空間分煙の実施 I 

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ってきた。

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。



28 

2011 A融教材埼豆諸畿銀tt・.・.. ．価格i立糊表示乱射EPは 貸間前

健康－衛生管理｜（健康づくり・体操・メンタルヘルス）

,t，とからだのコミュニケーション体操（全3巻〉
職場体操をシリーズ化。詳しい解説も収録。［各巻に解説書付］

.3巻セット 70,000円（税抜）

第1巷会議・研修会編

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、参加

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

組立ラインなど、ほとんどの作業が立ったままや

中腰で行う作業向けの体操。脚や腰を中心に、腕 ヨ
や肩をほぐす5つの体操。①背伸びとしゃがみ乙み

の体操 ②ふくらはぎと太ももの前を伸ばす体操

③足踏みの体操 ①からだたたきの体操 ⑤腕を引き合う体操

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恨の疲れをと

るツポ押し体操②背伸びの体操①背中を伸ば 込町 伽 ー臼

す・絢をそらす体操 ④足のうしろを伸ばす体操 ⑤人間ホ力口ンと肩た

たき＆肩落としの体操

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、分かりゃすく解説。

八段錦

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一如の中国

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。

中災防の各種ゼ口災研修会で中間体操として実践。

あ恕たもできるリラクセーション

現代は、ストレスと上手に付き合うことが間わ e
れる時代。それには、心とからだをいかにリラッ

クスさせるかが力ギとなる。このビデオでは、モ

デルの演技を通じて、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ハウも紹介。

みんなで取り組むメンタルヘルス

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

善する乙とが効果的であると、その取り組みが始

まっている。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。

ところだって風邪をひく rmm 

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。

MOTION 5（モーション・ファイブ）（全2巷〉

上巻職場体操～現場作業職場向け～



あ アーク溶接作業と安全

RST講座職長教育映像教材集〈全3巻〉

VOL.1 

VOL.2 

VOL.3 

足場作業等の安全

アシモと学，31KYTとリスクアセスメント

あなたの仕事にこんな危険が！

あなたの“健康ウォーキング”

あなたのためのコンディショ二ンク、

あなたのヒヤりはみんなのヒヤリ

あなたは安全の主役です

あなたは職長〈全3巻〉

第1巻建設現場の安全指導 5つのポイント

第2巷建設現場の安全一日

第3巻建設現場の危険予知（KY）活動

あなたもできるリラクセーション

あなたを守る安全ルール

あなたを守る 3つのポイント

“危なし1”パート1「落ちる」A-BU-NA-I

“危なし1”パート2「はさまれるJA-BU-NA-1

安全1分間メモ10話

安全衛生基礎シリーズ

安全衛生診断のすすめ

安全衛生マネジメントシステムの評価

安全管理のポイント

（ベテランの中小事業場指導上巻）

安全教育のポイント
（ベテランの中小事業場指導 下巻）

安全健康 10のポイント

安全先取りの企業風土をつくる

安全で快適なお店づくり

安全と健康はあなたのもの

活き生きミーティング

異常を異常として感じうるか
（職長教育シリーズ第3巻）

いまなぜ健康づくりか

OSHMSにおけるシステム監査

か ガイドラインに基づく職場の救命処置と応急手当

かかえていませんか メンタルトラブル

確認していますか作業のポイント
（職長教育シリーズ 第2巻）

ガラスは割れる 9 

カード一人KYの進め方 16 

管理・監督者のKY活動「問いかけKYの進め方1 16 

監督者・KYリーダーのためのSKYマニュアル〈全2巻〉｛建設業編｝ 17 

第1巻スリーステップで進めるSKY 17 

第2巻実践SKY三つの手法 17 

監督者・KYリーダーのためのSKYマニュアル（全2巻〉｛製造業編｝ 17 

第1巻スリーステップで進めるSKY 17 

第2巻実践SKY三つの手法 17 

監督者・リーダーのためのKYサイクル｛建設業編｝ 21 

安全ミーティングの進め方

監督者・リーダーのためのKYサイクル〈製造業編〉 21 

安全ミーティングの進め方

危険！！有機溶剤 9 

危険予知活動研修ビデオ〈全7巻〉 17 

第1巻危険予知活動 17 

第2巻危険予知活動の理念 17 

第3巻危険予知訓練 4ラウンド法 17 
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か 第4巻短時間危険予知訓練 17 

第5巻作業指示者危険予知訓練 17 

第6巻 1人危険予知訓練・健康危険予知 17 

第7巻実践危険予知活動 17 

危険予知活動のめさ、すもの 16 

切り粉は刃物 9 

グラインダーの正しい使い方 7 

グラインダーの正しい使い方－2 7 
研削といしの取替え作業

クリーン作戦〈全2巻〉 21 

上巻仕事を磨き・人を磨くクリーン作戦推進法 21 

下巻 気づき・守る気・続ける気クリーン作戦必勝法 21 

クレーン玉掛作業と安全 7 

劇画 災害ゼ口への道 20 

健康1分間メモ10話 28 

建設現場の安全一日 12 
（あなたは職長第2巻）

建設現場の安全指導 5つのポイント 12 
（あなたは職長第1巻）

建設現場の危憤予知（KY）活動 12 
（あなたは職長第3巻）

工具の正しい使い方 7 

～手動工具編～ 7 

～電動工具編～ 7 

交通災害ゼ口を目指して 22 

交通事故ゼロへの挑戦〈全3巻〉 23 

第1巻交通事故防止の取組み方 23 

第2巻交通KY活動の進め方 23 

第3巻交通KYの活かし方 23 

交通ヒヤリ ・jkット運動 22 

交通ヒヤリマップの作り方・活かし方 22 

こころだって風邪をひく 28 

心とからだのコミュニケーション体操〈全3巻〉 28 

第1巻会議・研修会編 28 

第2巻立ち作業編 28 

第3巻座り作業編 28 

とれかうの安全妓術のきめ手〈全2巻〉 8 
上巻基礎編 8 
下巻技術編 8 

コントロール・パンデインク、の進め方 14 

とんな時あなたならどうする？！ 12 
（職長教育シリーズ第1巻）

最新－KYTの進め方 16 

作業環境の安全化に向けて 12 
（職長教育シリーズ第5巻）

産業用ロボットの安全 8 

事故を活かして安全作業 10 

事故・ 災害はゼ口にできる 16 

知っていますか安全配慮義務 6 

自転車通勤を安全に 22 

職長教育シリーズ〈全5巻〉

第1巻とんな時あなたならどうする？！ 12 

第2巻確認していますか作業のポイント 12 

第3巻 異常を異常として感じうるか 12 

第4巻その作業方法で安全は守れますか 12 

第5巻作業環境の安全化に向けて 12 

職長・作業リーダーのための改司作業手順書作成マニュアル 6 

職場巡視の効果的な進め方 6 

職場で行う腰痛予防体操 26 

キ」

29 



さ 除染安全作業のポイント 8 は フォークリフト作業の安全 7 

新・交通危険予知訓練の進め方 22 プレス金型交換作業を安全に 7 

新入社員の安全と健康 11 プレス作業の安全マニュアル 7 

水中健康法働く人のアクアフィットネス 27 分煙対策の効果的な進め方 27 

スパナとレンチの正しい使い方 7 ベテランの中小事業場指導〈全2巻〉 8 

ズパリ！ 職場で進める地震対策 6 上巻安全管理のポイント 8 

ゼ口災運転マニュアJレ〈全4巻〉 22 下巻安全教育のポイント 8 

第1巻ゼロ災運転ヨシ！［導入編］ 22 ホームゼ口災マ二ユアjレ〈全4巻〉 24 

第2巻鋭い危険感受性［実技編］ 22 第1巻ホームKYTヨシI［導入編］ 24 

第3巻要所要所の集中力［実技編］ 22 第2巻危険を見つけようヨシ！［実技編］ 24 

第4巻実践への強い意欲［実技編］ 22 第3巻安全を確認しようヨシ！［実技編］ 24 

別巻［冬道編］冬道ゼ口災運転5原則 22 第4巻みんなで実行しようヨシI［実技編］ 24 

ゼロ災に賭ける 20 

ゼロ災のこころ 20 ま マンガ安全作業の常識 11 

ゼ口への道 20 マンガ KYT 16 

その作業方法で安全は守れますか 12 マンガ交通KY（全3巻〉 23 
（職長教育シリーズ第4巻） 第1巻マンガまわせ！交通KYサイクル 23 

第2巻マンガ交通KYT墓礎4ラウンド法の進め方 23 

た 『体感』アッ1切った・こすった 9 第3巻マンガ交通短時間KYTの進め方 23 

たかが脚立lつされど脚立つ1 9 マンガ新入社員の安全ガイド 11 

田辺肇の「安全先取りノウハウ」〈全4話〉 19 マンガ職場の腰痛予防の常識 26 

第1話先取りノウハウ3本柱 19 マンガやっていますか指差呼称 18 

第2話短時間KYのノウハウ 19 みえない空気酸欠等の災害を防ぐ 26 

第3話指差呼称のノウハウ 19 見落としていませんか危険を 6 

第4話 H・H・Kのノウハウ 19 身につけよう安全のポイント 10 

田辺肇の「危険予知訓練物語」〈全5巻〉 19 みんなで5S・サービス業 21 

第1巻 KYTのめさ‘すもの［導入編］ 19 みんなで進める高齢化への対応 27 

第2巻 KYT4R法の修練［推進編］ 19 みんなでつくる安全ルール 10 

第3巻 KYTのこころ［理念編］ 19 みんなで取り組むメンタルヘルス 28 

第4巻ホンネ・ホンキのKYT[活動編］ 19 みんなでリスクアセスメン卜 14 

第5巻 KYTは現場の知恵［展望編］ 19 MOTION5（モーション・ファイブ）〈全2巻〉 28 

誰もが危険熱中症の新常識 26 上巻職場体操～現場作業職場向け～ 28 

墜落・転落・安全帯 9 下巻職場体操～事務系職場向け～ 28 

改訂 DVDで早わかり労働安全衛生法 6 

手運搬作業を安全に 10 や やっていますか指差呼称〈全3巻〉 18 

電気取扱い作業の安全 7 第1巻指差呼称のめさ、すもの 18 

転倒災害はこうして防ぐ 9 第2巻指差呼称の実践方法 18 

転倒予防体操 27 第3巻指差呼称の推進方法 18 

どこでもはさまれ・巻き込まれ〈全2巻〉 やる気の安全職場風土づくり 20 

～はさまれ編～ 9 有機溶剤中毒を防ぐ 26 

～まき込まれ編～ 9 指差呼称で防げ職場のヒューマンエラー 18 

「どんな危険がひそんでいるか」徹底訓練 16 指差呼称してますか 18 

腰痛その予防と対処法 26 

な 熱傷・薬傷災害はなくせる 26 よくわかる改正労働安全衛生法 6 

40歳を超えたら 27 

，~ 「はさまれ・巻き込まれ」災害はなくせる 9 4段階法で進める災害事例研究 6 

働く人の腰痛予防 26 

八段錦 28 う ルールを守って安全健康 11 

人は階段から落ちる 9 J レールを守って安全職場 10 

一人KY活動の進め方 16 改訂労働安全衛生マネジメントシステムのあらまし 14 

一人KYの腕みがき〈全3巻〉 16 リスクアセスメント ～化学物質取扱い作業編～ 14 

第1巻 リフレッシュ・4ラウンドKY 16 リスクアセスメント ～工作機械作業編～ 14 

第2巻 リフレッシュ・短時間KY 16 リスクアセスメントとは〈全2巻〉 14 

第3巻 リフレッシユ・自問自答KY 16 ～リスク編～ 14 

日々の作業行動災害を防ぐ 9 ～アセスメン卜編～ 14 

ヒヤリ・アウトドア 別巻［アウトドア編］ 24 リスクアセスメントの考え方、進め方 14 

ヒヤリ・ハットで安全先取り 21 リスクマネジメント時代の「安全管理者の役割」 6 

VDT作業の健康チ工ツク 27 リフレッシュ安全衛生委員会 6 

VDT作業の正しい進め方 27 

VDT体操 27 わ 私たちは走る会社です 10 

フェ－）レセーフ物語 8 
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