
タイトル
コード№

内容 活用のポイント 時間
価格

（税込
み）

1
新・アーク溶接作業と安全

№46654

アーク溶接の基本的なテクニッ
クや安全作業のポイントに加
え、新たに特定化学物質として
規制がかかることとなった「溶
接ヒューム」による健康被害を
防ぐための正しいアーク溶接作
業の進め方を紹介します。

感電・爆発や溶接ヒュームによる中毒
などのアーク溶接の危険を防ぐポイン
トに加え、開先の型やビードの種類と
いった溶接作業の基礎知識にも時間を
割いている。新入作業者が特別教育を
受講前に視聴することで作業のイメー
ジがつかめ、教育効果が向上すると期
待できる。
（新入作業者の教材に最適）

20分 60,000円

2

新・フォークリフト作業と
安全

№46653

無理な走行や間違った操作によ
る災害が後を絶たないフォーク
リフト作業。正しく安全に作業
を行うための基礎知識と点検・
走行・荷役作業での基本操作、
やってはいけない走行・操作の
ポイントを紹介します。

点検や走行など各作業の基本を紹介し
たうえで、作業に慣れてくるとつい
やってしまいがちな危険な操作の場面
が多数収録されており、新入者には基
礎教育のため、ベテランには振り返り
教育のために繰り返し視聴することが
有効。（現場作業者の教材に最適）

28分 60,000円

3

　
ストップ！
はさまれ・巻き込まれ災害
～こんな不安全行動を
　　　　　　　　なくせ～

No.46650

はさまれ・巻き込まれによる災
害には、不安全な行動、不安全
な状態が要因として存在しま
す。11の作業における災害事例
の原因と対策および正しい作業
を紹介します。

色々な作業の災害事例がありますの
で、自事業場に該当する作業を取り上
げ、映像上で災害が発生した時点で、
一時停止をして、視聴者に原因と対策
を考えてもらう。グループ討議を交え
るとさらに自分で気づかなかった発想
が発見でき、安全に対する意識レベル
の向上につながる。
（新入社員にわかりやすい）

１９分 60,000円

4

「はさまれ・巻き込まれ」
災害はなくせる
～みんなで摘みとろう
　　　　　　　危険の芽～

No.46539

「うっかりして」「これくらい
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、“古くて新しい災
害”が「はさまれ・巻き込ま
れ」。ハード・ソフト面からの
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。

ビデオ視聴する前に、各自で自職場に
おける「はさまれ・巻き込まれ」の原
因や背景をあげる。ビデオ視聴後、対
策を具体的にどのようにしたらよいの
かを考えてもらう。
（職場単位で活用するとよい）

18分 50,000円

コロナ禍でも映像教材で安全衛生教育を！

はさまれ・巻き込まれ

はさまれ・巻き込まれ

安全管理

安全管理



5

“危ない”パート２
　「はさまれる」
   　   A-BU-NA-I

No.46485

「危ない！」の叫び声と現場音
だけのビデオ教材。「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ぐ対
策でまとめた。ほかに、基本マ
ナー３点を提案。

見せるだけでかなりインパクトがあ
り、危険をリアルに感じることができ
る。視聴した後に、個人の感想と具体
的に一人ひとりが何をしなければなら
ないか考えさせ発表してもらうとよ
い。
（新入者/外国人労働者の教材に最
適）

９分 50,000円

6

熱中症は必ず防げる
　～管理と機器・保護具を
　　　　　　上手に活用～

No.46641

職場の熱中症予防対策として必
須のＷＢＧＴ値の測定、熱中症
予防管理者の選任、水分・ナト
リウムの補給のポイント、熱中
症対策用作業服・保護具の効果
的な正しい使い方や注意点など
現場で実践できる方法を映像で
紹介します。

ビデオに出てくるいくつかの注意事項
やポイントがあるので、一時停止をし
ながら、記録してもらい理解度を深め
ることができる。DVD「誰もが危険 熱
中症の新常識」と併用するさらに効果
的。（現場管理者の教材に最適）

１７分

60,000円
下記作品と
セット価格
で100,000

円

7

誰もが危険
　熱中症の新常識

No.46591

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値を活用が重要な
ど最新の予防方法をわかりやす
く紹介します。

[小冊子「誰もが危険　熱中症の新常
識」]（村山貢司、堀江正知監修　Ａ５
判・16頁）1冊170円を聴講者全員に配
布し、ビデオと併用して使用するとよ
い。DVD「熱中症は必ず防げる」も併
せて活用するとさらに充実。（現場作
業者の教材に最適）

２２分

60,000円
上記作品と
セット価格
で100,000

円

8

転倒災害はこうして防ぐ
～転ばぬ先の安全の知恵～

No.46569

職場環境の問題点や加齢による
身体機能の変化などに加えて、
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
使って検証。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わかりや
すく解説。

全産業で見て事故の型で一番多いのは
2005年（平成17年）からずっと転倒災
害。自職場で転倒災害が発生した場所
や転倒しそうになった場所等を事業所
全体で集約し、転倒災害・ヒヤリマッ
プを作成し、注意喚起を促す材料にす
るとともに、ハード対策を優先的に考
えるヒントにする。

１７分 50,000円

熱中症

転倒

はさまれ・巻き込まれ

熱中症



9

転倒予防体操 ～滑り・つまず
き・踏み外しを防ぐ～

No.46624

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つの体操を紹
介します。

職場全員で見て実践してもよいが、職
場代表のリーダーが視聴し、職場単位
で、リーダー指導のもと実践すること
をお勧めします。そのためには、リー
ダーが何度も視聴し、実践しながらマ
スターしておくことが望ましい。

２４
分
（解
説20
分
実践
４
分）

40,000円

10

指差呼称で防げ
職場のヒューマンエラー

No.46611

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。サービス業を焦点にあて指
差呼称の基礎知識、効果につい
て解説。

指差呼称を実践している事業所は多
い。しかし、現場ではなぜ、しなけれ
ばならないのか？どのような効果があ
るのか？等、説明されていないことが
あり、なかなか実践にたどり着けてい
ない。指差呼称を実践する理由や効果
等をしっかりビデオを使って、腹落ち
してもらう。

２０分 60,000円

11

指差呼称してますか？
～定着化のポイント～

No.46612

指差呼称の形骸化を防ぎ定着さ
せるためにはどうしたらよい
か？
打開策を提案します。

ビデオを視聴する前に一度職場単位や
事業場単位で指差呼称がなぜ定着して
いないのか？話し合ってもらう。視聴
し、その後定着化への対策を話し合っ
て発表する。

１６分 60,000円

12

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～
　
No.46623

ＫＹ活動の最重要目的は、一人
ひとりが現場で危険感覚を持ち
安全行動をとることです。この
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。

ＫＹ活動はチームで実施することが多
く、ある程度のレベルまで達していま
すが、個人個人のレベルで実施してみ
るとバラツキが多く、必ずしもチーム
レベルと同等とは考えられません。そ
こで、個人レベルで危険感受性をアッ
プさせる手法を身に付けるとよい。
別売りの「自問自答カード」を使用す
ると有効。

23分 60,000円

2巻セット

100,000円

指差し呼称

KY活動

転倒

指差し呼称



13
カード一人ＫＹの進め方

No.46631

大好評だった「一人ＫＹ活動の
進め方」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ＫＹ」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。

個人レベルの危険感受性を高めるため
のツールの一つとしてビデオを何度も
視聴し、職場で訓練するとよい。
別売りの「自問自答カード」を使用す
ると有効。

15分 60,000円

14

安全管理の基本対策活動
～作業手順・点検・4Ｓの
　　　　　リフレッシュ～

No.46632

リスクアセスメント、ＫＹ活動
などさまざまな災害防止活動を
進めていくなかで、安全管理活
動の基本は何といっても「作業
手順」「安全点検」「４Ｓ」の
３つです。基本活動として行わ
れている３活動を活性化し、効
果的に活動を進めていくための
考え方と具体的な進め方のポイ
ントを解説します。

ビデオの内容を参考にして、自職場の
「作業手順書」があるか？あれば、見
直しをしているだろうか？、機械設備
の「安全点検のチェックリスト」は作
成されているか？「４S（整理・整
頓・清掃・清潔）」の進め方、ルール
化はできているか？職場単位で話し合
い、できていないものがあれば、計画
的に進めるよう使用するとよい。

１５分 60,000円

15

日々の行動災害を防ぐ
～点検・確認・確認！～

No.46606

働く人たちの高年齢化に伴っ
て、今まで何気なくやっていた
作業が災害につながることがあ
ります。台車、脚立、梯子、
カッターナイフ、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
りやすく解説し対策を例示。

日々の行動の作業では作業手順が定め
られていない場合があります。結局、
個人の裁量に委ねることが多く、どの
ような行動が不適切だったのか分析さ
れていないことがあります。ビデオを
視聴し、正しい使い方を手順書として
定める材料として、職場単位のグルー
プ討議に使用するとよい。

１８分 60,000円

16
非定常作業のリスク対策

No.46634

災害が最も多い非定常作業を取
り上げ、「作業手順書が決めら
れていない」という非定常作業
についての作業手順書の作り方
について解説するほか、チョコ
停などのトラブルを例に、電源
の停止、作業前の危険予知、想
定外の異常処理など実践的な対
処の進め方について紹介。

非定常作業での災害は比較的多く発生
しています。職場の定常作業と非定常
作業を済み分けし、職場単位で、非定
常作業についての手順書作成や対応方
法のルールを決める等、ビデオを参考
に構築するとよい。

１５分 60,000円

安全管理

KY活動

安全管理

安全管理


