
中災防は、中小規模事業場の皆様に中災防の実施するセミナー・研修会や安全衛生
技術サービスをより一層利用いただくために、利用料金を割引するサービスを実施して
おります。

割引サービスをご利用になるときは、申込書の該当欄にチェックマーク（　）をつけ、セミナーに参加される事業場の直近の
「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事業主控）」の写し（労働基準監督署の受付印の入っているもの）を
添付（FAX可）してお申し込みください。同年度内（４月～３月）で２回目以降割引サービスをご利用になる場合、申込書
の該当欄に事業場の労働保険番号をご記入いただくか、直近の上記書類の写しを添付してください。
※なお、ご利用後、アンケート調査にご協力いただきます。また、虚偽等が判明した場合は、割引額を返還いただくことがあります。

下の2点を満たす事業場が割引対象事業場です

①常時使用する労働者の数が 300 人未満の事業場であること
②労働者災害補償保険の適用事業場であること

［割引サービス］
について

 あなたの職場の従業員は、

明るく、いきいきと
働いていますか？

 あなたの職場の従業員は、

明るく、いきいきと
働いていますか？

ゼロ災運動&セミナー・講師派遣のご案内ゼロ災運動&セミナー・講師派遣のご案内
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ゼロ災運動のキーワード「理念 3 原則」「推進 3 本柱」って知ってますか？
「ゼロ災運動」この言葉を初めて聞いた人も知っている人も

このパンフレットを開いてみてください。
私たちが推進しているゼロ災運動についてご紹介します！

毎日笑顔で、お互いに
挨拶できる職場

仕事で困っている人が
いたら、一声かけて

助け合う職場

みんなで安全と健康を
考え、問題があれば

みんなで解決を図る職場

女性、高年齢労働者、障がい者など多様な人材が同じ職場で働く中で、ゼロ災運動によるコミュニケー
ション UP が、明るく活力ある職場づくりに好影響を与えることが期待されています。

って何のこと？

理念   原則3
って何だろう？

3推進   本柱

ゼロ災運動

　ゼロ災運動の推進を社内外に宣言し、「人間尊重」を経営の原点にすえて安全衛生活動を展開しませんか？
　中災防では、「ゼロ災運動推進宣言事業場登録制度」を設けています。ご登録いただくと、中災防ホームペー
ジ等に企業（事業場）名が掲載され、働く人を大切にしている事業場であると認知されるとともに、事業場が
一丸となってゼロ災運動に取り組むきっかけづくり、安全衛生活動のレベルアップにつながります。
　中災防教育ゼロ災推進部がゼロ災運動の一層の推進、定着までを全面的にバックアップいたしますので、
ぜひご登録ください。詳しくは、中災防ホームページをご覧ください。

ゼロ災　宣言事業場

ゼロ災運動推進宣言事業場登録制度のご案内

中災防　全国大会

　中災防主催の全国産業安全衛生大会で日頃の安全衛生活動の取り組みや成果を発表してみませんか？
　ゼロ災運動を推進する事例、ＫＹＴや指差し呼称の活動事例、現在進行形の取り組み事例など業種は問わ
ず幅広く募集しています。詳しくは、毎年１０月頃、中災防ホームページに募集要項が掲載されますので、ぜひ
ご応募ください。お待ちしております。（令和３年度の応募は締め切っております。ご了承ください。）

全国産業安全衛生大会における研究発表を募集しています

私たちが推進するゼロ災運動は、労働災害をゼロにすることを目標に、全員参加で安全と健康

を先取りして、明るくいきいきとした職場風土づくりを目指しています。
どんな職場を目指しているのか具体的に例えるなら、

お問い合わせ先
中央労働災害防止協会（中災防）教育ゼロ災推進部
〒108-0014　東京都港区芝5-35-2　TEL：03-3452-6259　FAX：03-3453-3449

地区安全衛生サービスセンター

中部
安全衛生サービスセンター

近畿
安全衛生サービスセンター

中国四国
安全衛生サービスセンター

九州
安全衛生サービスセンター

TEL：052-682-1731
FAX：052-682-6209

TEL：06-6448-3450
FAX：06-6448-3477

TEL：082-238-4707
FAX：082-238-4716

TEL：092-437-1664
FAX：092-437-1669

北海道
安全衛生サービスセンター

TEL：011-512-2031
FAX：011-512-9612

東北
安全衛生サービスセンター

TEL：022-261-2821
FAX：022-261-2826

関東
安全衛生サービスセンター

TEL：03-5484-6701
FAX：03-5484-6704

ゼロ災運動のシンボルマークゼロ災運動のシンボルマークゼロ災運動のシンボルマーク



トップセミナー（ゼロ災運動トップセミナー）
経営者、工場長などの上級管理者、上級スタッフなど

賛助会員事業場：115,830 円  割引後金額：69,498 円 / 一般事業場：128,700 円  割引後金額：77,220 円

※消費税、宿泊費、食事代を含む

■1日目 管理活動と職場自主活動の一体的な取組みの理解
■２日目 職場自主活動による現場力の強化と、管理者が進める職場自主活動活発化の取り組み方の理解

令和３年度

ゼロ災運動セミナーのご案内

※開催日及び会場は変更となることがあります。

WEB でのお申し込みが簡単です。

１泊２日

「現場に立ち返った安全活動」を行うために、トップに求められる考え方と、具体的な役割・行動について、講演、実技、情報交流、事
例紹介などを交えて体験学習します。

対象者

参加費

賛助会員事業場：117,810 円  割引後金額：70,686 円 / 一般事業場：130,900 円  割引後金額：78,540 円

※消費税、宿泊費、食事代を含む参加費

割引後金額について：中小規模事業場の皆様に対する割引サービス適用後の価格です。割引サービスについては８頁をご覧ください。

ゼロ災　セミナー

開催日

令和3年10月13日（水） ～ 14日（木）第68回 横浜市内（予定）

会場

プロ研（ゼロ災運動プログラム研究会）
ライン管理・監督者、安全衛生スタッフなど

■1日目 管理活動と職場自主活動の一体的な取組みと KY 活動の基本手法の理解
■２日目 職場自主活動の活性化・定着化のポイントの理解
■３日目 管理活動と職場自主活動の現状把握（JISQ45100 活用）、職場の問題解決法の理解、今後の取組みの方向の明確化

２泊３日

管理・監督者が求められる安全衛生管理と職場自主活動の活性化のためのノウハウを講義、実技、グループディスカッションなどを交えて体験学習し
ます。合宿形式を活かして、異業種間の徹底した情報交流とチーム活動を通して、コミュニケーション、チームワークの高め方、職場づくりを体得します。

宿泊は個室利用で、より快適な環境の中で集中して受講いただけます。対象者

第366回

令和3年  8月25日（水） ～ 27日（金）

令和3年  6月16日（水） ～ 18日（金）

令和3年  9月15日（水） ～ 17日（金）

第367回

第368回

東芝研修センター
（横浜市）

第369回

令和4年  1月19日（水） ～ 21日（金）

令和3年11月17日（水） ～ 19日（金）

令和4年  2月16日（水） ～ 18日（金）

第370回

第371回

東芝研修センター
（横浜市）

賛助会員事業場：53,460 円  割引後金額：32,076 円 / 一般事業場：59,400 円  割引後金額：35,640 円

※消費税込み・昼食はつきません参加費

本部トレ研（危険予知活動トレーナー研修会）
現場の KY 活動の推進者、KYTトレーナーを目指す方など

■1日目 KYT の基本手法の理解と安全先取り風土づくりの理解
■２日目 トレーナーの能力向上 / KYT 活用３つのレベルの理解

■３日目 今後の危険予知活動の取り組みに向けて

３日間

現場の危険予知活動の中核を担う人材の養成のため、KYT の正しい考え方（理念）を理解し、手法と指導のノウハウを体験学習します。２日間のトレ研と比べ、
3日間のトレ研（本部）は、トレーナーの指導法の演習や作業指示書作成と指示方法の演習等が盛り込まれ、より具体的で充実したカリキュラムになっています。

対象者

第408回

令和3年  6月23日（水） ～ 25日（金）

令和3年  5月19日（水） ～  21日（金）

令和3年  7月14日（水） ～ 16日（金）

第409回

第410回
安全衛生総合会館
（東京都港区）

安全衛生総合会館
（東京都港区）

第413回

令和3年11月10日（水） ～ 12日（金）

令和3年10月19日（火） ～ 21日（木）

令和3年12月  6日（月） ～   8日（水）

第414回

第415回

令和3年  9月  6日（月） ～   8日（水）第412回 令和4年  3月  2日（水） ～   4日（金）第417回

令和3年  8月  3日（火） ～   5日（木）第411回 令和4年  1月26日（水） ～ 28日（金）第416回

ゼロ災運動を推進し、より良い職場づくり・人づくりを実現するために

「理念 3 原則」と「推進 3 本柱」の理解と実行が必要になります。

ゼロ災運動は、人間尊重を基本理念に掲げています。人間尊重とは、「一人ひとりの人間を平等に大切にす
ること」です。そんなこと当たり前、と思う人がいるかもしれません。しかし、令和元年に労災で亡くなった方・
４日以上休業した方は、１２万人以上もいます。このことは「一人ひとりの人間を平等に大切にする」経営や
事業活動が、未だ企業や事業場に浸透していないことを示しているのではないでしょうか？
ゼロ災運動は、労働災害ゼロを究極の目標に全員参加で安全衛生を先取りし、明るく!健康で快適な職場
づくりを目指しています。そのためには「ルールだからやらせる・上司の指示だからやる」安全衛生だけではなく、
「自分や仲間がケガしないために必要だからやろう」という前向きな安全衛生が求められるのです。
この基本理念を実現するための手法であるＫＹＴ・指差し呼称等、また職場づくりや人づくりなど、みなさん
にお伝えしたいことがたくさんあります。

JISQ45100 は、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格 ISO45001 に、日本独自の安全
衛生活動であるKY活動、4Sなどを要求事項に付加した規格です。これは ISO45001に比べ、より
高い労働災害防止効果を狙いとした規格ともいえます。言い換えれば、ゼロ災運動推進の中核
的手法である「KYT」は JIS 規格においても評価されていると言えます。

職場の誰一人としてケガ（労働災害）をさせ
てはならないという原則。一人ひとりを大事に
する人間尊重の理念に基づくゼロ災運動の出
発点。

ゼロの原則

労働災害を未然に防ぐために、職場や作業
にある全ての危険を事前に発見・把握・解決
しようという原則。

先取りの原則

トップ・管理監督者・スタッフ・一般従業員・
関係会社の全員が人間尊重の理念を抱き、
全員参加で労働災害を未然に防ぐ活動に取
り組もうという原則。

参加の原則

トップは、一切の労働災害を起こさせない、
安全最優先の厳しい姿勢（やる気）を従業
員に示しましょう。

トップの経営姿勢

ライン化の徹底
自分の部下は絶対ケガをさせない。管理監督
者（ライン）は、部下の安全衛生の確保を任
務として、作業に安全衛生を一体として組み込み、
安全衛生管理を徹底しましょう。

職場自主活動の活発化
自分の安全だけでなく、仲間の安全も考える。
ゼロ災運動の手法を使い、チームで職場の自
主性を生かした活動を活発化させて、一人ひと
りが安全な行動をとれる職場にしていきましょう。

理念   原則3 3推進   本柱

自分も仲間も誰一人ケガをしない、させないゼロ災を目指して、まず研修の受講から始めてみませんか？

ゼロ災運動と

KYTと

JISQ45100

Mini column

集合研修 階層別

開催日 会場 開催日 会場

開催日 会場 開催日 会場
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JISQ45100 は、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格 ISO45001 に、日本独自の安全
衛生活動であるKY活動、4Sなどを要求事項に付加した規格です。これは ISO45001に比べ、より
高い労働災害防止効果を狙いとした規格ともいえます。言い換えれば、ゼロ災運動推進の中核
的手法である「KYT」は JIS 規格においても評価されていると言えます。

職場の誰一人としてケガ（労働災害）をさせ
てはならないという原則。一人ひとりを大事に
する人間尊重の理念に基づくゼロ災運動の出
発点。

ゼロの原則

労働災害を未然に防ぐために、職場や作業
にある全ての危険を事前に発見・把握・解決
しようという原則。

先取りの原則

トップ・管理監督者・スタッフ・一般従業員・
関係会社の全員が人間尊重の理念を抱き、
全員参加で労働災害を未然に防ぐ活動に取
り組もうという原則。

参加の原則

トップは、一切の労働災害を起こさせない、
安全最優先の厳しい姿勢（やる気）を従業
員に示しましょう。

トップの経営姿勢

ライン化の徹底
自分の部下は絶対ケガをさせない。管理監督
者（ライン）は、部下の安全衛生の確保を任
務として、作業に安全衛生を一体として組み込み、
安全衛生管理を徹底しましょう。

職場自主活動の活発化
自分の安全だけでなく、仲間の安全も考える。
ゼロ災運動の手法を使い、チームで職場の自
主性を生かした活動を活発化させて、一人ひと
りが安全な行動をとれる職場にしていきましょう。

理念   原則3 3推進   本柱

自分も仲間も誰一人ケガをしない、させないゼロ災を目指して、まず研修の受講から始めてみませんか？

ゼロ災運動と

KYTと

JISQ45100

Mini column

集合研修 階層別

開催日 会場 開催日 会場

開催日 会場 開催日 会場
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指差し呼称の定着研修会
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフ、KYTトレーナーなど

賛助会員事業場：11,8８0 円  割引後金額：7,128 円 / 一般事業場：13,200 円  割引後金額：7,920 円※消費税込み・昼食はつきません

半日講師派遣型 : 15 名 から※

現場での指差し呼称の定着に向けて、正しいやり方・考え方の取得、さらに指差し呼称項目の設定の仕方や現場での指導の仕方を、実技を中心に体験学習します。

対象者

参加費

開催日

第34回

第35回 令和3年  9月27日（月）１３:00～17:00

令和3年  7月27日（火）１３:00～17:00 安全衛生総合会館
（東京都港区）

会場

第36回

第37回

令和3年11月29日（月）１３:00～17:00 安全衛生総合会館
（東京都港区）令和4年  2月  7日（月）１３:00～17:00

▶オンライン開催については６頁をご覧ください。

ドライブレコーダーを活用した日々の交通危険予知活動セミナー
安全運転管理者、安全衛生スタッフ、運転業務従事者（ドライバー）など

賛助会員事業場：23,760 円  割引後金額：14,256 円 / 一般事業場：26,400 円  割引後金額：15,840 円※消費税込み・昼食はつきません

1 日講師派遣型 : 10 名 から※

対象者

参加費

第9回

第10回 令和4年  3月11日（金）１0:00～16:10

令和3年  7月28日（水）１0:00～16:10 安全衛生総合会館
（東京都港区）

従来のイラストシートに加えて、自分にも起こり得る問題としてとらえやすく
するため、ドライブレコーダーの映像を活用した新しい手法「ワンポイン
ト交通 KYT」を体験するなど、「交通危険予知活動」を日々 のミーティ
ングなどで実践できる各種手法を体験学習します。

※４頁の６つのセミナーを同じ内容で講師派遣型の研修をご希望の場合は、各セミナー案内の右上に記載の人数より承ります。講師派遣料金は「参加人数
　×１人当たりの受講料」、「交通費及び宿泊費（当協会規定による）」等で算出します。７頁のオリジナル研修の料金体系と異なりますので、詳細は教育ゼ
　ロ災推進部までお問い合わせください。

KYTをわかりやすく教えるためのセミナー
KYT の指導者（トレーナー）、職場の KYT レベルの向上を目指す管理・監督者など

半日講師派遣型 : 10 名 から※

新たに開発したツールを活用し、「KYT基礎４ラウンド法」を実際に体験しながら各ラウンドのポイントと指導の仕方を体験学習する指導者向けのセミナーです。

対象者

参加費

第15回

第16回 令和3年  9月28日（火）１３:00～17:00

令和3年  6月29日（火）１３:00～17:00 安全衛生総合会館
（東京都港区）

第17回

第18回

令和3年12月20日（月）１３:00～17:00 安全衛生総合会館
（東京都港区）令和4年  3月15日（火）１３:00～17:00

賛助会員事業場：18,810 円  割引後金額：11,286 円 / 一般事業場：20,900 円  割引後金額：12,540 円※消費税込み・昼食はつきません

安全運転のための交通危険予知活動実践セミナー
安全運転管理者、交通KYTトレーナーとなる管理・監督者、安全衛生スタッフ、交通安全担当者、運転業務従事者（ドライバー）など

賛助会員事業場：36,630 円  割引後金額：21,978 円 / 一般事業場：40,700 円  割引後金額：24,420 円※消費税込み・昼食はつきません

２日間講師派遣型 : 15 名 から※

対象者

参加費

交通事故を引き起こす「不安全行動」や、その行動をとろうとした「甘
い判断」「自分勝手な判断」に一人ひとりが「気づき」、「行動変容」を
図ることをめざした「交通危険予知活動」を体験学習します。

令和3年10月  7日（木） ～   8日（金）第100回
安全衛生総合会館
（東京都港区）

実践ヒヤリ•ハット KY 活動セミナー
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフ、KYTトレーナーなど

賛助会員事業場：18,810 円  割引後金額：11,286 円 / 一般事業場：20,900 円  割引後金額：12,540 円※消費税込み・昼食はつきません

半日講師派遣型 : 10 名 から※

対象者

参加費

第3回

第4回 令和4年  3月14日（月）１３:00～17:00

令和3年12月16日（木）１３:00～17:00 安全衛生総合会館
（東京都港区）

ヒヤリ・ハット活動の基本的な考え方、ヒヤリ・ハット情報の対応の仕方
や危険予知（KY）活動への効果的な活かし方等について、講義、事例、
実技を交えて体験学習し、ヒヤリ・ハット活動の定着を目指します。

▶オンライン開催については5頁をご覧ください。

非定常作業の実践 KY 活動セミナー
作業指示する管理・監督者、安全衛生スタッフなど

賛助会員事業場：23,760 円  割引後金額：14,256 円 / 一般事業場：26,400 円  割引後金額：15,840 円※消費税込み・昼食はつきません

1 日講師派遣型 : 10 名 から※

対象者

参加費

第14回

第15回 令和4年  2月  8日（火）１0:00～16:30

令和3年12月21日（火）１0:00～16:30 安全衛生総合会館
（東京都港区）

非定常作業（保守作業やトラブル対処など通常とは異なる作業で、作
業手順書のない作業）で起こるヒューマンエラー事故防止の考え方、有
効な手法、ノウハウ等を、講義、実技を交えながら体験学習します。

▶オンライン開催については5頁をご覧ください。

集合研修 テーマ別

開催日 会場

開催日 会場開催日 会場

開催日 会場

開催日 会場

開催日 会場

開催日 会場
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割引後金額について：中小規模事業場の皆様に対する割引サービス適用後の価格です。割引サービスについては８ページをご覧ください。

オンラインセミナーのお申し込みは、
中災防ホームページからのオンライン上での申込みのみとなりますので、ご注意ください。

ＫＹＴの添削の仕方を学ぼう
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

賛助会員事業場：10,890 円  割引後金額：6,534 円 / 一般事業場：12,100 円  割引後金額：7,260 円※資料代、消費税込み

効果のあるＫＹＴを理解し、ＫＹＴの目指す人づくり、組織づくりにつながる添削の仕方を体験学習します。

対象者

参加費

開催日 開催日

第1回 令和3年  5月27日（木）１３:30～15:30 令和4年  2月  3日（木）  9:30～11:30第2回

新　規

新入者のためのはじめてのＫＹＴ
新入者、はじめてＫＹＴを学ぶ方、安全衛生スタッフなど

会社生活完全ゼロ災のために、安全の基本、危険予知活動の必要性、ＫＹＴの基本的な進め方について学びます。

対象者

参加費

第1回 令和3年  4月　9日（金）１３:30～14:30 令和3年  4月16日（金）  10:30～11:30第2回 令和3年  7月  2日（金）  13:30～14:30第3回

賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

新　規

指差し呼称の定着研修会（オンライン版）
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフ、ＫＹＴトレーナーなど

人気の集合研修「指差し呼称の定着研修会」のオンライン版です。内容は4頁参照。

対象者

参加費

第3回 令和3年  5月12日（水）１３:30～16:30 令和3年  6月  4日（金）  13:30～16:30第4回 令和3年 12月14日（火）  13:30～16:30第5回

賛助会員事業場：11,880 円  割引後金額：7,128 円 / 一般事業場：13,200 円  割引後金額：7,920 円※資料代、消費税込み

高年齢労働者を守る安全の再教育とＫＹＴ
高年齢労働者を管理・監督される方、５５歳以上の現場リーダー、安全衛生スタッフなど

加齢に伴う身体機能の低下を理解するとともに、安全の基礎知識の再学習と加齢によるヒューマン・エラー事故防止のためのＫＹＴの重要性を学びます。

対象者

参加費

第1回 令和3年  7月　5日（月）１３:30～14:30 令和3年12月15日（水）  10:30～11:30第2回

賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

新　規

熱中症の予防対策と危険予知活動
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

日々の健康面の危険予知活動を熱中症予防に活かす方法と熱中症の適切な対処法について、ＫＹ手法を交えながら体験学習します。

対象者

参加費

第1回 令和3年  5月13日（木）１３:30～14:30 令和3年　5月28日（金）  10:30～11:30第2回

賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

新　規

非定常作業の実践 KY 活動セミナー（オンライン版）
作業指示する管理・監督者、安全衛生スタッフなど

人気の集合研修「非定常作業の実践KY活動セミナー」のオンライン版です。内容は4頁参照。

対象者

参加費

第1回 令和3年  5月26日（水）１0:00～16:30

賛助会員事業場：23,760 円  割引後金額：14,256 円 / 一般事業場：26,400 円  割引後金額：15,840 円※資料代、消費税込み

新　規

実践ヒヤリ・ハットＫＹ活動セミナー（オンライン版）
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフ、ＫＹＴトレーナーなど

人気の集合研修「実践ヒヤリ・ハットＫＹ活動セミナー」のオンライン版です。内容は4頁参照。

対象者

参加費

第1回 令和3年  6月　8日（火）１3:00～17:00

賛助会員事業場：18,810 円  割引後金額：11,286 円 / 一般事業場：20,900 円  割引後金額：12,540 円※資料代、消費税込み

新　規

ヒヤリ・ハット活動定着のカギ ～ＫＹ活動への効果的な活かし方～
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

ヒヤリ・ハット活動が低迷する原因やヒヤリ・ハット活動の定着のポイント、日 の々危険予知活動に効果的に活かすための取組みについて学びます。

対象者

参加費 賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

第3回 令和3年  4月23日（金）１0:30～11:30 令和3年  7月20日（火）  13:30～14:30第4回

今さら聞けないＫＹＴの基本
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

ＫＹＴの目的や効果、危険予知訓練の基本手法「ＫＹＴ基礎4ラウンド法」の進め方など、ＫＹＴの基本について学びます。

対象者

参加費 賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

第3回 令和3年  4月16日（金）１3:30～14:30 令和3年  7月20日（火）  10:30～11:30第4回

コーディネーターと楽しく「ＫＹＴ基礎４ラウンド法」をやってみよう！
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフ、一般従業員など

中災防のコーディネーターのリードで、参加者と一緒に「ＫＹＴ基礎4ラウンド法」を解説とともに実技体験して、ＫＹＴの基本的な考え方、進め方を学びます。

対象者

参加費 賛助会員事業場：10,890 円  割引後金額：6,534 円 / 一般事業場：12,100 円  割引後金額：7,260 円※資料代、消費税込み

第3回 令和3年  5月13日（木）9:30～11:30 令和3年  6月  4日（金）  9:30～11:30第4回 令和4年  2月  2日（水）  13:30～15:30第5回

目からウロコ！ＫＹＴ基礎４ラウンド法の指導用ツール
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

「ＫＹＴ基礎4ラウンド法」の第１ラウンドの危険の捉え方と第３ラウンドの対策の考え方を、指導用のラーニングシートを使って学びます。

対象者

参加費 賛助会員事業場：10,890 円  割引後金額：6,534 円 / 一般事業場：12,100 円  割引後金額：7,260 円※資料代、消費税込み

第3回 令和3年  4月23日（金）13:30～15:30 令和3年  7月21日（水）  9:30～11:30第4回 令和4年  2月  3日（木）  13:30～15:30第5回

見直そう！ ＫＹＴとリスクアセスメント
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

危険予知（ＫＹ）とリスクアセスメント（ＲＡ）の目的の違い、正しい進め方、それぞれを効果的に進めるためのポイントを紹介します。

対象者

参加費 賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

第3回 令和3年  6月  3日（木）１3:30～14:30 令和3年 12月15日（水）  13:30～14:30第4回

※５～６頁のオンラインセミナーと同じ内容で社内向けオンラインセミナーをご希望の場合は、教育ゼロ災推進部までご相談ください。

令和３年度 ゼロ災運動セミナーのご案内
オンラインセミナー

半日

120 分

60 分

60 分

60 分

60 分

120 分

120 分

60 分

60 分

1 日

半日

割引後金額について：中小規模事業場の皆様に対する割引サービス適用後の価格です。割引サービスについては８頁をご覧ください。割引後金額について：中小規模事業場の皆様に対する割引サービス適用後の価格です。割引サービスについては８頁をご覧ください。

開催日 開催日 開催日

開催日 開催日

開催日 開催日

開催日 開催日

開催日 開催日

開催日

開催日 開催日 開催日

開催日 開催日 開催日

開催日 開催日

開催日 開催日

開催日

開催日
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事業場で行う教育・研修や安全大会・KY 大会の講演などへ講師を派遣いたします。
オンラインでの研修・講演も承ります。まずは、中災防 教育ゼロ災推進部にご相談ください。

研修会の企画提案から教育・指導までトータル的にサポートいたします！
みなさまの事業場の安全活動の取り組み状況や活動を進める上でのお悩み、ご要望などをお聞きした上で最適なカリ
キュラム・プランをご提案させていただきます。

オリジナル研修

初めてゼロ災運動に取り組もうとしている事業場、既にゼロ災運動を導入している事業場での安全衛生大会・ゼロ災大会
などに講師を派遣します。KYT（危険予知訓練）や指差し呼称に関することだけでなく、トップや管理・監督者の心構え、
コミュニケーションのよい職場づくり、みんながいきいきと働ける職場風土づくりなど、講演テーマはさまざまで、「わかり
やすい」「具体的内容だった」とご好評をいただいております。

■管理者
■監督者
■リーダー
■一般従業員
■新入者
■高年齢労働者

■実践KYでゼロ災風土づくり研修会
■職場の問題解決手法研修会
■災害事例から考えるKYT活用研修会
■KYを活かした適切指示と
　リーダーシップ研修会

■KYTステップアップ研修会
■初めて学ぶKYT基礎研修会
■高年齢労働者のKYTを含めた安全教育
■女性リーダーのためのKYT研修会

講師派遣のご案内（オリジナル研修・講演）

階層・対象別（例）

費用　（下記①～④の合計額） ※（　）内は割引後金額です。割引サービスについては、８頁をご覧ください。

①講師料

②資料代（テキスト作成料、教材費）：研修参加者1名につき1,000円～3,000円程度
③企画料　165,000円以内　割引後金額：99,000円以内
④交通費及び宿泊費　（当協会規定による）

テーマ別（例）

■ゼロ災活動で明るくいきいきとした職場風土づくり
■ヒューマンエラー事故防止と危険予知活動
■ゼロ災活動の活性化・定着のポイント
■職場のコミュニケーションを活性化させるには

■KYTの日々の業務への活かし方
■ヒヤリ・ハット活動のマンネリ防止のポイント
■非定常作業における実践KY活動
■ドライブレコーダーを活用した交通危険予知

講演テーマ（例）

※階層・対象別、テーマ別に多彩なメニューをご用意しております。

※その他、ご希望のテーマをご相談ください。

※原則として、研修参加者 15 名につき 1名の指導者の派遣となります。　※時間外・休日等は、時間帯により 30～50% 割増料金になります。

講　演

種　別

派遣者1名 165,000円
（99,000円）

115,500円
（69,300円）

187,000円
（112,200円）

130,900円
（78,540円）

賛助会員 一　般

1　日 半　日 1　日 半　日

費用　（下記①～②の合計額） ※（　）内は割引後金額です。割引サービスについては、８頁をご覧ください。

①講師料

②交通費及び宿泊費　（当協会規定による）

※時間（9:00～17:00）外・休日等は、時間帯により 30～50% 割増料金になります。

1回９０分まで

９０分を超え３０分ごとに

82,500円（49,500円）

27,500円（16,500円）

99,000円（59,400円）

33,000円（19,800円）

賛助会員 一　般

割引後金額について：中小規模事業場の皆様に対する割引サービス適用後の価格です。割引サービスについては８ページをご覧ください。

オンラインセミナーのお申し込みは、
中災防ホームページからのオンライン上での申込みのみとなりますので、ご注意ください。

ＫＹＴの添削の仕方を学ぼう
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

賛助会員事業場：10,890 円  割引後金額：6,534 円 / 一般事業場：12,100 円  割引後金額：7,260 円※資料代、消費税込み

効果のあるＫＹＴを理解し、ＫＹＴの目指す人づくり、組織づくりにつながる添削の仕方を体験学習します。

対象者

参加費

開催日 開催日

第1回 令和3年  5月27日（木）１３:30～15:30 令和4年  2月  3日（木）  9:30～11:30第2回

新　規

新入者のためのはじめてのＫＹＴ
新入者、はじめてＫＹＴを学ぶ方、安全衛生スタッフなど

会社生活完全ゼロ災のために、安全の基本、危険予知活動の必要性、ＫＹＴの基本的な進め方について学びます。

対象者

参加費

第1回 令和3年  4月　9日（金）１３:30～14:30 令和3年  4月16日（金）  10:30～11:30第2回 令和3年  7月  2日（金）  13:30～14:30第3回

賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

新　規

指差し呼称の定着研修会（オンライン版）
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフ、ＫＹＴトレーナーなど

人気の集合研修「指差し呼称の定着研修会」のオンライン版です。内容は4頁参照。

対象者

参加費

第3回 令和3年  5月12日（水）１３:30～16:30 令和3年  6月  4日（金）  13:30～16:30第4回 令和3年 12月14日（火）  13:30～16:30第5回

賛助会員事業場：11,880 円  割引後金額：7,128 円 / 一般事業場：13,200 円  割引後金額：7,920 円※資料代、消費税込み

高年齢労働者を守る安全の再教育とＫＹＴ
高年齢労働者を管理・監督される方、５５歳以上の現場リーダー、安全衛生スタッフなど

加齢に伴う身体機能の低下を理解するとともに、安全の基礎知識の再学習と加齢によるヒューマン・エラー事故防止のためのＫＹＴの重要性を学びます。

対象者

参加費

第1回 令和3年  7月　5日（月）１３:30～14:30 令和3年12月15日（水）  10:30～11:30第2回

賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

新　規

熱中症の予防対策と危険予知活動
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

日々の健康面の危険予知活動を熱中症予防に活かす方法と熱中症の適切な対処法について、ＫＹ手法を交えながら体験学習します。

対象者

参加費

第1回 令和3年  5月13日（木）１３:30～14:30 令和3年　5月28日（金）  10:30～11:30第2回

賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

新　規

非定常作業の実践 KY 活動セミナー（オンライン版）
作業指示する管理・監督者、安全衛生スタッフなど

人気の集合研修「非定常作業の実践KY活動セミナー」のオンライン版です。内容は4頁参照。

対象者

参加費

第1回 令和3年  5月26日（水）１0:00～16:30

賛助会員事業場：23,760 円  割引後金額：14,256 円 / 一般事業場：26,400 円  割引後金額：15,840 円※資料代、消費税込み

新　規

実践ヒヤリ・ハットＫＹ活動セミナー（オンライン版）
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフ、ＫＹＴトレーナーなど

人気の集合研修「実践ヒヤリ・ハットＫＹ活動セミナー」のオンライン版です。内容は4頁参照。

対象者

参加費

第1回 令和3年  6月　8日（火）１3:00～17:00

賛助会員事業場：18,810 円  割引後金額：11,286 円 / 一般事業場：20,900 円  割引後金額：12,540 円※資料代、消費税込み

新　規

ヒヤリ・ハット活動定着のカギ ～ＫＹ活動への効果的な活かし方～
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

ヒヤリ・ハット活動が低迷する原因やヒヤリ・ハット活動の定着のポイント、日 の々危険予知活動に効果的に活かすための取組みについて学びます。

対象者

参加費 賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

第3回 令和3年  4月23日（金）１0:30～11:30 令和3年  7月20日（火）  13:30～14:30第4回

今さら聞けないＫＹＴの基本
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

ＫＹＴの目的や効果、危険予知訓練の基本手法「ＫＹＴ基礎4ラウンド法」の進め方など、ＫＹＴの基本について学びます。

対象者

参加費 賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

第3回 令和3年  4月16日（金）１3:30～14:30 令和3年  7月20日（火）  10:30～11:30第4回

コーディネーターと楽しく「ＫＹＴ基礎４ラウンド法」をやってみよう！
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフ、一般従業員など

中災防のコーディネーターのリードで、参加者と一緒に「ＫＹＴ基礎4ラウンド法」を解説とともに実技体験して、ＫＹＴの基本的な考え方、進め方を学びます。

対象者

参加費 賛助会員事業場：10,890 円  割引後金額：6,534 円 / 一般事業場：12,100 円  割引後金額：7,260 円※資料代、消費税込み

第3回 令和3年  5月13日（木）9:30～11:30 令和3年  6月  4日（金）  9:30～11:30第4回 令和4年  2月  2日（水）  13:30～15:30第5回

目からウロコ！ＫＹＴ基礎４ラウンド法の指導用ツール
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

「ＫＹＴ基礎4ラウンド法」の第１ラウンドの危険の捉え方と第３ラウンドの対策の考え方を、指導用のラーニングシートを使って学びます。

対象者

参加費 賛助会員事業場：10,890 円  割引後金額：6,534 円 / 一般事業場：12,100 円  割引後金額：7,260 円※資料代、消費税込み

第3回 令和3年  4月23日（金）13:30～15:30 令和3年  7月21日（水）  9:30～11:30第4回 令和4年  2月  3日（木）  13:30～15:30第5回

見直そう！ ＫＹＴとリスクアセスメント
管理・監督者、職場リーダー、安全衛生スタッフなど

危険予知（ＫＹ）とリスクアセスメント（ＲＡ）の目的の違い、正しい進め方、それぞれを効果的に進めるためのポイントを紹介します。

対象者

参加費 賛助会員事業場：4,950 円  割引後金額：2,970 円 / 一般事業場：5,500 円  割引後金額：3,300 円※資料代、消費税込み

第3回 令和3年  6月  3日（木）１3:30～14:30 令和3年 12月15日（水）  13:30～14:30第4回

※５～６頁のオンラインセミナーと同じ内容で社内向けオンラインセミナーをご希望の場合は、教育ゼロ災推進部までご相談ください。

令和３年度 ゼロ災運動セミナーのご案内
オンラインセミナー

半日

120 分

60 分

60 分

60 分

60 分

120 分

120 分

60 分

60 分

1 日

半日

割引後金額について：中小規模事業場の皆様に対する割引サービス適用後の価格です。割引サービスについては８頁をご覧ください。割引後金額について：中小規模事業場の皆様に対する割引サービス適用後の価格です。割引サービスについては８頁をご覧ください。

開催日 開催日 開催日

開催日 開催日

開催日 開催日

開催日 開催日

開催日 開催日

開催日

開催日 開催日 開催日

開催日 開催日 開催日

開催日 開催日

開催日 開催日

開催日

開催日
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事業場で行う教育・研修や安全大会・KY 大会の講演などへ講師を派遣いたします。
オンラインでの研修・講演も承ります。まずは、中災防 教育ゼロ災推進部にご相談ください。

研修会の企画提案から教育・指導までトータル的にサポートいたします！
みなさまの事業場の安全活動の取り組み状況や活動を進める上でのお悩み、ご要望などをお聞きした上で最適なカリ
キュラム・プランをご提案させていただきます。

オリジナル研修

初めてゼロ災運動に取り組もうとしている事業場、既にゼロ災運動を導入している事業場での安全衛生大会・ゼロ災大会
などに講師を派遣します。KYT（危険予知訓練）や指差し呼称に関することだけでなく、トップや管理・監督者の心構え、
コミュニケーションのよい職場づくり、みんながいきいきと働ける職場風土づくりなど、講演テーマはさまざまで、「わかり
やすい」「具体的内容だった」とご好評をいただいております。

■管理者
■監督者
■リーダー
■一般従業員
■新入者
■高年齢労働者

■実践KYでゼロ災風土づくり研修会
■職場の問題解決手法研修会
■災害事例から考えるKYT活用研修会
■KYを活かした適切指示と
　リーダーシップ研修会

■KYTステップアップ研修会
■初めて学ぶKYT基礎研修会
■高年齢労働者のKYTを含めた安全教育
■女性リーダーのためのKYT研修会

講師派遣のご案内（オリジナル研修・講演）

階層・対象別（例）

費用　（下記①～④の合計額） ※（　）内は割引後金額です。割引サービスについては、８頁をご覧ください。

①講師料

②資料代（テキスト作成料、教材費）：研修参加者1名につき1,000円～3,000円程度
③企画料　165,000円以内　割引後金額：99,000円以内
④交通費及び宿泊費　（当協会規定による）

テーマ別（例）

■ゼロ災活動で明るくいきいきとした職場風土づくり
■ヒューマンエラー事故防止と危険予知活動
■ゼロ災活動の活性化・定着のポイント
■職場のコミュニケーションを活性化させるには

■KYTの日々の業務への活かし方
■ヒヤリ・ハット活動のマンネリ防止のポイント
■非定常作業における実践KY活動
■ドライブレコーダーを活用した交通危険予知

講演テーマ（例）

※階層・対象別、テーマ別に多彩なメニューをご用意しております。

※その他、ご希望のテーマをご相談ください。

※原則として、研修参加者 15 名につき 1名の指導者の派遣となります。　※時間外・休日等は、時間帯により 30～50% 割増料金になります。

講　演

種　別

派遣者1名 165,000円
（99,000円）

115,500円
（69,300円）

187,000円
（112,200円）

130,900円
（78,540円）

賛助会員 一　般

1　日 半　日 1　日 半　日

費用　（下記①～②の合計額） ※（　）内は割引後金額です。割引サービスについては、８頁をご覧ください。

①講師料

②交通費及び宿泊費　（当協会規定による）

※時間（9:00～17:00）外・休日等は、時間帯により 30～50% 割増料金になります。

1回９０分まで

９０分を超え３０分ごとに

82,500円（49,500円）

27,500円（16,500円）

99,000円（59,400円）

33,000円（19,800円）

賛助会員 一　般
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中災防は、中小規模事業場の皆様に中災防の実施するセミナー・研修会や安全衛生
技術サービスをより一層利用いただくために、利用料金を割引するサービスを実施して
おります。

割引サービスをご利用になるときは、申込書の該当欄にチェックマーク（　）をつけ、セミナーに参加される事業場の直近の
「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事業主控）」の写し（労働基準監督署の受付印の入っているもの）を
添付（FAX可）してお申し込みください。同年度内（４月～３月）で２回目以降割引サービスをご利用になる場合、申込書
の該当欄に事業場の労働保険番号をご記入いただくか、直近の上記書類の写しを添付してください。
※なお、ご利用後、アンケート調査にご協力いただきます。また、虚偽等が判明した場合は、割引額を返還いただくことがあります。

下の2点を満たす事業場が割引対象事業場です

①常時使用する労働者の数が 300 人未満の事業場であること
②労働者災害補償保険の適用事業場であること

［割引サービス］
について

 あなたの職場の従業員は、

明るく、いきいきと
働いていますか？

 あなたの職場の従業員は、

明るく、いきいきと
働いていますか？

ゼロ災運動&セミナー・講師派遣のご案内ゼロ災運動&セミナー・講師派遣のご案内
令和3年度令和3年度令和3年度

ゼロ災運動のキーワード「理念 3 原則」「推進 3 本柱」って知ってますか？
「ゼロ災運動」この言葉を初めて聞いた人も知っている人も

このパンフレットを開いてみてください。
私たちが推進しているゼロ災運動についてご紹介します！

毎日笑顔で、お互いに
挨拶できる職場

仕事で困っている人が
いたら、一声かけて

助け合う職場

みんなで安全と健康を
考え、問題があれば

みんなで解決を図る職場

女性、高年齢労働者、障がい者など多様な人材が同じ職場で働く中で、ゼロ災運動によるコミュニケー
ション UP が、明るく活力ある職場づくりに好影響を与えることが期待されています。

って何のこと？

理念   原則3
って何だろう？

3推進   本柱

ゼロ災運動

　ゼロ災運動の推進を社内外に宣言し、「人間尊重」を経営の原点にすえて安全衛生活動を展開しませんか？
　中災防では、「ゼロ災運動推進宣言事業場登録制度」を設けています。ご登録いただくと、中災防ホームペー
ジ等に企業（事業場）名が掲載され、働く人を大切にしている事業場であると認知されるとともに、事業場が
一丸となってゼロ災運動に取り組むきっかけづくり、安全衛生活動のレベルアップにつながります。
　中災防教育ゼロ災推進部がゼロ災運動の一層の推進、定着までを全面的にバックアップいたしますので、
ぜひご登録ください。詳しくは、中災防ホームページをご覧ください。

ゼロ災　宣言事業場

ゼロ災運動推進宣言事業場登録制度のご案内

中災防　全国大会

　中災防主催の全国産業安全衛生大会で日頃の安全衛生活動の取り組みや成果を発表してみませんか？
　ゼロ災運動を推進する事例、ＫＹＴや指差し呼称の活動事例、現在進行形の取り組み事例など業種は問わ
ず幅広く募集しています。詳しくは、毎年１０月頃、中災防ホームページに募集要項が掲載されますので、ぜひ
ご応募ください。お待ちしております。（令和３年度の応募は締め切っております。ご了承ください。）

全国産業安全衛生大会における研究発表を募集しています

私たちが推進するゼロ災運動は、労働災害をゼロにすることを目標に、全員参加で安全と健康

を先取りして、明るくいきいきとした職場風土づくりを目指しています。
どんな職場を目指しているのか具体的に例えるなら、

お問い合わせ先
中央労働災害防止協会（中災防）教育ゼロ災推進部
〒108-0014　東京都港区芝5-35-2　TEL：03-3452-6259　FAX：03-3453-3449

地区安全衛生サービスセンター

中部
安全衛生サービスセンター

近畿
安全衛生サービスセンター

中国四国
安全衛生サービスセンター

九州
安全衛生サービスセンター

TEL：052-682-1731
FAX：052-682-6209

TEL：06-6448-3450
FAX：06-6448-3477

TEL：082-238-4707
FAX：082-238-4716

TEL：092-437-1664
FAX：092-437-1669

北海道
安全衛生サービスセンター

TEL：011-512-2031
FAX：011-512-9612

東北
安全衛生サービスセンター

TEL：022-261-2821
FAX：022-261-2826

関東
安全衛生サービスセンター

TEL：03-5484-6701
FAX：03-5484-6704

ゼロ災運動のシンボルマークゼロ災運動のシンボルマークゼロ災運動のシンボルマーク
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