
ＤＶＤ・ビデオリスト 
 

当協会では、会員事業所を対象にＤＶＤ・ビデオの無料貸し出しを行っています。 

事業所内研修等にご活用ください。 
 

Ⅰ  一般教育用 ＤＶＤ 
（2020/04 現在） 

№ ジャンル タイトル・内容 時間 備考 

1 労務管理 有給休暇が決め手！  ～新しい発想と業務の効率化を生む企業経営～ 34分  

2 健康・衛生管理 眠れてますか？  ～うつの早期発見と自殺予防～ 20分  

3 健康・衛生管理 健康管理と水分補給  ～水は生命の源、熱中症、生活習慣病の予防と対策～ 50分  

4 健康・衛生管理 誰もが危険  熱中症の新常識 22分  

5 健康・衛生管理 転倒予防体操  ～滑り・つまずき・踏み外しを防ぐ～ 24分 解説書付 

6 健康・衛生管理 腰痛 その予防と対処法   ｢新・腰痛予防対策指針｣対応版 20分  

7 健康・衛生管理 健康１分間メモ１０話 20分  

8 安全教育 第１巻 指差呼称のめざすもの  ～エラー事故防止のキメテ～ 15分  

9 安全教育 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～ 18分  

10 安全教育 安全１分間メモ１０話 15分  

11 安全教育 ｢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～ 18分  

12 安全教育 プレス金型交換作業を安全に 28分  

13 安全・衛生教育 クリーン作戦推進法 上巻  仕事を磨き・人を磨く  ～４Ｓ徹底のカギ～ 14分  

14 安全・衛生教育 クリーン作戦必勝法 下巻  気づき・守る気・続ける気  ～４Ｓ徹底のノウハウ～ 14分  

15 安全・衛生教育 日々の作業行動災害を防ぐ  ～点検・確認・確認！～ 18分  

16 安全・衛生教育 ヒューマンエラー対策１０  ｢第１巻 事故頻度トップ３の対策編｣ 27分  

17 安全・衛生教育 ヒューマンエラー対策   ｢第３巻 不注意と安全への動機づけ｣ 16分  

18 技能教育 フォークリフト作業の安全  ～点検・走行・操作～ 25分  

19 技能教育 電気取扱い作業の安全  ～低圧電気の基礎知識～ 18分  

20 技能教育 研削といしの取替え作業  グラインダの正しい使い方-２ 14分  

21 技能教育 有機溶剤中毒を防ぐ 20分  

22 技能教育 足場作業等の安全  ～足場からの墜落を防ごう～ 20分  

23 技能教育 転倒災害はこうして防ぐ  ～転ばぬ先の安全知識～ 17分  

24 危険予知（ＫＹＴ） 第３巻 危険予知訓練４ラウンド法 28分  

25 危険予知（ＫＹＴ） 第４巻 短時間危険予知訓練 22分  

26 危険予知（ＫＹＴ） 第６巻 １人危険予知訓練・健康危険予知 25分  



27 危険予知（ＫＹＴ） 危険予知活動のめざすもの  ～ヒューマンエラー事故をなくそう～ 18分  

28 危険予知（ＫＹＴ） 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～ 23分  

29 危険予知（ＫＹＴ） 最新-ＫＹＴの進め方  ～基礎４ラウンド法研修用～ 23分  

30 危険予知（ＫＹＴ） ｢どんな危険がひそんでいるか｣徹底訓練  ～ＫＹＴ基礎ラウンド法の進め方～ 27分  

31 リスクアセスメント リスクアセスメントとは  ～リスク編～ 10分  

32 リスクアセスメント リスクアセスメントとは  ～アセスメント編～ 10分  

33 リスクアセスメント リスクアセスメント  ～工作機械作業編～ 23分  

34 リスクアセスメント みんなでリスクアセスメント  ～アセスメント徹底演習～ 25分  

35 リスクアセスメント コントロールバンディングの進め方  ～化学物質の実用的なリスクアセスメント～ 17分  

36 リスクアセスメント リスクアセスメントのすすめ方  ～運輸業等における荷役災害の防止～ 20分  

37 リスクアセスメント リスクアセスメントのすすめ方  ～流通・小売業における行動災害の防止～ 20分  

38 リスクアセスメント リスクアセスメントのすすめ方  ～金属加工作業～ 20分  

39 リスクアセスメント リスクアセスメントのすすめ方  ～木工加工作業～ 20分  

40 リスクアセスメント リスクアセスメントのすすめ方  ～印刷・製本作業～ 20分  

   

Ⅱ  一般教育用 ＶＨＳビデオ 
  

№ ジャンル タイトル・内容 時間 備考 

51 労務管理 有給休暇が決め手！  ～新しい発想と業務の効率化を生む企業経営～ 34分 DVD №1 

52 労務管理 入門「ＯＳＨＭＳ」  ～労働安全衛生マネジメントシステムの概要～ 20分  

53 労務管理 こころだって風邪をひく  ～メンタルヘルス対策を進めよう～ 41分  

54 労務管理 所定外労働削減を考える  ～あってはならない事態が、今あなたの会社に・・・～ 24分  

55 労務管理 定時に帰ろう  ～所定外労働削減に向けて 22分  

56 労務管理 しっかり休みいきいき働く  ～長期休暇（Ｌ休暇）の提案～ 32分  

57 労務管理 レッツ・ゴー！時短  ～卸売・小売業編～ 30分  

58 労務管理 実施しています、週 40時間労働制  ～道路貨物運送業編～ 23分  

59 労務管理 ゆとり発進 快適通勤  ～フレックスタイム制・時差通勤制のすすめ～ 25分  

60 労務管理 笑顔輝く明るいパート  ～パートタイム労働者の適正な労働条件確保の手引き～ 26分  

61 労務管理 週 40時間労働制でゆとりとやる気  ～病院・社会福祉施設編～ 27分  

62 健康・衛生管理 現場で役立つ熱中症対策  ～予防から救急処置まで～ 13分  

63 安全教育 たかが脚立！？ されど脚立！？ 19分  

64 安全・衛生教育 石綿の特性と使用状況  ～石綿工事の事前準備～ 14分  



65 安全・衛生教育 石綿工事の実際と防護対策  ～石綿作業レベル 1，2～ 17分  

66 危険予知（ＫＹＴ） 危険予知活動のめざすもの  ～ヒューマンエラー事故をなくそう～ 18分 DVD№27 

67 危険予知（ＫＹＴ） ｢どんな危険がひそんでいるか｣徹底訓練  ～ＫＹＴ基礎ラウンド法の進め方～ 27分 DVD№30 

68 リスクアセスメント リスクアセスメントの考え方、進め方 20分 
DVD№31 

DVD№32 

   

Ⅲ  建設関係教育用  ＤＶＤ   

№ ジャンル タイトル・内容 時間 備考 

71 安全教育（建設） ヒューマンエラーの謎を解く  ～建設機械とヒューマンエラー～ 23分  

72 安全教育（建設） 新規入場者の心得 12 ヶ条  ～一緒に学ぼう、安全の基本～ 14分  

73 安全教育（建設） 不安全行動を正す教え方  ～職長による安全指導のポイント～ 21分  

74 安全教育（建設） 近道・省略行動がまねく危険！  ～災害事例から読み解く安全の極意～ 25分  

75 安全教育（建設） 電動丸のこの使い方  ～知らないとケガをする！～ 29分  

76 安全教育（建設） 心のすきま  ～労働災害防止と職長の役割（とび工事編）～ 19分  

77 安全教育（建設） 知っておこう 災害発生時のあなたの役割  ～災害発生・災害発生時の措置～ 32分  

78 安全・衛生教育（建設） 振動障害にならないために  ～正しい作業と健康管理～ 20分  

79 安全・衛生教育（建設） 
建設業安全衛生教育補助教材シリーズ〔Ⅰ〕  

みんなで学ぶ建設労働災害と安全への道しるべ 
  

80 安全・衛生教育（建設） 
建設業安全衛生教育補助教材シリーズ〔Ⅱ〕   

災害を二度と起こさないために！！  -災害事例研究の進め方- 
  

81 安全・衛生教育（建設） 
建設業安全衛生教育補助教材シリーズ〔Ⅲ〕   

あなたは愛する仲間を救えますか  -現場で役立つ救命・応急- 
  

82 安全・衛生教育（建設） 
建設業安全衛生教育補助教材シリーズ〔Ⅳ〕 

知っていますか！安全作業の資格を  -建設業安全衛生資格マニュアル- 
  

83 技能教育（建設） 切る・削る・磨くの危機  ～建設業での自由研削用グラインダの取扱いと安全～ 31分  

84 リスクアセスメント（建設） 職長さんのやさしいリスクアセスメント  ～基礎知識編・実践編～ 20分 資料有 

   

Ⅳ  林材業関係教育用  ＤＶＤ   

№ ジャンル タイトル・内容 時間 備考 

91 技能教育(林) 刈払機の安全作業 21分  

92 技能教育(林) 刈払機作業と点検・整備 20分  

93 技能教育(林) 蜂に注意   ～虫刺されに対する対策～ 22分  

94 技能教育(林) 木材加工用機械作業主任者とその職務 20分  

95 技能教育(林) 製材業の安全 21分  

96 技能教育(林) かかり木処理作業の安全 21分  

97 技能教育(林) 伐木造材作業 21分  

 


