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標題 分類 発行 時間
1 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～ ＭＳ 安全衛生映像研究所 ２６分
2 よくわかる改正労働安全衛生法～自立的な安全衛生管理 ＭＳ 安全衛生映像研究所 ２０分
3 労働安全衛生マネジメントシステムと職長 ①職長の安全活動 ＭＳ 労働調査会 ２１分
4 労働安全衛生マネジメントシステムと職長 ②みんなで見つける現場の危険 ＭＳ 労働調査会 １８分
5 安全衛生マネジメントシステムの評価 ＭＳ 安全衛生映像研究所 ２６分
6 安全衛生を先取りするリスクアセスメント ＭＳ 安全衛生映像研究所 ２０分
7 働く人の腰痛予防 衛生 安全衛生映像研究所 １８分
8 足場が語る足場のはなし 建設 １７分
9 足場を見極める 建設 ２４分

10 快適で健康的な住宅で暮らすために シックハウス対策 建設 １５分
11 型枠大工工事編 安全作業のコツ 建設 １８分
12 型枠大工工事編 二人の新規入場者 建設 １７分
13 これでいいのか 新規入場時教育 建設 労働調査会 １５分
14 知っていますか？建退共 建設 労働調査会 １７分
15 新版 墜落時の波紋 油断が招いた大きな災害 建設 労働調査会 １８分
16 専門工事店ごとでおこなう雇用時教育のための約束 建設 ２８分
17 入場初日を甘く見るな 建設 労働調査会 １５分
18 魔の一瞬 ＜脚立・梯子 編＞ 建設 労働調査会 ２５分
19 専門工事業者の安全衛生マネジメントシステム 熊谷組編 建設・ＭＳ 労働新聞社 ３４分
20 ゼロ災害に賭ける 心を運び、心で運転 交通 安全衛生映像研究所 ２５分
21 交通ヒヤリマップの作り方・活かし方 交通 安全衛生映像研究所 ２２分
22 私たちは走る会社です 物流業の安全とサービス 交通 安全衛生映像研究所 ２２分
23 石綿含有建築物の解体・修繕工事 レベル３ 実作業編 石綿 アスベスト対策研究会 １３分
24 石綿工事の事前準備 石綿の特性と使用状況 石綿 アスベスト対策研究会 １４分
25 石綿作業 レベル１・２ 石綿工事の実際と防護対策 石綿 アスベスト対策研究会 １７分
26 パワーハラスメント ①パワーハラスメントとはなにか メンタル 日本経済新聞社 ２０分
27 パワーハラスメント ①パワーハラスメントを生まない職場づくり メンタル 日本経済新聞社 ２０分
28 職場のメンタルヘルス 自治労安全衛生ビデオ メンタル 自治労
29 「安全と健康」の話 新しく職場に入ったあなたへ 安全 安全衛生映像研究所
30 ４０歳を越えたら 加齢と安全 安全 安全衛生映像研究所 １７分
31 ＴHP（トータル・ヘルス・プロもション・プラン）運動早わかり 安全 安全衛生映像研究所
32 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 安全 安全衛生映像研究所 １８分
33 あなたの安全・私の安全 安全意識１００人に聴きました 安全 社会経済生産性本部
34 製造業のための労働安全のすべて①安全管理の基本 安全 日本経済新聞社 ２０分
35 製造業のための労働安全のすべて②安全作業の実際 安全 日本経済新聞社 ２０分
36 パート社員の一日（製造業編） 安全健康１０のポイント 安全 安全衛生映像研究所 １８分
37 ヒヤリ・ハットで安全先取り 安全 安全衛生映像研究所 １５分
38 ベテランの中小事業場指導(上) 安全管理のポイント 安全 労働調査会 ２０分
39 ベテランの中小事業場指導(下) 安全教育のポイント 安全 労働調査会 ２０分
40 みんなで５Ｓ・サービス業 整理・整頓・清掃・清潔・親切 安全 安全衛生映像研究所 １５分
41 職場点検活動 参加・工夫・改善 自治労安全衛生ビデオ 安全 自治労
42 新入社員の安全と健康 安全 安全衛生映像研究所 ２２分
43 元気な職場をつくるメンタルヘルス ストレス一日決算主義のセルフケア メンタル アスパ クリエイト ２０分
44 元気な職場をつくるメンタルヘルス こうすればできる！職場復帰 メンタル アスパ クリエイト ２１分
45 元気な職場をつくるメンタルヘルス 管理職によるメンタルヘルス メンタル アスパ クリエイト ２０分
46 安全衛生の基礎事典～新任担当者のために～ 安全 ＰＲＣ ２７分
47 効果的な安全パトロールとは～その考え方と計画・事後措置～ 安全 ＰＲＣ ２４分
48 ヒヤリ・ハット～放置すれば災害へ 分析すれば安全へ～ 安全 プラネックス １５分
49 NHKプロジェクトX 霞ヶ関ビル 超高層への果てなき闘い その他 NHKソフトウェア ４３分
50 NHKプロジェクトX 厳冬 黒四ダムに挑む その他 NHKソフトウェア ４３分
51 メンタルヘルス新世紀 うつ病 見えてきた新たな対策 メンタル 自己啓発協会 ３７分
52 新・５分間ショートチェック ＳＣ－５ （建設工事の安全ビデオシリーズ） 建設 コムリンク ２１分
53 魔の一瞬Ⅱ ＜電動・エアー工具 編＞ 建設 プラネックス ２８分
54 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めざして～ 安全 安全衛生映像研究所 ２２分
55 ヒューマンエラー災害と対策 第１巻 ヒューマンエラーの原因を知ろう 安全 プラネックス １６分
56 ヒューマンエラー災害と対策 第２巻 ヒューマンエラーを防ごう 安全 プラネックス １８分
57 高年齢者の安全対策 安全 アスパ クリエイト ２０分
58 見てわかるパワーハラスメント対策① 気づこう！パワーハラスメント メンタル アスパ クリエイト ２２分
59 見てわかるパワーハラスメント対策② 管理者がパワハラ加害者にならないためにメンタル アスパ クリエイト ２５分
60 心とからだのコミュニケーション体操 会議・研修会編 メンタル 安全衛生映像研究所 １５分
61 心とからだのコミュニケーション体操 立ち作業編 メンタル 安全衛生映像研究所 １５分
62 心とからだのコミュニケーション体操 座り作業編 メンタル 安全衛生映像研究所 １７分
63 安全と健康はあなたのもの～食料品製造業編～ 安全 安全衛生映像研究所 １５分
64 病の起源 心臓病 ～高性能ポンプの落とし穴～ その他 NHKソフトウェア ４９分
65 病の起源 がん ～人類進化が生んだ病～ その他 NHKソフトウェア ４９分
66 病の起源 うつ病 ～防衛本能がもたらす宿命～ その他 NHKソフトウェア ４９分
67 病の起源 糖尿病 ～想定外の「ぜいたく」～ ＢＯＯＫ ＆ ＤＶＤ その他 小学館 ５０分
68 ハラスメントの相談員セミナー No.3 適切な相談から防止対策まで メンタル アトリエエム 70分・58分
69 ハラスメントの相談員セミナー No.4 適切な相談から防止対策まで メンタル アトリエエム 75分・58分
70 腰痛 その予防と対処法 安全 安全衛生映像研究所 ２０分
71 転倒災害はこうして防ぐ～転ばぬ先の安全の知恵～ 安全 安全衛生映像研究所 17分
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