2017

港湾労災防止協会 安全衛生図書・用品カタログ
法規・テキスト
安全管理者選任時研修テキスト

港湾貨物運送事業労働災害防止規程の解説
○改正された港湾貨物運送事業労働災害防
止規程について、全条文を収録、併せて関
係法令、通達等加えて詳細にわかりやすく
解説
○平成13年以来の改訂、A5版からB5版に
拡大
○改正された法令内容（危険性又は有害性
等の調査とその結果に基づく措置、長時
間労働者に対する医師による面接指導、
特定化学物質等障害予防規則等）に基づ
き改訂
○第１章（総則）から第13章（規程の実施を確保するため
の措置）まで全14章に分類し、各作業別に解説
○管理監督者、現場安全衛生担当者等の必携の書

21年3月改訂

○労働災害防止団体法により順守が義務づけら
れた港湾貨物運送事業労働災害防止規程全条
文を掲載したハンディな港湾のルールブック
○現場の作業指揮者、安全衛生担当者必携の書、
安全パトのチェックリストとしても便利

28年7月改訂

−港湾貨物運送事業−

港湾労災防止協会

A5版142頁

￥720

労働安全衛生関係法令
−港湾貨物運送事業−

○労働安全衛生法の改正によりリスクアセスメ
ントの実施が努力義務とされたことから、こ
れに対応する、リスク管理を中心にしたテキ
スト
各種講習のサブテキストとしても有効

27年11月改訂

B5版88頁

￥830

安全衛生推進者能力向上教育（初任時）
テキスト
○労働安全衛生法で中小規模事業場に選任が義
務づけられている安全衛生推進者の能力向上
教育用テキスト、安全衛生担当者の必携の書
○能力向上教育指針で定められた教育カリキュ
ラムの危険性・有害性の調査等に対応できる

○港湾貨物運送事業に関係のある条項を抜粋
○各免許、技能講習等の副読本として最適

B5版114頁

B5版200頁 ￥3,090

接指揮し、又は監督する者に対し、安全又は
衛生の教育を行わなければならない」に基づ
く教育に適した テキスト
○職長、組長、監督等の必読の書

26年9月発刊

A5版439頁 ￥2,020

○揚貨装置運転士免許取得に当たっての必読の書
○揚貨装置の概要、揚貨装置、玉掛け用具の概
要についてわかりやすい記述
○力学に関する知識において、SI単位系の記述
の充実
○図、写真等を入れ替え、理解のしやすさが向上

27年12月改訂

24年1月改訂

○港湾災防規程第277条「作業中の労働者を直

揚貨装置安全運転必携（過去問題集付）

￥3,090

船内荷役作業主任者テキスト

B5版103頁

￥830

沿岸荷役主任者テキスト
○沿岸荷役主任者のための必読の書
○沿岸荷役主任者講習のカリキュラムに基づき
編集
○関係法令等を最新のものに改訂
○図、写真等を入れ替え、理解しやすさが向上

28年3月改訂

B5版232頁 ￥3,090

ストラドルキャリヤーの安全運転

○船内荷役作業主任者技能講習のための必読の

○特別教育に準じた教育として厚生労働省の通
達で定められたストラドルキャリヤー運転業

書
○作業の指揮に必要な知識、船舶設備・荷役機
械等の構造及び取扱いの方法、荷役作業及び
合図の方法についてわかりやすく記述
○図等を入れ替え、理解のしやすさが向上
港湾労災防止協会

リスクアセスメントの進め方

職長等の安全衛生テキスト

○26年11月1日から施行されたＤＤＶＰ等にか
かる健康障害防止措置の拡充についての労働
安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則の一
部改正等を収録

28年10月改訂

船内荷役作業主任者テキスト

B5版197頁 ￥1,550

よう充実した内容に改訂

᷼ḧ⽻‛ㆇㅍᬺഭἴኂ㒐ᱛදળ

労働安全衛生関係法令

24年5月改訂

B5版843頁 ￥3,300

港湾貨物運送事業労働災害防止規程
᷼ḧ⽻‛ㆇㅍᬺഭἴኂ㒐ᱛⷙ⒟

○労働安全衛生規則で定められ、安全管理者の
選任時の資格要件となっている選任時研修用
テキスト
○港湾貨物運送事業に則した港湾独自の分かりや
すい演習事例、リスク低減の改善事例、安全衛
生計画例等を掲載
○港湾貨物運送事業に則したリスクアセスメン
トの研修用教材としても便利

29年1月改訂

B5版177頁

￥3,090

※表示価格には8％の消費税を含んでいます。

務の安全教育用テキスト
○ストラドルキャリヤーの概要、構造、安全運
転について分かりやすく記述

24年9月改訂

／別途発送料を承ります。

B5版195頁 ￥3,090

リスクアセスメント推進用品
リスクアセスメントKY活動表
KR-2

サイズ：450×600mm 材質：ホーローホワイトボード
（水性ペン黒1本・消し具・受け皿付）
（上部吊り下げ用金具、スライド式）

￥9,257
別売

計算式（足し算式）マグネットシート
KR-3

サイズ：65×315mm

材質：マグネットシート

￥514
※別売KYスタンド（KR-59）がご使用になれます。

ホワイトボードはかけ算式の計算式が印刷されていますが、別売り
で足し算式の計算式（マグネットシート）もございます。

たれ幕

■使用例

KR-1

■寸法図（mm）

サイズ：1800×450×0.25mm厚
材 質：ユニビニール
（穴4スミ ハトメ50cmヒモ4本付）

￥2,057
計算式プレートの差込方法

リスクアセスメントKY活動表（ポケット付） KR-4
付属品
計算式プレート
（足し算式）
用紙の差し込み方法

サイズ：80×420×0.5mm厚
材 質：塩ビ板
※かけ算式は本体に印刷されています。
プレートを差込めば足し算式になります。

A3サイズKY用紙

サイズ：
297×420
（A3サイズ）
材 質：紙

関連商品のご案内
マグネット付ハンガー
KR-5（白）KR-6（黄）各￥1,028
サイズ：70×55×12mm厚
材 質：ABS樹脂ゴムマグネット 耐荷重：2kg

特

丸めて持ち運びも簡単！

徴

・リスクアセスメントKYの記入例が印刷されており、わかりやすく使えます。
・丸めて持ち運びも簡単です。
・A3のオリジナル書式も入れられます。
・計算式が2種類（かけ算式、足し算式）付で選べます。

サイズ：700×450mm 材 質：ターポリン（上下パイプ入り・A3サイズKY用紙1枚・計算式プレート・吊り下げひも付）

￥4,114

危険予知ボード

KY スタンド

・
の記録
動内容
KY 活 ができます
保管

KR-59
サイズ：955×
634×111mm
材質：鉄製
（アイボリー
塗装仕上げ）

￥5,862
KR-57

KR-58

サイズ：450×600mm
（厚み：本体20mm受け53mm）
材質：木
（消し具・受け皿付）

￥3,702

黒板は別売です。
※KR-57、58がご使用に
なれます。

ĺĶĶ

サイズ：450×600mm
（厚み：本体9mm受け67mm）
材質：ホーローホワイトボード（水性ペン
黒・消し具・受け皿付）￥9,771

450×600mmの黒板を
セットして使えるス
タ ン ド。 コ ン パ ク ト
で移動も簡単です。

Ķķı
ķĴĵ

ンパ
軽量コ設計
クト

簡単に取り付けるこ
とができます。

運び
持ち ！
簡単

ビニール式 KY ボード
書き込み専用用紙

・
の記録
動内容 ます
活
Y
K
でき
保管が
〈設置例〉900×1800mmの中に6枚掲示できます。

KR-60
サイズ：350×460mm
材質：軟質ビニール・ヒモ付
［表面透明ビニールカ
バー付危険予知活動表
用紙1枚付（A3サイズ）
］

￥1,542

KR-61

KR-62

サイズ：257×364mm
材質：紙［1冊25枚綴り］

サイズ：297×420mm
材質：紙［1冊25枚綴り］

￥411 B4サイズ

￥411 A3サイズ

※表示価格には8％の消費税を含んでいます。

／別途発送料を承ります。

腕

章

他

共通仕様

サイズ：70×380mm
材質：ベルセード生地
ブロッキー加工
ビニール掛

船内荷役作業主任者腕章

沿岸荷役主任者腕章

はい作業主任者腕章

￥1,030

手帳・小冊子等
修了証ケース

危険予知・指差呼称手帳

（ビニール製）

○朝の全体朝礼から終業まで作業別に危険予知の進め方を説明
○カラー印刷／各頁にイラスト

ポケット版59頁

B8判

1部￥110

￥930

指差呼称推進ポスター

フォークリフト運転者安全ポケットブック
○運転者が毎日の作業を正しく、安全に行うための手帳
○2色刷／各頁にイラスト

ポケット版77頁

￥720

B2判

1部￥210

点検票等
危険物又は有害物事前連絡表

A4版

100枚綴

￥720

フォｰクリフト点検票（作業開始前・仕業点検）

B6版

複写式50組

￥720

フォｰクリフト定期（月次）自主検査票

B5版

複写式50組

￥720

注文先一覧

図書・用品のお申し込みは下記の所属総支部にお願いいたします。

北海道総支部

〒053-0011

苫小牧市末広町3-8-18
森林組合ビル3階
☎0144-31-0390 FAX 0144-31-0391

大阪総支部

〒552-0023

大阪市港区港晴2-14-25
大阪港湾労働者福祉センタｰ３階
☎06-6573-0952 FAX 06-6576-0328

東北総支部

〒983-0844

仙台市宮城野区原町南目字町146
東北港運会館内
☎022-293-6331 FAX 022-293-6332

兵庫県総支部

〒650-0045

神戸市中央区港島8-11-3
神戸港湾教育訓練協会内
☎078-303-0016 FAX 078-303-2675

日本海総支部

〒950-0072

新潟市中央区竜が島1-7-13
新潟木材会館２階
☎025-249-6843 FAX 025-249-6846

中国総支部

〒734-0011

広島市南区宇品海岸3-11-17
広島港湾福祉センタｰ内
☎082-255-0755 FAX 082-251-7751

千葉総支部

〒260-0024

千葉市中央区中央港1-10-10
千葉港運会館内
☎043-248-1151 FAX 043-247-4873

四国総支部

〒760-0064

高松市朝日新町32-47
高松港湾労働者福祉センタｰ内
☎087-851-7108 FAX 087-822-5336

東京総支部

〒108-0022

東京都港区海岸3-33-10
芝浦第三荷役連絡所
☎03-3451-2644 FAX 03-3769-0694

九州総支部

〒801-0852

北九州市門司区港町2-15
関門港運会館内
☎093-321-7231 FAX 093-321-7234

神奈川総支部

〒231-0811

横浜市中区本牧ふ頭１
港湾カレッジ内
☎045-622-5289 FAX 045-621-5992

沖縄総支部

〒900-0001

那覇市港町2-12-22
沖縄港湾労働者福祉センタｰ内
☎098-868-5421 FAX 098-862-5245

東海総支部

〒455-0037

名古屋市港区名港2-3-22
名古屋港福利厚生会館内
☎052-652-6595 FAX 052-654-7585

○図書・用品のお問い合せは下記までお願いいたします。
港湾労災防止協会 広報課 ☎03-3452-7201 FAX03-3452-7205
当協会ホームページ（http://kouwansaibou.or.jp/）

※表示価格には8％の消費税を含んでいます。

／別途発送料を承ります。

法規・テキスト

安全一般

玉掛け作業テキスト

災害事例と対策（フォークリフト編）

○玉掛け技能講習のための必読の書

○実際に発生したフォークリフトの災害事例を
収集編と事例に基づく問題編に編集

○力学に関する記載を理解しやすい記述に
○ワイヤー及び玉掛け用具について詳細な記述に

○問題編は作業者全員で討議してもらう資料と

○玉掛け作業に関する最新の災害事例を掲載他

して作成
○朝礼時、安全衛生会議、教育の場において最
適の書

25年8月改訂

B5版237頁 ￥1,550

23年5月改訂

B5版

61頁

￥720

労働災害と災害調査（災害調査の進め方）
港湾貨物運送事業における労働安全
衛生マネジメントシステム導入の手引き

○災害調査基礎編（調査留意事項、
報告書事例等）
○問題編

○危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメ

（実際に港湾で発生した災害について発生状
況・原因・再発防止対策等を掲示）

ント）、そのリスクの低減について、労働安

○二部構成、災害調査の要点を示す。
○事業場の災害発生防止対策等について関係者
で討議するテキストとして有用

全衛生マネジメントシステムの導入につい
て、わかりやすく基本的な考え方を説明した
手引書

22年3月改訂

18年2月発行

B5版144頁 ￥1,240

B5版

57頁

￥670

労災事例に学ぼう
（死亡災害・その原因と正しい作業方法）

ストラドルキャリヤーの運転業務
従事者安全衛生教育（定期又は随時）

○港湾貨物運送事業の典型的な死亡災害事例
120例について、原因と対策を紹介
○各事業所における災害の再発防止対策樹立を
支援、リスクアセスメントの低減対策の参考
事例として活用

○厚生労働省の通達で定められたストラドル
キャリヤー運転業務従事者の能力向上のため
の定期又は随時の安全衛生教育用テキスト

26年11月発行

17年11月発行

A4版140頁 ￥3,090

B5版

262頁

￥2,580

指差呼称用品
船内荷役作業主任者能力向上教育用
テキスト

指差呼称ワッペン

リボン

サイズ：70×60mm
材 質：ビニール
(上部安全ピン付)

○労働安全衛生法第19条の2で義務づけられた船

サイズ：120×40mm
材質：ビニール
(上部安全ピン付)

10枚1組

内荷役作業主任者の能力向上教育用テキスト

10枚1組

￥1,240

￥490

○内容を見直し、作業に対応するよう記述を充
実、最近の災害事例を盛り込む

23年5月改訂

指差呼称指導員ワッペン
サイズ：70×60mm
材 質：ビニール
(上部安全ピン付)

B5版187頁 ￥2,580

￥310

港湾災防たれ幕

主唱
港湾労災防止協会

年末年始港湾無災害強調期間

災害防止強調期間用のぼり
共通 サイズ：1800×400mm
材 質：木綿／緑十字・
仕様 協会マーク入 ￥1,550
共通 サイズ：2140×720mm
材 質：木綿／緑十字・協会マー
仕様
ク入 ￥2,060

年末年始港湾
無災害強調期間
のぼり
サイズ：1500×450mm
材質：木綿／緑十字・
協会マーク入

※表示価格には8％の消費税を含んでいます。

サイズ：4m×90cm
材質：木綿 緑十字・
協会マーク入
上下に木製止
め棒付

￥1,240

／別途発送料を承ります。

￥3,090

