
建設ビジュアルリスト 
 
番号 題   名 製作年度 映像区分 上映時間 内     容 申 込 先 

 1 メートルは一命取る 
墜落災害防止の決め手 

 ビデオ 各 18 分 第１巻足場編 
第２巻開口部編 
第３巻脚立、ウマ、梯子編 
第４巻鉄骨編 
第５巻ローリングタワー編 

建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 

 1 メートルは一命取る H04 ビデオ 18 分  足場、開口部等からの墜落防止措置。 建設業労働災害防

止協会（石川支部） 

 1 メートルは一命取る 
〈足場編〉 

 ビデオ 18 分  ハネだし足場からの墜落]／昇降設備を使用
せず墜落／足場解体作業中墜落／建て枠運搬中
墜落／吊り足場からの墜落／足場板手渡し中、
筋かいの間から墜落／その他 

東日本建設業保証

㈱ 

 1 メートルは一命取る 
〈開口部編〉 

 ビデオ 18 分 脆弱なフタにのったため墜落／フタがはずれ
ていて、天びんになり墜落／ゴミと間違ってフ
タを片付けようとして墜落／トラックのアオリ
を開こうとして墜落／エレベーターの垂直開口
部から墜落／荷の取り込み口とリフトの隙間か
ら墜落 

東日本建設業保証

㈱ 

 1 メートルは一命取る 
〈脚立・ウマ・梯子編〉 

 ビデオ 18 分  道具を手に持って昇ろうとして墜落／開き止
めを使用せず、脚部が閉じて墜落／脚立を移動
させず、及び腰のまま作業をして墜落／脚立作
業でしてはいけない事例 10 ヶ条／脚立の設置
場所が悪かったため墜落等。 
 

東日本建設業保証
㈱ 

 1 メートルは一命取る 
〈鉄骨編〉 

 ビデオ 18 分  梁の上を歩行中、ジョイント部分につまづい
て墜落／タラップを昇っている途中誤って墜落
／溶接不良のタラップが外れて墜落／作業中、
突風にあおられて墜落／クレーンに吊られた梁
が強風で揺れ作業員が墜落等。 

東日本建設業保証

㈱ 

 1 メートルは一命取る 
〈ローリングタワー編〉 

 ビデオ 18 分  ペンキ缶を持って昇ろうとして墜落／タラッ
プが緩んでいて、手すりが外れ墜落／幅木が外
れて墜落／ローリングタワーの解体作業中、墜
落／ローリングタワーを移動中、上段の資材が
落下等。 

東日本建設業保証
㈱ 

 ＶＤＴ作業を楽しく 
心と帯をリフレッシュ 

 ビデオ 23 分  目の疲れを防ぐ工夫／ＶＤＴ体操の励行／体
の疲れを防ぐ工夫／体操時間と休日は心身共に
リフレッシュ／心の疲れを防ぐためには／グル
ープでの話し合い／疲労防止のための作業休止
時間とは、について解説しています。 

東日本建設業保証

㈱ 

 アーク溶接の安全     建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 ああ結婚 
（坑内粉じん作業者の
心得） 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

34004 愛する人を悲しませな
いで 
―クレーン災害防止の
ために― 

Ｈ02 映画 
ビデオ 

21 分  クレーン災害の事例、原因、及ぼす影響、守
るべき事項、問題点を分析・追及し、災害を防
止するためには何が大切かを、わかり易いアニ
メーションで紹介した安全映画・ビデオである。 

新潟，富山，石川県

の各建設業協会 

 足場組立ての安全 
（基礎編） 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 
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建設ビジュアルリスト 
 
番号 題   名 製作年度 映像区分 上映時間 内     容 申 込 先 
 明日を築く皆さんへの

メッセージ 
Ｈ04 ビデオ 14 分 ・企業の安全への取組み方 

・ 安全施工サイクル 
・ ＫＹ活動 
・ 災害によっておきる損害 

建設業労働災害防

止協会（石川支部） 

 あなたが守る あなた
を守る 安全ルール 
―初めて建設業に接す
る皆さんへ― 

 ビデオ 16 分  初めて建設業に携る新規の入職者などに「安
全ルール」の大切さを知ってもらうことを目的
として制作されている。 

東日本建設業保証

㈱ 

 あなたは被害者それと
も加害者ですか 
―その２「足場の盛替
え」― 

 ビデオ   建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 

 ある災害 
（作業主任者の心得） 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 安全こそ繁栄への道  ビデオ 20 分  会社ぐるみで安全活道を取り入れ、安全成績
の向上はもちろん、組織を活性化させた経営者。
１０人の事業所で活発な安全活道を行っている
職場の様子をそれぞれ紹介しています。 

東日本建設業保証
㈱ 

 安全作業への道 S61 ビデオ 15 分  ５つの災害要因から、不安全行動を排除し、
災害の絶滅についての取組み。 

建設業労働災害防

止協会（石川支部） 

 安全帯の知識 
墜落災害ゼロを目指し
て 

    建設業労働災害防
止協会（新潟支部） 

 安全チェック 
（点検は安全のかなめ） 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 安全な玉掛け作業のす
すめ 

  30 分  建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 安全の絆 
―ある建設作業員の出
来事― 

 ビデオ 19 分  ある建設作業員が建設現場で突然の事故に合
い怪我をする。建設会社の社長以下現場関係者
の苦悩、そしてこの事故が教訓となり、数々の
安全対策が実行され明るいきびきびとした現場
に生まれ変わった。 

東日本建設業保証

㈱ 

 移動式クレーン作業の
安全・その５つのポイン
ト 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 移動式クレーンの安全
運転 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 
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建設ビジュアルリスト 
 
番号 題   名 製作年度 映像区分 上映時間 内     容 申 込 先 
 移動式クレーン安全作

業 
〈基礎知識編〉 

 ビデオ 20 分   移動式クレーンの基礎知識と注意事項をわ
かりやすく解説。・移動式クレーンの種類，基礎
知識・走行時の注意・安全作業のポイント（打
合せ・点検）・正しい取扱い（運転操作）等 

東日本建設業保証

㈱ 

 移動式クレーンの災害
事故例と安全ポイント 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 移動式クレーンの災害
事故例とその対策 
〈災害事例編〉 

 ビデオ 13 分  移動式クレーンの災害事例と事故防止のため
の対策を実例を上げながら、具体的に説明して
います。・実際に起こった災害事例―５例・クレ
ーン災害で多いのは（死亡事故）（転倒事故、吊
荷落下）等 

東日本建設業保証

㈱ 

 屋内工事・設備工事  ビデオ 25 分 1.屋内・設備工事の範囲と特徴 
2.屋内・設備工事における現場代理人の役割 
3.計画の進め方 
4.管理ポイントについて解説 

東日本建設業保証

㈱ 

 外部工事  ビデオ 25 分 1.外部工事の範囲 
2.防水工事・屋根の特徴 
3.外部工事における現場代理人の役割の役割 
4.計画の進め方 
5.外部工事のポイントについて解説 

東日本建設業保証
㈱ 

 仮設工事・地下工事  ビデオ 25 分 1.仮設・地下工事の特徴 
2.屋内・設備に工事における現場代理人の役割 
3.計画の進め方 
4.管理ポイントについて解説 

東日本建設業保証

㈱ 

 型枠工事・鉄筋コンクリ
ート工事 

 ビデオ 25 分 1.型枠・鉄筋コンクリート工事の特徴 
2.型枠・鉄筋コンクリートにおける現場代理人
の役割 
3.計画の進め方 
4.管理ポイントについて解説 

東日本建設業保証
㈱ 

 機械安全ファイブ     建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 基本に U ターン     建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 躯体工事全体・鉄筋工事  ビデオ 25 分 1.躯体・鉄筋工事の特徴 
2.躯体・鉄筋工事における現場代理人の役割 
3.計画の進め方 
4.管理ポイントについて解説 
 

東日本建設業保証

㈱ 

 繰り返すな! 災害  ビデオ 18 分 墜落災害・移動式クレーン飛来・落下の３つの
事例をテーマに災害防止のポイントを解説した
もの。 

建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 

 建設機械の安全シリー
ズ（高所作業車編） 

  26 分  建設業労働災害防

止協会（富山支部） 
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建設ビジュアルリスト 
 
番号 題   名 製作年度 映像区分 上映時間 内     容 申 込 先 
 建設機械の安全シリー

ズ 
「不整地運搬車編」 

 ビデオ 24 分 
 

 講習用テキストに基づいて作成されたもの
で、不整地運搬車の定義及び種類に始まり、注
意やポイント等を解説したもの。 

建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 

 建設機械の安全シリー
ズ 
（不整地運搬車編） 

  24 分  建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 建設機械の安全シリー
ズ 
「ブレーカ編」 

 ビデオ 21 分  講習用テキストに基づいて作成されたもの
で、不整地運搬車の定義及び種類に始まり、注
意やポイント等を解説したもの。 

建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 

 建設業管理シリーズ 
鉄筋コンクリート工事 
―型枠= 

 ビデオ 23 分  事前検討・基本計画、コンクリート躯体図の
作成、施工要領書・管理の重点、型枠施工の新
工法について解説しています。 

東日本建設業保証

㈱ 

 建設業管理シリーズ 
鉄筋コンクリート工事 
―コンクリート― 

 ビデオ 22 分  要求品質の確認・施工計画の立案、生コン工
場の選定、施工の実際と管理ポイント、特殊な
コンクリートについて説明しています。 

東日本建設業保証
㈱ 

 建設業管理シリーズ 
鉄筋コンクリート工事 
―鉄筋― 

 ビデオ 19 分  設計図書の検討、施工計画と施工図、基礎部
分の鉄筋工事、各部位の施工要領・管理の要点、
鉄筋施工の合理化・プレハブ化について説明し
ています。 

東日本建設業保証

㈱ 

 建設現場の一日 
―労働安全衛生法解説
― 

 ビデオ 23 分  今日も無事故で作業完了！建設現場の一日
を､車両系建設機械についての労働安全衛生法
で定められた項目を順次ストーリーを追いなが
ら展開、知らず知らずのうちに労働安全衛生法
の内容を理解していきます。 

東日本建設業保証
㈱ 

 建築の施工と施工計画  ビデオ 22 分 1.現場代理人の役割（客観的立場の理解） 
2.施工管理への姿勢（管理と監理の違い、重点
管理） 
3.現場代理人に求められる能力と資質 
4.協力業者との関係 

東日本建設業保証

㈱ 

 現場で育つ代理人  ビデオ 22 分  安全管理・工程管理・原価管理など現場代理
人としてマスターしておかなければならないポ
イントをドラマを通して解説している。 

東日本建設業保証

㈱ 

 工事事務所長あてに提
出する労務安全衛生関
係書類記入要領 
 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 これが統括管理のポイ
ントだ 

H05 ビデオ 17 分 ・統括管理とは何か、またその実施のポイント 
・元請と専門工事業者が一体となって行う安全
活道 

建設業労働災害防

止協会（石川支部） 

 転ばぬ先のアウトリガ
ー 
移動式クレーン災害防
止の決め手 

 ビデオ 18 分  災害防止対策が不備なために起きる事故の事
例等をわかりやすくせつめいしたもの 

建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 
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建設ビジュアルリスト 
 
番号 題   名 製作年度 映像区分 上映時間 内     容 申 込 先 

 転ばぬ先のアウトリガ
ー 
移動式クレーン災害防
止の決め手 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

34005 災害事例シリーズ 
NO．１ 
足場組立解体作業 

 ビデオ  足場組立解体作業。 新潟，富山，石川県

の各建設業協会 

34006 災害事例シリーズ 
NO．２ 
型枠及び型枠支保工 
組立解体作業 

 ビデオ  型枠及び型枠支保工組立解体作業。 新潟，富山，石川県

の各建設業協会 

34009 災害事例シリーズ 
NO．３ 
鉄筋組立作業 

 ビデオ  鉄筋組立作業。 新潟，富山，石川県

の各建設業協会 

34008 災害事例シリーズ 
NO．４ 
重機土工作業 

 ビデオ  重機土工作業。 新潟，富山，石川県
の各建設業協会 

34009 災害事例シリーズ 
NO．５ 
杭打・杭抜作業 

 ビデオ  杭打・杭抜作業。 新潟，富山，石川県

の各建設業協会 

34010 災害事例シリーズ 
NO．６ 
コンクリート打設作業 

 ビデオ  コンクリート打設作業。 新潟，富山，石川県
の各建設業協会 

34011 災害事例シリーズ 
NO．７ 
坑内作業 

 ビデオ  坑内作業。 新潟，富山，石川県

の各建設業協会 

34012 災害事例シリーズ 
NO．８ 
鉄骨建方作業 

 ビデオ  鉄骨建方作業。 新潟，富山，石川県

の各建設業協会 

34013 災害事例シリーズ 
NO．９ 
その他の作業 

 ビデオ  その他の作業。 新潟，富山，石川県

の各建設業協会 

 災害防止のために 
「これが統括管理のポ
イントだ」 

 ビデオ   災害防止の為に重要な統括管理を、わかりや
すくドラマで解説したもの。 

建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 

 幸せへの旅立ち 
―危険予知訓練の紹介
― 

 ビデオ   ある砕石現場で起きた事故を元に、安全対策
に苦悩する安全責任者に任命された若者と、反
発するオペレータ達が、全員参加による危険予
知訓練手法によって和解、成功し災害のない明
るい職場をつくりあげる。（災害事例３例）+ 

東日本建設業保証

㈱ 
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建設ビジュアルリスト 
 
番号 題   名 製作年度 映像区分 上映時間 内     容 申 込 先 
 事故ゼロへの挑戦 

―安全に言い訳なし― 
 ビデオ 30 分  ゼロ災運動キックオフ後に発生した２件の死

亡事故を乗り越えた､職場の体質改善の進め方
を、具体的になるべく忠実に再現しています。 

東日本建設業保証

㈱ 

 事故の結末〈安全啓蒙
編〉 

 ビデオ 20 分 
             

 災害防止と安全意識高揚の決定版！事故を起
こした家族の悲惨さと、テレビショーをからま
せた事故の原因、建設業の災害発生状況および、
災害事例まで折込んでいます。 

東日本建設業保証

㈱ 

 車両積載型クレーンの
操作と安全 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 （職種別）新規入場時安
全教育 

 ビデオ  第 1 巻共通編 
第 2 巻鳶工編 
第 3 巻型枠大工編 
第 4 巻鉄筋工編 
第 5 巻普通作業員（土木）編 

建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 

 新規入場者の皆さんへ 
（現場のきまり） 

    建設業労働災害防
止協会（富山支部） 

 新規入場者の皆さんへ 
―現場の安全心得― 

 ビデオ 13 分  新しく現場に入った作業員などの為に、現場
における安全ルールを解説したもの。 

建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 

 進めよう墜落防止安全
ファイブ 

    建設業労働災害防
止協会（富山支部） 

 ゼロ災へ挑む人々 H01 ビデオ 15 分  高所作業に於ける安全帯着用を徹底し、墜落
災害をなくすためへの取組み。 

建設業労働災害防

止協会（石川支部） 

 墜落防止の決めて 
―安全帯と安全ネット
― 

 ビデオ 17 分  安全帯と安全ネットの重要性と取り扱いの仕
方。 

建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 

 墜落物語 H04 ビデオ 14 分  安全帯点検、脚立、ローリングタワー、開口
部、足場、梯子、近道行為からの墜落災害を防
止。 

建設業労働災害防

止協会（石川支部） 

 天下御免 
（みんなで回そう・安全
施工サイクル） 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 どうして？事故なんて 
（建設機械の安全― 
油圧式ショベル編） 

 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 
―50― 



建設ビジュアルリスト 
 
番号 題   名 製作年度 映像区分 上映時間 内     容 申 込 先 
 となりの悪魔ちゃん 

（建設機械の安全― 
クレーン玉掛作業編） 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 トラック式高所作業車
の安全ポイント 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 中村くんの物語     建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 風林火山 
（労働災害発生時の措
置） 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 別巻ＶＤＴ体操 
―小休止に行う体操― 

 ビデオ 10 分  「ちょっと疲れたな」といった時に行える、
気軽井で簡単な短時間の体操８種類を紹介して
います。 
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 守っていますか 
現場のルール 

 ビデオ 1.17 分 
2.14 分 
3.4.16 分 

１. 基礎工事編 
２. 設備、仕上工事編 
３. く体工事編 PART１ 
４. く体工事編 PART２ 

建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 

 守っていますか！ 
現場のルール 

H04 ビデオ 14 分  災害事例の中から不安全行動を取り上げ、安
全意識の向上をはかる。 

建設業労働災害防
止協会（石川支部） 

 木造家屋建築工事の足
場―その「先行足場の必
要性」― 

 ビデオ   建設業労働災害防

止協会（新潟支部） 

 ルールを破れば命がち
ぢむ 

H04 ビデオ 18 分  建設機械作業における安全ルールと安全心
得。 

建設業労働災害防

止協会（石川支部） 

 ルールを破れば命がち
ぢむ（新規入場時編） 

    建設業労働災害防

止協会（富山支部） 

 ルールを破れば命がち
ぢむ 
―土木工事の職長・作業
員の災害防止心得― 

 ビデオ 18 分  土木・基礎工事の現場では種種の建設機械が
いたるところで稼動し、わずかな油断や不注意
が思わぬ災害を招きます。安全で効率的な作業
をするため、絶対に守って欲しいルールと安全
の心得を新規入場時の教育用にビデオ化してい
る。 
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 令子の取材記 
―点検整備で災害防止
― 

 ビデオ 15 分  事故は、いつ、どこで起こるかわかりません。
記者令子の目を通して、建設機械の点検整備を
おこたったための事故例、整備中の事故例をク
ローズアップして点検整備の必要性、災害防止
策が身にしみてわかるストーリーになってい
る。 
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