
玉掛け作業テキスト
○玉掛け技能講習のための必読の書
○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
○玉掛け作業に関する最新の災害事例を掲載他
○荷の荷印、危険物の標札等の差しかえ

平成30年11月改訂　B5版237頁　￥1,530

港湾労災防止協会 安全衛生図書・用品カタログ港湾労災防止協会 安全衛生図書・用品カタログ

※表示価格には10％の消費税を含んでいます。　／別途発送料を承ります。

港湾におけるフルハーネス型墜落
制止用器具の知識〔改訂版〕

特別教育用テキスト
令法生衛全安働労の月２年8102○

の改正により特別教育の実施が義
務付け

、法方業作たし即に場現の湾港○
事例に基づきフルカラーで詳細に
解説

、格規造構スネーハルフ、令法係関○
関係通達、質疑応答等をすべて
収録
○令和元年１１月改訂

A４版　172頁　￥990

揚貨装置安全運転必携（過去問題集付）
○揚貨装置運転士免許取得に当たっての必読の書

概の具用け掛玉、置装貨揚、要概の置装貨揚○
要についてわかりやすい記述

述記の系位単IS、ていおに識知るす関に学力○
の充実

○問題集は最近の出題問と入れ替え

令和3年5月改訂　B5版116頁　￥3,300

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

きづ基にムラュキリカの習講者任主役荷岸沿○
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

令和2年4月改訂　B5版232頁　￥3,150

船内荷役作業主任者テキスト
の読必のめたの習講能技者任主業作役荷内船○

書
機役荷・備設舶船、識知な要必に揮指の業作○

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

○選任要件の施行令改正を踏まえた内容に
○安全帯の法令改正（墜落制止用器具へ）を反映

令和２年12月改訂　B5版177頁　￥3,300

労働安全衛生関係法令
－港湾貨物運送事業－

令和4年5月改訂　A5版476頁　￥2,060

安全衛生推進者能力向上教育（初任時）
テキスト

義が任選に場業事模規小中で法生衛全安働労○
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

ュキリカ育教たれらめ定で針指育教上向力能○
ラムの危険性・有害性の調査等に対応できる
よう充実した内容に改訂

平成24年1月改訂　B5版200頁　￥3,150

安全管理者選任時研修テキスト
選に場業事模規の上以人05で法生衛全安働労○

任が義務づけられている安全管理者の選任時
研修用テキスト、安全管理者の必携の書

充たし応対にムラュキリカたれらめ定で令法○
実した内容に改訂

令和3年5月改訂　B5版200頁　￥1,800

2022
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法規・テキスト

○港湾貨物運送事業に関係のある条項を抜粋した
条文集

○令和4年4月1日現在の施行の改正法令を収録
○改訂内容は、安衛則の男女別便所等の改正、独立
個室型の便所の特例、救急用具の内容の削除、騒
音障害防止用の保護具、特化則の燻蒸した場所に
隣接する作業の測定等を追加

港湾貨物運送事業労働災害防止規程
―変更のポイントー

令和3年12月刊行　A4版110頁　￥1,100

○令和3年8月に厚生労働大臣から変更認可され同
年10月末から適用されている港湾貨物運送事業
労働災害防止規程の変更箇所・ポイント（港湾貨
物運送事業の実情を踏まえた変更12項目、法令・
指針等の改正を踏まえた変更11項目）について
の解説書

○変更趣旨、変更条文、関係法令、通達、指針、関連
災害事例、判例、マニュアル等を紹介し解説

港湾貨物運送事業労働災害防止規程
（条文集）

令和3年11月改訂　A5版145頁　￥990

○港湾貨物運送事業労働災害防止規程の第1条か
ら第294条の全条文
○令和3年8月の変更認可を踏まえた内容
○パトロールや点検の際に必携のハンディタイプ

港湾貨物運送事業労働災害防止規程の
解説

令和4年3月改訂　B5版900頁　￥5,500

○港湾貨物運送事業労働災害防止規程の第1条か
ら第294条の全条文の逐条解説コンメンタール
○関係法令、通達、指針、判例、マニュアル等を含め
て詳しく解説
○令和３年８月の変更認可を契機に見直し大幅に改
訂

○各事業所で座右に必置の災防規程の注釈解説書



※表示価格には10％の消費税を含んでいます。　／☆印及び標識類等の商品は別途発送料を承ります。

危険予知ボード

フォークリフト関係標識

救命胴衣接続可能フルハーネス

巻取式ランヤード（ST＃5701-SQGタイプ1）

すべり止めアルミテープ

フルハーネス取付用救命胴衣 フォークリフト用警告灯

蛍光反射テープ

指差呼称用品

KYスタンド（★）

320-05
サイズ：450×600mm
（厚み：本体20mm受け53mm）
材質：木（消し具・受け皿付）
￥4,840

320-06
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）￥13,640

320-32
サイズ：955×
634×111mm
材質：鉄製

（アイボリー
塗装仕上げ）
￥9,240

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。

簡単に取り付けるこ
とができます。

軽量コン
パ

クト設計

黒板は別売です。
※320-05、320-06が
ご使用になれます。

KY活動内
容の記録・

保管がで
きます
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矢印を描画して
構内作業の接触事故を防止

描画して

■矢印描画での注意喚起
■フォークリフトなどの事故防止に最適
■電源DC12～ 48V

特 　　長

875-68
本体￥26,400

本体￥4,730
サイズ：5m巻（1.0mm厚）　材質：アルミ（表面／鉱物粒子）

833-16B
共通 本体￥9,350
サイズ：680×400×15.9mm厚

868-891☆
共通 両面表示

本体￥11,100
本体サイズ：W428×D462×H798mm
本 体 材 質：ポリプロピレン
本 体 重 量：2.2kg
本体カラー：オレンジ・グリーン
表示サイズ：上辺217×下辺310×360mm
表 示 材 質：PVCステッカー

821-01
共通

本体￥1,650
サイズ：600×300×1.2mm厚
材　質：エコユニボード（2.5mmΦ穴4スミ）

共通

本体￥1,540
サイズ：300×450×1.2mm厚
材　質：エコユニボード（2.5mmΦ穴4スミ）

共通 ￥5,170
サイズ：10m巻（0.15mm厚）
材　質：ポリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤

821-02

821-03

① 864-60 (黄／黒） 黄部反射
② 864-63 (オレンジ／黒）オレンジ部反射

374-420
(カラー：黄／黒、50mm幅）

① ②

821-04

833-17B

868-892☆

カンバリ

昼間は蛍光色で夜間は
反射で危険箇所の明示に
威力を発揮します。

⚠蛍光色製品は印刷上、現物通り
の表現ができません。ご了承くだ
さい。

■シマ鋼板の階段、凸凹のある床のすべり止めに。用途

）
ジ
ン
レ
オ
（

￥39,600

●最大約1,600ｍｍまで伸長　●ショックアブソーバー付。

￥17,600

￥26,400

￥29,100

伸縮ランヤード（ST＃5701-TRGタイプ1）



図書用品の注文方法

北海道総支部 〒053-0022
苫小牧市表町1-1-13
苫小牧経済センタービル5階
☎0144-84-6755　FAX  0144-84-6756

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9-1
港湾技能研修センター内
☎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2-23-25
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３階
☎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10％の消費税を含んでいます。　／別途発送料を承ります。

⑴　①  P1、P3、P4について、注文する場合、神奈川、兵庫県総支部の会員の方は総支部に用品申込書によ
りFAXでお申し込み下さい。

　　② 神奈川、兵庫県総支部以外の方は協会本部のHPでお申し込み下さい。
⑵　P2の用品は用品申込書によりFAXでお申し込み下さい。
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港湾の災害事例と対策（３部作）

平成30年3月発行　A5版70頁　￥1,020 平成30年3月発行　A5版86頁　￥1,020 平成30年3月発行　A5版93頁　￥1,020

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）

ルドラトスたれらめ定で達通の省働労生厚 ○
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

平成26年11月発行　A4版140頁　￥3,150

船内荷役作業主任者能力向上教育用
テキスト

船たれらけづ務義で2の条91第法生衛全安働労 ○
内荷役作業主任者の能力向上教育用テキスト

充を述記うよるす応対に業作、し直見を容内 ○
実、最近の災害事例を盛り込む

平成23年5月改訂　B5版187頁　￥2,630

ストラドルキャリヤーの安全運転
通の省働労生厚てしと育教たじ準に育教別特 ○

達で定められたストラドルキャリヤー運転業
務の安全教育用テキスト

運全安、造構、要概のーヤリャキルドラトス ○
転について分かりやすく記述

 平成24年9月改訂　B5版195頁　￥3,060

法規・テキスト

職長等の安全衛生テキスト
直を者働労の中業作「条772第程規防災湾港 ○

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

 平成26年9月発刊　B5版103頁　￥850



指差呼称用品

サイズ：60×180cm
￥1,980

￥330

指差呼称強調月間　
垂幕

研修実技　進め方カード

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

￥1,260
10枚1組

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)

￥320

※表示価格には10％の消費税を含んでいます。　／別途発送料を承ります。
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安全一般

腕　章　等

労働災害と災害調査（災害調査の進め方）
○災害調査基礎編（調査留意事項、報告書事例等）
○問題編
（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）
○二部構成、災害調査の要点を示す。

者係関ていつに等策対止防生発害災の場業事○
で討議するテキストとして有用

平成18年2月発行　B5版　57頁　￥680

労災事例に学ぼう
（死亡災害・その原因と正しい作業方法）

例事害災亡死な的型典の業事送運物貨湾港○
120例について、原因と対策を紹介

を立樹策対止防発再の害災るけおに所業事各○
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

平成17年11月発行　B5版　262頁　￥2,630

点検票等
危険物又は有害物事前連絡表 A4版 100枚綴 ￥730

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

様
仕
通
共 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
￥1,050

修了証ケース
（ビニール製）

B8判　1部￥110

危険予知・指差呼称手帳
平成30年2月（改訂）

明説を方め進の知予険危に別業作でま業終らか礼朝体全の朝○
免許証修了証等記録

○カラー印刷／各頁にイラスト
○演習・災害事例も掲載

ポケット版63頁　￥990

指差呼称研修テキスト

A4版　70頁　￥1,650

　目次

第1章　指差呼称の意義
１－１　指差呼称の実践方法

練訓知予険危と称呼差指２－１
（KYT）定着のポイント

第2章
２－１　チーム編成
２－２　朝礼・終礼
２－３　だれでもできる港湾体操
２－４　各社情報交流

第3章　実技の進め方
３－１　KYT基礎４ラウンド法
３－２　1人 4ラウンド法
３－３　ワンポイントKYT
３－４　自問自答カードKYT
３－５　問題解決4ラウンド法
３－６　問題提起ミーティング

第4章　KYシート
シート１～シート１８

指
差
呼
称
運
動



港湾労働衛生強調月間用のぼり
年末年始港湾無災害強調期間用のぼ

り

港湾労働安全強調期間用ののぼ

り

サイズ：2140×720mm サイズ：1500×450mm サイズ：2140×720mm

材　質：木綿 材質：木綿 材　質：木綿

緑十字・協会マーク入り（マー

クは緑色）

緑十字・協会マーク入り（マークは

緑色）

緑十字、協会マーク入り（マー

クは緑色）

フォークリフト技能講習テキス

トのベストセラー
中央労働災害防止協会編 建災防編集発行

中央労働災害防止協会編 B5判 ／240頁／1色刷

B5判 ／272頁／2色刷 一部4色
刷

発行年月日 20180119

発行年月日 20200228 第1版

第4版

Ｂ５版　６１頁 平成23年5月改訂

• 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

• 問題編は作業者全員で討議してもらう資料として作成

• 朝礼時、安全衛生会議、教育の場において最適の書

機体重量3トン以上の車両系建設
機械（整地・運搬・積込み用及
び掘削用）の技能講習テキスト







港湾労災防止協会 兵庫県総支部神戸支部

FAX:078-303-2675 または MAIL:jimukyoku@kouwansaibou-hyogo.jp へ申込 2022/07/07改訂

分類 品名 販売価格 数量 金額

危険物又は有害物事前連絡表(100枚綴） 730

舷門表示(50枚単位) 2,500

沿岸荷役主任者(5枚入/1シート) 300

船内荷役作業主任者(5枚入/1シート) 300

玉掛(5枚入/1シート) 300

はい(5枚入/1シート) 300

フォークリフト(5枚入/1シート) 300

フォーク五原則(2枚入/1シート) 300

指差呼称(5枚入/1シート) 300

船内荷役主任者腕章 1,050

沿岸荷役主任者腕章 1,050

はい作業主任者腕章 1,050

兵庫県総支部腕章 1,200

指差呼称研修テキスト 1,650

危険予知・指差呼称手帳 990

研修実技　進め方カード 330

指差呼称ワッペン(10枚入/1組） 1,260

指差呼称ワッペン(5枚/1組） 630

指差呼称指導員ワッペン 320

指差呼称強調月間垂幕 1,980

ヘルメット 総支部ヘルメット 2,200

安全衛生旗(綿)中 1,600

安全旗(綿)中 1,400

国旗 1,500

港湾労働安全強調期間用のぼり 2,100

港湾労働衛生強調月間用のぼり 2,100

年末年始港湾無災害強調期間用のぼり 1,260

港湾におけるフルハーネス型墜落制止用器具の知識・特別教育用テキスト 990

港湾貨物運送事業労働災害防止規定ー変更のポイントー 1,100

港湾貨物運送事業労働災害防止規定の解説 5,500

港湾貨物運送事業労働災害防止規定（条文集） 990

労働安全衛生関係法令-港湾貨物運送事業- 2,060

揚貨装置安全運転必携(過去問題集付） 3,300

船内荷役作業主任者テキスト 3,300

沿岸荷役主任者テキスト 3,150

安全管理者選任時研修テキスト 1,800

玉掛け作業テキスト 1,530

安全衛生推進者能力向上教育(初任時）テキスト 3,150

ストラドルキャリヤーの安全運転 3,060

ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育(定期又は随時) 3,150

職長等の安全衛生テキスト 850

船内荷役作業主任者能力向上教育用テキスト 2,630

フォークリフト運転士テキスト 1,650

ショベルローダテキスト　技講・特教用 1,870

車両系建機（運搬・堀削）教本 1,870

のぼり

法規・

テキスト

安全衛生用品・図書申込書

連絡表

シール

腕章

指差呼称用品

旗
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港湾労災防止協会 兵庫県総支部神戸支部

FAX:078-303-2675 または MAIL:jimukyoku@kouwansaibou-hyogo.jp へ申込 2022/07/07改訂

分類 品名 販売価格 数量 金額

安全衛生用品・図書申込書

フォークリフトに係る労働災害の分析と労働災害防止のための取り組みについて 1,020

沿岸荷役作業に係る労働災害の分析と労働災害防止のための取組みについて 1,020

港湾における船内荷役作業の労働災害防止に向けて 1,020

労働災害と災害調査（災害調査の進め方） 680

労災事例に学ぼう（死亡災害・その原因と正しい作業方法） 2,630

378-807　フルハーネス取付用救命胴衣 39,600

378-861　救命胴衣接続可能フルハーネス 29,100

379-188　伸縮ランヤード 17,600

379-187　巻き取り式ランヤード 26,400

875-68　フォークリフト用警告灯　青 26,400

374-420　滑り止めアルミテープ　黄/黒 4,730

864-60　蛍光反射テープ　黄/黒　黄部反射 5,170

864-63　蛍光反射テープ　橙/黒　橙部反射 5,170

833-16B　交通構内標識　ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ制限速度10km 9,350

833-17B　交通構内標識　ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ制限速度文字入れ 9,350

868-891　カンバリ（看板バリケード）橙 11,100

868-892　カンバリ（看板バリケード）緑 11,100

821-01　指差呼称標識　人物 1,650

821-02　指差呼称標識　文字 1,650

821-03　指差呼称標識　人物 1,540

821-04　指差呼称標識　手 1,540

320-05　危険予知ボード　木・黒板 4,840

320-06　危険予知ボード　ホーローホワイトボード 13,640

320-32　KYスタンド　鉄製 9,240

品代金計

社 名 担 当 者名

連 絡 先 TEL FAX

受 取
窓口受取・事業所送付(別途送料がかかります)

支 払
窓口支払・銀行振込 請 求 書 不要・要

〒

円

送 付 先

住 所

　(窓口受取の場合は住所不要)

☆申込書到着後、在庫確認次第ご連絡致します。

港湾の災害事例

と対策

安全一般

その他

（別途発送料）

※一覧にないテキスト等は、お問い合わせください(078-303-0016)

税込み価格

どちらかに〇をしてください

どちらかに〇をしてください

どちらかに〇をしてください
銀行振込の場合
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