教育等貸出ＤＶＤリスト
★ ご利用ご希望の方は、業務部まで

No.

題

名

内

容

D
奪われた命
-交通事故、余りに重い代償120
２６分 運転者向け
飲酒運転根絶宣言
～企業の取り組み～
121
２２分 管理者・運転者向け
飲酒運転 罪と罰
「破滅への選択」
122
１６分 運転者向け
天国のかなちゃん ちかちゃん
「今日も大きな声で唄ってますか」
123
２４分 管理者・運転者向け
冬道を安全に走行するために
「冬道にひそむ危険！」
124
１５分 運転者向け
冬道の危険を知る
～安全に走行するために～
125
１８分 運転者向け
ドライブレコーダーの証言
-危険予測を学ぶ126
２３分 運転者向け
フォークリフト作業の安全
127

２５分
クレーン玉掛作業と安全
128

１８分
129

衝突！安全への過信
～油断･不注意･思い込み～

２４分 運転者向け
あなたも今日からベストドライバー
安全･安心を守るポイント
130
１４分 運転者向け
奪われた夢
～危険への想像力で事故を防ぐ～
131
２４分 運転者向け
初任運転者のためのトラック安全運行
トラックドライバーの心構えと心得～
132
２１分 運転者向け 第1巻（全4巻）
初任運転者のためのトラック安全運行
～トラックの構造的特徴と安全運転～
133
１８分 運転者向け 第2巻（全4巻）
初任運転者のためのトラック安全運行
～危険予測運転の基本～
134

V

D

慣れと油断が招いた死亡事故。車を運転する誰もが日常の中で起こしうる事故である。ちょっとした気の緩みから起こした事故が大きな
波紋を広げ、やがて被害者・加害者双方の家庭が崩壊していく姿を描き、すべてのドライバーにハンドルの重さ、安全運転の大切さを訴え
る。
最近の飲酒運転死亡事故の判決では、加害者ドライバー「業務中」という概念を拡大し、被害者の救済を図る傾向にあり、企業の責任
はますます重くなっています。この作品では、飲酒運転防止の取り組みを行っている企業を取り上げ、その責任の重さを規模の大小・職種
の違いを問わず、全ての企業に理解していただけるよう訴えていきます。
飲酒運転は犯罪。飲酒運転の結果、ドラマの主人公は重大事故を起こして懲役刑に。飲酒運転は、たとえ事故を起こさなくとも、泥棒や
殺人と同じように故意による犯罪であることを訴えます。
悪質な飲酒運転の犠牲となった、「奏子ちゃん、周子ちゃん」安らかにお眠りください。悲惨な交通事故は後を絶たない。この映画は、遺
された家族の生涯癒えることのない深い悲しみ、そして怒りに目を向け、遺族の心の叫びを通して、すべてのドライバー、市民にハンドル
の重さ、車を運転することの責任と自覚を、そしていのちの大切さを訴えます。
この映像は、圧雪路面、凍結路面、乾燥路面別の制動距離の違いをテスト。また、ABSの正しい使い方やカーブ走行での注意点、轍路
面での走行、すり鉢路面での走行等、冬道にひそむ危険を知らせ、いかに冬道を安全に走行するためのポイントを解説しています。

冬型事故の要因をテストコースで実際にドライバーに走行させ、いかに冬道は危険なのかを体験させた。ドライバー皆が、一般道で起き
たら恐ろしいと口を揃えて言っていた。その他、冬道に起こる事故の特徴を映像を交えて解説しています。
ドライブレコーダーの普及は、事故の原因や責任をハッキリさせるとともに、そこに映しだされているヒヤリ、ハットした映像や事故の映像
を分析することによって、よりリアルな交通安全教材として、各方面での活用が期待されています。ここでは、ドライブレコーダーの映像をも
とに、事故の原因を探り、問題点を明らかにし、正しい運転の方法を再現。事故を未然に防ぐ、危険予測の方法を学べるよう構成し、安全
運転を訴えます。
フォークリフトの普及は、重量物の運搬作業の効率化や労働の軽減化に大いに貢献するとともに、今や労働現場における荷役運搬作業
の中核をなしています。しかし、フォークリフトの安易な操作や構造上の特性に基づく危険性から、重大な労働災害も多発しています。この
ビデオは、フォークリフト作業を安全に行うための基礎知識として「始業前点検」「基本走行」「荷役作業」について実際の映像でそのポイン
トを解説するとともに、DVDの特性を生かし、各部分を切り離し見ることが可能になっており、教育時に活用しやすいビデオです。また、随
所にフォークリフトの災害事例を入れ込み、効果的で印象に残る構成となっています。
クレーン玉掛作業における技能向上と安全作業のポイントが身に付くように、作業準備では吊り荷の重量目測、重心の位置決め、ワイ
ヤロープの選定。玉掛方法ではロープのかけ方から巻き上げ、運搬、巻下げにいたるまで、しっかりとした-合図方法を中心に分りやすく
解説。
交通事故。車は便利で快適な乗り物であると同時に使い方次第では人命を脅かす凶器にもなる。ある都市での交通事故密着取材を行
い、多くの事故現場をカメラに収めた。交通ルール違反による追突事故、交差点事故、自転車、二輪、歩行者との事故を取り上げ、事故事
例を検証し事故原因を探るとともに、安全運転 のポイントを強く訴える。
６項目の事故違反例を見せ、なぜ起こったのかを解説、それぞれの項目における防止策を簡潔に紹介します。そしてもう一度、自分自
身の運転を振り返り、交通ルールを守り、安全、安心な運転を心掛けるように訴えます。

交通事故によって夢を奪われた家族への取材を通じて、視聴者に事故の悲惨さを今一度考えてもらい、安全運転の重要性を訴えます。
さらに、ドライブレコーダーが捉えた事故映像をもとに、事故を防ぐためのポイントを解説していきます。

（1）トラックドライバーの心構え （2）安全運転の基本 （3）安全運転の方法
についての内容です。初任運転者教育に有効活用出来るよう制作しました。

（1）トラックの大きさと安全運転 （2）積載物と安全運転
についての内容です。初任運転者教育に有効活用出来るよう制作しました。

（場面1）追突事故
（場面2）横断歩行者との事故 （場面3-1）出会頭の衝突事故
についての内容です。初任運転者教育に有効活用出来るよう制作しました。

（場面3-2）出会頭の衝突事故

２１分 運転者向け 第4巻（全4巻）
光と闇の危険！！
135

１６分２２秒
高齢ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ事故防止のポイント
136

２５分 運転者向け
137

ドキュメント
油断が死を招く！
２５分
ある死亡事故の報告

138

２４分
139

私たちにできること
- 運輸部門の地球温暖化対策 -

交通事故統計データによる分析▽６色の人型ボードを使った視認性実験▽乾燥・湿潤路面での視認性実験▽昼夜間の横断歩行者の
視認性実験―を実施。DVDは実験等で明らかになった事故発生要因について、グラフや映像、写真、アニメーションを用いて視覚に訴え
る内容。
この作品は、高齢ドライバーの皆さんを対象に、心身機能がどう低下しているのか、心身機能の低下がどう運転に影響するのか、また、
心身機能の低下をどう補えばいいのか、事故事例、危険予測、実験、体力づくりなどについて分かりやすく描いています。
生々しい交通事故のドキュメント映像を元に「発生状況」とその「原因」を検証。どうすれば事故は回避できたか、事故事例を大きく５つの
項目 に分け、それぞれ「事故防止のポイント」をＣ・Ｇ等も加え、分かり易く解説している。
交通事故で家族を失った人々の悲しみと苦しみを重厚なドラマ形式で描き、ドライバーの誰もが一瞬の不注意によって悲惨な事故の加
害者となってしまう恐ろしさを、観る人の心に深く刻み込みます。
１．オープニング ２．運輸部門における地球温暖化問題 ３．運輸部門における地球温暖化問題への対応
４．交通エコロジー・モビリティ団体の取組み ５．エンディング

１５分
はじめようグリーン経営認証
グリーン経営認証取得に向けたきっかけやメリット、取組事例、これから取得を目指す方へのメッセージを紹介しているほか、グリーン経
営認証制度の内容を分かりやすく解説しています。

140

１５分
ドライブレコーダで安全運転
第１巻 導入編
141
３０分
ドライブレコーダで安全運転
第２巻 活用編
142

『映像記録型ドライブレコーダ』の導入から活用方法までを今までドライブレコーダを扱ったことのない初めてのドライバー、経営者や運
行管理者の皆さんに充分理解できるようにわかりやすく解説した映像による『ドライブレコーダ導入・活用マニュアル』です。

『映像記録型ドライブレコーダ』の第１巻「導入編」に続く第２巻「活用編」です。ドライブレコーダの映像データを「安全教育」に活用して、事
故防止やヒヤリハットの防止に有効な方法とそのポイントをわかりやすく解説した『活用マニュアル』です。

３０分

-1-

No.

題

名

交通安全映画「ひとすじの涙」
143

２６分

144

ＳＴＯＰ！バック事故
～多発するバック事故を無くせ！～
３５分
災害時の危険を回避せよ！

145

３５分
大型トラックの安全運転
146

２０分

147

冬道事故を防ぐ
～危険な路面の見分け方～

２０分
絶対にダメ！飲酒運転
「しない！」「させない！」「許さない！」
148
２１分

149

危険！自動車運転中のスマホ
事故発生のメカニズム
１９分
注意一秒 怪我一生

150

本編２６分+短縮版１５分
終わりなき悔恨 ～飲酒運転の果てに～
151

２８分
交通事故の悲劇は続く
152

- 重い後遺症を抱えた被害者と家族の苦しみ-

２２分
153

夜間・雨天時に潜む危険
-その特性と安全運転のポイント-

２１分
ドライブレコーダーは見た！
～危険予測で大切な命を守る～
154
通常編２１分／冬道編２６分
一秒のミス 心のミス
危険予測と安全確認
155
１９分
ビッグブルーミ
大型トラック・トレーラの運転と自然の法則
156
４０分
トラックの危険予測
157

１８分

内

容

トラックドライバー菊池はいつも安全運転を心がけていた。しかし一瞬の「わき見運転」で歩行者をはねてしまう！被害者の家族である余
命１年の父と母そして婚約者は救急病院に駆けつけるが･･･ひとり息子を亡くした父の声が霊安室に響く･･･母は父に嘆く「あなたもいなく
なったら、私はひとりぼっち･･･どうしたらいいの？」父の額にひとすじの涙が･･･交通事故の悲惨な現実をドラマで描き、トラックドライバー
に「安全運転の大切さ」を改めて強く訴えます。
１．交差点でバックする ２．駐車場からバックで出る ３．車両入替でバックする ４．倉庫にバックで入れる
５．誘導でバックする ６．バックモニターを使ってバックする ７．気のゆるみ ８．その他の事故
※２本在庫有
近年、全国各地で豪雨や強風、地震などさまざまな自然災害が頻発しています。このＤＶＤは、トラックドライバーが『雷雨・豪雨』『降雪』
『地震』などの自然災害に遭遇した時にその危険を回避して、安全を確保するための運転技術やノウハウ、『事前の対策』などを解説した
防災運転ビデオマニュアルです。
トラックドライバーに対する安全教育の充実を図ることを目的に、交通事故が発生した場合、大きな事故につながる大型貨物自動車に焦
点を当て、車両の特性から見た事故パターンと危険予測を一般道路や高速道路の走行状況別に解説しています。

この映像は、雪や凍結した冬道でのスリップによる事故や吹雪などの視界不良による事故を起こさない様に、冬道を「安全に走行する」
ための作品です。
飲酒運転による交通事故件数は、度重なる厳罰化、飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まり等により減少してきたが、ここ数年下げ
止まり傾向にあり、飲酒運転事故は後を絶たない。本ビデオでは、アルコールが運転にどの様な影響を与えるか、その危険性を再現ドラ
マを交え、ＣＧ、実験で明らかにします。
運転者に過失のある死亡事故原因の１位２位を占めるのが、漫然運転と脇見運転です。その脇見運転の中で最近目立って増えている
のが、「スマートフォンを操作しながらの運転（「運転スマホ」）です。「歩きスマホ」という流行語が生まれ、歩行中の事故が多発して問題と
なっていますが、歩きスマホよりも遥かに危険な運転スマホは、絶対に防止しなければなりません。この作品は、事故の再現映像や実験
映像などで、運転中のスマホ操作の危険性を科学的に検証します。そして、運転スマホの危険性と防止を視聴者に強く訴えかけます。
実際に交通事故を起こしてしまった４人のドライバーが、自らの事故体験を語ってくれました。どの事故も「安全運転の基本」を守らなかっ
たために起きました。事故はどのようにして起きたのか、どうすれば事故は防ぐことができたのか。事故体験者の失敗から学べるのはどん
なことか。かれらが起こした事故を検証し、事故防止に役立つポイントを学びます。
飲酒運転を原因とした悲惨な交通事故は後を絶ちません。飲酒運転に関わる交通事故は、運転者の自覚によって防ぎえるものです。ハ
ンドルを握ったら絶対の安全はありません。不幸にも交通事故を起こしてしまった家族と突然の事故に遭ってしまった被害者、そしてその
周囲に起こる悲劇を丹念に描き、二度とこのような悲しい事故が起こらないようにとの願いを込めて制作したドラマです。 主演：千原せい
じ
かつては１万人を超えていた交通事故死者数も、現在では５千人を下回るまで減少しています。車の安全性向上や、救急医療の進歩な
どにより、命が助かるケースも増えています。一方、辛うじて一命を取り留めたものの、重い後遺症を一生背負うことになる人も大勢いま
す。そしてそこには、日々の介護に追われる家族の姿があります。このＤＶＤは、交通事故で脳に重い後遺症を抱えた被害者とその家族
を取材し、交通事故がもたらす悲惨な実態を明らかにし、全てのドライバーに強く安全運転を促すものです。
夜間・雨天など悪条件下での事故は、視界が悪く情報が取りにくいうえに、夜間や雨天特有の危険要因が加わり、重大事故になりやす
い。本DVDでは、夜間・雨天時になど悪条件下特有の危険要因を明らかにしながら、どうしたら事故は防げるかを考えます。
交通事故の原因の多くは、ちょっとした油断や心の隙です。交通事故を起こさないためには、常に危険を予測しながら運転する意識を持
つことがとても大切です。今回は、タクシーの車載カメラ（ドライブレコーダー）に記録された交通事故の様子を検証しながら、毎日の日常
的な運転シーンで私たちが気をつけなければならない基本的な注意点や心構えを考えていきます。また、冬道編では、冬季の凍結した路
面状況を取り上げ、安全に運転するための注意点や意識について解説します。
B級ライセンスを持ち、様々なサーキットレースの競技会にも挑戦している女性ドライバーがレポーターとして登場する。ドライビングレ
コーダー映像や再現映像で、危険な場面を検証し、その後、レポーターの運転で常に危険予測をした、安全な走行を示していく。
☆ ４部構成 ☆
【第１部】大型トラックの運転と基本 【第２部】ブレーキの基本 - 雨・雪道での運動特性 【第３部】ブレーキと車両のコンビネーションの基本
【第４部】カーブ走行と積載重量
普通自動車とは車両感覚の異なるトラックから見た交通の危険予測場面を取り上げました。それぞれの運転場面は、問いかけ→解説で
構成されているため視聴者の参加意識を得やすく、高い教育効果が期待できます。

ここが違う！プロの運転
158

～大型貨物車のエコドライブ＝安全運転～

交通事故を少しでも減らしたい！エコドライブをもっと広めたい！ より安全な交通社会を実現するために西部運輸グループが自社のマ
ル秘安全運転＝エコドライブの極意をはじめて一般公開！

４５分
第１０巻 貨物自動車等の安全走行
159

１５分

160

荷役作業の労働災害 第１巻
工場・倉庫の搬送 編

１８分
荷役作業の労働災害 第２巻
トラックの積卸し 編
161
１８分
荷役・玉掛け作業の安全の急所！
162

２３分

163

どう防ぐ高速道路事故
危険予測と安全確認
２３分
災害時、ドライバーはどう生き残るか

164

-忘れない！東日本大震災が教えてくれたこと-

２８分
エコドライブで事故減少！
165

２６分
166

誰もがいずれは高齢者
～高齢者の交通事故をなくすために～

２４分
事業用運転者における
睡眠時無呼吸症候群（SAS）スクリーニングの
167
重要性
６２分
168

大型トラック・バス
車輪脱落防止のための正しい車輪の取扱いに
ついて
２７分 （パソコン環境での使用可能）

貨物車やバスなどは、車体が大きいために、内輪差が大きい、死角が多いなど、乗用車とは違った車両特性があります。その貨物自動
車やバスの車両特性や視認特性を解説するとともに、過積載の危険や積荷の影響による運転特性などについても、解説しています。な
お、平成１０年に「交通安全教育方針」が発表されましたが、このDVDは、同指針に準拠した内容になっており、企業等で運転者に対する
安全運転教育を行ううえで最適な内容になっています。
全産業における労働災害の発生件数はこの２５年で半減しているにもかかわらず、陸運業が占める割合は８％から１２％に増加していま
す。そしてその約７０％を荷役災害が占めています。工場や倉庫におけるフォークリフト、ハンドリフト、ロールボックスパレット等の災害事
例をCGアニメにより正確に再現。その原因と対策を分かりやすく解説し安全のポイント１０をテンポよく説明します。
全産業における労働災害の発生件数はこの２５年で半減しているにもかかわらず、陸運業が占める割合は８％から１２％に増加していま
す。そしてその約７０％を荷役災害が占めています。トラックの荷台での様々な災害事例をCGアニメにより正確に再現。その原因と対策を
分かりやすく解説し安全のポイント１０をテンポよく説明します。
このDVDでは、玉掛け者、クレーンオペレータ等の証言により、作業手順書には書かれていない隠れていた安全の急所を明らかにしまし
た。これまであまり語られてなかった、荷役・玉掛け作業の安全の急所を公開することにより、DVDを見る多くの人に共有してもらい、災害
防止の一助になれば幸いです。
この作品では、B 級ライセンス取得者でもある女性ドライバーに実際に高速道路を走行してもらい、「高速安全運転５則」のポイントを徹
底的に検証していきます。また、高速道路では、単純走行だけに睡魔に襲われることも、たびたびあります。その危険性についても実験で
捉え、眠りに襲われたら、すぐ運転を止めることを強く訴えます。
地震、津波、火災などの大災害が起きた時、ドライバーはどんな事態に遭遇するのか。東日本大震災・被災地のドライバーの皆様の協
力をいただき撮影した貴重な証言に専門家の分析や意見、そして実験映像などを加え、災害時にドライバーがどう行動すればよいのかを
分かりやすく描いています。
「エコドライブ」で事故が４９％も減少したデータが発表されました。この作品はエコドライブの１０のポイントを解説し、一般走行との比較
実験を行い、燃費や運転の内容にどれだけの差があるのか、エコドライブの効果を検証したものです。
交通事故で亡くなった方の半数は６５歳以上の高齢者です！ 超高齢化が進んでいる今、高齢者の交通事故をなくすことを目指して、高
齢者も非高齢者も安全運転の基本を守ることの大切さを示す内容となっております。「高齢になると運転にどんな変化が現れるのか？」
「高齢者と非高齢者がそれぞれ注意することは？」などを事故映像・CG・実験・専門家の説明・インタビューを使って分かりやすく解説し、
非高齢者もいずれは高齢者になることを認識し「高齢者を守る運転」をすることの大切さを訴えます。
１．ＳＡＳ説明（交通事故との関連・健康リスク）
３．ＳＡＳスクリーニング検査結果と分析
５．ＳＡＳ対策の効果

２．ＳＡＳスクリーニング検査と治療までの流れ
４．ＳＡＳ対策の事例紹介

１．日常点検 ２．３ヶ月定期点検 ３．１２ヶ月定期点検
５．タイヤ交換などホイールを取外して行う整備時の注意
６．アルミホイール、スチールホイールの履き替え
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４．ホイール取付け作業
７．その他の注意

No.

題

名

危険予知トレーニングⅡ（ＫＹＴ教材）
169

危険予知トレーニングⅢ（ＫＹＴ教材）
170

危険予知トレーニングⅣ（ＫＹＴ教材）
171

内

容

ドライブレコーダーに記録された実際の事故やヒヤリハットの映像を見ながら、その場面に「どのような危険が潜んでいるか」「その危険を
回避するためにはどのような運転をすればよいか」を考える危険予知トレーニングＤＶＤです。

ドライブレコーダーに記録された実際の事故やヒヤリハットの映像を見ながら、その場面に「どのような危険が潜んでいるか」「その危険を
回避するためにはどのような運転をすればよいか」を考える危険予知トレーニングＤＶＤです。

ドライブレコーダーに記録された実際の事故やヒヤリハットの映像を見ながら、その場面に「どのような危険が潜んでいるか」「その危険を
回避するためにはどのような運転をすればよいか」を考える危険予知トレーニングＤＶＤです。

私たちは走る会社です
172

～物流業の安全とサービス～

厚生労働省の「交通労働災害防止のためのガイドライン」の中の、運行管理者と運転者のありかたに焦点をあてた作品。トラックの運転
者の対話を中心に、運行管理者と運転者がお互いに信頼し合える職場風土をつくり上げていくプロセスを描いています。

２２分
もしやり直せるなら・・・
173

グッドドライバーへの道

２２分
飲酒運転 罪と罰 破滅への選択
174

～あなたならどうしますか～

１６分
どう防ぐ交差点事故
175

～事故現場に学ぶ～

２１分

危険予測の心構えや危険予測の方法、死角によって生じる危険回避など、基本的な安全運転の方法だけでなく、高齢ドライバーの特性
を知ることや、事故発生時の救急救護についてもその重要性が触れられています。また、最新の車両技術について知ること、交通公害、
地球温暖化の防止など、交通社会の一員として、社会的責任を果たす事も教示されています。この映像教材は、こうした情報を網羅し、な
おかつ交通事故の悲惨さを視聴者の心に訴えかけ、揺さぶり、安全運転の大切さを強く印象付けるドラマ形式の教材です。
破滅への選択はいかにして・・・フローチャートにより設問に答えて線をたどっていくと、やがて、ひとつの答えにたどり着く。どこにでもいる
平凡なサラリーマンがなぜ「破滅への選択」をたどってしまったのかをドラマ仕立てと検証実験を通して描いています。
交通事故の半数以上を占める交差点事故。実際に発生した交差点事故の貴重な映像を基に、 交差点事故の原因を探り、事故防止の
ために注意すべきポイントを紹介する。一般ドライバーの安全運転をより確かなものにするために、交差点事故防止のポイントと共に、交
通ルールを守ることの大切さも訴えている。

見逃すな！危険予測のポイント
運転中の視線の動きに着目した検証を行い、見逃してはいけない危険予想のポイントを解説しています。

176

２３分

177

被災地からのメッセージ
命をつなぐ絆の力

２５分
ドライブレコーダーは見た！
ドライバー心理から考える安全運転
178
１５分
トラック運転者のための安全運転の
ポイント
179

毎年の様に我が国を襲う様々な災害・・・時に多くの人命が失われる一方で、奇跡的に犠牲者が出なかった事例があります。このＤＶＤで
は近年の大きな災害で被災した人々へ大々的なインタビューを敢行し、その時生死を分けた核心にせまります。これは災害大国・日本に
住む全ての人間が学ぶべき’命の授業’です。
様々な事故の状況が刻み込まれたドライブレコーダーの映像と、その再現映像をもとに、ドライバーの心理に着目しつつ危険回避の方
法を探ります。

トラックに乗務するにあたっての責任の大きさから、運転の準備、運転中の具体的な注意ポイントまでをコンパクトにまとめた、トラックド
ライバー向けの教育用ＤＶＤです。

３０分
危険予知トレーニングⅠ（ＫＹＴ教材）
180

ドライブレコーダーに記録された実際の事故やヒヤリハットの映像を見ながら、その場面に「どのような危険が潜んでいるか」「その危険を
回避するためにはどのような運転をすればよいか」を考える危険予知トレーニングＤＶＤです。

安全なプロトラックドライバーを育てる

181

マナーとモラル

２６分
ロールボックスパレットを
安全に使用するためのルール
182

ドライバーにマナーやモラルについて教えるのが難しい面がありますが、マナーやモラルを高めることが業績アップにつながっていくこと
を理解してもらうことができるＤＶＤです。

ロールボックスパレットと同時に使用されることが多いテールゲートリフターの取扱方法等の詳しい解説付きＤＶＤです。

１１分
フォークリフトの作業開始前点検の進め方
183

２５分３７秒
フォークリフトによる安全な荷役運搬作業
184

２３分３６秒
やっていますか？安全点呼
185

トラック運送事業者のための正しい点呼の実施方法

１８分

一人でできる日常点検
186

トラック運送事業者のための正しい日常点検の実施方法

１７分
安全なプロトラックドライバーを育てる

187

マナーとモラル（応用編）
２９分

【雪・凍結】冬の危険！
188 ～交通災害・転倒を防ぐ～

１６分
189 日常点検及び雪道対策

※（公社）全日本トラック協会制作 全ト協のHPにも動画の掲載あり

190 危険予知トレーニングⅤ（ＫＹＴ教材）

いのちを守る！運転者の責任
191

20分

大丈夫ですか？高速道路の落下物
192 事故の誘発者にならない心がまえ
18分

防衛運転 ７つのポイント
193
18分

あおり運転
194 加害者にも被害者にもならないために

陸運業においては、依然としてフォークリフト作業を含む荷役運搬作業による死傷災害の割合が約7割を占めています。また、全産業に
おけるフォークリフトによる労働災害で毎年30名前後の方が死亡しています。フォークリフトによる災害では、作業開始前点検を怠って災
害になったケースもみられます。このDVD ビデオはこうした事故・災害を防止するため、フォークリフトの作業開始前点検を順序よく、不具
合箇所等の見落としがなく行えるように、映像で分かりやすく紹介するものです。
フォークリフトの運転は、技能講習等により一定の運転技能が身についてはいるものの、実際の荷役運搬作業の場面では、必ずしも安
全な運転となっていない場合が多く見受けられ、不安全な操作に起因する事故も少なくありません。このDVDは、フォークリフトによる荷役
運搬作業について、安全な運転方法を映像とナレーションで示すことにより、より安全な操作を確認できるものとなっています。
乗務前点呼、中間点呼、乗務後点呼においても。点呼者が忘れてはならないチェックポイントを映像でわかりやすく理解することができま
すので、毎日の点呼の参考にしていただくことができます。
※２本在庫有
日常点検を効率的かつ確実に行うことができる方法を紹介しています。一人で実施できて、短時間で終わるため、毎日無理なく実行する
ことのできる点検方法を映像で理解することができます。
※２本在庫有
№182のDVD第２弾です。前作から一歩踏み込んで、身だしなみや挨拶の仕方、コミュニケーションの大切さやセクシャル・ハラスメント問
題まで、ドライバーとして知っておかなかればならないマナーとモラルを紹介しています。前作と併せてご活用いただくことで、どこに行って
も恥ずかしくないプロトラックドライバーを育成することができます。
※２本在庫有
冬に多くなるのが、雪や凍結によるスリップなどの交通事故・災害、構内での転倒・転落事故などです。寒冷地などでは、転倒災害の５
割が冬に起きています。この作品が、交通事故・災害防止では、事前の備え、実際の冬道走行の具体的ポイントと注意事項を解説、転
倒・転落災害では、構内の除雪・凍結防止などの環境設備面の対策と雪道での走行の仕方など行動面の対策を解説します。
（主な内容の一部紹介）・冬の災害を防ぐ「雪下ろし作業、トラックの荷下ろし」など。
大型トラック・小型トラックの「日常点検の実施方法」、「タイヤ交換の作業手順」、「タイヤチェーンの装着要領」などが収録されています。

ドライブレコーダーに記録された実際の事故やヒヤリハットの映像を見ながら、その場面に「どのような危険が潜んでいるか」「その危険を
回避するためにはどのような運転をすればよいか」を考える危険予知トレーニングＤＶＤです。

この作品では「いのちを守る」をテーマにして、悲惨な死亡事故を２つ取り上げています。ひとつは、保育園児ら16人を巻き込ん
だ死傷事故。もうひとつは、いわゆる“ながらスマホ”による死亡事故。いずれも、ドライバーの不注意によって引き起こされた事
故でした。
あるトラックドライバーによって引き起こされた玉突き事故。その事故を検証し、事故の原因、落下物による事故を防止するポイ
ントを整理する。■安全な車間距離とは？…■積み荷を落としたり、落下物を発見したときは…■落下物について…■積み荷
を落下させないために…
①運転前に体調確認…心身の健康②歩行者 自転車がいる場合…常に徐行③危険の多い交差点…信号無視の可能性④死
角の危険…見えない場所を意識⑤ながら運転をしない…たとえ一瞬でも危険⑥車間距離に注意…２秒以上確保⑦駐車場に潜
む危険…必ず目視
①運転中は感情のコントロールが大切②加害者にも被害者にもならないために③「あおり運転」の被害にあった場合の４つの対
処方法

17分

※２本在庫有

確実な点呼の実施方法

「点呼の実態」、「乗務前点呼の実施方法」、「乗務後点呼の実施方法」、「中間点呼の実施方法」、「点呼後の留意点」の５項目
が収録されています。

195 確認内容および留意点について

※（公社）全日本トラック協会制作 全ト協のHPにも動画の掲載あり

30分

※２本在庫有
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No.

題

名

自分ルールを見直す
196 ～初心に返って 安全運転～
20分

夢を奪ったハンドル
197
26分

運転中自然災害が…
198 地震・雨・雪道での危険回避
22分

高めよう！プロトラックドライバーとしての
199 安全マインド（ドライバー編）
34分

高めよう！プロトラックドライバーとしての
200 安全マインド（管理者編）
32分

内

容

運転に慣れてくると、慎重だったはずの安全運転確認がルーズになったり、守るべき交通ルールを軽く考えるなど、自分に都合
のいい、言わば「自分ルール」が出来てしまい、安全運転の基本がおろそかになりがちです。本作では、ドライバーのみなさまに
自分の運転が「自分ルール」になっていないか見直して頂けるように、特に注意が必要な場面での安全運転のポイントについて
考え、絶対にしてはいけない危険運転について、その危険性や防止策を取り上げます。
交通事故を起こし、実刑判決を受けたドライバーを収容する市原刑務所。受刑者は、毎日、自分が犯した罪と向き合っていま
す。この作品では、受刑者の反省の声をタテ軸に、残された被害者の家族の悲しみの生活を捉えながら、私たちは加害者にも
被害者にもなってはいけないということを訴えていきます。また、「ながらスマホ」に起因する交通事故も検証し、2019年に道路交
通法の一部改正が行われ罰則が強化されたことにも触れています。
車を運転中に地震やゲリラ豪雨に遭遇したら…基本的な知識は分かっていても、いざという時にはパニックに陥り正しい運転…
行動をとれないことが事故事例からも数多く報告されています。このDVDでは、一般道路での運転中に自然災害が発生した時
どう対処すべきか、具体的な映像で分かりやすく解説します。
トラックドライバーにとって「安全マインド」を高めることは、仕事へのモチベーションを高め、自分の仕事に誇りを持ってイキイキ
と働くことにつながります。本DVDでは各項目において、「安全マインド」を高めることの重要性を映像でわかりやすく紹介してい
ます。
安全マインド（ドライバー編）の内容に加えて、管理者編が追加。ドライバーの安全マインド向上には、日々の管理者の接し方や
働きかけが重要です。本作品は管理者として、安全マインドを高めてもらうための方策や、考え方を具体的に例示していますの
で、視聴後、すぐにでも安全マインド向上の取り組みを始めることができます。
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