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・価格については 2015 年９月現在のものです。予告無く変更になる場合もご
ざいますので、ご了承ください。
・★印のついた書籍は原則的に毎年改訂しております。ただし、事情により予
告無く変更、中止になることがございます。弊社ホームページ
http://www.rodo.co.jp/ にて随時更新情報を掲載しております。

2

労働関係

労働法改革は現場に学べ！
これからの雇用・労働法制

小嶌 典明 著

―法律の前に常識がある。現場はそれを知っている―
規制改革委員会や大学の人事労務に携わってきた著者
が、弊社発行「労働新聞」に連載した記事を元に加筆
し、「これからの雇用・労働法制」のあり方について詳
細に論じています。また、「派遣法の改正」にフォーカ
スする形で、現場が本当に必要としている法改正とは
何かを具体的に示し、
「労働契約の申込みみなし」規定、
26 業務の廃止について鋭く提言しています。
ISBN：978-4-89761-573-8

216ページ 新書サイズ

税込定価

¥864

情報漏洩防止のカギ
マイナンバー対応の実務

社労士・税理士マイナンバー実務研究会
株式会社バルク 編

情報漏えい事故の発生の責任や番号法の罰則の適用は
どのような場合にあるのか？ 民事上の損害賠償請求
や社会的信用失墜がどれくらいのものなのか？
本書は、マイナンバーをめぐる個人情報の取扱い等で
想定される事例を豊富に取り上げ、さらにプライバシー
マークに関する内容を加えた一歩先を行く内容です。
社労士や税理士の専門家だけでなく、経営者や実務担
当者にも活用していただける一冊です。
ISBN：978-4-89761-575-2

60ページ A4

税込定価

¥540

建設現場の労務管理シリーズ
建設労務安全研究会 編
本シリーズは、建設現場で従事する方が労務管理全般に
対する知識を学んでいただくための教育用テキストで
す。適切な労務管理を実現するためにご活用ください。
１ 賃金管理・労働時間管理（78 ページ）
２ 労働災害と企業責任および災害補償・労災保険法・
労災かくしの排除（94 ページ）
３ 一人親方および高齢者・年少者・女性（86 ページ）
B5

税込定価

各 ¥411

3

労働新聞社 編

弊社定期刊行誌「労働新聞」「安全スタッフ」に掲
載された実務相談１年分を労働基準、労災保険、
徴収法、雇用保険、健康保険、厚生年金、安全衛
生など内容別に分類し、読みやすくまとめました。
日常的に起こるトラブルや疑問解決にご活用くだ
さい。
★ 6 ～７月
ISBN：978-4-89761-569-1（平成 27 年版）

368 ページ A5

税込定価

¥3,240

訴訟リスクを劇的にダウンさせ
る就業規則の考え方、作り方。
社会保険労務士 堀下和紀 社会保険労務士 穴井隆二
弁護士 渡邉直貴 弁護士 兵頭尚 著

～多くの負け裁判分析を基にした規程・運用例を
収載～
「訴訟リスクを『劇的に』ダウンさせる」ことを目
的に、会社側が負けた多くの裁判例分析から得ら
れた就業規則作成の考え方、作り方を指南。一般
にはマニュアルで留め置く運用面を規定化したも
のや、「会社を縛る」規程例も執筆するなど、これ
までにない画期的な就業規則本となっています。
ISBN：978-4-89761-565-3

244ページ A5

税込定価

¥1,944

知らないと損！

働くみんなの労働法

園田 裕彦 著

本書は、人事労務調査研究機関に長年勤務してきた筆者
が、働く人向けに「職場の問題解決に必要なこと＝労働
法の正しい知識」を解説しています。職場の具体的な労
働問題をＱ＆Ａ型式で掲載。問題解決の根拠となる法令
や判例も収載し、改善のための社外の相談先もケースご
とに案内。イラスト等を使用したわかりやすい内容で、
働く人だけでなく、職場に問題を抱える管理職や人事労
務担当者にも読んでいただきたい一冊です。
ISBN：978-4-89761-563-9

240ページ A5

税込定価

¥1,944

労働関係

労働実務事例研究

4

労働関係

経営側弁護士による

精選

労働判例集

石井妙子 岩本充史 牛嶋勉 岡芹健夫 緒方彰人 中町誠 山田靖典 渡部邦昭 著

弊社発行「労働新聞」で掲載された「職場に役立
つ最新労働判例」に加筆・修正を加え１年毎に 1
冊にまとめたものです。執筆者の方に精選してい
ただいた判例について、「事案の概要」「判決のポ
イント」「応用と見直し」の 3 点につき、重要な点
を簡潔に解説いただいております。★
第１集 ISBN：978-4-89761-352-9
第２集 ISBN：978-4-89761-392-5
第３集 ISBN：978-4-89761-462-5
第４集 ISBN：978-4-89761-504-2
第５集 ISBN：978-4-89761-559-2

198ページ B5

税込定価 １～３集
４～５集

¥1,851
¥1,836

今押さえるべき

マイナンバー理解のカギ

社労士・税理士マイナンバー実務研究会 編

マイナンバーの利用目的である社会保障や税を取り扱
う社会保険労務士および税理士が、業界の枠を超えて
協力し、「すぐに使える」をコンセプトにわかりやすく
解説。従業員への通知文、書式も掲載。経営者や担当
者だけでなく、士業の方々にも広く利用していただき
たい一冊です。

ISBN：978-4-89761-558-5

56ページ A4

税込定価

¥540

労働基準監督官の臨検監督に学ぶ

語り口調 人事労務・安全健康管理の実務
元労働基準監督署長 元労働紛争調整委員会委員
元産業保健推進センター法令相談員 中村 孝雄 著

労働基準監督官の職務執行の全体像を解説し、そ
こから労基法、労働安全衛生法、その他の労働関
係法令について監督官レベルで理解できるように
しました。併せて、事業場における労働関係コン
プライアンス全体像の確立に役立つよう、各種の
関係資料を収載しております。

ISBN：978-4-89761-556-1

348ページ A5

税込定価

¥2,700

5

e-Gov 電子申請利用の手引き
東京都社会保険労務士会 業務推進委員会 電子化推進部会 編
齋藤壽男（総務省行政管理局情報システム管理室長）協力

マイナンバーに対応するには電子申請の利用が最
適です！ 今後電子申請を利用される皆様や、電
子申請についての基礎知識を得たい皆様のために、
e-Gov（電子政府の総合窓口・イーガブ）で電子申
請をするために最低限必要なことや電子申請の操
作手順、留意事項等を分かりやすい形で解説して
おります。
120ページ B5

ISBN：978-4-89761-553-0

税込定価

¥1,188

労災保険メリット制Ｑ＆Ａ

第８版

労働新聞社 編
本書は、労災保険のメリット制についてＱ＆Ａ形
式で解説、メリット制によって労災保険料が大き
く変わるということをわかりやすく説明していま
す。また、平成 27 年の労災保険率や労務費率の
料率改定にも対応。制度理解と実務のための一冊
です。

120ページ A5

ISBN：978-4-89761-550-9

税込定価

¥1,028

労働保険事務組合の実務
労働新聞社 編
本書は、労働保険事務組合の実務担当者および中
小規模事業主に必要な、労働保険に関する事務処
理方法等について分かりやすく解説したものです。
年度更新時や年度途中時における事務処理につい
ての様式記入例や、労働保険に関する制度改正の
要点について必要な事項を収録しています。平成
27 年料率改定に対応。
★ 3 ～４月
ISBN：978-4-89761-548-6（平成 27 年版）

240ページ A5

税込定価

¥2,160

労働関係

事業主・社会保険労務士のための

6

労働関係

労災保険適用事業細目の解説
労働新聞社 編
本書は事業の種類ごとに災害率等に応じて定めら
れている労災保険料について、
「事業の種類」や「事
業の種類の細目」の解説として、行政解釈等をも
とに分かりやすく解説。平成 27 年の料率改定に
対応。年度更新の手続等にご活用ください。
★ 3 ～４月
ISBN：978-4-89761-546-2（平成 27 年版）

240ページ A5

税込定価

¥2,160

ダイバーシティマネジメントの実践
豊富な事例で学ぶ、多様な雇用の実際

東京都社会保険労務士会 編
就労人口が減少している今日、企業自身も生き残
りをかけ、雇用の多様化に対応していかなければ
なりません。本書は各労働者層への対応事例を紹
介し、実務に有用なＱ＆Ａも収録しております。
人事労務担当者はもちろん、労働者の方々にも今
後の働き方を考えるために参考となる一冊です。

ISBN：978-4-89761-545-5

236ページ A5

税込定価

¥1,944

出産 育児 フローシート

（平成 27 年度版）

発行元 （株）トータル人事システム
編集 SI-MooT（エスアイ ムート）
妊娠判明から小学校入学までの法規制や諸手続の
流れを１枚の蛇腹にまとめました。育児休業制度
の解説、パパ・ママ育休プラスの解説、手続チェッ
クリスト、産前休業・育児休業開始日一覧表付き。
出産を控えた従業員の方や子育て中の従業員の方
への贈呈用だけでなく、人事担当者や社会保険労
務士の方が制度説明をする際にもご活用ください。
8 ページ 蛇腹式

税込定価

¥500

7

解雇事件判例集

改訂第２版

髙井・岡芹法律事務所 監修

解雇についての労働契約法 16 条を満たすか否か
は、最終的には裁判所の判断に委ねられます。つ
まり解雇に関する裁判例の動向を知らなければ、
解雇の有効、無効を判断することはできません。
本書は、実務家の皆様に役立つよう解雇に関する
裁判例（222 件）の「事案の概要」「判決要旨」を
簡潔にまとめ収載しており、良好な労使関係に資
する内容となっております。
ISBN：978-4-89761-540-0

484ページ B5

元監督署長が解説

税込定価

¥3,672

これならわかる

自動車運転者の改善基準Ｑ＆Ａ
元労働基準監督署長 労働衛生コンサルタント 村木 宏吉 著
本書は、半世紀近く現場を見続けた筆者が、実際「自
動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の
内容を具体的に、かつ初心者にもわかりやすく平
易に解説するだけでなく、業界内の事情等を踏ま
えた内容となっており、実務的な理解の促進に役
立ちます。交通運輸業にかかわるすべての関係者、
社会保険労務士、中小企業診断士の方にもおすす
めの一冊です。
ISBN：978-4-89761-536-3

188ページ A5

税込定価

¥1,836

雇用保険制度の実務解説

第７版

労働新聞社 編
雇用保険制度は、社会の変化に対応し、都度法改
正が実施され、雇用失業対策の重要な柱として機
能してきました。本書は 26 年改正の雇用保険法
に基づき最新の内容に改訂したものです。実務に
必要な届出様式の記載例も充実、雇用保険制度の
現状を踏まえたわかりやすい解説で、実務担当者
必携の一冊です。
ISBN：978-4-89761-534-9

312ページ A5

税込定価

¥2,592

労働関係

労働裁判における

8

労働関係

労働行政関係職員録
労働新聞社 編
厚生労働省・都道府県労働局・その他関係団体等、
平成 26 年 7 月 25 日現在（一部調整あり）の労働
行政関係団体の所在地、電話番号、職員の肩書き、
名前が掲載されております。
★ 10 月

ISBN：978-4-89761-530-1（平成 26 年版）

463ページ A5

税込定価

¥3,456

建設業における外国人技能実
習制度と不法就労防止 第２版
建設労務安全研究会 編

本書は外国人技能実習制度だけでなく、入管法か
ら現場における受入れ、不法就労防止までを詳し
く解説しています。併せて最新資料を収載してお
り、制度を正しく理解・実施するための必携の書
です。

ISBN：978-4-89761-528-8

104 ページ A5

税込定価

¥972

労務管理は負け裁判に学べ！

社会保険労務士 堀下和紀 社会保険労務士 穴井隆二
弁護士 渡邉直貴 弁護士 兵頭尚 著

なぜ負けたのか？どうすれば勝てたのか？
「負けに不思議の負けなし」をコンセプトに、企業
が負けた 22 の裁判例を弁護士が事実関係等を詳
細に分析、社労士が敗因をフォローするための労
務管理のポイントを分かりやすく解説しています。
使用者は労務トラブル発生時にどう対応すべきか、
労働者の請求に負けないためには事前に何をして
おくべきかが理解できる一冊です。
ISBN：978-4-89761-510-3

270ページ A5

税込定価

¥1,944

9

雇 用 保 険 法

速 報 版

労働新聞社 編

雇用情勢を踏まえ、基本手当、就業促進手当、教
育訓練給付および育児休業給付金の拡充ならびに
暫定措置の新設・延長等の措置を講じることを目
的として、雇用保険法の一部が改正されました。
本書は、改正法の具体的内容を改正前と比較しつ
つ分かりやすく解説。改正に伴い変更された申請
様式も掲載しています。
ISBN：978-4-89761-508-0

48 ページ B5

税込定価

¥540

建設業における

労災保険の実務 Q ＆ A

建設労務安全研究会 編

実務担当者が実際に経験し対応したケース、現場
等から相談されたケース、労働局や労基署などの
行政諸官庁と協議・検討をしたケースなど、労災
保険の実務に関する事例 74 例をＱ＆Ａとしてと
りまとめ、法令・通達等も記載しながら、わかり
やすく解説しています。建設業の労務安全担当者、
専門工事業の事業主の方々の問題解決に最適です。
ISBN：978-4-89761-494-6

176ページ A5

税込定価

¥1,728

まる分かり平成 25 年改正

障害者雇用促進法 速報版

労働新聞社 編

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止お
よび合理的配慮の提供義務を定めるとともに、精
神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措
置を講じることを目的として、障害者雇用促進法
が改正されました。障害者の雇用促進に向け、企
業が行うべき対応を改正事項ごとにわかりやすく
解説しています。
ISBN：978-4-89761-479-3

40ページ B5

税込定価

¥514

労働関係

まる分かり平成 26 年改正

10

労働関係

知っておきたい

合同労組・ユニオン対応の基礎と実践
赤司修一 荒瀨尊宏 中村恭章 猶木貴彦 堀内和 本多伸行 著
本書は、労働組合と関わりの薄い企業担当者、社
労士の方が「団体交渉とはどのようなものか」「使
用者にはどのようなリスクがあるのか」等を具体
的にイメージしてもらえるよう書かれています。
メイン部分を弁護士が執筆し、実際に団交に参加
したことのある社労士と労組役員もコラム等を担
当。単なる“マニュアル本”ではありません。
ISBN：978-4-89761-477-9

200ページ A5

税込定価

¥1,512

継続雇用制度導入マニュアル
第４版

労働新聞社 編
賃金システムの整備や助成金の活用など「採算の
取れる」高齢者処遇制度を紹介するだけでなく、
高齢者雇用ならではの問題である体力低下による
事故・健康障害の防止対策、職務再設計のやり方
にも触れており、高齢者雇用を考える上で実践的
な１冊です。改正高年齢者雇用安定法に対応、巻
末には先行企業の取組み例も掲載しています。
ISBN：978-4-89761-475-5

56ページ B5

税込定価

¥540

しない・させない・まねかない

セ ク ハ ラ・ パ ワ ハ ラ

（株）クオレ・シー・キューブ 岡田 康子 木村 節子 著

本書は「セクハラ」
「パワハラ」を職場からなくす
ため、マンガを用いてセクハラ・パワハラの実態と
その対応策を考えることを目的として制作した書籍
です。マンガの題材には、
「パワハラ」という言葉
の創造者で、研究と防止策の第一人者である岡田康
子氏が 18 事例を厳選しました。ハラスメントのな
い働きやすい職場の実現に寄与する一冊です。
ISBN：978-4-89761-466-3

114ページ B5

税込定価

¥972

11

人 事 労 務 の 基 本第2版
糸原宏 寺田美津司 大野正美 著 園部洋士 監修

本書は、人事の勉強に時間を割けない中堅・中小
企業の人事労務担当者、実務経験の浅い方や初め
て人事労務の管理職になった方を対象に、最低限
知っておくべき人事労務の知識を取り上げて解説
しました。Ｑ＆Ａや人事労務診断チェックリスト
など実務に沿った内容で、円満な労使関係構築に
欠かせない一冊です。
ISBN：978-4-89761-460-1

416 ページ A5

税込定価

¥2,808

クレーマー時代の

労務トラブル解決のコツ45

全国・社労士労務対策プロジェクト 著

全国各地において第一線で活躍する 14 名の社会保険
労務士が募集から退職後までに起きうる労務トラブル
の解決法をわかりやすく、より具体的に解説していま
す。また、調停や労働委員会、労働審判といった公的
な機関での和解について実務家ならではの情報も取り
上げ、さらには行政機関の調査が入った場合の対応な
ど幅広くかつ掘り下げた内容となっています。
ISBN：978-4-89761-458-8

284ページ A5

税込定価

¥1,851

採用担当者の心得
中小企業でも優秀な人材を採用できる！

就職エージェント九州株式会社 小石原 隆史 著
本書は、弊社発行「労働新聞」に連載した企業の採用
担当者向けのコラム『採用担当便利帳』を元に、中小
企業の採用担当者向けに文章を追加し、企業の拡大発
展に結び付く優秀な人材を獲得するための心得をわか
りやすく解説しています。採用戦略の立て方、選考方法、
内定辞退の対策から新人教育まで時系列で網羅してい
ますので、採用に取り組む際にぜひご活用ください。
ISBN：978-4-89761-450-2

226ページ 新書サイズ

税込定価

¥822

労働関係

社員とのトラブルを防ぐ

12

労働関係

求職者支援制度の解説
労働新聞社 編
本書は、求職者支援制度が創設される経緯、厚生
労働省労働政策審議会での議論および国会での議
論の内容をまとめるとともに、求職者支援制度の
柱となっている「職業訓練の実施等による特定求
職者の就職の支援に関する法律」（通称「求職者支
援法」）を詳細に逐条解説。 求職者支援の内容を
理解するのに欠かせない一冊です。
ISBN：978-4-89761-448-9

196ページ B5

税込定価

¥1,851

労働者派遣法の実務解説
労働新聞社 編
労働者派遣事業が適正に運営され、派遣労働者が
適正に就業できるようにするために必要な法的知
識を可能な限り分かりやすく解説。日常の実務に
役立つよう許可基準や様式を多数収載しており、
平成 24 年の改正法にも対応しています。
当社主催の「派遣元責任者講習」指定テキストです。
ISBN：978-4-89761-438-0

344ページ B5

税込定価

¥1,851

安全管理者・社労士・弁護士のための

労働災害の解決手引第３版

弁護士 新川 晴美 著

弁護士として労災賠償裁判を多数担当してきた著
者が、その経験を生かし労災保険制度と労災賠償
裁判をセットで解説。企業の労務担当者・安全担
当者や社会保険労務士の皆様にも広く利用してい
ただけるよう、冒頭で労災事故の実際例を取り上
げ、その解決方法の解説も加えています。また、
改訂にあたり通達や判例を豊富に追加しています。
ISBN：978-4-89761-430-4

344ページ B5

税込定価

¥2,160
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労働審判制度の実際

弁護士 鵜飼 良昭 著

労働弁護士として 40 年活躍してきた筆者が、自
分で経験した労働審判事例を中心に解説していま
す。事例の選定にあたっては、できるだけ多種多
様な事例をありのままに紹介しています。立場を
超えて参考にできるよう、事件の概要、審理の経
過、解決内容などは客観的に記述されております。
労務トラブルで悩む皆様にお薦めの一冊です。
242ページ A5

ISBN：978-4-89761-426-7

まる分かり平成 24 年改正

高年齢者雇用安定法
運用指針確定版

労働新聞社 編

65 歳まで希望者全員雇用の段階的義務付け、
継続雇用制度の対象者が雇用される企業範囲の
拡大、義務違反の企業に対する公表規定の導入
等、企業活動において知らなければならない法
改正の内容を分かりやすく解説。国会修正で追
加された「高年齢者雇用確保措置の実施及び
運用に関する指針」を盛り込んだ確定版です。
（442-7）

40 ページ B5

税込定価

¥514

まる分かり平成 24 年改正

労働者派遣法 施行細則確定版

税込定価

¥2,160

まる分かり平成 24 年改正

労働契約法

速報版
労働新聞社 編

有期労働契約の締結・更新が適切に行われるこ
と等を目的とし、平成 24 年 8 月に労働契約法
が改正されました。本書は、有期労働契約の期
間の定めのない労働契約への転換、「雇止め法
理」の法定化、期間の定めがあることによる不
合理な労働条件の禁止等、法改正の具体的内容
を参考となる判例も交えて分かりやすく解説し
ています。（431-1）

40ページ B5

税込定価

¥514

都道府県労働局による

助言・指導 あっせん好事例集

労働新聞社 編

労働新聞社 編

日雇派遣の原則禁止、グループ企業内派遣の規
制、派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善、違
法派遣への迅速・的確な対応、労災保険法上の
責任強化等、法改正の具体的内容を分かりやす
く解説しました。平成 24 年 8 月 10 日に公示
された関連する政省令・告示内容も盛り込んだ
「施行細則確定版」です。（427-4）

全国の都道府県労働局に寄せられた解雇、雇止
め、いじめ、労働条件引下げなどの個別労働紛
争事案は「なぜ」発生し、「どのように」解決
されたのかを事案ごとにわかりやすく解説して
います。77 の豊富な解決好事例は、労使間で
起きるトラブルの未然防止と解決に役立つもの
となっております。
（376-5）

40 ページ B5

税込定価

¥514

240ページ B5

税込定価

¥1,944

解説文の末尾の ( ) 内の数字は ISBN コードです。978-4-89761- が省略してあります。

労働関係

事例で知る
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労働関係

労災裁判例に学ぶ

企業の安全衛生責任

労働裁判における和解の実際

と い

弁護士 外井 浩志 著
弊社発行「安全スタッフ」に連載した記事から
50 の判例を精選。労災事故はなぜ発生し、企
業の安全衛生責任がどのように問われたかを判
例を通じて理解できます。企業の安全衛生責任
の正しい理解に欠かせない一冊です。（371-0）

274 ページ A5

税込定価

¥1,944

林業労働力の確保の促進に
関する法律の解説 第２版

労働新聞社 編
労働事件における和解による解決件数は年々増
加傾向にあります。判決と違い、その内容につ
いてはオープンにされることはない和解内容
を、本書では実例に多少の創作を加えながら、
できるだけ和解の実態が理解できるように配慮
しました。また、事例によって和解の " 相場 "
も参考にしていただけます。（276-8）

242 ページ A5

税込定価

¥2,057

40 歳から考える

セカンドライフマニュアル

労働新聞社 編

トータルセカンドライフ研究会 著

林業事業体による雇用管理の改善および事業の
合理化の一体的な推進を図れるよう平成 8 年に
本法が制定されました。本書は、法の制定の背
景、経緯について説明するとともに、平成 23
年施行の法改正も含め本法の内容について解説
を行っています。（372-7）

退職後のマネープランや介護に関する基礎や事
例、助成金に加え、公的年金や国内・海外の移
住、自然農園などの最新の情報、さらには自然
災害や事故・事件に関するいざという時の備え
についても触れています。（358-1）

176 ページ B5

税込定価

¥2,571

採用から退職まで

まる分かり手続全書

198ページ B5

税込定価

¥1,543

社会保険・労務管理 実践マニュアル

労働・社会保険様式研究会 編

社会保険・労務管理実務研究会 編

人事・労務管理のステージ別に必要とされる手
続の種類、行政窓口の審査をクリアする正しい
申請書等の記載方法を解説。どんなときに、ど
んな提出書類が必要か、フローチャート方式と
索引方式の併用により「必ず必要な手続にたど
り着く」よう検索システムを工夫しました。付
録 CD-ROM には、様式・記入例を 308 種類収
録しています。（347-5）

人が生まれる前から亡くなった後までを時系列
に記載。法律や制度の趣旨という基本的な内容
から、書式を随所に掲載し、実際にあった事が
らや実務の面まで幅広くかつ深く掘り下げ社会
保障に関する多くの問題をわかりやすく解説し
たものです。（341-3）

368ページ B5

税込定価

¥2,571

244ページ B5

税込定価

¥1,851
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第２版

一般事業主行動計画作成・公表マニュアル
― 09 年改正次世代法対応 ―

社会保険労務士 本間 邦弘 他 著

労働新聞社 編

定年退職される方などへ、セカンドライフとし
て考えられる事項のうち公的年金や社会保険
の基礎や起業、税務や投資関係、移住などを紹
介。幅広くイメージを持っていただくことを主
眼に、退職の際の知っておきたい情報を提供し
ています。（339-0）

次世代育成支援対策推進法が改正となり、平成
21 年 4 月より施行されました。一般事業主行
動計画の策定は 101 人以上の事業主にも強制
義務となります。本書では、一般事業主行動計
画の策定・届け出・計画期間終了後の認定の受
け方・助成金の利用などわかりやすく解説して
います。（332-1）

176 ページ B5

税込定価

¥1,543

わかりやすい

育児介護休業法

54ページ

A4

税込定価

¥411

ホントにあった職場のトラブル
会社と社員が賢く生きるための 21 の掟

労働新聞社 編

ＳＲアップ 21 編

平成 22 年 6 月の改正法全面施行から、企業担
当者は育児介護休業規程の改定とともに、休業
等の申出があった際、改正法に沿う形で適切に
処理する必要があります。本書は第１部で本改
正の要点をとりまとめ、第２部では逐条解説を
掲載。実務上のガイダンスとして最適の書籍と
なっています。（331-4）

採用、退職、勤務時間、休日、休暇、賃金、賞
与、退職金、災害補償、服務規律、賞罰、パワ
ハラ、社会保険料など、会社と社員のトラブル
現場を実例に基づき会話形式で再現。関連する
法令・判例などを示し、解決への糸口をさぐり
ながら解決へと導きます。（321-5）

372 ページ B5

税込定価

¥2,057

建設業における

労働関係法令に関するQ&A集
建設労務安全研究会 編
労働基準法、賃確法、寄宿舎規定、建退共制度、
建設労働者雇用改善法、入管法、外国人研修・
技能実習制度等に関して、常日頃対応に苦慮あ
るいは疑問に感じている事項を Q&A 方式で取
りまとめたものです。回答には、法律の主旨・
解釈ならびに関連法規・通達等をできる限り記
載しました。（318-5）

116 ページ A4

税込定価

¥1,028

296ページ B5

税込定価

¥1,944

トラック運送業者のための

労働実務Ｑ＆Ａ
協力 社団法人全日本トラック協会
トラック運送業務でおこる、労働時間や賃金、
安全衛生や労災補償など身近な労務管理上の疑
問（39 問）についてＱ＆Ａ形式でわかりやすく、
ていねいに解説しています。平成 22 年の労基
法改正に対応しています。（320-8）

133ページ B5

税込定価

¥1,296

解説文の末尾の ( ) 内の数字は ISBN コードです。978-4-89761- が省略してあります。
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労働関係

人材育成とキャリアデザイン支援
― 人材マネジメントの基本哲学 ―

労働判例に学ぶ

中小企業の労務管理

川喜多 喬 著
執筆当時、日本キャリアデザイン学会会長で
あった著者が、組織内でキャリア支援や人材育
成に当たる人々や、自分のキャリアを考える中
堅組織人向けに、人材マネジメントの支えとな
る仕組み・考え方をエッセイでまとめました。
（314-7）

256 ページ B6

税込定価

¥1,543

改訂

実務解説 労働基準法
と

労働判例研究会 編
労働判例から注目すべきものを選択し、その判
例をベースに裁判所が示した基準等を挙げた上
で、実務上のポイントを検討し、さらに相談事
例を紹介しています。すべて使用者側の視点で
書いており、特に中小企業の個別労働紛争の未
然防止に役立つ内容となっています。（317-8）

378 ページ B5

税込定価

¥2,880

わかりやすい最低賃金法

い

弁護士 外井 浩志 著

労働新聞社 編

平成 22 年施行改正法に対応。割増賃金率の引
上げを中心とする改正労働基準法の内容を第一
人者が分かりやすく解説。・月 60 時間を超え
る時間外労働の割増率 50％に・代替休暇の付
与・中小企業に対する猶予措置・年休の時間単
位付与など、多様化、複雑化する労働問題に対
応可能です。（306-2）

平成 20 年 7 月に施行された改正最低賃金法で
は、すべての労働者のセーフティ・ネットとし
ての役割は地域別最低賃金が担い、特定最低賃
金（運用等については従来の産業別最低賃金の
枠組みを踏襲）はその補完的役割を果たすもの
という位置づけの下、法律全体を整合的に再編
しました。（061-0）

380 ページ A5

税込定価

¥2,571

危機にある介護労働

136ページ B5

税込定価

¥1,234

改訂

― これからの介護・雇用管理入門 ―

基礎から学ぶ実戦労働法

（財）介護労働安定センター顧問 野寺 康幸 著

弁護士 外井 浩志 著

財団法人介護労働安定センター理事長として介
護労働の実情を直視してきた著者が、介護労働
における雇用管理の問題点と、改善の方向につ
いて提言したものです。介護を取り巻く諸制度
について若干批判的な視点からの問題提起を試
みています。（062-7）

148ページ B5

税込定価

¥1,296

と

い

ここ数年、労働法は改正点、変更が多く、労働
問題に対する認識の重要性は益々高まってきて
います。労働問題はこじれると解決まで長時間
かかることが多く、必要以上にエネルギーを消
費するケースもあります。本書は「解雇と退職」
「休暇・休業」など、トラブルが多発する問題
について解説しています。（053-5）

300ページ A5

税込定価

¥2,057
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労働新聞社 編
雇用政策を「人口の構造の変化に対応して行う」
ことを明記した点に象徴されるように、施策の
展開に関する基本的な枠組みを大きく変更した
平成 19 年の改正法では、多様な労働力の充足
を図るため抜本的な見直しが行われています。
本書では、法の制定、改正の経緯、各条の趣旨・
内容等を分かりやすく説明しています。
（034-4）

319 ページ B5

税込定価

就職活動実践ハンドブック
プロフェッショナル・キャリアカウンセラー 加藤 昌広 著
就職活動を行う際、いかにして自分を求人企業
に売り込むかの具体的方法を解説したもので
す。求人企業へのアプローチ、キャリアシート
の作成、履歴書、職務経歴書、添え状の書き方、
面接の受け方、礼状の書き方にいたるまで、丁
寧に説明しています。（224-9）

¥3,599

蛇腹式シリーズ

60 ページ B5

全19 ページ

税込定価

¥540

税込定価 ¥308

知っておきたい労働法基礎知識
男女問わず社会で活躍するために、知っておくと便利な法律がいろ
いろあります。
「労働基準法」
「男女雇用機会均等法」
「労働者派遣法」
等から働く時に知っておくと役立つ法律などをわかりやすく解説。
（323-9）

知っておきたい ラインケア
本書では、職場のメンタルヘルス問題の基礎知識の習得が図られる
と共に、現場で活用できる実践ノウハウが多数掲載されていますの
で、全ての管理職の方にお勧めです。（011-5）

DVD

ＣＧでリアルに再現！「事故・災害事例集」
実写では再現が難しい「事故発生の過程とその瞬間」
をＣＧアニメと効果音でリアルに再現。視聴者に災害
の恐怖と安全対策の必要性を強く訴えかけ、安全教育
に大変有用です。各編ごとに１枚のＤＶＤに収録、現
場で繰り返し再生可能です。付属の小冊子（全 92 ペー
ジ ) は教育訓練の教材に活用できます。
ＤＶＤ５枚組（合計 65 分）小冊子付
税込定価

¥25,000

※こちらの商品に限り送料無料
ただし直販のみのお取扱いです

解説文の末尾の ( ) 内の数字は ISBN コードです。978-4-89761- が省略してあります。

労働関係

改正 雇用対策法の実務解説
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安全衛生関係

安 全 帯 で 宙 づ り

―救助までの延命措置―
みなとみらい労働法務事務所 所長 菊一 功 著

日本では高所作業における安全について、墜落し
て安全帯で宙づりになった場合の救出方法（延命
措置）を現場で全く教育していません。本書は、
こういった墜落災害の防止の本質、ハーネスにつ
いての諸問題、宙づりとなった場合に現場で簡単
にできる延命措置等を解説。墜落による重篤災害
防止のための１冊です。
120ページ B5

ISBN：978-4-89761-571-4

税込定価

¥1,188

建設現場でできる危険体感教育
建設労務安全研究会 編
危険性を身近に感じとるためには、「危険体感教育
訓練」の実施が有効とされています。本書は、建
設現場にある資材・機材や建設機械を用いて実施
できる危険体感教育訓練を写真やイラストを用い
てわかりやすく 22 事例紹介。建設現場作業員の
危険感受性の向上を目的とした教育訓練にご活用
ください。
48ページ A4

ISBN：978-4-89761-567-7

税込定価

¥756

安全法令ダイジェスト

ポケット版・テキスト版
労働新聞社 編

現場での安全衛生確保は、労働安全衛生法令をキ
チンと守ることが基本です。本書は、元請、専門
工事業者、各作業の有資格者、作業員等、それぞ
れの役割に応じて守らなければならない法令を区
分し、分かりやすく編集しています。改訂に際し
て足場等関係の安衛則改正に対応、ストレスチェッ
ク制度についての解説を追加しました。
280ページ

ISBN：978-4-89761-561-5

ポケット版 A6変形 税込定価

¥864

ISBN：978-4-89761-562-2

テキスト版 B5 税込定価

¥1,728
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東内 一明 著
本書は、高齢者にとって必要・不可欠な設備の改善方
法、具体的な取り組み方法などの、すぐに取りかかる
べき具体策を中心に解説しています。理論や理屈は後
に回し、必要性の高い方からやるべきことを順番に並
べましたので、職場で該当するものから実施すること
ができます。高齢者だけでなく、すべての年齢層の労
働者にとって有用な一冊です。
ISBN：978-4-89761-554-7

116ページ B5 税込定価

¥1,188

建設業におけるワイヤーロープ・ベルト
スリング等がわかる基礎知識 第３版
仙台建設労務管理研究会 編
作業所における玉掛け作業において、使用条件に
よって思わぬ強度低下を起こすケースに焦点を当
て、計画段階、作業中において適切な指導ができ
るようにまとめたものです。できるだけ図表を用
いるようにし、災害事例、作業員の教育資料には
イラストを多用しています。

ISBN：978-4-89761-552-3

56ページ B5

税込定価

¥540

建設業安全衛生優良事例集
―災害の型別防止対策―
建設労務安全研究会 編
本書には 15 の主要災害を防ぐうえでの措置、作業
員の不安全行動をなくしていくための取組みなど、
ハード・ソフト両面にわたる対策・活動 284 事例
がカラー写真入りで収められています。 法令に適
合した対応とともに、現場での実作業の中から生
まれた工夫、アイデアに基づく手法も多数紹介。
優良な実践事例にならう安全衛生対策の手引きと
して、ぜひご活用ください。
ISBN：978-4-89761-543-1

328ページ A4

税込定価

¥2,808

安全衛生関係

働く高齢者の安全・健康管理
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安全衛生関係

根治療法的ストレス対処法

ＮＰＯ法人救急法＆メンタルヘルス研究会代表、
元・労働基準監督署長 浅見 自生 著

本書は、「健康な精神」や「ストレス」というものが
何であるかきちんと説明したうえで、ストレス要因そ
のものを元から削減・解消できるストレス対処法につ
いて、多くの事例を挙げながら詳しく解説しておりま
す。メンタル不調やストレスフル状態に陥ったり、職
場にそのような方が出る前に是非本書をお読みいただ
き、職場のリスク管理や社員教育にご活用ください。
ISBN：978-4-89761-542-4

214ページ A5 税込定価

¥1,944

職長の能力向上のために

第２版

建設労務安全研究会 編
職長に必要な基礎知識の再確認およびリスクアセ
スメントの進め方、ヒューマンエラー防止活動、
また、職長としての悩み・困ったことを解決した
各種優良事例を紹介したうえで、職長が部下の作
業員をどのように指導・教育したらよいのかにつ
いて解説。改訂に当たり最新の情報を盛り込み、
災害事例等を追加。ベテラン職長に対しての教育
と能力向上のためのテキストにご活用ください。
ISBN：978-4-89761-538-7

216ページ B5

税込定価

¥1,620

図解 安全衛生法要覧

改訂第４版

建設労務安全研究会 編

現場実務担当者にとって難しいといわれる労働安
全衛生法を容易に理解出来るように、イラストを
多用して解説を加え、具体的な安全対策書として
編さんしたものです。また、内容を最新のものと
するため、平成 26 年安全衛生法改正にともない
同年 12 月施行分を反映、健康保持増進のための
措置を新たに追加しました。
ISBN：978-4-89761-532-5

450 ページ A4

税込定価

¥2,916
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杉浦 純 著

本書は、労働基準監督官として多くの会社を臨検
監督、指導をしてきた筆者が、労働災害のデメリッ
ト、発生時の行政機関を含めた対処方法等を解説
しています。さらに、在職中に見聞きした労働災
害事例を踏まえ、発生状況等をイラスト等で整理・
分類し、それぞれに原因と考えられる対策を紹介。
また、監督署への是正報告の仕方も収載していま
す。
ISBN：978-4-89761-520-2

228 ページ A5

税込定価

¥1,944

建設現場の
ヒ ヤ リ・ ハ ッ ト 事 例 集
熊谷組安全衛生協力会 編

作業者であれば誰もが「あるあるそのヒヤリ！」
とうなずけるヒヤリ・ハット体験 188 事例を 27
職種に分類し、その対策を掲載しています。また、
事例ごとにイラストを使用しているため、朝礼な
どでも利用しやすく安全教育に役立つ１冊となっ
ています。

ISBN：978-4-89761-522-6

180ページ B5

税込定価

¥1,620

フルハーネス型安全帯
―安全帯使用者のための解説Ｑ＆Ａ―
みなとみらい労働法務事務所 所長 菊一 功 著

日本で普及している胴ベルト型安全帯は危険性が
高いため欧米では使用禁止とされており、その欧
米で安全性から使われているハーネスを厚労省も
普及させるとしています。本書は、このハーネス
について基礎知識や使用上の注意点をＱ＆Ａ形式
でまとめました。元請職員および実際に使用する
現場作業員の方々の安全を考えた一冊です。
ISBN：978-4-89761-518-9

160ページ B5

税込定価

¥1,404

安全衛生関係

安全衛生対策の立て方と
是正勧告への対応
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安全衛生関係

まる分かり平成 26 年改正

労働安全衛生法

速報版

労働新聞社 編

化学物質による労働者の危険または健康障害を防
止するための措置を強化するとともに、労働者の
精神的健康の保持増進のための措置を充実するこ
となどを目的に、労働安全衛生法の一部が改正さ
れました。本書は、
「ストレスチェック制度の創設」
「受動喫煙防止対策の推進」など、労働者・事業者
ともに関心の高い改正法の内容を改正前と比較し
つつ分かりやすく解説しています。
ISBN：978-4-89761-516-5

48ページ B5

税込定価

¥540

はじめの一歩

建設現場への送り出し教育

労働新聞社 編

本冊子は建設工事の作業所で行われる新規入場者
教育について、「災害発生の実情」と「災害から身
を守るための心得と現場活動」にポイントを絞り、
まとめたものです。送り出し教育時のサブテキス
トや現場に出る前の自己チェック本としてご活用
ください。

ISBN：978-4-89761-512-7

44ページ A6 変形

税込定価

¥540

実は危険な飲食店職場
―人と職場を美しくすれば安全は確保できる！―

東内 一明 著
飲食店舗に特化した「安全思想・安全手法」を内
容とし、必要不可欠なものだけに限定して解説し
ております。労働基準監督官として職業生活を通
じ安全を追求し続け、日本マクドナルド、不二家
の安全管理アドバイザーを務める著者が出した答
えが凝縮。飲食店舗に携わる全ての方にお読みい
ただきたい１冊です。
ISBN：978-4-89761-506-6

224ページ 新書サイズ

税込定価

¥864
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ワイヤーソーイング工法安全作業指針作成委員会 編
ワイヤーソーイング工法とは、ダイヤモンドを含
んだワイヤーソーと呼ばれるロープのような切削
工具によってコンクリート等を切断する工法です。
本指針は、ワイヤーソーを利用するにあたって、
どのような対策をとれば安全に作業できるかを解
説したものです。ワイヤーソーによる死傷災害を
根絶するためにぜひ本指針をご活用ください。

ISBN：978-4-89761-496-0

35 ページ B5

税込定価

¥594

元安全衛生行政マンが語る

災害・疾病事例と労災防止対策

（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会顧問 後藤 博俊 著

本書は、半世紀近く現場を見続けた筆者が、実際
に工場・事業場の中で発生している代表的な災害・
疾病事例 50 例を紹介し、事例ごとに「災害発生
のあらまし」
「考えられる原因は？」
「再発防止対策」
をプロの視点から鋭く解説しています。一見危険
を感じないようなありふれた場所でも労働災害は
発生します。労災防止の実現のためにぜひ本書を
ご活用ください。
ISBN：978-4-89761-492-2

252ページ A5

税込定価

¥1,836

除染等業務Ｑ＆Ａ
―放射線障害防止のための手引―
建設労務安全研究会 除染電離則Ｑ＆Ａ部会 編

本書は、「除染等業務」と「特定線量下業務」の２
つのガイドラインについて、現場などから寄せら
れた質問・相談 123 項目を整理し、「Ｑ＆Ａ」形
式で掲載しています。除染電離則基本事項や除染
等業務・特定線量下業務に係る放射線障害防止要
領も実務面から分かりやすくまとめ、除染電離則・
ガイドラインの対応表やガイドライン別紙なども
収めました。
ISBN：978-4-89761-485-4

128ページ B5

税込定価

¥1,296

安全衛生関係

ワイヤーソーイング工法
安全作業指針
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安全衛生関係

土 木 工 事 の 安 全

―災害発生要因からみたポイントと急所―
土木工事安全衛生管理研究会 編

土木工事における災害事例を状況や原因を踏まえ
て紹介し、災害防止に必要な対策や施工技術上の
知識を「安全上のポイント」
「基礎知識」「災害防
止の急所」などの項目を設定してわかりやすく解
説しています。現場作業員への教育・指導を想定
し類似の災害例や、安全対策のベースとなる法令・
通達・ガイドラインも収載。
ISBN：978-4-89761-481-6

288ページ B5

税込定価

¥2,808

建設業における

電気・電動器具がわかる基礎知識 第２版
仙台建設労務管理研究会 編
作業所の安全管理を進める上で課題となっている
仮設電気の知識について、特定元方事業者が行う
統括管理に必要と思われる項目を絞り込み、図表
を多用してわかりやすく解説しました。日常管理
を進める上でのチェックや、職員・作業員に対す
る教育用資料としてぜひご活用ください。

ISBN：978-4-89761-472-4

56 ページ B5

税込定価

¥540

ことわざ・格言にならう安全衛生訓
セフティレビュー 末松 清志 著
本書は、現場管理者や教育講師として産業安全衛生
に関わってきた著者が、職場の安全衛生に役立つこ
とわざ・格言等から 166 を選びまとめたものです。
「頭隠して尻隠さず」のような耳に馴染んだことわ
ざ・格言等を用いることで、聞き流されがちな安全
管理の注意事項が作業員の心に届きます。職場の安
全衛生づくりの一助としてご活用ください。
ISBN：978-4-89761-452-6

194ページ 新書サイズ

税込定価

¥822
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災害の芽を摘みとる具体策

第２版

安全衛生教育訓練コンサルタント 谷村 冨男 著
ヒヤリ報告は、実際に体験したヒヤリ・ハットを
記入し報告することで、作業者への反省を促し、
原因の分析により事故災害の芽を摘みとることが
できる重要な安全管理活動です。本書はヒヤリ報
告のモデルを示し、作業者、監督者、管理者それ
ぞれが何をすればよいか、その学習・指導方法を
わかりやすく解説しています。
ISBN：978-4-89761-420-5

144ページ B5

税込定価

¥1,728

きょうの作業の安全ポイント集
本書は、その日の作業で起こりがちな災害を防ぐ
ため、作業員の皆さんに分かりやすいよう 250 点
を超えるフルカラーのイラストを収載し、ファ
イル形式でまとめたものです。また災害事例も
紹介しており、現場の危険意識を高める効果が
期待できます。ファイルの中から作業に即した
シートを選び、安全衛生活動にご活用ください。
284ページ A4 バインダーファイル 税込定価

¥3,599

墜落・転落・落下防止のための

足場関連規則Ｑ＆Ａ

建設労務安全研究会 安衛法 Q&A 部会 編

平成 21 年の改正安衛則についての解釈、新たな
措置内容、手すり先行工法、足場点検チェックリ
ストなどを掲載のうえ、現場から寄せられた質問・
相談を「Ｑ＆Ａ」として整理しています。また、
参考資料として「関連通達」、「足場からの墜落防
止措置の検証・評価検討会報告書」などのほか、
新たに策定された「足場からの墜落・転落災害防
止総合対策推進要綱」を収めています。
ISBN：978-4-89761-383-3

227ページ A4

税込定価

¥1,851

安全衛生関係

ヒヤリ体験から学ぶ
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安全衛生関係

よくわかる製造請負・派遣ガイ
ドブックシリーズ 品質管理編

よくわかる製造請負・派遣ガイ
ドブックシリーズ 生産管理編

一般社団法人 日本生産技能労務協会 編
文化学園大学特任教授 光藤 義郎 監修

一般社団法人 日本生産技能労務協会 編
文化学園大学特任教授 光藤 義郎 監修

本書は、製造請負事業所における事業所責任者
および工程管理等責任者等のスキルを高める為
の品質管理基礎知識をまとめたテキストです。
製造請負事業として主に担当する分野（製造と
検査）に特化して必要な知識をまとめています。
また、製造請負事業と同時に、製造派遣で働く
方の「ものづくり力の向上」にも活用できる内
容です。（470-0）

82 ページ B5

税込定価

¥1,543

工事安全衛生ポケットブック
労働新聞社 編
法律上の決まりや作業現場のルールを守り、安
全に作業するための基礎知識を身に付け、決め
られた作業手順を守る高い意識をもっていただ
くために、イラストを使って安全作業のポイン
トをまとめました。（375-8）
全編中国語の『工事安全衛生ポケットブック
中国語版』（44 ページ 税込定価 ¥324）もあり
ます。

52 ページ A6 変形

税込定価

¥514

事故災害を防ぐための

基本心得・基礎知識 製造版

労働新聞社 編

製造業に携わる人たちが、ケガをせず、健康を
損なうこともなく働くために心得ておくべきこ
と、知っていてもらいたい知識のポイントを、
イラストをふんだんに使用し、わかりやすくま
とめました。（353-6）

94 ページ A5

税込定価

¥616

本書は、製造請負事業所責任者、工程管理等責
任者、工程リーダー等に対して、各自のスキル
を高めていくために最初に知ってほしい生産管
理の基礎知識をまとめたガイドブックです。ま
た、製造請負事業と同時に、製造派遣で働く方
の「ものづくり力の向上」にも活用できる内容
です。（468-7）

164ページ B5

税込定価

¥2,468

新入社員が学ぶ

建設現場の災害防止
建設労務安全研究会 編

新入社員としてこれだけは知っておきたい安全
衛生管理の基礎知識、災害防止のための具体的
な実施事項、日常管理のポイント、リスクアセ
スメントなどを、イラストを多用して分かりや
すく解説しています。巻末には、小テストとそ
の解答を掲載しています。（302-4）

168ページ B5

税込定価

¥1,645

リスクアセスメントに活かす

ヒヤリ・ハット事例集

建設労務安全研究会 編

各種作業に潜む危険・有害性を把握するうえで
有効なヒヤリ・ハットの事例集。災害とのニア
ミスの発生報告実例を一冊にまとめました。体
験状況を図入りで示し、「原因」と「背後要因」
を明記しています。リスクアセスメントでの見
積り表については本委員会による検討結果と解
説が併載されています。（348-2）

164ページ A4

税込定価

¥1,645
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基本心得・基礎知識
労働新聞社 編

建設業の実作業に携わる人たちが、ケガをせず、
健康を損なうこともなく働くために心得ておく
べきこと、知っていてもらいたい知識のポイン
トを、イラストをふんだんに使用し、わかりや
すくまとめました。（035-1）

92 ページ A6 変形

税込定価

¥616

リスクアセスメント再挑戦のすすめ
みなとみらい労働法務事務所 所長 菊一 功 著
現場でリスクアセスメントが迷走しています。その
原因は３つあり、①指針が示す危険源のチェックリ
スト作成、リストアップという危険源の特定を軽視
したこと、②リスク評価にツジツマ合わせが横行し
ていること、③ R・KY とリスクアセスメントを混同
したことです。方向性が定まらず、リスクアセスメ
ントに絶望している事業場を対象に、今一度挑戦す
るための方策を示しています。（393-2）

148 ページ B5

税込定価

¥1,028

語り口調

労働安全衛生法の実務詳解
中村 孝雄 著
労働安全衛生法は法令を頂点にピラミッド構造
になっているため、安全衛生の実務担当者は必
要な指針や通達を参照しなければなりません。
本書は条文の下に情報を集合させ、一目にして
全体像を把握・理解できるよう、労働基準監督
署長を歴任した著者が編集した実務家のための
実務書です。（350-5）

306 ページ B5

税込定価

¥2,057

よくわかる

製造請負ガイドブック

一般社団法人 日本生産技能労務協会 編
安西法律事務所弁護士 安西 愈 監修

本書は、製造請負事業の専門団体である編者が
作成した「製造請負ガイドブック」の重要なポ
イントをイラストを交えて分かりやすく解説し
ています。また、項目ごとの「チェックリスト」
で自社のコンプライアンス状況をチェックでき
ます。製造請負の事業者はもちろん、請負会社
を活用する企業やその従業員の方にも参考にな
ります。（425-0）

130ページ B5

税込定価

¥2,057

知っておきたい

災害発生時の対処法

野中労務安全事務所 所長 野中 格 著
建設労務安全研究会 監修

労働災害発生時、安全担当スタッフには様ざま
な対応が求められます。社内関係部署への通報
と緊急措置、災害調査、労基署などに対する報
告、被災者家族への連絡・状況説明、さらには
損害賠償についての示談交渉など、万が一の事
態に備えての基本要項と対処に当たっての留意
点をまとめました。（360-4）

58 ページ B5

税込定価

¥822

朝礼で使える！

おもしろポケットと～く集
建設労務安全研究会 編
安全朝礼は、毎日の安全施工サイクルの中でも
重要な行事です。的確な指示と注意を作業員が
しっかりと理解してなければ何の効果もありま
せん。この本では作業員の方が興味を持ったり、
笑いを誘われたりするような安全朝礼の話のネ
タを満載しました。（316-1）

138 ページ A6 変形 税込定価

¥411

解説文の末尾の ( ) 内の数字は ISBN コードです。978-4-89761- が省略してあります。

安全衛生関係

事故災害を防ぐための

28

安全衛生関係

クイズで学ぶ

安全の基礎知識

労働安全コンサルタント 内海 政美 著

労働災害の原因の多くは知識教育の不足による
ものです。そのような労働災害の減少を図るた
めには“安全衛生教育の必要性と繰り返し教育”
が重要です。本書は、できるだけ多くの人が興
味を持ち参加できるようクイズ形式とした、安
全衛生教育における業界初の本格的なテキスト
です。（313-0）

251ページ B5

税込定価

¥1,851

建設業における

ヒューマンエラー防止対策事例集
建設労務安全研究会 編
関係法令の遵守、マネージメントシステムの導
入といったハード面の強化とともに、個々の人
間の行動、動作、心理面にまで踏み込んだ分析・
対策が必要との認識から「ヒューマンエラー対
策」分野の研究では先行している他の産業界や
研究者、研究機関に対するヒヤリングから導き
出された対策を整理してわかりやすく解説して
います。（049-8）

146 ページ A4 税込定価

¥1,645

労働安全衛生マネジメント
システムがわかる基礎知識
浮田 義明 著
建設業にとって、労働安全衛生マネジメントシ
ステムを運用するための基礎知識を、職長をは
じめとする作業員全員が持ち合せる必要があり
ます。 本書では、具体例をできるだけ図表を
多用しながら説明したほか、付録の CD-ROM
にはシステム文書の構築事例を電子データで収
録いたしました。（278-2）

121ページ A4

税込定価

¥1,645

偽装請負

労働安全衛生法と建設業法の接点
みなとみらい労働法務事務所 所長 菊一 功 著
本書は、これまでの著書「偽装請負と事業主責
任」等から建設業関連を集約し、実際に現場か
ら寄せられた質問事項を、建設業法・労働安全
衛生法・労働基準法・労災保険法・労働者派遣
法・民法の各視点で検討しています。（018-4）

219ページ B5

税込定価

¥1,439

偽装請負と事業主責任
みなとみらい労働法務事務所 所長 菊一 功 著
偽装請負とは、請負の形式をとりながら請負事
業主の労働者を注文主の指揮命令下でその業務
に当たらせる等、実態としては労働者派遣と変
わらないものをいいます。本書は、事業主の労
働者に対する安全衛生面の配慮や責任を十分確
保するため、豊富な事例とＱ＆Ａで請負と労働
者派遣の違いを詳しく解説しています。
（000-9）

138ページ B5

税込定価

¥1,028

職場におけるストレス構造
指導 埼玉産業保健推進センター相談員 精神科医 金村 元
（財務省 チーフカウンセラー）メンタルヘルス研究会 編・著
メンタルヘルス対策の入門書として、また精神
医学の入門書として、全業種を対象に職場の実
態をストレス視点で解説しました。メンタルヘ
ルス対策を推進するために本書をご活用くださ
い。（282-9）

73ページ B5

税込定価

¥720

29

安全衛生ハンドブック

労働安全 ･ 衛生コンサルタント 古賀 鐵也 監修
日本生産技能労務協会 編集協力

作業現場での災害を防止するための「安全衛生
の基本」をまとめたテキストです。朝の出勤か
ら、整理・整頓など作業中の気をつけなければ
ならない事項、作業終了時の注意点までをイラ
スト入りでまとめてあります。基本的な事項を
確実に実行し、作業現場で働く方々に安全第一
を心がけていただくための一冊です。（245-4）

40 ページ 三五判

税込定価

¥308

安全衛生活動推進の基礎知識
災害防止対策シリーズ⑫

中小企業の安全衛生管理について、今日的な視
点も含めて概括的にまとめたもの。「災害がな
い職場」からより健康的でより快適な職場へと
いう目標実現のための労働安全衛生マネジメン
トシステム、リスクアセスメントや化学物質等
安全データシートを活用した化学物質管理など
を紹介しています。

税込定価

¥1,944

シンプルＫＹマニュアル
災害防止対策シリーズ⑥
危険予知活動研究会代表 田邊 肇 著
KY 活動のマンネリ化をどう克服するか ― と
いうことは、各企業で問題になっていますが、
このマンネリからの脱皮につながる「いつでも、
どこでも、誰でもできる」シンプルでわかりや
すい手法（SKY）を、KY の第一人者である著
者が新しく提案しています。

166 ページ B5

税込定価

― 労働災害防止のための実践ノウハウ ―
中村 昌弘 著

労働災害の防止に豊富な経験を持つ筆者が、安
全・衛生確保の基本である労働安全衛生法とそ
の規則を職場の実態に即して、イラスト入りで
平易に解説。さらに関係する法律の要旨も解説
しています。安全衛生教育・研修にご活用くだ
さい。（155-6）

90ページ B5

税込定価

¥822

新安全朝礼ハンドブック
災害防止対策シリーズ⑪

厚生労働省安全衛生部計画課 監修

196 ページ B5

職場で行う安全の基本

¥1,728

厚生労働省安全衛生部安全課 監修
朝礼やツールボックスミーティングを形式的な
ものとせず、活発な内容とするための必携の書。
平成 3 年の発行を改訂し、特に本書の右ページ
のイラストは拡大して、ポスターとしてご利用
いただけるよう配慮しました。

164ページ B5

税込定価

¥1,728

目で見る躾づくりの実際
災害防止対策シリーズ③

ジット経営研究所代表取締役会長 平野 裕之 著
企業運営の基礎ともいうべき５Ｓ（整理、整
頓、清掃、清潔、躾）や仕事の進め方について、
決められたルールや標準を守らせるために、異
常状態・問題点を顕在化させ、「目で見る職場」
にして、明るく楽しい躾づくりを実践する解説
書です。（182-2）

168ページ B5

税込定価

¥1,620

解説文の末尾の ( ) 内の数字は ISBN コードです。978-4-89761- が省略してあります。

安全衛生関係

作業スタッフのための

30

安全衛生関係

不安全行動は防げる

安全衛生活動の進め方

安全衛生教育訓練コンサルタント 谷村 冨男 著

安全衛生教育訓練コンサルタント 谷村 冨男 著

労働災害は「不安全な行動」により発生するも
の、「不安全な状態」によるもの、またはこの
両方が重なって発生するもの等ありますが、本
書は特に災害の発生原因の 70％を占めるとい
われる「不安全な行動」の原因を分析し、その
対策を具体的に解説しています。（327-7）

事業場における災害防止の要は、経営トップの
理解と共に、現場の管理・監督者が安全衛生活
動を進めるうえでの基本的な知識や手段を習得
し、労働災害防止のノウハウを身につける必要
があります。本書はそのための実務書で、活動
を進めるうえでの知識等が満載です。

職場からみた実践的対策 第２版

144ページ B5

税込定価

¥1,404

交通労災事例研究

災害防止対策シリーズ①

184ページ B5

税込定価

¥1,728

マンガで学ぶ

実例危険予知訓練（建設業版Ⅱ）

小林 實 著

横山 誠 著

因果関係の立証に最も有効といわれる個々の交
通災害について、特別に安全管理者向けに分析
したもので、35 のケーススタディは過去の労
働災害から今後も多発すると推測される事案を
集大成しました。ベテラン安全管理者と新人運
行管理者との討議形式によって、スタディ・ポ
イントで対策立案を導き出し、特に重要な事例
には解説をしています。

建設業における危険要因を把握するため、自由
に考え、話し合ってもらるよう、４コママンガ
で災害の発生状況や原因を描いています。その
うえ、より具体的な災害防止のポイントや対策
を見つけ出していくために、それぞれの事例に
詳しい解説を掲載しています。社員の安全教育
にお役立てください。（067-2）

106 ページ B5

税込定価

¥864

専門工事業者の安全管理

第２版

216ページ B5

224ページ B5

税込定価

¥2,376

¥1,404

職長さんの安全管理

厚生労働省安全衛生部 監修
建設工業労務研究会 編
建設現場で作業の基礎となるのは専門工事業者
です。本書はここに重点をおいて、元請と一体
となった安全活動の進め方から、施工要領書の
作成、作業者の雇用から育成、離職時の実務上
の問題等をイラスト入りで親しみやすく解説し
ています。（051-1）

税込定価

厚生労働省安全衛生部 監修
建設工業労務研究会 編
建設現場の安全管理をすすめる上で職長は重要
な役割を担っています。本書は職長の安全行
動を一日の施工サイクルでとらえ、必要な専門
的技能や人間関係的技能、総合判断的技能の習
得についてイラストを中心に解説しています。
（046-7）

248ページ B5

税込定価

¥1,845

書籍のご注文について
【書店でご購入の場合】

お近くの書店様にてお買い求めいただけます。店頭にない場合もお取り寄せでのお手配
が可能ですので、書店様にお申し出ください（裏面にある注文書もご利用ください）。

【Web 書店でのご注文】

以下のサイトにてご注文を受け付けております（一部書籍を除く）。
Amazon（http://www.amazon.co.jp/）
セブンネット（http://www.7netshopping.jp/books/）
楽天ブックス（http://books.rakuten.co.jp/）
TSUTAYA オンラインショッピング（http://shop.tsutaya.co.jp/book.html）
MARUZEN&JUNKUDO ネットストア（http://www.junkudo.co.jp/）
エルパカ BOOKS（http://www.hmv.co.jp/books/）

【小社へ直接ご注文の場合】

・お電話（平日 9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:30）、FAX、Ｅメール、ホームページにて承っ
ております。下記出版事業局へ、書籍名、冊数、お届け先ご住所、氏名、電話番号をお
伝えください。
・ご注文書籍をお送りする際、請求書・振込用紙を同封いたします。商品到着後にお支払
いください。
・受注確認後、基本的には翌営業日に発送いたします。ご注文が集中した場合や配達状況
により、お時間を要する場合もございますのでご了承ください。
・購入書籍の税込合計金額により、ご負担いただく送料が変わります。税込合計金額が
5,000 円迄は 310 円、5,001 円～ 10,000 円は 520 円、10,001 ～ 30,000 円は 1,030 円、
30,001 円以上は無料です。
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