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【労働保険について知る】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

新 弘江／監修 労働調査会 2016.4 4W/364.5/ｼﾝ 1108285535

労働新聞社／著 労働新聞社 2021.3 4W/364.5/ﾛｳ 1111142814

全国社会保険労務士
会連合会／編 中央経済社 2020.7 4W/364.5/ﾛｳ 0112169678

鈴木 ひろみ／著
全国社会保険協
会連合会 2021.4 4W/364.5/ｽｽ 0112272991

【労災申請】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

東京労働基準協会連
合会／編集

東京労働基準
協会連合会 2020.12 4W/364.5/ﾛｳ 1111141949

高橋 健／著 労働新聞社 2018.7 4W/364.5/ﾀｶ 1109254753

HRプラス社会保険労
務士法人／著他 アニモ出版 2019.10 4W/364.5/ﾛｳ 0112068804

【労災認定の仕組みと救済】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

河野 順一／著 自由国民社 2016.8 4W/364.5/ｺｳ 0111628938

建設労務安全研究
会／編

労働新聞社 2018.4 4W/364.5/ｹﾝ 1109105641

村木 宏吉／編著 大成出版社 2018.8 4W/364.5/ﾑﾗ 1109069698

高橋 健／著 日本法令 2019.7 4W/364.5/ﾀｶ 1109540896

7
労災保険の実務と手続き最強ガイド　図解と書式でやさしくわかる! 改訂2版 意外に知らなかったり誤解している労災保険の基礎知識

を、図とともにわかりやすく解説。労災保険給付の手続きに
必要となる届出書や申請書の書き方も、記載例付きで丁寧
にガイドする。労災認定の可否をめぐる事例も収録。

どんな場合に保険給付が行われるのか? 実際によくある災
害例をあげ、労働災害と認められるか否かを解説。また、保
険給付が行われるときに生じうる疑問にも答える。各種申請
手続き書式見本付き。

No．
書名

8
労働災害・通勤災害のことならこの1冊（はじめの一歩）

内容紹介（※）

平成23年12月26日付基発1226第1号「心理的負荷による精
神障害の認定基準について」の重要ポイントを徹底解説。
請求書受付からの労基署による調査の流れも詳解する。
事例やQ&Aを盛り込んだ改訂版。

6
実務に即した労災認定の考え方と申請のポイント

労働災害や通勤災害の発生から治ゆするまで、労災保険
の給付手続きの基本的な流れを、図やQ&A、様式記載例を
交えてわかりやすく解説する。災害発生から労災保険請求
までのフローチャートも掲載。

労災保険制度から申請実務まで、元厚生労働事務官が
Q&A形式で解説する。労災保険給付の種類・給付内容およ
び請求書様式、再発の考え方および関連通達なども収録。

職場で災害が起きたら! 　労災保険給付の手続き
5

1
新よくわかる労災保険・安全衛生（困ったとき読む本シリーズ） 派遣は労災保険の対象外と言われた、会社が労災申請を

認めない、過労死が心配。密接な関係にある労働安全衛生
法と労災保険法を豊富な図解でコンパクトに解説。精神障
害の労災認定やストレスチェック制度についても説明する。

2
労働保険の手引  令和3年度版 労働保険に関する適用や保険料の申告・納付、保険給付請

求の諸手続等を各様式の記入例やイラストを使ってわかり
やすく解説する。雇用保険率、障害等級表などの資料も収
録。

労働保険の実務相談 令和2年度
3

入社するときに知っておきたい社会保険・労働保険の知識
をはじめ、妊娠・出産したときに利用できる制度、介護と仕
事の両立のために利用できる制度、老後の年金の受給など
について、図表を使って解説する。

労災保険法、雇用保険法および労働保険徴収法について、
それぞれの法令ごとに、実務上生ずる具体的疑問を題材と
して、その考え方、取扱い方法を、Q&A形式でわかりやすく
解説する。令和2年4月1日現在の法令に対応。

No．
書名

4

内容紹介（※）

ライフステージにおける社会保険・労働保険　2021年度版

労働災害・安全衛生
　労働災害に遭わないことが一番ですが、遭ってしまった場合の労働基準監督署への労災申請の仕方や認定基準などにつ
いて、参考になる本をご紹介します。また、労災を起こさせない職場環境づくりに必要な、職員に対する指導や経営者の安全
配慮義務についての本も紹介しています。

No．
書名

内容紹介（※）

9
建設業における労災保険の実務Q&A 適用、成立、徴収、給付など、建設業や専門工事業の実務

担当者がこれまでに経験し、直面した労災保険に関する73
の問題をQ&Aで解説。法令・通達等もあわせて記載する。

10
建設現場の労災保険の基礎知識Q&A 建設現場で労災事故が発生したらどうする? 労災保険の加

入手続から受給の適応範囲、労災発生対応、示談、表彰、
労災かくしまで、労災保険についての正しい知識をQ&Aで解
説。平成30年改正の労災保険率に対応。

11
職場のうつと労災認定の仕組み 元厚生労働事務官が解説する
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著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

―
労災保険情報
センター 2013.12 4W/364.5/ｾｲ 1107559971

大阪過労死問題連絡
会／編

民事法研究会 2016.11 4W/364.5/ｶﾛ 0111653487

【事故と示談】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

秋永 憲一／著 労働調査会 2018.10 4W/364.5/ｱｷ 1109279545

村木 宏吉／著 労働新聞社 2016.12 /366.34/ﾑﾗ 1108478932

【裁判所の判断】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

三柴 丈典/著 労働調査会 2011.3 4W/364.5/ﾐｼ 1106264441

安西 愈/著 労働調査会 2015.1 4W/364.5/ｱﾝ 1107846428

【労災を起こさせない職場環境づくり・労働安全衛生】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

東内 一明／著 労働新聞社 2018.6 /509.8/ﾋｶ 0111893682

林 利成／著 清文社 2020.12 /510.96/ﾊﾔ 0112223664

外井 浩志／監修他
中央労働災害
防止協会 2015.9 /324.55/ｹｲ 1108123231

14

内容紹介（※）

内容紹介（※）

労災事故に伴う示談を円滑にすすめるのに役立つ実務書。
基礎知識から示談書の作成、示談交渉のポイント、労災民
事損害賠償額の算定方法までを解説。高額労災判例一覧
などの資料も掲載。新規裁判例等を追加した改訂新版。

労働災害発生時の実務に役立つマニュアル。災害対応から
労災保険制度、会社の責任まで、事業者が知っておくべき
事項を元労働基準監督署長がQ&Aでわかりやすく解説す
る。

No．
書名

現場の安全と健康こころえ、安全衛生の基礎知識、安全衛
生保護具、作業でよくある災害と安全な作業方法など、工事
現場の作業員が安全で健康に働くために必要な知識と情報
を、イラストでわかりやすく解説する。

18

19

No．
書名

内容紹介（※）

職場で使う言葉、通路の歩き方、服装など、多様な企業で働
いている人々が共通に身に着けている「躾」のなかから、労
働災害防止に役立つ基本的なものを厳選して紹介。安全管
理だけでなく、効率性・生産性の向上にもつながる。

作業員の安全と健康
イラスト版テキストで学ぶ，雇い入れ時・送り出し・新規入場時教育に最適

労働災害を防ぐ「しつけ」のすすめ

そこが知りたい!労災裁判例にみる労働者の過失相殺

No．
書名

労働災害の過失相殺についての体系書。労働災害の過失
相殺の割合別事例(判例)の一覧を示し、類型別事例を過失
割合ごとに掲載する。過失相殺についての考え方や歴史的
な流れも解説。『建設労務安全』連載に加筆し書籍化。

13
過労死・過労自殺の救済Q&A 労災認定と企業賠償への取組み 仕事による過労等で大切な人を亡くした遺族が、労災申請

を、さらに会社の責任を問うための裁判を考えたときに必要
となる基礎知識から問題点まで、具体的な事例を取り上げ
て解説します。

労災事故と示談の手引

15

労災発生時対応完全マニュアル
労災事故発生時の緊急対応から事後処理、再発防止まで

※内容紹介はTRCマークによる
○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
○請求記号に4Wがついている本は3階健康・安心・防災スペースにあります。
〇保険や給付制度については最新の情報をご確認ください。

12
精神障害の労災認定 Q&Aで学ぶ どのような場合に発病した精神障害が労災として認められ

るのか? 精神障害の労災認定についてQ&A形式でわかりや
すく解説する。巻末に「労働基準法施行規則別表第1の
2(抄)」等の参考資料や、関係通達等一覧も収録。

16
裁判所は産業ストレスをどう考えたか 司法による過重負荷認定 過労死、脳心臓疾患、過労自殺、精神障害、いじめ自殺…。

産業ストレス性災害にかかる補償・賠償裁判法理を、特に
過重負荷認定のあり方に焦点を当てて整理分析する。

17

20
経営者の労働災害防止責任安全配慮義務Q&A　第3版 事業者、特に中小企業の経営者に向けて、労働災害防止を

中心に、“安全配慮義務”の意義、責任主体、労働災害によ
る損害と賠償の実態などを豊富な判例等を交え、Q&A形式
で解説する。ケーススタディも掲載。

No．
書名

内容紹介（※）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


