
作品番号 題　名 所要分 区分 表紙/映像例 内　容

幼児1 あさりちゃんの火の用心 10分 ＤＶＤ

　小学館の学年別学習雑誌で連載中のあさりちゃんが登場。
ライターなどによる火遊びの怖さ、煙の怖さ、そして何よりも、
大切なものが一瞬にしてなくなってしまう悲しさを子供たちの
心に訴えます。

幼児2
火あそびは火事のもと

～ケンタとニャンタの火の用心～
13分 ＤＶＤ

　火の扱い方、火の恐ろしさを知ってもらうため、子供たちが
親しみをもって見られるアニメーションで描き、楽しみながら、
火に対する知識を身につけてもらう工夫が施された内容と
なっています。

幼児3 孫悟空の火の用心 12分 ＤＶＤ

　孫悟空、猪八戒、沙悟浄の仲間たちが師匠の三蔵法師と
一緒に火災の恐ろしさを学ぶ作品です。孫悟空たちは使い捨
てライターによる火遊びの怖さ、煙の危険性や花火をすると
きの注意点などクイズを交えながら勉強します。

幼児4
こわい火事をふせぐ

－消ぼうしょの仕事―
16分 ＤＶＤ

　消防署で働く人々のふだんの仕事の様子や、火事が起こっ
たときの様子、また消防団の活動などを通して、安全なくらし
を守るための仕組みや人々の働きを具体的にとらえさせるこ
とをねらいとしております。（小学校社会科３・４学年用）

幼児5
マジカルプータの

火あそびはあぶないよ
15分 ＤＶＤ

　小学校低学年を対象にしたアニメで、「火遊びは危ないこ
と」や「火災が起きた場合どうすれば良いか」について学んで
いく姿を、子供達にも分かりやすく解説します。

幼児6
サル太郎　地震には負けないぞ！

～地震への備え大作戦～
15分 ビデオ

　幼児・小学校低学年の子供を対象に、分かりやすいアニメ
で地震に対する正しい知識や心構えなど、子供達が自分の
命を守る方法を学びます。

幼児7 ぼくは子象の消防隊 17分 ＤＶＤ

　どうぶつ村の夜、突然の山火事に母さん象は川の水を吸い
込み消火しますが、火の勢いが強く火の中で力尽きます。子
象のポンプくんは「今度はぼくが森の仲間を守る。」と動物消
防隊に入り、大活躍する物語。

幼児8
じしんだ！

ミーちゃんのぼうさいくんれん
12分 ビデオ

　子ねこのミーちゃんと大樹は大の仲良し。ある日遊んでいる
と地震があり、お父さんお母さんと、「にゃんにゃん地震防災
ランド」で地震の怖さを学びます。

幼児9
親子で学ぶ

火事の用心・地震の用心
11分 ビデオ

　愉快な宇宙人の父と子が活躍するアニメ。日本の家庭に住
み込んだ二人は、おばあちゃんから火事を防ぐことや消防へ
の連絡方法、地震の備えなどを学びます。

幼児10 カルガモ親子の火の用心 13分 ビデオ
　幼児に火や火災の恐ろしさを理解させ、幼児の火遊び火災
を減らすために、カルガモ親子の可愛いキャラクターを使い、
自然に防火の知恵を学べるように描いています。

幼児11
ハム太郎のとっとこ大事だ！

防災訓練
13分 ビデオ

　人気テレビアニメのハム太郎とハムちゃんずが登場し、地
震の際の防災の大切さを学びます。

幼児12 地震！！あなたはどうする 21分 ビデオ
　平成７年の阪神・淡路大震災を教訓に、児童に地震の基礎
知識を身につけさせるとともに、突発災害に的確な避難行動
がとれるようわかりやすく描いています。（小学生向け）

幼児13 ロロとモモのじしんとかじのおはなし 18分 ビデオ
　大地震や火遊びによる火災などを教訓に、災害時に的確な
避難行動が迅速に取れるよう、幼児が興味をもって自然に理
解できるよう描いています。（幼稚園・保育園向け）

幼児14
あっ地震だ！

おちついて、あわてない！
12分 ビデオ

　１１９ちゃんは地震のことを良く知っているものしり博士。地
震がおきると危険な目にあっている子どもたちのところに飛
んでいき変身して救助します。（小学校低学年・幼児向け）

幼児15 キョロちゃんの地震用心・火の用心 11分 ビデオ
　人気アニメ「キョロちゃん」の防災アニメ。青い海と緑のエン
ゼル島で元気な仲間たちと地震がおきたときの安全、火の用
心の大切さを学びます。

【幼児用】　DVD・ビデオ貸出一覧表
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作品番号 題　名 所要分 区分 表紙/映像例 内　容

【幼児用】　DVD・ビデオ貸出一覧表

幼児16 レスキューＱ太のかつやく 15分 ビデオ
　Ｑ太たち“どうぶつ村”の子どもたちは、レスキュー隊・消防
隊の救助訓練に参加します。夢の中でレスキュー隊員になっ
たＱ太が大活躍します。

幼児17 はれときどきぶたの地震用心日記 11分 ビデオ
　人気「はれぶた」シリーズの則安君とその仲間たちが登場。
日頃の防災訓練の大切さや災害時の行動についてわかりや
すく学べる構成です。

幼児18 忍たま乱太郎の消防隊 11分 ビデオ
　テレビで人気の「忍たま乱太郎」のキャラクターが登場。防
災訓練と実際の火災を体験、火の用心の７つのポイントを一
緒に学べる教材です。

幼児19
ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ

の消防隊
11分 ビデオ

　テレビで人気の「ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ」。元気な白
猿３兄弟とともに、火遊びの恐ろしさや地震の際の火の用心
の大切さを学びます。

幼児20 あさりちゃんと学ぶ地震への備え 10分 ＤＶＤ
　家具を固定しておく、机の下に隠れる、クッションなどで頭を
守る。あさりちゃんが地震に備えた防災準備品や地震が起き
た時の行動をわかりやすく教えてくれます。

幼児21
やめて！ライターあそび

どうぶつ村の消ぼう隊　出どう
14分 ＤＶＤ

　どうぶつ村のサル太郎が、季節ごとに火遊びの恐ろしさを
伝えます。夏の花火はきちんとバケツを用意して。寒い季節
でもライター遊びは絶対にしないと強く訴えます。

幼児22 ぼくらのハイパーレスキュー１号 28分 ＤＶＤ
　東京消防庁、ハイパーレスキュー隊の特殊車両（救助車Ⅱ
型・Ⅲ型、特殊救急車、屈折放水塔車、双腕重機など）や訓
練をトミカのＴくんとショウ隊員が楽しく紹介します。

幼児23 ぼくらのハイパーレスキュー２号 31分 ＤＶＤ
　東京消防庁、ハイパーレスキュー隊の特殊車両（大型ブロ
アー車、重機搬送車、トラクターショベルなど）や訓練をトミカ
のＴくんとショウ隊員が楽しく紹介します。

幼児24
あっ地震だ　津波は？

じぶんの命はじぶんでまもる
14分 ＤＶＤ

　サルの兄弟を主人公に、幼稚園や学校、様々な場面で大
地震や大津波が発生したらどのような行動をとればよいか、
災害から生き抜く力を具体的に分かりやすく教えます。

幼児25
ボクはすぐに逃げたんだ

東日本大震災から学んだこと
14分 ＤＶＤ

　津波から逃れた釜石市の小学生が防災三原則を守ってど
のように避難したかを詳細に取り上げ、地震が起こった時の
身の守り方を、詳しく解説。子ども達の防災力向上を図りま
す。

幼児26
どう守る？自分の命

東日本大震災から教えられたこと
22分 ＤＶＤ

　東日本大震災にふれ、災害の危険から命を守るには、瞬時
にどう判断し、行動するべきかを具体的に紹介。大津波を逃
げ切った小学生も登場し、日頃の防災教育がいかに大切か
を訴求します。

幼児27
生きる行動　生きる備え
東日本大震災の教訓

22分 ＤＶＤ

　東日本大震災などを題材に、日頃の防災教育がいかに重
要であるかを解説。子ども達一人一人が災害時の危険を予
測・判断し、危険を回避する能力を身につけるためのヒントが
豊富に含まれた教材です。（中学生・高校生向け）

幼児28 ワン君の消防士 10分 ＤＶＤ
　ワン君が町の中のあちこちで防火の手助けをし、最後には
消防士と一緒になって消火活動を手伝います。美しい色彩と
音楽で綴る、防火教育に適した作品です。

幼児29
ニャン太の

おたんじょう日は火事騒ぎ！
11分 ＤＶＤ

　ニャン太はドーナッツを揚げていましたが、ポン太がヤケド
をしたと電話が入ったので、あわてて救急箱を持って飛び出
して行きました。ほったらかしにした鍋の油は！？

幼児30 アニメ　ハチ公物語 18分 ＤＶＤ
　ハチ公が大活躍！！火事を起こさないためにはどうするの
か、また起こってしまった時、いかに日頃の防火訓練が役立
つのかをハチ公が教えてくれます。
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作品番号 題　名 所要分 区分 表紙/映像例 内　容

【幼児用】　DVD・ビデオ貸出一覧表

幼児31 桃太郎の火遊びやめよう！火の用心 10分 ＤＶＤ

　桃太郎たちが子供だけで花火をしました。ライターで花火に
火をつけたら、熱くて思わず花火をポーイ！！その花火の火
はゴミに燃え移り…。桃太郎の経験から火の恐ろしさを学び
ます。

幼児32 火事からくらしを守る 14分 ＤＶＤ

　消防署では班に分かれて、24時間交代で働いています。火
事がない時でも消防署の人たちはさまざまな仕事をしていま
す。そんな消防署の活動を子供たちに分かりやすく伝えま
す。

幼児33

防災教育シリーズ
命を守る！避難の3原則

第2巻　小学生編
－釜石の奇跡に学ぶ－

31分 ＤＶＤ
　釜石市では小中学生2921人が生き延びました。それはここ
数年の防災教育によるものです。このＤＶＤは防災に対する
姿勢を釜石の奇跡を基に伝えます。

幼児34

防災教育シリーズ
命を守る！避難の3原則

第3巻　中学編
－釜石の奇跡に学ぶ－

29分 ＤＶＤ
　釜石市では小中学生2921人が生き延びました。それはここ
数年の防災教育によるものです。このＤＶＤは防災に対する
姿勢を釜石の奇跡を基に伝えます。

幼児35
知っておこう！

煙の怖さと非難のポイント！
15分 ＤＶＤ

住宅火災でなぜ亡くなってしまうのかを煙の観点から説明す
る小学校高学年から中学生向けのアニメーション。

幼児36
消防署の働きと役割
24時間休むことなく

20分 ＤＶＤ
この作品は幼稚園児や小学低学年を対象とする社会教育ビ
デオです。子供たちに映像を通して、消防署の社会的な重要
性を解説します。
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作品番号 題　名 所要分 区分 表紙/映像例

一般1
まず逃げろ！高台へ！
巨大津波から命を守る

22分 ＤＶＤ

一般2 火災！逃げ遅れを防げ！
増加している高齢者住宅火災

21分 ＤＶＤ

一般3 地震への備えが命を守る
緊急地震速報の音声が流れたら…

21分 ＤＶＤ

一般4 がんばってます！
自主防災　地域の力で減災

25分 ＤＶＤ

一般5 思わぬ火もと
高齢社会・増え続けている電気火災

20分 ＤＶＤ

一般6 地震に備えて我が家の危機管理
第１巻　日頃の対策と心構え

15分 ＤＶＤ

一般7 地震に備えて我が家の危機管理
　第２巻　被災者の体験から学ぶ

15分 ＤＶＤ

一般8 温暖化時代の豪雨災害
その時あなたは身を守れるか？

20分 ＤＶＤ

一般9 最新版心肺蘇生法とＡＥＤの使用法
私たちの行動で救える命

　解説編

23分 ＤＶＤ

一般10 火災から高齢者を守る
検証　長崎・グループホーム火災

21分 ビデオ

一般11 大地震発生！
大切な命を守るために

22分 ビデオ

一般12 津波襲来
その一瞬が生死を分ける

22分 ビデオ

一般13 住宅用火災警報器のいろは
取り付け方法と取扱い

19分 ＤＶＤ

一般14 地震防災待ったなし！
－今、この備えがあなたを守る－

21分 ビデオ

　予測される東海地震をはじめ、東南海・南海地震、宮城県沖、千島海
溝、日本海溝など、日本列島はいま、地震の活動期に入ったといわれ
ている。四方を海に囲まれた日本では、いつどこで津波が起きてもおか
しくない状況にある。津波の正しい知識を分かりやすく伝え、心の油断
に警告を発する。（2007年作品）

　一般住宅への住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。この
作品は、消防法改正の社会的な背景、警報器の種類や取り付け方法
などをわかりやすく解説しています。

　宮城県沖地震や東海・東南海地震など切迫した危険性を指摘されて
いる地域もある。最新の地震防災情報に基づき、命を守るための備え
を示す。（2004年作品）

　地震が起こった時、どのように行動できたのか。長期の避難生活は
いったいどのようなものであったのか。映像は被災者の体験を通して
「災害時とその後」の重要な対策を導き出していきます。

　近年、温暖化現象によるとも考えられる局地的な集中豪雨が頻繁に
発生し、これまでには経験したことがないような集中豪雨が今後いつ発
生してもおかしくない時代となっている。都市化の進行が著しい現代
で、より真剣に都市型災害への対策が必要とされており、どうすれば災
害から自分の身を守れるかを考えていく。

　近年、ＡＥＤをはじめとする救急救命の関連器具の開発はめざましく、
それに対応した救急救命の仕方が大きく変革しています。この教材は、
中・高校生が視聴し、心肺蘇生法とＡＥＤの使用法が容易に理解でき
る、また視聴しながらトレーニングが出来る内容となっています。教職
員・保護者向けにも活用できます。（中・高校生用）

　平成18年1月8日、長崎県大村市にある認知症高齢者グループホー
ム火災では7名の命が奪われました。グループホームで設置されている
自動火災報知器、夜勤職員による見回り、消防署員による消火訓練の
様子など、様々な取組みを捉えて防火管理の在り方を検証する。

　地震の活動期に入ったとされる日本。大地震が発生したら冷静に行
動できるのであろうか。最新の研究データや能登半島地震、新潟中越
地震、阪神・淡路大震災の映像や体験談を教訓に危機意識の強化を
図り、迫りくる大地震に備えるものである。（2007年作品）

　自主防災組織は、阪神・淡路大震災以降、その活動が注目されてき
ました。その後の大震災でも町内会組織がしっかりしているところでは
犠牲者が少なく自主防災組織の有効性が浮き彫りになっています。こ
の作品ではもう一度自主防災組織のあり方を問いながら災害に強い街
づくりの必要性を訴えています。

　住宅火災における死亡原因は、半数以上が「逃げ遅れ」です。そのう
ち半数以上は65歳以上のお年寄りです。なぜ、お年寄りに逃げ遅れが
多いのか、いろいろな実験を通して煙の怖さを分析するとともに、住宅
用火災警報器の普及の重要性についても訴えていきます。

　活断層のズレによって生じる直下型地震が頻繁に起こっている近年
の日本列島。阪神・淡路大震災や新潟県中越地震など、いつどこで起
こるか分からない大地震。「日頃の対策と心構え」を実例を通してわか
りやすく解説しております。（ディスク中央に一部欠けている箇所があり
ますが、視聴には影響ありません）

【一般用】　DVD・ビデオ貸出一覧表
内　容

　2011年3月11日、東日本の太平洋沿岸を襲った巨大津波は2万人も
の死者・行方不明者を出す大惨事となりました。本作品では津波の破
壊力を示す実験、津波体験者の話を通して津波の恐ろしさを検証する
とともに、命を守るためにはどのような避難行動を取ればよいかを、地
域の実例を交えて紹介していきます。

　全国的に住宅火災による死者が急増しており、特に犠牲者の大半が
65歳以上の高齢者です。本作品では、最近、火災が発生した65歳以上
の高齢者宅の事例を取り上げ、なぜ、高齢者は逃げ遅れるのか検証
し、住宅用火災警報器の普及と、火災を未然に防ぐ方法を考えていくも
のです。

　今、日本ではどこで大地震が起こっても不思議ではないといわれてい
ます。そこでこのビデオでは、クイズ形式を取り入れ、『こんなときどうす
る？』と場面の随所で考えさせながらストーリー展開しております。最
近、注目されている緊急地震速報への対応など子供目線で考えること
を目指しました。（小学生向け）
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作品番号 題　名 所要分 区分 表紙/映像例

【一般用】　DVD・ビデオ貸出一覧表
内　容

一般15
大地震の恐怖　残された教訓

－助け合いの輪が防災の力へ－
26分 ＤＶＤ

一般16 今一度、火の用心！
高齢社会のなかでの防火対策

20分 ビデオ

一般17 マグニチュード
明日への架け橋

90分 ＤＶＤ

一般18 お年寄り・障害のある人を守る
防火・防災対策

21分 ビデオ

一般19 防災の備えと意識
東日本大震災が残した教訓10カ条

22分 ＤＶＤ

一般20
大丈夫ですか？

お宅の防火
家族で学ぶ火災への対策

19分 ＤＶＤ

一般21 スマトラ島沖地震と大津波
―　バンダアチェの被害に学ぶ　―

16分 ＤＶＤ

一般22
災害の科学

たのしい科学教育映画シリーズ
－自然災害とその対策編－

16分 ＤＶＤ

一般23 海上保安官が見た巨大津波と
東日本大震災復興支援

118分 ＤＶＤ

一般24 相次ぐ高齢者住宅火災
身近に潜む火災の危険

22分 ＤＶＤ

一般25
地震！津波！火災！

災害時、ドライバーはどう生き残るか
－忘れない！東日本大震災が教えてくれたこと－

28分 ＤＶＤ

一般26 問われる住民の防災力
自助・共助の輪を広げよう

22分 ＤＶＤ

一般27 火災の恐怖 20分 ＤＶＤ

一般28 放火を防ぐ第一歩
放火させない環境づくり

19分 ＤＶＤ

　ガス・天ぷら火災の恐怖（6分）、煙の恐怖（7分）、たばこの不始末の
恐怖（7分）の３つの事例から火災に対する警告と、地域社会での防火
意識の大切さを伝えます。

　犠牲者の出た火災の原因で一番多いのは、放火です。この作品では
放火による火災の実態と特徴、個人でできる放火対策、地域の放火対
策を紹介しています。

　津波や高潮、地震がなぜ起こるのか。自然災害が起こるメカニズムを
積み重ねて解説。日本の科学教育映画の黄金期に作られた映像は、
古いながらも色褪せず、感動を与えます。

　東日本大震災によって発生した巨大津波が東北、関東地方沿岸に襲
いかかる映像やその後の復興支援の様子を収録。津波の凄さを改め
て認識させられる作品です。

　高齢者住宅での出火の原因を最新のデータから検証し、出火を防ぐ
ための対策としてどのような心構えが必要なのかを解説します。

　巨大地震！津波！火災！その時ドライバーはどうやって危険を回避
すればよいのか。生き残るための行動とは？東日本大震災でのドライ
バーの体験、専門家の分析と意見から学びます。

　大地震に備えるためにはどうしたらよいのか。それは家屋の倒壊を防
ぐ耐震対策、家具の固定、防火対策です。この作品では自助、共助の
大切さも伝えます。

　阪神・淡路大震災を風化させまいと、一流映画人が集まり制作された
話題作。大地震をリアルなタッチで描いた、感動の人間ドラマ。出演：緒
形直人ほか。（劇場公開作品）

　一人暮らしのお年寄りや障がいのある人にとって、地震や火災は不
安なもの。本人や家族、地域全体の防災に役立つ最新の有益な情報と
心構えを紹介。

　東日本大震災では、地震と津波の恐ろしさを改めて認識することとな
りました。本作品では、「自助」として、個人が身近なところで取り組むこ
とのできる、地震や津波に対して必要な備えを10項目にまとめて紹介し
ます。いつどこで発生するか分からない地震や津波。それに備えるた
め、今出来ることをすぐに始める、そんなきっかけを提供する内容で
す。

　住宅火災から命を守るために、子供からお年寄りまで家族みんなで
家の中の火災発生の原因や予防策を学び、火災に対して危機意識を
高めていく姿を描きます。

　2004年に起きたスマトラ島沖地震はＭ9を超え、大津波が襲ったバン
ダアチェは未曾有の被害を受けました。津波の脅威にどのように立ち
向かえば良いのかを、その被害から学びます。

　地震列島日本では巨大地震がいつ起きても不思議ではない。03年の
宮城県北部連続地震、十勝沖地震の発生直後の現地取材も交え、地
震への備えを説明。

　高齢者世帯や高齢者一人暮らしの家庭からの出火が目立つ。お年寄
りや地域の人々に住宅火災の原因、その防止、防火の心構えなどを説
く。
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作品番号 題　名 所要分 区分 表紙/映像例

【一般用】　DVD・ビデオ貸出一覧表
内　容

一般29
火災から命を守る８つのポイント

3つの習慣　5つの対策
19分 ＤＶＤ

一般30 まず命を守る備え
集合住宅・マンションの防災対策

22分 ＤＶＤ

一般31 検証・急増する高齢者の熱中症 19分 ＤＶＤ

一般32

防災教育シリーズ
命を守る！避難の3原則

第1巻　教員・教諭編
－釜石の奇跡に学ぶ－

69分 ＤＶＤ

一般33

防災教育シリーズ
命を守る！避難の3原則

第4巻　家庭教育編
－釜石の奇跡に学ぶ－

29分 ＤＶＤ

一般34 ほっかいどうの防災教育
知識編・実践編

知識編
40分

実践編
27分

ＤＶＤ

new!!
一般35

住宅用火災警報器啓発DVD
命を守るために知って

おきたい6つのポイント！
28分 ＤＶＤ

new!!
一般36

どうすればいいの？
我が家の消火器具

住宅用消火器具の買い方/
使い方/処分方法

25分 ＤＶＤ

 東日本大震災の津波による死者・行方不明者が1000人を超す釜石市
で、小中学生2921人が生き延びました。命を救ったのはここ数年の防
災教育。教員、教諭は防災に関してどのような教育をしたらよいので
しょうか。

　釜石の奇跡を知っていますか。釜石市では津波で多くの命が犠牲に
なりましたが、防災教育を受けていた小中学生の多くが助かりました。
ここでは家庭でできる防災に対する意識を釜石の奇跡を基に解説しま
す。

　【知識編】「地震」「雪害」などの各自然災害ごとに、そのしくみや平時
からの備え、災害発生時や発生後にとるべき行動、北海道において過
去に起きた災害事例などを収録しています。
【実践編】学校や防災関係者など、防災教育を企画し実践する方々の
参考となるように、各地で実践されている防災教育の事例や手法を収
録しています。

住宅用火災警報器について、なぜ必要なのか？(恐ろしい炎と煙)、ど
んな器機なのか？(種類・仕組みと取り付け方・チェック方法)、そして、
警報が鳴ったときにどうすればいいのか？(警報器がなった場合･･･)、
維持管理は？(お手入れ方法)などを分かり易く紹介しています。

住宅用消火器具の買い方・使い方・処分方法について詳しく紹介してい
ます。
【購入・使用方法編】プロローグ、消火器具を買いに行こう、消火器具を
使ってみよう。
【保管・処分方法編】消火器具はどこに置くのがいいか？、消火器具は
点検が必要です、消火器具の処分方法

　建物火災で最も多いのが住宅火災。住宅火災から命を守るために
は、どうすればよいのか。そのポイントを３つの習慣、５つの対策にまと
めてみました。

　この作品は、規模の違う２つのマンションの大地震に備える取り組み
を紹介しながら、マンション・集合住宅の自主防災活動のあり方を考え
ます。

　気温の変化を感じにくい、エアコンを好まないなど高齢者の身体的特
徴や生活習慣を検証し、熱中症を防ぐ方法、熱中症になったときの対
処法を解説します。
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作品番号 題　名 所要分 区分 表紙/映像例

企業1
出来ることから始めよう

小規模ビル・事業所向け訓練マニュアル
こんなに簡単！消火・通報・避難訓練

20分 ＤＶＤ

企業2 職場を守る防火管理
～過去の教訓から学ぶ～

21分 ＤＶＤ

企業3 職場の中の消防用設備 15分 ＤＶＤ

企業4 いのちを守る
～ホテル・旅館火災の初期対応～

23分 ビデオ

企業5 いのちを守る
～福祉施設火災の初期対応〜

23分 ビデオ

企業6 いのちを守る
～病院火災の初期対応～

23分 ビデオ

企業7 火災・煙・有毒ガス
～検証　新宿歌舞伎町ビル火災～

22分 ビデオ

企業8 問われる防火管理者の責任
～職場の中での防火対策～

23分 ビデオ

企業9 防火管理で火の用心 18分 ビデオ

企業10 危険物・小さな判断も許さない 20分 ＤＶＤ

企業11 職場で取り組む地震対策
あなたの職場は大丈夫ですか？

19分 ＤＶＤ

企業12 職場で取り組む防火管理
あなたの職場は大丈夫ですか？

15分 ＤＶＤ

企業13 防火管理者は巡回中
「福祉施設編」

24分 ＤＶＤ

企業14 雑居ビル火災から命を守る
日常点検

21分 ＤＶＤ

企業15
雑居ビル火災から命を守る

消火・避難訓練
20分 ＤＶＤ

企業16 大地震発生！命と事業所を守れ
職場の防災対策

22分 ＤＶＤ
 大震災で被災しながらも早期に復旧した事業所の事例と、規模や業態の異
なるいくつかの事業所の防災対策、事業継続計画の取組を紹介しながら、事
業所の防災対策の必要性を訴えます。

 危険物火災を防ぐためには正しい知識が必要です。それは頻繁に起こるも
のではないけれど、ひとたび発生すると急激な延焼や爆発を起こし、思わぬ
災害へと発展します。

　この作品は、会社全体で地震対策に取り組んでいく姿をドラマ仕立てで紹
介。防災対策の専門家の解説を交え、日頃から地震への備えに努めることの
大切さを説明します。

　職場の防火管理で大切なのは初期消火・通報・避難誘導などの消防訓練を
定期的に行うことです。消防訓練の様子をドラマ形式で描き、その重要性を強
くアピールします。

　福祉施設において火災と地震の両方に対応できる、防火管理者の役割と責
任を広く紹介。過去の火災事例や煙や炎が広がる実験映像を盛り込み、防
火管理の重要性を訴えます。

 法定点検と日常点検の違いとは何か。消火設備や警報設備のチェックを日
常的に行う事で、火災から人命を守りましょう。

【企業用】　DVD・ビデオ貸出一覧表

消火器、屋内消火栓設備の使い方や119番への通報の仕方、火災発生から
消防機関への通報、避難・誘導までの流れなどを具体的に解説します。

内　容

　平成13年の歌舞伎町ビル火災の大惨事の原因のひとつといわれるもの
が、初期消火、通報及び避難誘導が適切に行われなかったことにあるといわ
れています。本ビデオは、消防庁作成の「小規模ビル等避難訓練マニュアル」
の教則的な位置づけで作成しております。また消火設備などの適正な使用方
法や手順を解りやすく解説しています。

　本作品は、１．ビル管理会社、２．特別介護、老人施設、３．スーパーマー
ケットを例題に、安全管理に対する考え方や工夫などを責任者や防火管理者
のコメント・関係映像で構成しています。さらに、それぞれの業種に対して、防
災の権威でもある菅原進一東京理科大学教授が補足・解説をします。

　新宿歌舞伎町の雑居ビル火災をはじめ、過去の大火災では消火設備の不
備が被害を大きくしました。防火管理者だけでなく、企業での防火管理のあり
方、消防設備の重要性について解説します。

　ホテルや旅館では、夜になると勤務する職員が少なくなり、お客さんもお酒
を飲んでいたり早く休んでいたりと万一の際の対応が鈍くなります。本作品で
は防火管理者や従業員の自覚と責任を呼びかけております。

　福祉施設の火災では、さまざまな症状を持つ入所者を最も安全に誘導する
判断は非常に難しい。日頃から消火・避難訓練や避難設備の点検など万一
に備えるよう呼びかけます。

　病院には、手術後で動けない重症者や車イスが必要な患者等がおり、避難
経路の確認は重要。病院勤務者が自覚と責任を持ち火災の予防と訓練の必
要性を呼びかけます。

　44人の死者を出した大惨事の死因はほとんどが一酸化炭素中毒。火災に
よる煙と有毒ガスの恐ろしさを見直し、火災時の煙からどう身を守るかを考え
ます。

　2001年におきた新宿歌舞伎町ビル火災。これをきっかけに消防法が改正さ
れ防火管理者の責任が一段と厳しく問われています。本作品では、改正法を
踏まえた防火管理のあり方、職場での防火対策を見直します。

　防火管理とは、日常的に行わなければならない大切な危機管理の一つ。ご
隠居さんと八つぁんの気さくな掛け合いを通じて防火管理について学びます。
（防火管理講習会向け）
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作品番号 題　名 所要分 区分 表紙/映像例

消防団1
Ｓ－ＫＹＴ消防団危険予知訓練
～公務災害ゼロをめざして～

（上巻）
12分 ビデオ

消防団2
Ｓ－ＫＹＴの進め方

～消防団危険予知訓練の手法～
（下巻）

20分 ビデオ

消防団3
消防団員のための実戦的な

活動マニュアル
vol.1　建物火災編

20分 ビデオ

消防団4
消防団員のための実戦的な

活動マニュアル
vol.2　林野火災編

30分 ビデオ

消防団5
消防団員のための実戦的な

活動マニュアル
vol.3　震災編

30分 ビデオ

消防団6
消防団員のための実戦的な

活動マニュアル
vol.4　風水害編

30分 ビデオ

消防団7
消防団員のための実戦的な

活動マニュアル
vol.5　救助・応急救護編

30分 ビデオ

消防団8
消防団員のための実戦的な

活動マニュアル
vol.6　住民防火・防災指導編

30分 ビデオ

消防団9
消防団員のための実戦的な

活動マニュアル
vol.7　安全管理編

30分 ビデオ

消防団10 街を守る　安心をつくる 24分 DVD

new!!
消防団11

HERO
〜わがまちの消防団〜

24分 DVD

消防団12 海上保安官が見た巨大津波と
東日本大震災復興支援

118分 ＤＶＤ

消防団13 自分にできることって？FireVolunteer 22分 DVD

消防団14 熱き想い、熱き心を！ 25分 DVD
豪雨災害で被災した女性が消防団に入団し、町や同僚の団員を活気づ
けていく物語。

【消防団用】　DVD・ビデオ貸出一覧表
内　容

消防団とは実際にどのような仕事なのかを現場の消防団の活動からわ
かりやすく解説しています。

「地域住民の幅広い層を対象とした消防団活動への理解促進」、「消防団
組織・制度の多様化の紹介」及び「事業所の消防団活動への理解促進」
などをテーマに「機能別団員・分団制度」、「消防団協力事業所表示制
度」を紹介したPR映像です。

　「救助・応急救護編」では身近に発生する救助及び応急救護に焦点を
あて制作しました。多数傷病者発生時の救助活動の留意点、重要な応急
手当である心肺蘇生法を中心に実戦的な活動を展開していきます。

　「住民防火・防災指導編」では地域住民への防火・防災訓練の指導方
法や防火訪問における留意点を中心に、平素における消防団活動を映
像化し制作しました。

　「安全管理編」では消防団活動における安全確保の問題に焦点をあて
制作しました。消防団員の公務災害事故を防止し、安全で効率的な消防
団活動を行うための留意点について、実際の事例をとりあげながら解説
しています。

海上保安官が巨大津波と格闘している映像、各港が津波に飲み込まれ
ていく映像、これらの映像から津波の凄さを改めて認識できます。私たち
はこの経験を忘れないためにＤＶＤとして記録に残しました。
（一般27と同じものですが、利用が多いため消防団用として用意しました。）

若きサラリーマンが自分にできることを見つけていく物語。ドラマの中では
救急救命（AED）処置や可搬ポンプ操法訓練シーン、実際の消防団活動
の解説などが収録されています。（平成１９年度版）

　本作品は、消防活動における消防団員の公務災害を防止するため、Ｓ
－ＫＹＴ（消防団危険予知訓練）を初めて知る人に、その目的や内容を理
解してもらい、消防団の新しい教育訓練として普及促進することをねらい
としています。プロローグ（消防団員の公務災害発生状況）、ＫＹＴ（危険
予知訓練）とはなにか、Ｓ－ＫＹＴ（消防団危険予知訓練）とはなにか、Ｓ
－ＫＹＴのめざすもの、エピローグが上下巻に分かれて収録されていま
す。

　消防団員は火災などに際して自らの生業をなげうって活動しているが、
実戦的な訓練に時間を割くことが容易ではありません。「建物火災編」で
は、木造防火造2階建住宅の建物火災を想定して、そこで行われる実戦
的な消防活動を詳しく見ていきます。

　「林野火災編」は、山の中腹から発生した林野火災を想定し、基本的な
活動パターンに基づいた防ぎょ方法を描いています。

　「震災編」では、一旦発生すると多大な被害をもたらす地震を題材にそ
の対策について制作しております。ある地方都市で震度6強の地震が発
生したと想定し、一つの実戦的な消防活動を展開していきます。

　「風水害編」では毎年発生する風水害に焦点をあて制作しました。水防
対策から、水防活動、水防工法、安全管理と実戦的な消防（水防）活動を
展開していきます。
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作品番号 題　名 所要分 区分 映像例

救急1
応急手当ビデオシリーズ

お年寄りの応急手当
２２分 ビデオ

救急2
応急手当ビデオシリーズ

乳児の応急手当
２０分 ビデオ

救急3
応急手当ビデオシリーズ

幼児の応急手当
２０分 ビデオ

【救急用】　ビデオ貸出一覧表
内　容

　年をとると精神的にも肉体的にも衰え、病気やけがも多くなり
ます。お年寄りに多いケースを取り上げ、緊急時の対応、気に
なる症状への対処法等を紹介します。

　赤ちゃんに多い事故やけが・病気は両親の適切な応急手当
や対応で症状が軽くすむことがあります。けがや症状に応じた
対応を予防や受診も含めて紹介します。

　幼児期は赤ちゃん時代と比べて行動範囲が広がり、事故や
けが、病気の危険性も増加します。いざという時の対処法を実
践的なコツを踏まえてアドバイスします。
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