
№ VHSorDVD タイトル 内容 放映時間

1-1 VHS
ドラマでわかる初期対応
こうすれば惨事は防げる

もし火事に巻き込まれたらあなたは落ち着いて適切に行動できますか？リアリティーの
あるドラマを通して初期対応の行動ポイントを実践解説しています。

26分

1-2 VHS 防災シルバーシートお年寄りを火災から守る

毎年後を絶たない火災によるお年寄りの悲劇。
お年寄りを火災から守るためにはどうしたらよいのでしょうか。
高齢化社会を迎えようとしている我が国において、他人事でなく私達一人一人の問題
として考えてみましょう。

18分

1-3 VHS
今一度、火の用心！

高齢社会のなかでの防火対策

最近、「高齢者世帯」や「高齢者一人暮らし」の家庭から出火する火災が目立っていま
す。住宅火災の原因を知り、普段の生活の中での防災知識を分りやすく描いていま
す。（手話有）

20分

1-4 VHS
火災　煙・有毒ガス

　　検証、新宿歌舞伎町ビル火災

２００１年９月１日、新宿歌舞伎町で発生した雑居ビル火災は、４４人もの死者を出す
大惨事となりました。火災における煙の危険性、燃焼によって発生する一酸化炭素な
ど、有毒ガスの恐ろしさを見直し、併せて、火災時の煙からどのように身を守ればよい
かを検証しています。

22分

1-5 VHS 家族でガッテン　住宅防火
ＮＨＫの生活科学番組「ためしてガッテン」の司会でおなじみの立川志の輔さんが、防
火の心得や火災から命を守る方策を話しています。

25分

1-6 VHS わが家・わが町を守る防火防災対策
誰もが安心して暮らせる生活環境を手に入れるために、地域全体が防災地区であるこ
とが大切で、互いに助け合えるよう、自主防災組織のあり方を検証し、必要な知識を明
示しています。

16分

1-7 VHS お年寄り・障害のある人を守る防火・防災対策
お年寄りや障害のある人にはもちろん、その家族や地域全体の防災に役立つ、最新の
有益な情報と心構えを分かりやすく紹介しています。

21分

1-8 DVD
地震火災

～あなたの命を守るために出来る事～

東日本大地震における本震による火災のうち、過半数が電気関係の出火でした。地震
が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧
したときに発生する火災のことです。どのようなメカニズムで火災が発生するのかアニメ
―ションと実際の実験映像を交えて解説しています。

11分

1-9 DVD
思わぬ火のもと

高齢社会・増え続けている電気火災

近年、電気ストーブ、配線器具などによる「電気火災」が増えています。
電気は使いやすく便利なものですが、誤った使い方をすると火災になりかねません。
また住宅火災における死亡原因は、半数以上が｢逃げ遅れ｣です。更にその｢逃げ遅
れ｣の内、半数以上は６５歳以上のお年寄りです。
 煙の拡がり方の実験、一酸化炭素中毒の実験などを通して、煙の恐ろしさを分析しま
す。火災による逃げ遅れを一人でも減らす為、住宅用火災警報器の普及の重要性に
ついても訴えています。

20分

1-10 DVD
放火を防ぐ・住民の手で
安全で安心なまちづくり

連続放火事件を徹底分析！！
放火魔に狙われないまちづくりとはなにか。住民のできる防火対策について紹介してい
ます。

25分

1-11 DVD 大丈夫ですか？お宅の防火
もう少しで火事に！ヒヤリとした経験をお持ちの方は多いはずです。
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、火災に対しての危機意識を高めていく作品です。

19分

1-12 DVD 彼女のプレゼント　燃えなかったクッション 防炎製品について説明しています。 17分

1-13 DVD
「防炎品」てすごいね
防炎化が必要なわけ

住宅における防炎品の必要性と有効性を確認することができます。 9分

火災対策・防火管理等



1-14 DVD 石坂浩二さんと学ぶ住宅用防災機器ってな～に？
高齢者を住宅火災から守るために制作されたものです。石坂浩二さんとともに高齢者
住宅の防火対策と住宅用防災機器について学ぶことができます。

20分

1-15 DVD
火災警報器に学ぶ

住宅火災から命を守る
火災警報器の必要性・種類・設置の仕方など、詳しく説明しています。 17分

1-16 DVD
忘れていませんか？

火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換
住宅用火災警報器が作動しなかったら…そこで大切なのが点検と交換です。維持管
理の方法を分かりやすく説明しています。

10分

1-17 DVD 地震火災から命を守るために
地震に起因して発生した火災を再現した実験映像を収録し、火災発生の様子と火災
危険のポイントを解説しています。

10分

1-18 DVD マムシさんと学ぶ！高齢者住まいの防火塾 毒蝮三太夫さんとともに高齢者住宅の防火対策について学ぶことができます。 26分

1-19 DVD
たばこ火災を防ぐ
ワン！ポイント！

火災の原因で、最も多いのが、たばこの不始末から起こる“たばこ火災”。さまざまな火
災実験を通じて、たばこ火災の理解を含め、未然に防ぐためのポイントを解説していま
す。

15分

1-20 DVD
火災事例から学ぶ

店舗火災編

繁華街複合店舗火災・小売店店舗火災・日用雑貨小売店店舗火災・大型店舗火
災・スポーツ用品店店舗火災・大規模ショッピングセンター爆発火災の火災事例を紹
介しています。

44分

1-21 DVD 火災事例に学ぶ
明星５６ビルの火災・三島ビルの火災・サンパチンコの火災・パチンコ店ラッキーホール
の火災事例を紹介しています。

32分

1-22 DVD 認知症高齢者グループホーム等における防火安全対策
グループホームの実態と特性、グループホームの防火上の課題と対策、防火管理制
度、炎・煙の性質、初期消火、消火設備を学ぶことができます。

25分

1-23 DVD 火事だ！その時あなたは大丈夫？ 基本的な消防設備の使い方を学ぶことができます。 18分

1-24 DVD
火災の悲劇を防ぐ

　防火管理者の役割と責任
企業や事業所の中での防火管理者のあり方、そして防火管理者の役割と責任につい
て説明しています。

22分

1-25 DVD
毎日が火の用心

　高齢者施設の防火管理

火災で多数の死者が出た直接の原因は、種々ありますが、常に指摘されてきたのは、
火災発生時の施設従業員の対応行動です。そこで、この作品では、高齢者福祉施設
での正しい防火管理のあり方を、過去の火災に学びながら具体的に描いています。

25分

1-26 DVD 職場の中の消防設備
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ています。

15分

1-27 DVD 防火管理者の仕事
防火管理者の業務、防火管理の進め方、防火管理体制の確立、収容人員の管理、
消防計画の作成及び変更・届出、火気の使用又は取扱いに関する監督などを学ぶこ
とができます。

29分

1-28 DVD 火気管理
火気管理の重要性と火気使用設備の管理、器具の取扱い等について事例をとりあげ
て、出火防止を主眼に説明しています。

18分

1-29 DVD 防火管理者の行動
防火管理とは、防火管理の進め方、消防計画作成の留意点、地震対策、自衛消防
訓練の種別とその実施、消防用設備等の点検ポイントを学ぶことができます。

23分

1-30 DVD 防火管理の意義と制度
防火管理の意義、防火管理制度の仕組み、防火管理業務の外部委託、共同防火管
理制度、防火対象物定期点検を学ぶことができます。

25分

1-31 DVD 自衛消防訓練の実施
自衛消防訓練の種類、計画立案、自衛消防訓練の注意事項、各班担当決め、自衛
消防訓練の実施、自衛消防訓練後の検討会を学ぶことができます。

18分

1-32 DVD 消防計画の作成要領
消防計画の重要性、消防計画の作成要領、共同防火管理における協議事項等、消
防計画の届出を学ぶことができます。

20分

1-33 DVD 消防設備・施設の日常点検
消防用設備等や防火避難施設について説明し、消防用設備・施設の日常点検の重
要性について説明しています。

19分

1-34 DVD 消防用設備等の取扱い
消防用設備とは、消防用設備の種類、消防設備の紹介、警報設備の紹介、防災セン
ターの機能、避難設備の紹介、日常点検の実施を学ぶことができます。

20分



1-35 DVD 消防用設備の操作要領
消防用設備の操作要領習得の意義と重要性について説明したものです。
消火器、屋内消火栓、スプリンクラー設備、警報設備、避難設備、その他

19分

1-36 DVD 防火管理者は巡回中！福祉施設編

防火管理者には、火災の発生を防ぎ、万一出火した場合でも被害を最小限にくいとめ
ること、そして大地震が発生しても命を守れる仕組みを作り上げることが求められてい
ます。福祉施設の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紹介し
ています。

24分



№ VHSorDVD タイトル 内容 放映時間

2-1 VHS 大地震
地震研究の第一人者、溝上恵先生の協力のもと、過去の大地震の教訓を生かし、被
害を最小限に食い止める対処方法をシミュレーションを立て、わかりやすく紹介してい
ます。

42分

2-2 VHS 本気で地震対策してますか
家屋の耐震診断や家具の固定方法、家庭での防災用品準備、家族会議と防災体験
など、テーマ別に具体的に解説しています。

15分

2-3 VHS 外出先で地震にあったら！
身近に家族のいない外出時に、大きな地震に見舞われたとき、どのように対処すれば
よいかを学ぶことができます。

26分

2-4 DVD 地震だ！その時どうする？
地震の被害を最小限に抑えるために何をすべきか、自助・公助・共助の考え方に分け
て説明しています。また、非常食や消火器など災害時に役立つものを紹介していま
す。

18分

2-5 DVD
マグニチュード

明日への架け橋
大地震の恐怖をリアルなタッチで描いた感動です。 90分

2-6 DVD 津波・命を守る心構え
東日本大震災津波を取材し、「釜石の奇跡」はなぜ起こったかを片田敏孝教授伺い、
津波のメカニズムを解説し、津波から命を守る知恵を伝えるものです。

20分

2-7 DVD
まず逃げろ！高台へ！
巨大津波から命を守る

東日本大震災の教訓をふまえ、津波から命を守るにはどうしたらいいかを、津波対策
に取り組む地域の事例をまじえ、津波の恐ろしさと、素早い避難行動の大切さを学ぶこ
とができます。

22分

2-8 DVD
なぜ地震対策が必要なのか

生活の継続・早期再開のために

大震災から数年が経ち、防災意識が薄れ始めた家族が地震対策に取り組みます。生
活の継続、早期再開という観点から、専門家の解説を交え、地震対策の必要性を解
説しています。

20分

2-9 DVD
もし今、地震が起きたら

命を守る備えと退避行動
未曾有の大災害をなった東日本大震災の経験も踏まえ、いま求められる地震時の心
得、地震への備え説明しています。

19分

2-10 DVD
防災の備えと意識１０カ条

東日本大震災が残した教訓
二次災害、家屋・塀の倒壊、津波、がけ崩れ、家具の転倒、帰宅難民。個人が身近
なところで取り組める地震や津波に対しての備えを１０項目にまとめて紹介しています。

22分

2-11 DVD
ふせごう

家具などの転倒防止対策
地震に備えるための動画コンテンツで、家具転倒防止のノウハウを紹介しています。 21分

地震対策等



№ VHSorDVD タイトル 内容 放映時間

3-1 VHS トントン・ユウユウの火の用心
トントン、ユウユウや動物村の消防隊と火遊びの怖さや防災の大切さを学ぶことができ
ます。

10分

3-2 VHS
レッツゴーなかまたち！！
ぼくらと博士の消火の誓い

３人の子供の出会いと地域のお年寄り逹との交流を描き、みんなで手を取り合って、勇
気を持って行動する大切さ、そして防火の大切さを学ぶことができます。

15分

3-3 VHS 忍たま乱太郎の地震用心　火の用心
「忍たま乱太郎」の仲間たちに登場してもらい、火遊びの怖さや防災の大切さを楽しく
わかりやすく描いた作品です。

11分

3-4 VHS
ﾀｲﾑｽﾘｯﾌﾟ１９２３

　守のﾐﾗｸﾙ地震体験
小学校中・高学年の児童を対象に、地震についての防災意識を高めてもらうことをね
らいとしたアニメーションです。

18分

3-5 VHS
ゴマちゃんの大ピンチ！
少年アシベの防災映画

アシベやゴマちゃん達が南先生と火の正しい使い方についてお話しをしています。 14分

3-6 VHS とっとこハム太郎のとっとこ大事だ！！防災訓練
「とっとこハム太郎」の主人公・ハム太郎とハムちゃんずが登場し、火の恐ろしさや、地
震の際の防災の大切さをわかりやすく、楽しく学べるようにした作品です。

13分

3-7 VHS カルガモ親子の火の用心
幼児に火・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
子のかわいいキャラクターを使いわかりやすいアニメーションで、自然に防火の知恵を
学べるように描いています。

13分

3-8 DVD のぶながくんのみんなで約束火の用心
小学校に通う３人は張り合って、火縄銃型ライターで火遊びをはじめます。紙ふぶきを
まき散らすと、ろうそくの火が燃えうつり、あっという間に炎と煙にまかれてしまいます。

10分

3-9 DVD あさりちゃんと学ぶ地震への備え
子どもたちに人気の「あさりちゃん」とその仲間たちに登場してもらい、地震対策の大切
さについて考える作品です。

10分

3-10 DVD お友だちと考えよう　住宅防火！
「やってはいけない習慣」と「住宅火災を防ぐための対策」について学ぶことができま
す。

15分

幼児・小学生向け



タイトル
1 プルルのしっぱい　※火災
2 もりのホテルでひのようじん～ホテル（旅館）での注意～　※火災
3 あぶないね　ひこうききょうそう～石油ストーブによる火災　※火災
4 ねぼすけﾁｭｰﾀくんとおじさん～消防士の仕事～　※火災
5 みんなでひなんくんれん～火事の避難訓練～　※火災
6 あ、けむりがみえる　※火災
7 ぐらぐらくんれん　前編　※地震
8 ぐらぐらくんれん　後編　　※地震
9 空からばらばら　※地震
10 じしんのあった日よう日　※地震
11 子ざるのぶらんこ　※火災
12 たすかったジョン　※地震

紙芝居



幼児用防火衣ピンク① サイズ：90cm　 長靴17cm
幼児用防火衣ピンク② サイズ：90cm　  長靴18cm
幼児用防火衣ピンク③ サイズ：90cm　 長靴18cm
幼児用防火衣ピンク④ サイズ：100cm　 長靴18cm
幼児用防火衣ピンク⑤ サイズ：100cm  長靴18cm
幼児用防火衣ピンク⑥ サイズ：100cm  長靴18cm
幼児用防火衣ピンク⑦ サイズ：100cm 長靴19cm
幼児用防火衣ピンク⑧ サイズ：110cm 長靴20cm
幼児用防火衣ピンク⑨ サイズ：120cm 長靴20cm
幼児用防火衣ブルー① サイズ：85cm　 長靴17cm
幼児用防火衣ブルー② サイズ：90cm　 長靴18cm
幼児用防火衣ブルー③ サイズ：120cm 長靴18cm
幼児用防火衣ブルー④ サイズ：100cm　 長靴18cm
幼児用防火衣ブルー⑤ サイズ：100cm　 長靴18cm
幼児用防火衣ブルー⑥ サイズ：100cm　 長靴18cm
幼児用防火衣ブルー⑦ サイズ：110cm　 長靴19cm
幼児用防火衣ブルー⑧ サイズ：120cm 長靴20cm
幼児用防火衣ブルー⑨ サイズ：120cm 長靴20cm

子供用防火衣①
子供用防火衣②
子供用防火衣③
子供用防火衣④
子供用防火衣⑤
子供用防火衣⑥

サイズ：140cm
サイズ：140cm

幼児用防火衣

被服

子供用防火衣

サイズ：110cm
サイズ：120cm
サイズ：120cm
サイズ：120cm


