
No.
時間
(分) 内　　　　　容

防火1 火災事例から学ぶ DVD 44 店舗火災編（6事例）

防火2 みんなで考える　防火安全の知恵！ DVD 42
住宅火災から生命を守るために！外出先・旅行先で火災から生命を守るため
に！の防火の知識を学ぶ

防火3
ふせごう
～家具等の転落防止対策～

DVD 21 今すぐできる！家庭防火を学ぶ

防火4
暖房器具火災の真実高齢者の生活実態
を踏まえた火災検証実験

DVD 8
製品火災対策推進の一環として高齢者の居住環境を再現し、死者発生の危険
性が高い暖房器具の火災原因に着目した検証実験

防火5
「防炎品」てすごいね
～防炎化が必要なわけ～

DVD 9
家庭で日本防炎協会のホームページを見ながら住宅における防炎品の必要性
と有効性を確認する「防炎品の普及広報用ＤＶＤ」

防火6 住宅火災から家族を守るために DVD 8

防火7 くらしの中の身近な製品事故 DVD 20
こんろ、石油ストーブ、電子レンジ、タコ足配線、電気プラグ、電池の危険
性を解説（小学校高学年向）

防火8
ガスコンロ、ガスファンヒーターとガ
スコードの正しいつなぎ方

DVD 8 燃焼機器の接続を解説（日本ガス石油機器工業会）

防火9 Ｓｉセンサーコンロでもご注意を DVD 5 Ｓｉセンサーコンロの特徴を解説（日本ガス石油機器工業会）

防火10
高齢者の安心・安全のために
～家電製品の正しい使い方～

DVD 17 家電製品の危険な使い方など高齢者用に正しいの使い方を説明

防火11
小規模社会福祉施設における自動火災報知
設備及び火災通報装置の取扱いと維持管理

DVD 25
消防用設備等の種類と設置基準、自動火災報知設備の取扱いと品質保持、火
災通報装置の取扱いと品質保持などを解説

防火12
未然に防ごう！電気器具火災
～身近に潜む火災危険～

DVD 8
一般的な家庭における電気器具から出火した再現映像を通して、日頃から心
がけておくべきポイントを説明

防火13
彼女のプレゼント
～燃えなかったクッション～

DVD 17
クッションという身近なものをとおして防炎品を詳しく紹介した、防炎品の
普及広報用ＤＶＤ

防火14
マムシさんと学ぶ！
高齢者住まいの防火塾

DVD 26
超高齢者社会の現在、高齢者を住宅火災から守るため、高齢者ご本人や家
族、地域の方々にご覧いただけるよう作成したものです。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びます。

防災1 地震だ！その時どうする？ DVD 18 地震発生！そのとき｛自分を守り、みんなで助け合う｝を学ぶ

防災2
津波から生き延びるために
～知る・行動する～

DVD 15
平成５年北海道南西沖地震など近年の津波災害、発生と恐ろしさ、生き延び
るためにを解説

防災3 地震火災から命を守るために DVD 10
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整理して、専門家がわかりやすく解説

防災4
暮らしの中で危険物を安全に取り扱うため
に
～震災を踏まえた危険物の事故防止～

DVD 26 身近な危険物、を取り扱う際の注意点などを解説

防災5 災害による犠牲者ゼロを目指して DVD 34
青森県防災ＤＶＤ：東日本大震災に見る対応と課題、災害への備え、青森県
における過去の災害などを解説

防災6 あなたの街を襲う大地震
検証・震度６弱・被害軽減・駿河湾の地震

DVD 22 守れた！命　教訓が活かされた　駿河湾の地震

アニ1 わたしたちの防火 VHS 35 防火教育教材（小学生向け）

アニ2 ケンちゃんと防災家族 VHS 18 アワヤ！という経験から「防災」を考える家族をテーマに学ぶ

アニ3
ペンギン村の消防隊
～Drクランプアラレちゃん

VHS 11
アラレちゃんとそのグループが、消防隊になって火の用心の大切さを教えな
がら大活躍

貸し出し用の防火･防災DVD、ビデオ及び紙芝居のタイトル

タイトル

№（番号）は、消防本部で管理している番号です。

【防火関係】（住宅防火における対策など）

【防災関係】（地震、津波、台風、火山噴火の自然災害や地域防災）

【防火･防災アニメ関係】（幼児、小学生向け）



アニ5 トンクルピーのじしんようじん VHS 11
NHKテレビの人気アニメ｢チロリン村物語｣に登場するなかよし三人トンペ
イ･クルコ･ピーコが子どもたちと一緒になって、地震がおきたときの大事な
心構えを勉強

アニ6
たっちゃん・ももちゃんのふしぎなたいけ
ん

VHS 15
アニメの主人公達が、ゲームの世界に迷い込み火事の恐ろしさを体験を通し
て火のこわさ、火の扱い方を勉強

アニ7 ちびまる子ちゃんの火の用心 VHS 14
まる子ちゃんと一緒に、近所で起きた火事をきっかけに火の用心について調
べ、日頃の火災予防の大切さを勉強

アニ8
タイムスリップ１９２３
～守のミラクル地震体験～

VHS 15 小学生が「関東大震災」の“体験”を通して地震について学ぶ

アニ9 レスキューQ太のかつやく VHS 15
Q太たち“どうぶつ村”の子供たちは､レスキュー隊・消防隊の救助訓練等し
て防火を勉強

アニ10
ちびまる子ちゃんの地震を考える
わが家の防災

VHS 13
まるちゃんの家庭の防災を例に、考えておかなくてはならない地震の時の備
えについて勉強

アニ11 忍たま乱太郎の地震用心　火の用心 VHS 11 忍たま乱太郎と一緒に地震と火の用心を勉強

アニ12 しましまとらのしまじろうの消防隊 VHS 10
しましまとらのしまじろうとその仲間達が、消防隊の活動を通して火遊びの
怖さや防災の大切さを勉強

アニ13 ニャンパラの仲間たち VHS 12
捨て猫たちの世界を舞台に防火を呼びかけると共に、弱いものいじめをせ
ず、共に手を取り合って生きていくことの大切さを勉強

アニ14 ごめんねチッチ VHS 11
阪神大震災で飼い主を亡くした経験から火事の恐ろしさを知っている犬の
チッチを通じて、小学３年生と幼稚園児の兄妹が生命の尊うさと火の取扱い
の大切さを勉強

アニ15 みらいのしょうぼうし　キュータ VHS 12
子供たちをそそのかす怪人や放火魔に対して、キュータと消防少年団が協力
して立ち向かう姿を通して防火と防災を勉強

アニ16
火あそびは火事のもとケンタとニャン
タの火の用心

DVD 13 歌を通して火の怖さと防火の知識を学ぶ

アニ17 カルガモ親子の火の用心 DVD 13 可愛いカルガモ親子が幼児に火災の恐ろしさを教え、防火の知恵を学ぶ

アニ18
マジカルプータの火あそびはあぶない
よ

DVD 15 火遊びを通して火の怖さと防火の知識を学ぶ

アニ19 あさりちゃんと学ぶ～地震への備え～ DVD 10
幼児から年配の皆様までが実施できる有効な対策をわかりやすくコンパクト
にまとめたアニメ

アニ20
おじいちゃんが残してくれたもの
～燃えても燃えない？燃えにくい！～

DVD 10 小学生等子供向け防炎品普及広報用

アニ21 ハチ公物語 VHS 18
焼き出された人々は不幸になる事をハチ公が教えてくれる。日頃の防火訓練
の大切さを伝える

アニ22 アザラシ・タマちゃんの火の用心 VHS 11 防災教育アニメーション（幼児向け）

アニ23
地震に襲われた時  災害に遭遇した時　まさか
の時！

VHS 36
大人がいつもそばにいるとは限りません。大人が来るまでの間、子供一人、
または子供同士で生き延びるため。（少年向け）

アニ24 稲むらの火 VHS 21
安政元年（1854年）の大津波と浜口儀兵衛（主人公）の実話に基づくもの
です。

アニ25
とっとこハム太郎のとっとこ大事だ！
防災訓練

VHS 13
火や地震の恐ろしさや、防災の大切さをわかりやすく、楽しくハム太郎が教
えてくれます。

アニ26 こぎつねの消防隊 DVD 17 いたずらなこぎつねが火の恐ろしさをこどもたちに教えます。

アニ27
やめて！ライターあそび
どうぶつ村の消ぼう隊出どう

DVD 14 猿のサル太郎が火遊びの危険と恐ろしさを教え、火遊びの防止を訴えます。

アニ28
ボクはすぐ逃げたんだ
東日本大震災から学んだこと

DVD 14
東日本大震災で無事に避難した岩手県釜石市の小学生の防災教育を紹介し、
防災の知識を勉強します。

アニ29 桃太郎の火あそびやめよう！火の用心 DVD 10 桃太郎と龍の消防士が火遊びの恐ろしさと火事のときの行動を教えます。

アニ３０
知っておこう！
煙の怖さと避難のポイント！

DVD 13 火災に対する知識と避難の知恵の普及を目的とした小中学生向けのDVD。

アニ３１
ウルトラマンに学ぶ！
キッズ防火防災教室

DVD 15 ウルトラマンやカネゴンが登場し、防火防災について楽しく学びます。

アニ３２
命を守れますか？
地しんのとき　つ波のとき

DVD 21
過去の地震被害の様子や被災者インタビューを紹介し、いざというとき、素
早く自らの判断で避難するための防災知識を学ぶ小学校中髙学年向けのＤＶ
Ｄ。

アニ３３ 消太くんと防火体操しよう！ DVD 7
小学校就学前の幼児を対象に、歌と体操をとおして火事から身を守る方法、
安全に避難する方法を身に付けます。



管理1 消防用設備・施設の日常点検 DVD 19 消防用設備等・施設の重要性と日常点検のチェックポイントを学ぶ

管理2 消防用設備等の操作要領 DVD 19 消防用設備等種類と操作要領を学ぶ

管理3 火気管理 DVD 18 火気管理の重要性と火気使用設備等の管理・器具の取扱いを学ぶ

管理4 防火管理者の仕事 DVD 29 防火管理者としての必要な諸業務を学ぶ

管理5 防火管理者の行動 DVD 23 防火管理の進め方を学ぶ

管理6 誰でもできる消防訓練 DVD 17
消防訓練（通報訓練、消火訓練（屋内消火栓・消火器）、避難訓練）の方法
を学ぶ

管理7
職場に潜む火災～事例から学ぶ防火管
理～

DVD 24
過去の火災事例から防火管理上の問題点を学び、防火管理者の業務と役割に
ついてわかりやすく解説する

管理8
防火管理って何？
火災から生命を守る防火のヒーロー

DVD 12 防火管理の意義と防火管理者の役割を学ぶ

管理９ 火事だ！その時あなたは大丈夫？ DVD 18
事業所等に設置されている消防設備の使い方と日ごろのチェックポイントを
映像でわかりやすく解説する。

危険1
給油取扱所の安全を守る
（危険物保安監督者の責務）

VHS 20
危険物保安監督者の日常点検と保安基準である予防規定との関連において、
消防法令において定められている保安監督者の責務や業務について解説

危険2 危険物施設の日常点検 VHS 20
給油取扱所をモデルとして、日常点検の必要性と具体的注意事項について解
説

危険3
給油取扱所の安全を守る
（ガソリンスタンドの火災防止対策）

VHS 25
ガソリンスタンドにおける代表的な事故例を紹介､ガソリン蒸気の危険性と
安全対策､静電気対策の重要性を解説

危険4 セルフスタンドの安全対策 VHS 26 セルフスタンドの事故防止と安全対策について、危険物事業所研修用

危険5 事例に学ぶ危険物施設の火災予防 DVD 29
危険物施設の保安として火災事例を紹介しながら、火災の未然防止対策を解
説

危険6 第４類危険物の火災事故を防げ！ DVD 30
第４類の危険物の性状や事故事例、危険物施設以外での事故事例や第４類の
危険物の火災防止対策・消火方法を学ぶ

危険7
その腐食を見逃すな！
危険物施設の流出事故防止対策

DVD 30
危険物施設における事故防止対策の一環として、腐食に起因する流出事故防
止対策について解説

危険8
給油取扱所における事故防止対策
～中澤裕子のガソリンスタンド安全レポー
ト～

DVD 34
給油取扱所で販売される危険物の性状と危険性、給油時の注意点　日常の点
検や停電時の対応などを解説

危険9 映像でわかる　地下貯蔵タンクの概要 DVD 31
危険物施設における安全対策の向上に資するため、地下貯蔵タンクについて
解説

映画1
マグニチュード
～明日への架け橋～

VHS 90
大地震が人々の運命を呑みこむ！限界状態の中で試される人間の絆！
出演：緒形直人、田中邦衛、高橋恵子、樹木希林、薬師丸ひろ子など
ナレーション：森繁久弥

芝居1 ベルがならない 地震 12場面
非常ベルがなって園庭へ避難訓練。ある日、大きな地震が発生！みんなは避
難できたかな！

芝居2 だいちゃんのおかしなひなんくんれん 火事 12場面
今日は学校で避難訓練。先生の「お・か・し・も」で避難開始、でも大ちゃ
んがいません。

芝居3 かち、かち、かじようじん 火事 12場面
お母さんは買い物へ、かずくんと妹はお留守番です。そのうちにおなかがへ
りました。

芝居4 おれさまは、カジノモト 火事 12場面
お母さんが天ぷらをあげていると、電話がかかってきました。天ぷら油から
火が出てしまい、カジノモトは大暴れ、わたる君とももこちゃんは！

芝居5 かめくん！だいじょうぶ？ 地震 12場面
くま君とたぬき君やきつね君は相撲をとりました。その時、グラグラ、ほん
とうの地震です。かめ君が逃げ遅れてしまいました。

芝居6 じしんがきたら・・・ 地震 12場面
兄弟が空き地で遊んでいると大きな地震がありました。無事に家に帰ると、
お父さんが、がけ崩れや津波など気をつけることを話してくれました。

芝居7 けむりがでているよっ 火災 12場面
たっくんのお父さんは消防士。買い物に行くと、2階から煙が出ています。
たっくんは、一緒に来たお姉ちゃんのことが心配でなりません。

芝居8 もりのしょうぼういだん 火災 12場面
カブトムシ君はホタルさんに負けまいとランプにライターで火をつけまし
た。すると風が吹いて火事に！森の消防団出動！

芝居9 津波だ！いなむらの火をけすな 地震 16場面

江戸時代の末、地震による大津波が紀州和歌山の広村（現在の和歌山県広川
町）を襲いました。稲むらに火を付けて村人を高台に導き、多くの命を救い
ます。

消防１
24時間休むことなく
消防署の働きと役割

ＤＶＤ 17 消防署の社会的な重要性を解説した、幼児や小学低学年を向け教育ビデオ

【その他】

【防火・防災映画】

【紙芝居】（幼児、小学校低学年向け）

【危険物施設関係】（ガソリンスタンドやオイルタンクにおける取扱いや点検などのポイント）

【防火管理関係】（事業所における対策と日常の防火管理業務など）


