


【 分類 】

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ３～５

Ｐ６、７

Ｐ７

【 貸出方法 】

【 貸出条件 】

　　　　　【問い合わせ】

　　　　　豊田市防災学習センター

　　　　　電話　３５－９７１６

　　　　　午前９時～午後４時３０分

　Ｋ：危険物関係ＤＶＤ・・・・・

　Ｇ：子ども向けＤＶＤ・・・・・

　Ｅ：大人向けＤＶＤ・・・・・・

　Ａ：１６ミリフィルム・・・・・

　Ｃ：紙芝居、カルタ・・・・・・

　　※防火危険物安全協会寄贈のDVDについてはＢが表記されています

　１．学習センター受付に電話で貸出状況を確認し、予約する。

　２．「消防訓練実施届出書」（兼防災訓練用資器材等借用申請書）を

　　　学習センター受付（消防本部１階）へ提出し、借用する。

　１．貸出しは、豊田市内在住・在勤で、市内で使用される方に限ります。

　２．貸出し期間は、原則として使用日とその前後の３日間としますが、

　　　長期使用を希望するときは、お問い合せください（最長１週間とします）。

　３．１６ミリフィルムを希望の方は、１６ミリ映写機操作認定証が必要です。



番号 題名及び時間 対象 内容
第４類 危険物の 災事故を防げ 日常生活にかかわりの深い第４類の引火性液体類について詳しく解説し

危険物の火災事故防止対策をわかりやすく紹介しています。
DVD ３０分

その腐 を 逃すな 危険物施設の流出事故事例を基に、
 危険物施設の流出事故防 対策 流失防 対策をわかりやすく解説しています。

DVD ３０分
危険物施設の事故事例に学ぶ保安対策 危険物施設で実際に起こった 災や流出事故を基に、
危険物取扱者の役割 危険物施設の保安対策と危険物取扱者の役割などをわかりやすく解説しています。

DVD ３７分
給油取扱所における事故防止対策 給油取扱所で販売される危険物の性状と危険性、給油時、運搬時の
中澤裕子のＧＳ安全レポート 注意点や点検のポイントなどをわかりやすく解説しています。

DVD ３４分
危険物施設におけるヒヤリハット 危険物施設の「ヒヤリハット」事例の教訓を基に、安全対策などを具体的に作成し、
より高い安全をめざして 保安確保の向上に役 てている危険物施設の取り組みを紹介しながら、

DVD ３８分 より高い保安確保の進め方について解説しています。
危険物取扱者の地震発生時の対応 東 本 震災による事故事例や体験談を基に、危険物取扱者が
 そのときあなたは何をすべきか 地震発生時にどのように活動したらよいのか、わかりやすく解説されています。

DVD ３８分
暮らしの中で危険物を安全に取り扱うために 非常時のみならず日常生活における危険物の取扱いに伴う火災危険性や、
 震災を踏まえた危険物の事故防  危険物を安全に取り扱うための知識をわかりやすく解説しています。

DVD ２６分
事故事例から学ぶ危険物の保安対策 危険物施設の事故事例解説と定期点検、

日常点検のポイントをわかりやすく解説しています。
DVD ３２分

映像でわかる地下貯蔵タンクの概要 地下タンク貯蔵所を映像でわかりやすく解説しています。

DVD ３１分
映像でわかる移動タンク貯蔵所 移動タンク貯蔵所を映像でわかりやすく解説しています。

DVD ３１分
震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱 東日本大震災を踏まえた仮貯蔵・仮取扱の安全対策を

わかりやすく解説しています。
DVD ３０分

危険物の性状に応じた火災予防と消火方法 消防法上の危険物について映像でわかりやすく説明しています。

DVD ３９分
危険物事故とリスク 一般・危険物施設・コンビナートの危険物事故を映像でわかりやすく説明しています。

DVD ３０分
危険物施設におけるヒューマンエラー 危険物施設における 災・流出事故事例をわかりやすく説明しています。

DVD ３８分
事故事例から学ぶ単独荷卸し作業の安全対策 単独荷卸しが認められるための要件、単独荷卸しを う際の留意事項等について

わかりやすく解説しています。
DVD ４１分

Ｋｎｏｗ ｗｈｙ（ノウホワイ） 福知山花火大会火災の事故概要・事故原因の分析、一般・コンビナート・
危険物施設における保安教育の充実 給油取扱所等の危険物事故防 対策要領について詳しく説明しています。

  DVD ３２分
備えあれば 憂いなし ①過去の震災での危険物施設被害の状況と事故事例
震災に備えて危険物施設にできること ②東日本地震を振り返って

③熊本地震を振り返って
       DVD ２９分 ④参考となる取り組み事例 などを詳しく説明しています。

ぬらすな×キケン 危険物を管理する上で注意が必要なのが「禁 性物質」と呼ばれている
禁水性物質の性状に応じた火災予防と消火方法 水に触れると発火・爆発する性質を持った危険物です。

      DVD ２６分 禁水性物質を実験などから確認し、火災予防や消火方法などについて解説。
危険物施設の異常を感知せよ  般編①         事故事例から学ぶ 常点検のポイント 21分56秒
 事故事例から学ぶ 常点検のポイント 一般編②         日常点検の方法のポイント  21分49秒

コンビナート編    事故事例から学ぶ 常点検のポイント 20分16秒
DVD 全編 ８６分 給油取扱所編  事故事例から学ぶ 常点検のポイント 22分

K-1
一般
事業所
危険物施設

K-2 危険物施設

K-3 危険物施設

KB-7
一般
事業所
危険物施設

K・KB 危険物関係ＤＶＤ ＫＢは防 危険物安全協会寄贈

KB-8 危険物施設

KB-9 危険物施設

KB-4 危険物施設

KB-5 危険物施設

KB-6 危険物施設

KB-13
一般
事業所
危険物施設

KB-14 危険物施設

KB-15
一般
事業所
危険物施設

KB-10 危険物施設

KB-11 危険物施設

KB-12
一般
事業所
危険物施設

KB-19 危険物施設

KB-16
一般
事業所
危険物施設

KB-17
一般
事業所
危険物施設

KB-18
一般
事業所
危険物施設
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番号 題名及び時間 対象 内容
サル太郎地震には負けないぞ  地震に備えておくことの 切さを村の動物達がわかりやすく教えてくれます。

みんなの言うことを聞かないオオカミ君は・・・
DVD １５分

マジカルプータの火あそびはあぶないよ 火遊びに夢中のキョウタが、愛犬プータやその仲間たちと一緒に
「火遊びは危ないこと」や「火災が起きた場合どうすればよいか」について

DVD １５分 学んでいく姿を、分かりやすく描いたアニメ。
あさりちゃんの火の用心 あさりちゃんが、拾った使い捨てライターを使 し、危うく  事を起こしそうになる。

火遊びが危険なことや、火事が発生したときの避難の方法、助けを呼ぶことを学ぶ。
DVD １０分

孫悟空の火の用心 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びます。使い捨てライターによる火遊びの怖さや

DVD １２分 花火をする時の注意点などクイズを交えながら勉強します。
防災ナマズンの地震はかならずやってくる ナオユキ君は、防災ナマズンから地震について教わっても、

「地震なんてくるのかな 」としか思っていません。しかし、次の 、
DVD ２０分 大地震が発生し、ナオユキ君は部屋に閉じ込められてしまいます。

おじいちゃんが残してくれたもの 防炎品って何だろう マモル君のおばあちゃんは、台所で 事に遭いますが、
 燃えても 燃えない 燃えにくい おじいちゃんからプレゼントされた防炎品のエプロンをつけていたため、

DVD １０分 大ケガをしなくて済みました。
ズッコケ３人組の火あそび防止大作戦  どものライター遊びから 事になり…３ 組がバケツリレーや放 活動で 活躍 

 遊びの危険と、地域の防災訓練に参加することの 切さも伝えます。
DVD １１分

ウルトラマンに学ぶ ウルトラマンが子供たちや怪獣たちに防火・防災について、わかりやすく教えてくれます。
ギッズ防火・防災教室

DVD １５分
教えて消防 さん 【予防編】火事を起こさない 【通報編】もしも火事が起きたら119番通報
笑劇派と考える火の用心の話 【出動編】現場で活躍する消防 【訓練編】特殊な災害に ち向かうとよたの消防 

DVD ７０分 【特典】豊田市の子どもたちへ
あさりちゃんと学ぶ 地震への備え あさりちゃんと地震が起きる前に被害を軽減するための備えについて一緒に学びます。

DVD １０分
命を守れますか 地震のとき つ波のとき 小学校、中学校の防災対策をわかりやすく解説しています。

DVD ２１分
こぎつねの消防隊 いたずらな３匹のこぎつねが、火の恐ろしさを子供たちに教えます。

DVD １７分
ズッコケ三人組のぼうさい教室 アニメ番組で人気の「ズッコケ三人組」と共に、
地しんから身を守ろうの巻 （地震が起きた時の命を守る 動）（被害を未然に防ぐための 夫）など、

DVD １４分 基本的な防災知識と防災 動を につけていく教材です。
大雨のとき気をつけること 集中豪雨からいのちを守るためにできることを考えながら学びます。
早めにひ難するヒント 集中豪雨と台風についてＣＧや映像で分かりやすく解説。

DVD １８分 いざという時、取るべき 動を学ぶ教材です。
うしわかまるのじしんとかじからじぶんをまもる タイムスリップして、現代に来た 若丸は、消防 やカラス天狗に教えられ

ながら、地震の時どうすればよいか、学んでゆきます。
DVD １０分 また津波や、火事の時の身の守り方も学びます。

ハローキティとまなぼう ぼうさいくんれん 学校、通学路、家の中、海の近くで地震が起きたときに、
どのように命を守る 動をとればよいか、

DVD １４分 子供たちがキティたちと一緒に学ぶことができる教材です。
忍者玉丸の火の用心 子供たちに火災の恐ろしさを知ってもらい、

火遊びが原因である火災をなくすことを目的とした作品です。
DVD １３分

Ｇ・GB  ども向けＤＶＤ ＧＢは防 危険物安全協会寄贈

G-1
幼児

小学校低学
年

G-2 小学校低学
年

G-6 小学生

G-7
幼児

小学校低学
年

G-8 小学生

G-3
幼児

小学校低学
年

G-4
幼児

小学校低学
年

G-5 小学生

GB-2
幼児

小学校低学
年

GB-3
幼児

小学校低学
年

GB-4 小学校
中・ 学年

G-9 小学生
一般

G-10
幼児

小学校低学
年

GB-1 小学校
中・ 学年

GB-5
幼児

小学校低学
年

GB-6
幼児

小学校低学
年

GB-7
幼児

小学校低学
年
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番号 題名及び時間 対象 内容
職場を守る防 管理 テナント業・介護施設・ 売業の３業種を例題に、安全管理に対する考え や
過去の教訓から学ぶ  夫などを責任者や防 管理者のコメント・関係映像で構成。

 DVD ２１分 専門家による解説付き。
地震だ その時どうする 地震のメカニズム、地震に対する備え、いざ地震が起こったら
自分を守り、みんなで助け合おう どうするべきかを分かりやすく解説。また、消火器の使い方や

 DVD １８分 簡単な応急手当も収録。被災者の方の話も聴ける。
温暖化時代の豪雨災害 近年、温暖化現象によるとも考えられる局地的な集中豪 が頻繁に発 している。

都市化の進 が著しい現代、都市型災害から を守るためにはどうすればいいのかを考える。
 DVD ２０分

防 管理者は巡回中 近年増加している福祉施設での防 管理は、具体的にどうすればいいのか。
福祉施設編 ある 齢者福祉施設における、防 管理者の取り組みを紹介します。

 DVD ２４分
あっ どうする ①大地震は必ずやってくる ②最大の備えは地震に強い家 ③防災の第一歩は家具対策から
そうなる前の防災対策 ④被災後に備える ⑤地震発  その時どうする ⑥ 分たちの町は、 分たちで守る

 DVD ６７分 豊田市の取り組みも紹介されています。
石坂浩二さんと学ぶ ①火災の実態がわかる
住宅 防災機器ってな に ②イラストでポイントを知る

 DVD ２０分  住宅 防災機器を学ぶ
個室型店舗の消防訓練マニュアル 火災発生時には大きな危険が潜んでいる個室型店舗。

まんが喫茶やカラオケボックスなどにおける初期消 、避難誘導の 法など、
 DVD １０分 災害時に必要となる 動について、訓練 法を紹介します。

 災時、あなたはどうする 小規模福祉施設における避難訓練の方法を紹介します。
小規模社会福祉施設等における避難訓練の方法 火災発生時に、被害を拡大させないためには、日ごろの訓練が重要です。

DVD １０分  災時にすぐ 動できるよう普段から備えておきましょう。
 災事例から学ぶ店舗 災編  型店舗で発 した 災事例について、

発生原因や被害が拡大した要因などを検証していきます。
DVD ４４分 過去の事例に学び、同じような 災が起きないようにしましょう。

ふせごう家具等転倒防止対策 家の中にいろいろと置いてある家具や電化製品。
普段はとても便利なものですが、ひとたび地震が起きれば凶器となってしまいます。

DVD ２１分 簡単にできてしまう、転倒防止対策をして被害を防ぎましょう。
暮らしの中で危険物を安全に取り扱うために 身近にあるガソリンや灯油などの危険物ですが、
震災を踏まえた危険物の事故防止 東 本 震災では通常と異なる取扱いを余儀なくされました。

DVD ２６分 このことを踏まえ、非常時だけでなく、日常生活での危険物の取扱いについて紹介します。
職場で取り組む地震対策 企業にとって、地震への対策は必須事項です。この作品では、地震対策の
あなたの職場は 丈夫ですか 必要性に気づいた企業の取組をドラマ形式で描いています。

DVD １９分 皆さんも地震対策について今 度考えてみてください。
雑居ビル火災から命を守る ひとたび火災が発生すると、大きな被害が出やすい雑居ビル。
消火・避難訓練 被害軽減のためには、 ごろから訓練を い、 災に備えることが重要です。

DVD ２０分 雑居ビル以外の事業所においても参考となる内容です。
未然に防ごう 電気器具 災 暮らしに欠かせない電気器具。電気器具は、誤った使用方法によって
  近に潜む 災危険 思いがけない火災を引き起こします。電気器具からの発火状況を

DVD １４分 再現した映像が収録され、注意するポイントが解説されています。
みんなで考える 防火安全の知恵(２部編成) １部 住宅 災から 命を守るために(20分)

２部 外出先・旅 先で 災から 命を守るために(22分)
DVD ４２分 各場面で火災から生命を守るポイントを紹介しています。

「防炎品」てすごいね 防炎品と非防炎品の違いについて、実験映像を紹介しています。
 防炎化が必要なわけ 防炎品を使 することで、不注意からの 災を防ぐことができます。

DVD  ９分
彼 のプレゼント ぼや騒ぎがあった現場で、燃え残っていたクッションの謎。
 燃えなかったクッション 防炎品とはどんな物なのか紹介しています。

DVD １７分
小さな火種の知られざる恐怖 たばこ火災に関するさまざまな状況を再現し、その実験映像を紹介。
 たばこ 災を防ぐために たばこ火災を防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。

DVD １３分
くらしにプラス 住宅 消 器 消 器の中でも、特に家庭での設置・使 に最適な「住宅 消 器」について

詳しく解説しています。
DVD １６分

マムシさんと学ぶ 超 齢社会の現在、 齢者を住宅 災から守るための防 知識を
高齢者住まいの防火塾 わかりやすく解説しています。

DVD ２６分

Ｅ・EB   向けＤＶＤ ＥＢは防 危険物安全協会寄贈

E-1 事業所

E-2 一般
自主防災会

E-3 一般
自主防災会

E-7 事業所

E-8 事業所

E-9 事業所

E-4 事業所

E-5 一般

E-6 一般

E-13 事業所

E-14 一般

E-15 一般

E-10 一般

E-11 一般

E-12 事業所

E-19 一般

E-20 一般

E-16 一般

E-17 一般

E-18 一般
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番号 題名及び時間 対象 内容
防 管理って何 防 管理の意義と防 管理者の役割ついて、詳しく説明しています。

DVD １２分
誰でもできる消防訓練 誰でも簡単にできる消防訓練の方法をわかりやすく紹介しています。

DVD １７分
知っていますか 住宅  災警報器の設置に関する重要性と設置場所や
あなたを守る住宅  災警報器 設置方法について、分かりやすく紹介しています。

DVD １２分
がんばってます 自主防災組織の活動について紹介をしています。
 主防災≪地域の で減災≫ 地域の助け合いが災害に強い街を作ることにつながります。

DVD ２５分
防災の備えと意識１０カ条 東日本大震災が残した教訓を詳しく説明しています。
東日本大震災が残した教訓 最新の防災対策コンテンツが満載 メニュー画 で知りたい情報が選べます。

DVD ２２分
熊本地震・連続震度７ 内陸の浅いところで、ある 突然発 する地震 
内陸の浅い地震の怖さ 私たちはどのように備えたらよいのだろうか 熊本地震を検証し

DVD ２３分 内陸地震の対策と 構えをわかりやすく説明しています。
 指せ 地震や津波、台風、洪水など自然災害から少しでも被害を減らすためには
災害に強いまち  頃から、地域の 々と協 して防災活動を うことが必要です。

DVD ２１分 地域の で「災害に強いまち」 指すことについて紹介しています。
地震・水害から命を守る。 地震発  そのとき 5分44秒
生き抜くための自助・共助 「 助」  分の は 分で守る 4分40秒

「共助」 住 同 の助け合い ３分39秒
DVD ２４分  害時の避難 動 9分33秒

防災の心得（とよた） １話 家の中を安全にしよう ２話 備蓄をしよう
３話 連絡手段を確保しよう ４話 身の回りの危険を知ろう
５話 正しい情報を入手しよう ６話 地震が起きたら身を守ろう

DVD 各５分（３５分） ７話 地域活動に参加しよう
問われる防 管理者の責任 2001年に起きた、新宿歌舞伎町のビル 災。この 災をきっかけに、
 職場の中での防 対策 消防法が 幅に改正され、防 管理者の責任が 段と厳しく問われています。

DVD ２３分 今ここで、職場の防 対策を 直しましょう 
消防 設備の操作要領 消防用設備の操作方法をわかりやすく解説し、消防用設備の意義と重要性に

ついて、詳しく紹介しています。
DVD ２１分

防 管理者必  これであなたも私も防 管理者  術後の患者さんや いすを必要とする患者さんなど、避難弱者の
いのちを守る病院火災の初期対応 多い病院では避難経路や消 設備の使  法の確認は 変重要です。

DVD ２３分 日頃から訓練を怠らないようにしましょう。
防 管理者必  これであなたも私も防 管理者  体の不 由な や様々な症状の 居者がいる社会福祉施設で
いのちを守る福祉施設火災の初期対応 火災が発生した場合、避難弱者である入居者を安全に避難させるのは非常に難しいです。

DVD ２３分 消 ・避難訓練、避難設備の点検を い、有事に備えましょう。
防 管理者必  これであなたも私も防 管理者 夜になると従業員が少なくなります。お客さんの多くはお酒を飲んだり
いのちを守るホテル・旅館火災の初期対応 早くに休んでいる 等様々です。防 管理者をはじめ、全ての従業員が

DVD ２３分 日頃から自覚と責任を持つ事が重要です。
火災警報器に学ぶ  災をいち早く知らせる住宅  災警報器。
 住宅 災から命を守る  災が発 した時に 切なことは早期発 、早期避難です。

DVD ２３分 この作品では、火災警報器の必要性・種類・設置の仕方などが詳しく解説されています。
幼い命を守れ どう教える「避難の 法」 津波から逃げ切った教訓から学ぶ最新対策、遊びながら体で覚える幼児の地震対策、
幼稚園、保育所の防災対策 緊急地震速報を活用した避難訓練など、幼稚園・保育園の防災対策を

DVD ２６分 分かりやすく説明しています。
出来ることから始めよう 事業所に必要な火災予防対策や消火・通報・避難訓練のマニュアルが
 こんなに簡単 消 ・通報・避難訓練 わかりやすく解説されています。

DVD ２０分
思わぬ火もと 火災の原因は様々です。その中でも高齢者の生活と電気設備に焦点をあて
高齢社会・増え続けている電気火災 火災発生のメカニズムを解説しています。

DVD ２０分 思わぬ火の元が日常生活には潜んでいることを紹介しています。
 地震発  いつ起きても不思議でない 地震に備えるため、地震のメカニズムや被災者の
  切な命を守るために 体験談を紹介し、大地震への備えをわかりやすく解説しています。

DVD ２２分

E-21 一般

Ｅ・EB   向けＤＶＤ ＥＢは防 危険物安全協会寄贈

E-25 一般

E-26 一般

E-27 一般

E-22 一般

E-23 一般

E-24 一般

EB-2
一般
事業所
危険物施設

EB-3 事業所

EB-4 事業所

Ｅ-28 一般

Ｅ-29 一般

EB-1 事業所

EB-8 事業所

EB-9 一般

EB-10 一般

EB-5 事業所

EB-6 一般

EB-7 一般
事業所

4



番号 題名及び時間 対象 内容
地震に備えて 我が家の危機管理 阪神・淡路 震災では約6000 の命が奪われ、
第１巻 日頃の対策と心構え 新潟県中越地震では、中 間部と都市部では異なった被害が続出しました。

DVD １５分 事例をとおして、 頃からの対策と 構えをわかりやすく解説しています。
地震に備えて 我が家の危機管理 新潟県中越地震発 時にどう 動できたか
第２巻 被災者の体験から学ぶ また 期避難 活はどのようなものであったのか。

DVD １５分 被害者の体験をとおして「災害時とその後」の重要な対策を紹介しています。
地震に備えて今、やるべきこと 「緊急地震速報」が流れた時あなたはどう 動しますか 
緊急地震速報が流れたら、どうする 緊急地震速報の仕組みや、地震がくるまでのわずかな時間に何ができるかを

DVD ２３分 わかりやすく解説しています。
 災 逃げ遅れを防げ 火災現場の再現実験を基に火災の特性を解説し、高齢者をどのように火災から守るかを
 増加している 齢者住宅 災 わかりやすく紹介しています。

DVD ２１分
住宅  災警報器と消 器の重要性 住宅  災警報器の設置義務や奏功事例の紹介

消火器の正しい使い方や初期消火の実演を紹介し
DVD １６分 住宅  災警報器と消 器についてわかりやすく解説しています。

幸せ運ぼう 阪神・淡路 震災から学ぶことを紹介しています。
 阪神・淡路 震災から学ぶ Ⅰこんなことがあった Ⅱ命を守る Ⅲ共に生きる の３部構成となっています。

DVD ６０分
大地震発生 いつ起きても不思議でない 地震に備えるため、地震のメカニズムや被災者の
東 本 震災・阪神淡路 震災から学ぶ 体験談を紹介し、大地震への備えをわかりやすく解説しています。

DVD  １８分
クイズ 鈴 奈々ちゃんと考える 大地震の時、家具の転倒に備えるための対策をクイズ形式で紹介しています。
家具転倒対策

DVD  ９分
深刻化する気象災害 台 ・集中豪 ・ 巻・ 砂災害等についてのメカニズムや対策・避難 法について
どう を守る どう備える わかりやすく説明します。

DVD ２５分

EB-14 一般

EB-15 一般

EB-16 一般

EB-11 一般

EB-12 一般

EB-13 一般

EB-17 一般

EB-18 一般

EB-19 一般

Ｅ・EB   向けＤＶＤ ＥＢは防 危険物安全協会寄贈
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番号 題名及び時間 対象 内容
あなたは火事の恐ろしさを知らない 燃えないはずの耐火建築のビルが火事になり多くの死者を

出しているのはなぜか。現代生活の火災の危険をクローズアップしている。

16ミリフィルム ２５分
断たれた避難路 千 ビルデパート 前半は118名の尊い犠牲を出した大阪千日ビルの火災を克明に追い、
火災の教訓  後半は防 管理の重要性と初期消 について考え、防災の再確認を提起する。

     16ミリフィルム ２０分
たばこの恐怖 多くの に愛好されているたばこ。吸う場所により吸殻の処理 法が違う。

たばこが原因の火事を発生させない注意と心がけを訴える。

16ミリフィルム ２０分
こどもの火遊び誰も知らない 人形劇の消ちゃんと消防士のおじさんの会話から火災原因を知り、

 どもの 遊びの具体的事例がわかる。

16ミリフィルム １８分
ぼくら火事がきらいだ 住んでいる町から火事をなくすためにはどうすればいいかを

消防署に聞きに き、 災原因を知って驚く。

16ミリフィルム １８分 同時に、消防署の仕事についても知る。
防 管理者 （責任と誇り） 多くの客を収容する旅館、スーパーマーケットなどを対象にし、

過去の火災原因や問題点を喚起しながら万一の火災が発生した時の

16ミリフィルム ２０分 防 管理者の 構え。
工場防火を考える 最近の 場 災の事例から各種 産 場が共有す危険の条件を

取り出し、その本質を具体的に解明し、安全の基本を科学的に理解する。

16ミリフィルム ２５分
ある防 管理者の悩み 中 企業の防 管理者が 場上の悩みや困難を克服して、

企業全体の防 意識を め、体制を整備していくドラマ。

16ミリフィルム ３４分
職場の中の爆発危険物 誰もが使っている可燃性ガスと引火性液体に焦点をしぼり、

爆発の原理とプロセスの理解に重点を置いたフィルム。

16ミリフィルム ２５分
ガスの事故を防ぐ爆発と不完全燃焼 ガス漏れから起こる爆発や 災事故、不完全燃焼から起こる

 酸化炭素中毒を中 に、ガスの安全な使い について 直す。

16ミリフィルム ２３分
おてがらカラヤン 食事時に火災の恐ろしさについて話し合う子どもたちであることを願って製作された

動物・カラスの兄妹が主人公の映画。

16ミリフィルム ２０分
魔 ファイヤーとスモークボーイ デビル国の 炎 王が、 の魔 ファィヤーと煙の悪魔スモークボーイに、

 間たちの不注意や のスキをついて 事を発 させる。

16ミリフィルム １４分
どうぶつ村の地震用心 火の用心 動物村の動物たちは地震の発 を 配しているが、狼だけは知らん顔。

そんな時、 地震が起こり、落ちた天井の下敷きになった狼を 事が襲う。

16ミリフィルム １６分 動物たちは・・。
ペンギン村の消防隊 センベエ博士、アラレちゃん、あかね、ガッちゃんたちはペンギン村の消防隊。

ブタオとブタ子の出した火事を消しブタオとブタ子に火事の恐ろしさを教える。

16ミリフィルム １０分
ニャンタのおたんじょう は 事さわぎ ニャン太に火遊びを注意されたサル吉とポン太は面白くない。

からかおうとニャン太に電話をする。慌てて飛び出したニャン太は

16ミリフィルム １１分 ガスコンロの火を消し忘れてしまう。
トラちゃんの消防隊 ヨッちゃんにテレビゲームを独り占めされたトラちゃんが

紙  機を作ってとばすと、ストーブに って燃え、消防隊が出動する騒ぎに。

16ミリフィルム １５分 その夜、トラちゃんが た夢は 
地震あれこれ その② 地震のメカニズム、震度、マグニチュードを分かりやすく解説。
（ミームいろいろ夢の旅より）

16ミリフィルム ２５分
羽ばたけピータン 雀のピータン 家が住んでいるクマさんの家が、クマさんの消し忘れた葉巻が原因で

火事になってしまう。驚いて、身動きのできないクマさんをピータン一家が救う。

16ミリフィルム １６分

Ａ:16ミリフィルム Ｃ:紙芝居、舞台、カルタ ＣＢは防火危険物安全協会寄贈

A-1 一般

A-2 一般

A-3 一般

A-7 一般

A-8 事業所

A-9 事業所
危険物施設

A-4 小学生
保護者

A-5 小学生

A-6 一般

A-13
幼児

小学校低学
年

A-14
幼児

小学校低学
年

A-15
幼児

小学校低学
年

A-10 一般

A-11 幼児

A-12 幼児

A-16
幼児

小学校低学
年

A-17 小学校高学
年

A-18
幼児

小学校低学
年
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番号 題名及び時間 対象 内容
忍たま乱太郎の地震   の  乱太郎、きり丸、しんべヱは今 も修業に励んでいる。

そんなとき地震が起こり、火事も発生してしまう。

16ミリフィルム １１分 土井先生と消防隊になって消火と救助の活動をする。
マリーベルの火の用心 マリーベルのお さんがみんなにおやつのホットケーキを焼いていると、

突如地震が発生。それから始まるドラマを通して地震のとき
16ミリフィルム １１分 どうしたらいいかを考える。

こぎつねの消防隊 ３匹の兄弟こぎつね、大介、中太、小吉は峠を守るため、
消防隊員になって、大活躍する。

16ミリフィルム １７分
はれときどきぶた のりやすくんの火の用心 「はれぶた」シリーズ。子どもだけで花火をしたのりやす君と妹の玉ちゃんと山田君。

危うく火事になりそうなところを尾関晴子たちに助けられて・・・
16ミリフィルム ２０分

地震とぼくたち  学校の防災訓練、家庭での地震対策、そして地域の防災意識向上に役 てる。

16ミリフィルム ２０分
大地震 体験者から学ぶ防災対策   昭和58年5 26 正午に発 した 本海中部地震では津波による死者が発 。

 本海に津波は起こらないという認識さえあった。
      16ミリフィルム １９分 宮城県沖地震等の証言も記録。

はれときどきぶたの地震用心日記 はれときどきぶたの主人公「のりやす君」と仲間たちが登場します。
 頃の防災訓練の 切さと災害時の 動について学びます。

16ミリフィルム １１分
ちびまる子ちゃんの火の用心 まるちゃんは近所で起きた火事をきっかけに、自分の家の火の用心について調べ始めます。

 頃の 災予防の 切さを訴える内容です。
16ミリフィルム １４分

地震･火災安全紙芝居(全７巻) 紙芝居

よいこの地震紙芝居 ぐらぐら(全６巻) 紙芝居

津波だ いなむらのひをけすな 紙芝居
（日本防火協会寄贈）

もりのしょうぼうだん 紙芝居

台風がきたぞ 紙芝居

滝っ子防災カルタ(2015) カルタ(45枚)

紙芝居舞台 紙芝居用の外枠

小学生
一般

A-24 一般

A-20
幼児

小学校低学
年

A-21
幼児

小学校低学
年

A-19
幼児

小学校低学
年

Ａ:16ミリフィルム Ｃ:紙芝居、舞台、カルタ ＣＢは防火危険物安全協会寄贈

C-5 幼児

C-6 小学生

CB-1 幼児
小学生

C-2 幼児

C-3 幼児

C-4 幼児

A-25 幼児

A-26 幼児

C-1 幼児

A-22
幼児

小学校低学
年

A-23
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