
時間

(分)

1
火災原因調査　実践・実習講座

火災調査の取組みと応用　その１
20 火　災 消　防

消防職員向け教材。火災調査の取

組みと応用について火災原因別に

解説している。

ー

2
火災原因調査　実践・実習講座

消防の責務と火災調査の実践
18 火　災 消　防

消防職員向け教材。火災調査を取

り巻く状況、火災事例で見る自動

車メーカーへの対応について解説

している。

ー

3
マグニチュード

明日への架け橋
90

地　震

火　災
一　般

阪神・淡路大震災の教訓を風化さ

せまいと製作された全国劇場公開

作品。（出演：緒方直人・薬師丸

ひろ子・田中邦衛）

1997

4
地震だ！その時どうする？

自分を守り、みんなで助け合おう。
18 地　震 小学生

地震発生の仕組みや発生時の行

動、地震対策等をわかりやすく解

説し、小学校高学年向けの内容と

なっている。

2009

5
火災事例から学ぶ

店舗火災編
44 火　災 事業所

過去に発生した大型店舗の火災事

例から火災の恐ろしさや避難方法

等について解説している。

2009

6
ふせごう

家具等の転倒防止対策
21 地　震 一　般

地震発生時の家具・家電の有効な

固定方法等を紹介し、家庭ですぐ

できる防災対策を学べる内容と

なっている。

2009

7
津波から生き延びるために

知る・行動する
15 津　波 一　般

津波発生の仕組みや発生時の対

策、行動等をCGを使って解説して

いる。

2010

8
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！～
10 火　災

一　般

小学生

天ぷら火災発生時、防炎エプロン

のおかげで軽いやけどですんだお

ばあさんのお話。防炎品の種類や

性能をアニメーションで解説して

いる。

2010

9
第４類

危険物の火災事故を防げ！
30

危険物

火　災
事業所

消防法における危険物のうち第４

類の安全対策等について解説して

いる。

2010

10
みんなで考える

防火安全の知恵！
42 火　災 一　般

住宅火災及び外出先・旅行先での

火災から生命を守るための防火安

全について解説している。

2010

№ タイトル 内　容テーマ 対象 製作年
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11
『防炎品』てすごいね

ー防炎化が必要なわけー
9 火　災 一　般

防炎化の必要性について解説し、

防炎品の種類や有効性を紹介して

いる。

2010

12
その腐食を見逃すな！

～危険物施設の流出事故防止対策～
30 危険物 事業所

危険物施設における腐食に起因す

る流出事故防止対策について解説

している。

2011

13
まず逃げろ！高台へ！

巨大津波から命を守る
22 津　波 一　般

東日本大震災の教訓を踏まえ、津

波から命を守るにはどのような避

難行動をとればよいかを具体的に

解説している。

2011

14 地震火災から命を守るために 10 火　災 一　般

東日本大震災の教訓を活かし、地

震発生時における一般住宅火災の

再現実験映像から、火災発生の様

子と火災の危険性を学べる内容と

なっている。

2012

15
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～
34 危険物 事業所

給油取扱所における車両への給油

時や危険物運搬時の注意点、点検

方法や停電時の対応等について解

説している。

2012

16

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

26
危険物

火　災
一　般

身近な危険物を取り扱う際の注意

点、身近な危険物による火災とそ

の消火方法について解説してい

る。

2012

17
危険物施設におけるヒヤリハット

より高い安全をめざして
37 危険物 事業所

危険物施設のヒヤリハット体験情

報の共有化を図り、保安対策に活

かしている施設を紹介している。

2012

18
未然に防ごう！電気器具火災

～身近に潜む火災危険～
14 火　災 一　般

電気器具における誤使用・不適切

な使用環境により発生する火災に

ついて解説している。

2013

19
映像でわかる

地下貯蔵タンクの概要
31 危険物 事業所

地下タンク貯蔵所の概要と安全対

策について解説している。
2013

20
危険物取扱者の地震発生時の対応

～そのときあなたは何をすべきか～
38 危険物 事業所

危険物施設（一般・コンビナー

ト・給油取扱所）における地震・

津波発生時の対応について、過去

の事故事例を取り上げて解説して

いる。

2014

21
映像でわかる

移動タンク貯蔵所
31 危険物 事業所

移動タンク貯蔵所の事故事例や安

全対策、立入検査のポイントにつ

いて解説している。

2014

22
灯油等の危険物による火災の実態

～燃焼機器火災を未然に防ぐ～
12

危険物

火　災
一　般

家庭内における灯油やガソリンの

保管・取り扱い上の注意点につい

て解説している。

2014



23
事故事例から学ぶ

危険物の保安対策
31 危険物 事業所

危険物施設（一般・コンビナー

ト・給油取扱所）における事故事

例をもとに、日常・定期点検のポ

イント等保安対策について解説し

ている。

2014

24 くらしにプラス！住宅用消火器 16 火　災 一　般

鈴木史郎アナウンサーとキャラク

ター犬の楽しいやりとりで、住宅

防火における消火器の必要性や使

用方法等を学べる内容となってい

る。

2014

25
マムシさんと学ぶ！

高齢者住まいの防火塾
26 火　災 一　般

高齢者を住宅火災から守るための

ポイントを高齢者や家族、地域の

方々向けに解説している。

2014

26
震災時における

危険物の仮貯蔵・仮取扱い
30 危険物 事業所

東日本大震災における危険物仮貯

蔵・仮取扱いの状況を紹介し、仮

貯蔵・仮取扱いの危険性や安全対

策実施計画と手続きについて解説

している。

2015

27
小さな火種の知られざる恐怖

～たばこ火災を防ぐために～
13 火　災 一　般

たばこ火災を未然に防ぐために普

段から心がけておくべきポイント

を解説している。

2015

28
危険物施設における

ヒューマンエラー
37 危険物 事業所

危険物施設（一般・コンビナー

ト・給油取扱所）における火災や

流出事故事例を取り上げ、事業所

の取り組み事例や事故防止ポイン

トについて解説している。

2015

29
ウルトラマンに学ぶ

キッズ防火防災教室
15 火　災 小学生

学校の教室でウルトラマンが怪獣

と子供たちに防火の大切さや自然

災害からの身の守り方などを解説

している。

2015

30

消防法における

危険物の性状に応じた火災予防と消

火方法

39
危険物

火　災
事業所

危険物各種の性状及び取り扱い上

の注意事項、消火方法について解

説している。

2016

31
危険物事故とリスク

～教訓を活かすために～
30 危険物 事業所

リスクアセスメントの実例をあ

げ、チェックリストによる危険性

評価、人材育成、技術伝承の重要

性を解説している。

2016

32
ノウホワイknou why

危険物施設における保安教育の充実
33 危険物 事業所

危険物施設の事故事例を通して、

「ノウホワイ（原理原則の理

解）」について解説し、ノウホワ

イ教育の実例及び及び参考事例を

紹介している。

2017



33
事故事例から学ぶ

単独荷卸し作業の安全対策
41 危険物 事業所

単独荷卸しが認められるための要

件、単独荷卸しを行う際の留意事

項等について解説している。

2017

34
火事だ！その時あなたは大丈夫？

知っておきたい基本的な消防設備の使い方
18 火　災 事業所

いざという時のために誰もが知っ

ておきたい基本的な消防設備の使

い方と日頃のチェックポイントに

ついて解説している。

2017

35
万一水素火災が起こったら？

～FCV・水素ステーションの安全のために～
35 火　災

消　防

事業所

燃料電池自動車及び圧縮水素充填

設備設置給油取扱所における災害

発生時の消防機関の対応要領や、

水素エネルギーの活用用途、水素

ステーションの概要等について解

説している。

2018

36
備えあれば憂いなし

～震災に備えて危険物施設にできること～
29 危険物 事業所

過去の震災での危険物施設の被害

状況と事故事例及び参考となる取

組事例を紹介している。

2018

37
たばこ火災を防ぐ

ワン！ポイント‼
15 火　災 一　般

様々な火災実験を通して、たばこ

火災への理解を深め、未然に防ぐ

ためのポイントを解説している。

（本編10分）

2019

38

ぬらすな×キケン！

禁水性物質の性状に応じた火災予防

と消火方法

26
危険物

火　災
事業所

禁水性物質とはどのようなものか

を実験などを通じて確認し、その

火災予防や消火方法などについて

解説している。

2020

39
地震火災

あなたの命を守るために出来る事
15

地　震

火　災
一　般

地震火災発生のメカニズム等を過

去の事例をもとに紹介し、対策例

として、家具等の転倒防止措置、

感震ブレーカーの設置、安全装置

付きの暖房器具の使用など、日常

での地震火災対策について周知す

る内容となっている。

（本編11分）

2020

40
石坂浩二さんと学ぶ

住宅用防災機器ってな～に？
20 火　災 一　般

高齢者やその家族、地域の方々向

けにわかりやすくイラストで火災

の実態について解説し、高齢者住

宅の防火対策と住宅用防災機器に

ついて学べる内容となっている。

2020

借用日１０日前までにご予約下さい。

予約先℡０４７０－８０－０１３２（消防本部予防課）


