
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年４月現在

１　子供向け

２　一般住宅、自主防災組織向け

３　事業所向け

４　危険物施設

５　その他

Ａ３で作成しています。

№ タ　イ　ト　ル 時間 ジャンル

1 ケンちゃんと防炎家族 18分
防炎

アニメ

2 動物村の消防士 20分 アニメ

3 怪獣ドンちゃんの火の用心 18分 アニメ

4 レスキューＱ太のかつやく 15分 アニメ

5 トラちゃんの消防隊長 15分 アニメ

6 染井家の火の用心 16分 アニメ

7 火事の用心・地震の用心 11分 アニメ

8 ゴマちゃんの大ピンチ 14分 アニメ

9 わんわん火事だわん 18分 アニメ

10 ウルトラマンに学ぶ　キッズ　防火防災教室 15分 防災

11 消太君と防火体操しよう！ 7分 防火

北上地区消防組合　視聴覚教材一覧

１　子供向け

Ｑ太たち動物村の子供たちが消防隊の訓練に参加し楽しく防火防災についての知識を学ぶ。

昼の火事騒ぎのショックで夢を見たトラちゃん。夢の中で消防隊長になり火災の予防や火災現場での人命救助に活躍する。

日常生活での防火のポイントをわかりやすく解説。

火事や地震に対する準備と心構えの大切さを学ぶ。

火災の怖さと正しい通報の仕方について学ぶ。

子供たちに身近な花火やマッチから恐ろしい火事が．．．。火の怖さを学び、火災予防を訴える。

内　　　容

ケンちゃん一家があわやっ！という日常生活の経験から防炎物品について考える。

電気器具やたばこの吸い殻の不始末により火災が発生。動物たちが火災予防の対策を考える。

火の危険性と火の用心の大切さを学ぶ。

小学生向けウルトラマンと怪獣たちによる防火防災教室。(2014年制作)

火災から身を守る方法を楽しく身に付けさせることを目的とした歌と踊りの映像。(2016年制作)



№ タ　イ　ト　ル 時間 ジャンル

1 住宅火災から学ぶ　～ほんとうに知ってる？火災の怖さ～ 25分 火災

2 住宅火災警報器と消火器の重要性 16分 火災

3 「くらしの中の身近な製品事故」製品安全教育ＤＶＤ 20分 火災

4 みんなで考える 防火安全の知恵！ 42分 火災

5 未然に防ごう！電気火災　～身近に潜む火災危険～ 14分 火災

6 マムシと学ぶ！高齢者住まいの防火塾 26分 火災

7 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分 火災

8 くらしにプラス！住宅用消火器 16分 火災

9
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分 火災

10 たばこ火災を防ぐワン！ポイント！！ 15分 火災

11 彼女へのプレゼント　～燃えなかったクッション～ 17分
火災

ドラマ

12 おじいちゃんが残してくれたもの 10分
防炎

アニメ

13 地震火災から命を守るために 10分
地震
火災

14 1995　阪神大震災
～人命・ライフライン・都市インフラ、その被害と残された教訓～

22分 地震

15 震度７阪神大震災の教訓 20分 地震

16 地震だ！その時どうする？ 18分 地震

17 わが家の危機管理　第１巻 日頃の対策と心構え 15分 地震

阪神・淡路大震災等の経験を踏まえた教訓、対応を解説。(2009年制作)

２　一般住宅、自主防災組織向け

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。(2018年制作)

防炎製品についてのドラマ。主人公の家がぼやになり、彼女からのプレゼントだったクッションが燃えなかったことを発端
に防炎製品があることを知り、防炎物品について考える。(2012年制作)

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解説。
(2011年制作)

内　　　容

日常生活で起こる火災(寝たばこ、暖房器具、調理中など)を実験映像とともに解説し、防火対策や住宅用の消火器具につい
て紹介。

身近な製品に潜む危険性を認識し、誤った使い方や不注意による製品事故の減少の手助けとなるような教材。小学校高学年
向け。(2011年制作)

１部：住宅火災から生命を守るために(約20分)　２部：外出先で火災から生命を守るために(約22分)　(2012年制作)

平成７年１月17日、阪神・淡路地方を襲ったＭ7.2の直下型地震。豊富な映像と重要な証言で後世に残す「阪神大震災」の
記録。(1995年制作)

自分の命を守るためにしておきたい行動規範や非常用携帯品など、阪神大震災の教訓を生かした防災対策を紹介。
(1995年制作)

いつどこで起こるか分からない大震災。日頃の対策と心構えを実例を通して分かりやすく解説。(2012年制作)

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の再現実験映像。電気器具の火災を未然に防ぐために、日
頃から心がけておくべきポイントを分かりやすく解説。(20012年制作)

燃焼機器使用時の火災予防に資する広報啓発用映像資料。家庭内における危険物から発火状況を再現した実験映像を注意す
べきこととともに収録。(2014年制作)

家庭での設置・使用に最適な住宅用消火器について詳しく解説。住宅防火における消火器の必要性・初期消火の方法・消火
器の購入からリサイクルと住宅用消火器のすべてを分かりやすく学べます。(2014年制作)

火災の早期発見に有効な住宅用火災警報器と、初期消火に適している消火器を取り上げ、住宅用火災警報器の設置義務、奏
功事例の紹介、消火器の正しい使い方、消火器の点検方法などを説明。(2009年制作)

超高齢社会の現在、高齢者を住宅火災から守るため、ご本人やご家族、地域の方々に、高齢者の住宅防火対策について分か
りやすく楽しく学べるよう解説。(2013年制作)

たばこ火災に関する様々な状況を再現し、その実験映像を収録。たばこ火災を未然に防ぐため、普段から心がけておくべき
ポイントを分かりやすく解説。(2015年制作)

燃えにくい素材を使用した「防炎品」を取り上げ、防炎品とはどのようなものか、どれくらい燃えにくいものなのかを分か
りやすく紹介。(2015年制作)



№ タ　イ　ト　ル 時間 ジャンル

18 わが家の危機管理　第２巻 被害者からの体験を学ぶ 15分 地震

19
防災の備えと意識10カ条
東日本大震災が残した教訓

22分 大震災

20 ３・11東日本大震災岩手の記録 120分 大震災

21 ３・11岩手大津波の記録 168分 大震災

22 東北福祉大学　地域減災学習ビデオ 60分 防災

23 実践！わが家の防災対策 72分 防災

24 水害発生　その時！！　～命を守る日頃の備え～ 22分 防災

25 10年の活動記録  岩手県防災航空隊 31分 防災

26 今すぐできる！家庭防災　ふせごう 21分 防災

27 深刻化する気象災害　どう身を守る？どう備える？ 25分 防災

28 目指せ！災害に強いまち 21分 防災

29 ぼうさいこくたい2018　将来の地域防災の担い手育成 93分 防災

30 マグニチュード　明日への架け橋 90分
防災
映画

31 地域で減災！　～あなたが力　みんなが力～ 24分 自主防災

32 がんばってます！自主防災　地域の力で減災 25分 自主防災

33 くらしの安心・安全　～住宅用防災機器等～ 22分 防災機器

34 わが家の消火器具 25分 防災機器

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 防災機器

2011年３月11日に東日本を襲った大地震における、岩手県内の津波被害の様子を記録したカメラ映像をまとめたもの。
(ＩＢＣ岩手放送2012年制作)

命や財産を水害から守るためにはどうすればよいか、多彩な取材映像をもとに、その重要性を訴えかけます。
(2006年制作)

震災で多数の死者を出した家具等の転倒。様々な転倒防止対策を解説。(2009年制作)

岩手県防災航空隊が保存している10年間の災害映像記録から今後の災害に備えるために資料映像として活用するために、主
な災害記録等を編集・制作したもの。(2006年制作)

大規模な自然災害に備えて私たちができる防災活動について自助・共助・公助の観点から説明。(2017年制作)

少年消防クラブ員による活動事例発表。(2018年制作)

工夫しながら活動している自主防災組織を取り上げ、実践型の訓練とは何か、組織を磨いていくこととは何かを描いてい
る。(2010年制作)

台風・土砂災害・竜巻・集中豪雨・豪雪をテーマに各災害ごとのメカニズムや災害対応を解説。(2014年制作)

減災の基盤となる「自助」「共助」の大切さを示し、地域防災への関心と参加意欲、当事者意識を呼び起こします。
(2008年制作)

地域住民に住宅火災の実態や奏功事例からその必要性を理解させるとともに、住宅用火災警報器の種類や取り付け方法等の
ほか住宅用防災機器等を紹介。(2007年制作)

住宅用火災器具の買い方、使い方、処分の方法を解説。(2010年制作)

住宅用火災警報器の種類、設置場所、取り付け方、維持管理の仕方、火災以外で鳴った時の対処方法など６つのポイントに
分けて解説。(2010年制作)

岩手県内各地で撮影された地震と津波の実態が収録。「津波の語り部」として防災教育活動を行う田畑ヨシさんの紙芝居な
どをまとめました。(岩手朝日テレビ2012年制作)

阪神淡路大震災の教訓を風化させまいと、一般劇場公開されたもの。大震災の恐怖をリアルなタッチで描いた、感動の人間
ドラマ。(1997年制作)

内　　　容

「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。 (2011年制作)

地域減災センターの紹介や、災害時要援護者(視覚障がい者の方)について等、減災を学ぶことができるビデオ。

防災グッズなどの使い方やとっさの行動について詳しく解説。(2006年制作)

新潟中越地震の時、どのように行動できたのか、避難生活はどのようなものだったのか、被害者の体験を通して対策を導き
出す。(2012年制作)



№ タ　イ　ト　ル 時間 ジャンル

36 住宅火災警報器のはたらき 5分 防災機器

37 東北福祉大学　ボランティア学習ビデオ 35分 ボランティア

38 街を守る　安心をつくる 24分 消防団ＰＲ

39
石坂浩二さんと学ぶ
住宅用防災機器ってな～に？

20分 防災機器

40
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

10分 防災機器 住宅用火災警報器の維持管理について（2021年制作）

消防団のＰＲＤＶＤ　(2010年制作)

内　　　容

住宅用火災警報器の感知に関する仕組みを詳しく解説。

ボランティア活動に取り組む学生の「声」や受入先の皆さんの「想い」、ボランティア活動の魅力や可能性について紹介。

高齢者を住宅火災から守るため、高齢者世帯の防災対策と住宅用防災機器について紹介（2020年制作）



№ タ　イ　ト　ル 時間 ジャンル

1 ある防火管理者の悩み 34分 防火管理

2 工場防火を考える 25分 防火管理

3 職場で取り組む防火管理 15分 防火管理

4 問われる防火管理の責任　～職場の中での防火対策～ 23分 防火管理

5 認知症高齢者グループホーム等における防火安全対策 25分 防火管理

6 火災事例に学ぶ　複合用途防火対象物(雑居ビル)等 32分 防火管理

7 職場を守る防火管理　～過去の教訓から学ぶ～ 20分 防火管理

8 個室型店舗の消防訓練マニュアル 22分 防火管理

9
火災時にあなたはどうする！
～小規模社会福祉施設等における避難訓練等の方法～ 30分 防火管理

10 防火管理って何？　火災から生命を守る防火のヒーロー 12分 防火管理

11 火事だ！その時あなたは大丈夫？ 18分 防火管理

12 誰でもできる消防訓練 17分 防火管理

13 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 火災

14 火災事例から学ぶ(店舗火災編) 44分 火災

防火意識の低い職場が防火管理の必要性に目覚め、防火管理者を先頭に消防訓練を行う様子をドラマ形式で描き、初期消
火・通報・避難誘導といった消防訓練を定期的に行うことの重要性を訴える。(2000年制作)

2001年に起きた新宿歌舞伎町のビル火災をきっかけに消防法が大幅に改正され、防火管理者の責任が一段と厳しく問われて
いる。防火管理者のあり方、業務の注意点、消防訓練の仕方について説明。(2006年制作)

テナント業・介護施設・小売業の３業種を実例に専門家による解説。責任者や防火管理者の安全管理に対する考え方や工夫
などがまとめてある。(2009年制作)

防火管理の意義と防火管理者の役割について解説。(2016年制作)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本的な消防設備の使い方と日頃のチェックポイントを分かりやすく解説。(2017年制作)

消防訓練の方法を紹介。(2017年制作)

長崎県で発生した火災を教訓に高齢者施設の防火管理のあり方について考える。早期発見、初期消火、初期通報、早期避難
の大切さ及びその具体的な取り組みについてまとめたもの。(2006年制作)

実際に起きた６つの店舗火災の事例を元に原因や問題点、教訓を取りまとめ防火管理のあり方、防火対策について解説。
(2010年制作)

カラオケボックス、複合カフェ、個室ビデオ店の消防訓練の流れについて解説。(2009年制作)

小規模社会福祉施設等における避難訓練等の方法について解説。(2011年制作)

複合用途防火対象物の４つの火災事例(歌舞伎町火災他)を編集し、火災の原因、状況、問題点等をまとめたもの。
(2008年制作)

３　事業所向け
内　　　容

昭和時代のある工場で、たばこのポイ捨てにより工場が火災になったことで、従業員一人一人の防火に対する意識が高まっ
ていく。

工場で発生する可能性のある火災を実験をまじえながら解説。

認知症高齢者グループホームの特性をふまえた防火安全対策について解説。(2006年制作)



４　危険物施設
№ タ　イ　ト　ル 時間 ジャンル

1 危険物取扱者の責務 20分 危険物

2 危険物の性質と事故 20分 危険物

3 危険物施設の火災を防げ 35分 危険物

4 目で見るヒヤリハット　～コンビナート～ 20分 危険物

5 給油所の安全を守る　～危険物保安監督者の責務～ 20分 危険物

6 危険物の６つの扉 31分 危険物

7 給油所の安全を考える　ガソリンスタンドの火災防止対策 25分 危険物

8 屋外タンク貯蔵所の火災を防ぐ 30分 危険物

9 セルフスタンドの安全対策 26分 危険物

10 危険物輸送のスペシャリスト 31分 危険物

11 第４類危険物の火災事故を防げ 30分 危険物

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分 危険物

13 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分 危険物

14 給油取扱所における事故防止対策 34分 危険物

15 危険物施設におけるヒヤリハット 37分 危険物

16 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るべきか

37分 危険物

17 映像で分かる　地下タンク貯蔵所の概要 31分 危険物

18 映像で分かる　移動タンク貯蔵所 31分 危険物

19 事故事例から学ぶ　危険物の保安対策 17分 危険物

屋外タンク貯蔵所における火災事例を紹介しながら、事故防止対策等を解説。(2006年制作)

地震の際に危険物施設で火災や流出事故、人的被害「ゼロ」を目指し、安全対策、保安確保の向上に役立てるための取り組
み方を紹介。(2013年制作)

暮らしの中の身近な危険物についての知識や安全に取り扱うためのポイント、非常時のみならず日常生活における危険物の
取り扱いと安全対策等の注意事項などを分かりやすく解説。(2012年制作)

ヒヤリハット体験の活用と応用である危険予知訓練について、各事業所でいかに実践されていくのかポイントを解説。
(2001年制作)

危険物保安監督者の日常業務と予防規程との関連において、消防法令において定められている危険物保安監督者の責務や業
務について解説。(2001年制作)

消防法における危険物のうち第４類の安全対策等を解説。(2010年制作)

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。(2011年制作)

危険物取扱者について役割などを説明。昭和な映像。　　

危険物がどのような性質や危険性を持っているのかについて、消防法別表の第１類から第６類までの性状を実験映像で示
し、各類の性状に起因すると考えられる事故事例を写真などを活用し分かりやすく解説。(1997年制作)

泡消火設備の構成と仕組みについて解説。

第１類から第６類までの各類ごとの性状及び火災予防方法等を解説。(2004年制作)

タンクローリーの構造や事故事例を紹介し、日常の安全管理や危険物輸送時の安全対策、事故時の対応等について解説。
(2008年制作)

「ガソリンスタンドの仕組み」「ガソリンスタンドの事故事例とガソリン蒸気の危険性」「静電気発生のしくみ」等を解説
し、ガソリンスタンドの火災防止に活用できるように構成されている。(2005年制作)

内　　　容

給油取扱所で販売される危険物の性状と危険性、給油取扱所の構成、給油時の注意点、ガソリン・灯油等の運搬、事故発生
時の対応等について解説。(2012年制作)

危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所で発生した事故を基に、「ヒヤリハット」事例の教訓を安全対策、保安確保の向上に役
立てるための取り組みを紹介。(2012年制作)

危険物施設における火災、流出事故がどのように発生しているか、様々な危険物事故から保安対策を考える。
(2014年制作)

一般利用客向けに安全な給油方法を給油手順に沿って解説するとともに、従業員に向け日常の管理、事故等の対応等につい
て解説。(2007年制作)

移動タンク貯蔵所の種類、製造工程、事故事例、荷積みから荷卸しまでの安全対策、立入検査のポイントについて解説。
(2014年制作)

地下貯蔵タンクの種類、製造から設置までの工程、破損事例、事故事例、点検について説明。(2013年制作)



№ タ　イ　ト　ル 時間 ジャンル

20 震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い 30分 危険物

21 危険物施設におけるヒューマンエラー 37分 危険物

22 危険物事故とリスク　～教訓を活かすため～ 30分 危険物

23 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分 危険物

24 事故事例から学ぶ単独荷卸し作業の安全対策 41分 危険物

25 know why危険物施設における保安教育の充実 32分 危険物

26 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分 危険物

27 ぬらすな×キケン！ 26分 危険物

５　その他
№ タ　イ　ト　ル 時間 ジャンル

1 特定小規模施設等の消防用設備等の規制概要 30分 設備

2 国民保護図上訓練　～準備から実践・評価まで 70分 その他

3
「全国火災予防運動実施中」篇　30秒
「ぼくは火災警報器」篇　15秒

火災

防災運営関係者、避難拠点運営関係者向けの国民保護図上訓練方法

火災予防運動と住宅用火災警報器の紹介動画　ＤＶＤ２枚　(2016年制作)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内　　　容

消防法施行規則等の改正等の概要を理解していただくためにデジタルデータ化し、利用しやすい電子ブックにしたもの。
平成19年及び平成20年消防法施行令の改正等に基づく

一般・コンビナート編と給油取扱所編の２編に分かれており、事故事例を取り上げ、なぜ起こったのか理由を考え理解を深
める。(2017年制作)

過去の震災で発生した被害や事故事例を振り返り、取り組み事例を紹介。(2018年制作)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

禁水性物質の性質と火災予防や消火方法などについて解説。(2019年制作)

震災時における仮貯蔵・仮取扱いの状況、危険性と安全対策について解説し、事故防止対策に活用できるようになってい
る。(2015年制作)

火災事故のおよそ６割、流出事故の４割がヒューマンエラーで起こっている。ヒューマンエラーを減らすためにはどうすれ
ばいいか、実際の事故などを参考に原因と対策について紹介。(2015年制作)

・リスクアセスメントの実例・チェックリストによる危険性評価・人材育成・技術の伝承の重要性　(2016年制作)

消防法における危険物について、同法別表第１に定める各類ごとの性状及び取扱い上の注意事項、消火方法について分かり
やすく解説。(2016年制作)

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分かりやすく解説。(2017年制作)

内　　　容
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