
埼玉県防災学習センター

※手話通訳付きビデオ
（）ビデオ保有数 ビデオ�【地震編】

1

ﾋ ﾞ ﾃ ﾞ ｵ № ビ�デ�オ�タ�イ�ト�ル 内�����容 時 間 制作・企画 備考

1 大地震・マグニチュード7の証言
日本海中部地震・宮城県沖地震・浦賀沖地震の様
子を災害の体験者の証言を交えて紹介。

19 NHK 災害記録（1）

2 グラッときたらどうする
宮城県沖地震の再現実験を駆使して、地震による
被害を最小限に防ぐために、心構えと対策を考え
る。

26 東映㈱ 防災知識（1）

3 地震予知とその最前線
世界有数の地震国であり、地震学の面でも各国の注目
を集めているわが国の最新の地震予知技術と国の施
策・予知体制等を広く紹介する。

30 東映㈱ 地震予知（1）

6 日本海中部地震�戦慄の記録
昭和58年5月26日に発生した日本海中部地震の
記録。

40 秋田テレビ 災害記録（1）

7 地震にあったらどうしよう
家庭や屋内などいろいろな場所で地震にあった場
合の対処方法を実験を通して考える。

30 東京都映画協会 防災知識（1）

10
ご存知ですか���������������������−防災ミニ百科−地震

編

最近の地震災害のメカニズム、過去の地震災害からの
教訓、地震予知と警戒宣言時の対応などについての解
説をする。

20 読売映画社 防災知識（2）

13
私たちの町は私たちが守る�����������自主防災組織結

成・���������������活動強化のために

自主防災組織の必要性、結成するにあたっての留意事
項、活動の具体的内容をわかりやすく盛り込んだドラマ。

30 テレビ朝日映像㈱ 自主防災（1）

14
「もしも埼玉県に」�������������埼玉県地震被害想定調

査から

埼玉県が昭和55年度から56年度にかけて実施した南
関東地震による被害想定の結果をわかりやすく紹介す
る。

22 東映㈱ 防災知識（1）

15 備えあれば憂いなし������������−地震防災対策−
家庭や地域でいざという時に備えて、防災の協力
体制を作り上げ、実行していくことの重要性を紹
介。

22 消防科学総合センター 防災知識（2）

16
災害に備えて���������������−いざというときのライフラ

イン−

防災対策の中で、最も遅れているトイレについて、体験
談をもとに必要性や、災害用トイレに必要な条件などを
紹介。

10 ㈱木村技研 防災知識（2）

17 災害に備えて 20 埼玉県消防防災課 防災知識（2）

20 ご存知ですか�−防災ミニ百科−����消防団編
消防団の活動、組織、女性団員、消防団と消防署
の違いなど紹介。

20 読売映画社 防災知識（1）

22

※
防�災������������������������������−より安全なくらしのた

めに−��������（手話通訳付）

火災・地震・その他の災害から身を守るために知っ
ておかなければならない事柄を項目ごとに詳しく解
説。

60 岩波映画制作所 防災知識（1）

23 アニメ�平成関東大震災
もしも関東大震災規模の地震が起きたらどうなる
か、地震の発生から復旧活動までをアニメで紹介。

18 東京都毎日映画社 防災知識（3）

27
大地震！その時防災担当者は何を��ロマプリータ地

震からの教訓
サンフランシスコで起きたロマ・プリータ地震を例
に、日本の場合どう対応していくかを紹介。

25
建設省関東地方建設局
（社）国際建設技術協会

防災知識（1）

30
ドレーンパイプ工法�����������−砂層地盤の液状化対

策−

液状化のメカニズムを説明し、従来の対策に比べ、無騒音・無振

動、経費も時間もかからず、既存のビルにも工事できるドレーンパ

イプ工法を解説。

15 防災知識（1）

31 大地震！そのときあなたは
地震国日本で大規模な地震が起きたとき被害を最
小限に食い止めるための対応策を家族で学ぶ。

24 東京ガス㈱ 防災知識（1）

32 津波の脅威����������������−語り継ぐ教訓−
周囲を海で囲まれた日本。津波のメカニズムを説明し、
津波からどう身を守るか、沿岸で地震にあったらどうする
かを解説。

30
消防科学総合センター����������NHKエンターサプ

ライズ
津波対策（3）

35
県政広報テレビ番組������������充実する防災体制

「明日の埼玉」���（H3.4．13，PM：9：30）

市街地の過密化、ビルの高層化が見られる埼玉県での
災害に対する防災行政体制の充実に向けての埼玉県の
取り組み。

30 埼玉県 防災知識（1）

38
より安全な都市生活のために����������東京ガスの地

震対策
巨大都市を支える都市ガスの安全性について。 16 東京ガス㈱ 防災知識（1）

40 外出先で地震にあったら
学校の行帰り、ビル街・デパート・劇場・ホテル、自動車を運転中、

電車・地下鉄に乗っている時、地下街にいるときなどに、地震に

あったらどう対応するのか。

26 読売映画社 防災知識（2）

防�災�ラ�イ�ブ�ラ�リ�ー�ビ�デ�オ�目�録

【地震�編】：地震対策．記録など 事務所に有
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【地震�編】：地震対策．記録など 事務所に有

41 ご存知ですか�−防災ミニ百科−�����H4度総集編
1．火災予防編�2．自然災害編���3．救急編����4．地球
を守る

90 読売映画社 防災知識（1）

42 ※
地震！その時のために����������−家庭でできる地震

対策−������������������������（手話付き）

釧路沖地震での体験をもとにした家庭内のチェッ
ク。

28 毎日映画社 防災知識（1）

43
�大地震発生！そのときあなたは・・・

埼玉県大規模地震被害想定���������調査報告書から

埼玉県の地盤から県内の被害を予想。地震発生から被害状況、

救助・復旧の様子をシミュレーション。地域、家庭での災害への備

えを紹介。

24
㈱オートスライド������プロダク

ション
防災知識（3）

44 パニックから逃れる法（アニメ） 地震時のパニック防止対策。 24 （財）消防科学総合センター���������中国映画社 防災知識（2）

50
県政広報テレビ番組������������充実する防災体制

「明日の埼玉」���（H4.9．26，PM：9：30）
平成4年3月の埼玉県大規模地震被害想定調査報
告に基づいて、行政の防災体制について紹介。

30 埼玉県 防災知識（1）

52
津波から身を守る�������������−津波災害とその教訓

−
津波のメカニズムの説明と過去の津波の記録から
身を守る方法について解説している。

25
国土庁防災局����NHK情報ネッ

トワーク
津波対策（2）

53 地震の探検
地震のメカニズムの説明と東京都の防災訓練の様
子。

30
東京都総務局�����㈱毎日映画

社
防災知識（2）

57
急襲�津波災害に備える���������〜北海道南西沖地

震の教訓〜

北海道�南西沖地震やこれまでに起こった様々なタイプの地震・津

波の記録映像から近未来地震が発生する危険な地域、津波多発

危険沿岸地域を検証。

25 NHK����������NHKソフトウェア 津波対策（1）

58 実践�地震防災手帳
いつどこで起こるかわからない地震から身を守るため、日頃から

家庭・地域・職場でどのように備えておけばよいか解説。
25 東映㈱ 防災知識（2）

64 �阪神・淡路大震災に学ぶ��������地震の知識と対策
淡路大震災は、死者5,000人以上、負傷者も26,000人を越え

る大災害となった。この災害を教訓に地震に対する備えを考え

る。

23 ㈱東文 防災知識���（5）

67 地震災害に備えて������������−わが家の地震対策−
いつ起きても不思議ではないといわれる大地震から身を守るた

め、日頃から家庭地域職場でどのように備えておけばよいか解

説。

16 東京消防庁�������㈱記録映画社 防災知識（1）

69 大地震・日頃の備えが身を守る�����防災マニュアル、阪

神淡路大震災の教訓

阪神大震災被災現場をとらえた映像とシミュレーション、専門家の

解説などで日頃の備えを説明している。
20 共同通信社 防災知識（2）

72 ※ 地震！パニックを避けるために����������������（手話付き）
非常時のパニックをさけるためのポイントを、阪神淡路大震災の

映像や地震・パニック発生時のシミュレーション映像などで解説。
23 （社）日本損害保険協会 防災知識（1）

73 大規模震災対処演習�����������������研修ビデオ
阪神淡路大震災をもとにした自衛隊の大規模地震対処演習の状

況を収録。
10 陸上自衛隊 防災知識（1）

75 阪神・大震災��被災者の心
阪神・淡路大震災被災者の生の声・決死の脱出と救助、避難所

での生活とボランティアへの気持ち、子供を失った母の癒せない

悲しみを収録。

20 東映㈱ 防災知識

81
阪神淡路大震災に学ぶ���������������地震の備えは大

丈夫ですか？�����（日本語版）
阪神・淡路大震災を教訓に、地震発生のメカニズムを説明するほ

か、地震に対する備えを指導。
30 国土庁 防災知識

86
震度7�阪神大震災の教訓��������ドキュメント神戸72

時間の記録

地震発生から72時間、現代都市を震度7という激しい揺れが襲っ

たとき何が起こったのか。市民生活が一瞬のうちに奪われた現実

を映像と証言で検証。

30 NHKビデオ 防災知識（3）

87
こころのケアとボランティア��������避難生活への支

援

災害時の避難生活は被災者にとって大きな精神的、肉体的苦痛

を伴う。阪神淡路大震災の避難生活を支えたボランティアの活動

を検証。

22 NHKビデオ 防災知識（2）

88 家屋倒壊�あなたの家は大丈夫か？
阪神淡路大震災の犠牲者の90％弱は、家屋倒壊が原因。木造建

築家屋やマンションはなぜ倒壊したのか。地震に強い住まいとは

何かを具体的に検証。

23 NHKビデオ 耐震対策

89 グラッときたら���������������������いのちを守る防災術
阪神淡路大震災では、震度7という強い縦と横の揺れが交錯し住

宅倒壊や火災などで多くの命が奪われた。従来の地震発生の行

動マニュアルを再検証。

21 NHKビデオ 防災知識（3）

90 ライフラインの切断と火災���������崩壊した市民生活
阪神淡路大震災で、電気・水道等のライフラインが一瞬にして崩

壊、後火災などに影響を与えた。災害時のライフラインの確保と

地震火災の対策を考える。

22 NHKビデオ 防災知識（2）
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【地震�編】：地震対策．記録など 事務所に有

99 地震！！あなたはどうする
阪神・淡路大震災を教訓とし、地震の基礎知識を身につけさせる

とともに、実践的な避難訓練を習得させる。（小学生対象）
21 新生映画株式会社 防災知識

100 地震！！あなたができること
阪神・淡路大震災を教訓とし、地震の知識や災害時のボランティ

ア活動について理解させる。（中学生・高校生対象）
21 新生映画株式会社 防災知識

112
考えよう事業所の地震安全策������兵庫県南部地震

等の������������危険施設被害から
兵庫県南部地震等における危険物施設の被害状況を参考に、今

後の地震対策について、理解を深め対応策を考える。
30 危険物保安技術協会 防災知識（1）

130

137 №1�これだけは守りたい���������家庭の地震対策
もし地震がおこったら・・・「身の安全」火事を出さない具体例。日

常の対策家具転倒防止、火事に対する備え。非常持出品の準備

等を紹介。

10 日本シネセル㈱ 防災知識（2）

138 №2�これだけは守りたい���������職場の地震対策
もし地震がおこったら・・・（個人の対応）ロッカーや事務用品の転

倒からどう身を守るか。火事を防ぐには。組織的対策（事前の対

策、防火訓練など）

10 日本シネセル㈱ 防災知識（2）

139 №3�これだけは守りたい���������外出先の地震対策
不特定多数の人が集まる場所で地震が起きた場合（場所に応じ

た身を守る方法）地下街、映画館、デパートなどの場所から安全

に脱出する方法。

10 日本シネセル㈱ 防災知識（2）

141
揺れる列島�������������������−災害発生のメカニズム

−

阪神淡路大震災、雲仙普賢岳伊豆大島三原山、桜島など日本の

隔離を実際に取材。地震発生のメカニズム、日本列島のプレート

の構造など解説。

20 日本シネセル㈱ 防災知識（2）

147 大地震危機回避シリーズ�第一弾
過去の大地震の教訓を生かし、蓄積されたデータや情報により、

被害を最小限に食い止めるための対処法をシミュレーションで紹

介。

42 ㈱ジャパンアート 防災知識（3）

152
わが家の地震対策����������������阪神・淡路大震災に

学ぶ
戦後最大規模の災害をもたらした、阪神淡路大震災。その教訓を

生かし、地震から身を守る方法、耐震性などを学ぶ。
20 ㈱東京法規出版 耐震対策（2）

153
あなたの家は安全ですか���������−耐震診断でわか
る安全性・鉄筋����コンクリート造集合住宅の場合−

マンションなどの集合住宅が、地震に対して安全かどうかを知る

方法に耐震診断がある。ここでは、その耐震診断がどのようなも

のかを紹介。

22 ㈱東京法規出版 耐震対策（2）

154 宮崎淑子と考える�家庭内防災
阪神・淡路大震災で亡くなった方の約90％は、家の倒壊、家具の

転倒による圧迫が原因だった。家具の転倒防止のほかに、人の

命を救う基本の心配蘇生法も、見ることができる。

23 ㈱東京法規出版 防災知識（2）

177 震災の記録�第1巻
関東大震災、関西大震災、福井大震災と過去に起
きた映像資料。

26 ㈱日本映画社 災害記録（2）

178 震災の記録�第2巻
十勝沖地震、新潟大地震、伊豆半島沖地震など、
過去に起きた映像資料。

28 ㈱日本映画社 災害記録（2）

185

県政ワイド                               �����������   （テレビ埼玉H14.9.15

放送）�       ���������� 地震に備えて�������������������������〜�天災は忘

れた頃にやってくる〜

埼玉県の地震についての取組を紹介。（第23回七都県市合同訓

練・自主防災組織・建物耐震診断・防災学習センター収録）
30 テレビ埼玉 収録ビデオ（1）

187 20世紀�日本の地震災害
20世紀、日本を襲った大地震を紹介。過去の地震
を振り返り、防災上の問題点を探っていく。

40 （財）日本気象協会 災害記録（1）

189 ※
大地震の恐怖�残された教訓������助け合いの輪が

防災の力へ�������������������������(手話付き）

2003年に起きた、宮城県北部地震、十勝沖地震を例に挙げ、過

去に起きた地震の教訓を、どう自主防災に生かせば良いか、紹

介。

26 不二映画㈱���       ��㈱映学社 防災知識

197
あなたの家は安全ですか��������自分でできる耐震

診断・�������      木造一戸建ての場合
あなたの家が地震に対して安全かどうか知りたいとき、専門的な

知識がなくてもその目安を得られるように作ったビデオ。
20 ㈱東京法規出版 耐震対策�����（2）

198
未来をになう子供達に��������������������あなたは子供達を守ること

が出来ますか？

いつ起きるかわからない災害に対してどう備えたら良いか紹介。

大人から子供へ、災害について教えるためのビデオ。
24

日本青年会議所����������東京ブ
ロック協議会

防災知識（2）

200
NHKスペシャル�首都激震���      ��直下型地震に東

京は耐えられるか
都市型災害で想定される被害をCGでシミュレーションする。家

で、会社で、地域社会で私たちの安全は保てるか。
55 NHKビデオ 防災知識（2）

201
地震防災�待ったなし！�����������−今、この備えがあ

なたを守る−
いつ大地震が起きても不思議ではないと言われる日本列島。最

新の地震防災情報に基づき、命を守るための備えを示す。
21 東映㈱ 防災知識（2）


