
埼玉県防災学習センター

※手話通訳付きビデオ
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ビデオ�【火災編】
1

ﾋﾞﾃﾞｵ№ ビ�デ�オ�タ�イ�ト�ル 内����容 時間 制作・企画 備��考

5 天ぷら火災����������������������出さぬ知恵・消す工夫
天ぷら火災を出さない知恵。また天ぷら火災を出し
てしまった場合の消火方法を紹介する。

15 光映㈱ 防災知識（1）

8
あなたならどうする������������������たばこの火の不始

末

1本のたばこの火が大火災大惨事を巻き起こす恐怖を
紹介し、喫煙者へのたばこの火の扱い方について注意を
呼びかける。

15 共和教育映画社 防災知識（1）

11
ご存知ですか���������������−防災ミニ百科−

火災編
火災煙の性質解説のほか、高層住宅火災が発生
した場合の対処方法などを解説。

30 読売映画社 防災知識（1）

21 防災教育教材ビデオ�����������わたしたちの防災
防災レポーターの「ちょーさん」がこれからの社会に
必要な防災知識を子供たちに紹介。（5部編成）

35 日本防火研究普及協会 防災知識（1）

24 防火の輪を広げる
日本防火協会の紹介と、いざというときに適切に行
動できるように火災訓練の必要性を説く。

30 （財）日本防火協会 防災知識（1）

46
うっかり町の屋根の下�����������−住宅防火診断のす

すめ−

消防庁が推進する住宅防火に有効な出火防止、火災の早期発

見、初期消火、延焼防止等に関する住宅用防火機器、防炎製品

などを紹介。

25
住宅防火対策��������推進協議会

㈱学研研究社
防災知識（1）

47
うっかり町は大騒ぎ������������−住宅防火診断のすす

め−

消防庁が推進する「住宅防火診断」をいろいろな家族構成を対象

に行い、必要な対策を行うことにより危険性が低減することをわか

りやすく紹介。

20
住宅防火対策��������������推進協議会

㈱学研研究社
防災知識（2）

59 火災から職場を守るには
過去の火災事例を紹介するほか、防火管理者の仕
事、通報、初期消火、避難の仕方、などを解説。

17 記録映画社��������東映 職場対策（3）

66
防災シルバーシート����������������������お年寄りを火災

からまもる
毎年、年齢別志望者割合を高く占める老人。老人
を火災から守る方法を考える。

18 東京消防庁��������㈱記録映画社 高齢者�����対策

70 火災と事故の昭和史
昭和7年の白木屋火災など昭和の主な災害と事故
から、防災対策を学ぶ。

30 （社）日本損害保険協会 防災知識

85 高層火災から生命を守る
火災煙の性質解説のほか、高層住宅で火災が発
生した場合の対応方法などを解説。

17 ㈱記録映画社 防災知識（2）

94 なぜ、今、住宅防火か
推進体制の必要性地域に密着した対策の具体的
な方策について説く。

10
自治省消防庁建設省��������������住宅局住宅防火

対策���������推進協議会�����������������NHKサービ

スセンター
防災知識（3）

95 家族de防火
住宅用防火機器、防炎製品の紹介と、住宅から命
を守るための具体的な方策について説く。

20
自治省消防庁建設省��������������住宅局住宅防火

対策���������推進協議会�����������������NHKサービ

スセンター
防災知識（2）

96 放火対策と防炎製品�����������−放火からの自衛−
放火の被害をくい止めるための防炎製品が非防炎
製品とくらべ、どれくらい燃えにくいかを映像で紹
介。

17 （財）日本防火協会 防災知識（2）

98

113
石油コンビナートにおける防火活動��������������������−

タンク・プラント火災−

タンク火災、プラント火災における防災要員の防災活動の要領を

中心に、実災害のない防災員には災害活動に対する心がまえを

教える。

29 危険物保安技術協会 防災知識（1）

114
WATCH�OUT�FOR�FIRE����火災！あなたの工場

は大丈夫？

危険物の管理、整理整頓、溶接作業、電気配線や喫煙管理を中

心として、その正しい管理方法や取扱方法、環境整備などについ

て説明。

27
三井海上火災保険������㈱三井海上

安全����������技術センター
防災知識（1）

115
防炎品《防炎物品・防炎製品）は����どのくらい燃え

にくいか

カーテン・寝具類や衣類などさまざまな繊維製品を「防炎」製品と

普通のものを比べてどのくらい燃えにくいかを比較し、火災予防

に役立てる。

25 （財）日本防火協会 防災知識（1）

116
うっかり家の人々���������������−住宅防火診断のすす

め−

消防庁が実施している「住宅防火診断」の内容についての必要性

と住宅内の火災原因を解説し、「ちょっとした不注意」の恐ろしさ

を理解する。

20 住宅防火対策推進������������協議会 防災知識（1）

125
奥サマは防災じょうず������������−家庭でできる防炎

情報満載−

日常に潜む火災の原因を多数紹介。大切な家族の幸せを恐ろし

い火災から守り、これからの高齢化社会を安全に生きていくため

の防災ビデオ。

18 日本シネセル㈱ 防災知識（2）

126 煙火災と有毒ガス
火災による死者のうち、煙に巻かれ、有毒ガスで死亡する人が高

い割合を占める。火災例、実験例を通して、日頃から気をつけて

おくこと、万一の場合の対処法を示す。

19 東映㈱�����������教育映画社 防災知識（2）
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134
いざ！という時の初期消火��������−正しい消火器の

使い方−
燃焼と消火のメカニズム、消火器の基本操作・適切な消火方法、

消火器の種類。日頃から消火器の扱いになれることが大切。
23 ㈱教配 防災知識（2）

140 お年寄り・障害のある人を守る������防火・防炎対策
阪神淡路大震災などの実例を参考に、お年寄りや障害のある人、

その家族や地域全体の防災に役立つ最新の有益な情報と心構

えをわかりやすく紹介。

21 東映㈱ 防災知識���（2）

142
キッチン用・自動感知消火器������センサー消丸Ne

wタイプゴールド

家庭の火災のほとんどがコンロ火災。粉末消火器・消火スプ

レー・水による消火・自動感知消火器による消火などを実験を通

して紹介。

7 ナショナル消防化学 防災知識（1）

146 比企消防������������������〜住民の命と安全を守る〜
消防署に配属された新人消防官が、消防の仕事を理解していく

様子。また、現場映像を通じ、住民を守る様子を紹介。
25

比企広域消防本部��������������広報ビデオ
制作委員会

防災知識（1）

202

※
今一度、火の用心！！�������������������高齢化社会のな

かでの防火対策
住宅火災で亡くなっている半数以上が65歳の高齢者。その中

で、高齢者の犠牲者をなくすための注意や心構えを紹介。
20 不二映画社㈱

防災知識��（2）

手話付

203
火災の悲劇を防ぐ���������������防火管理者の役割と

責任
防火管理者の役割をわかりやすく紹介。心構え、消防計画の作

成方法、設備点検の注意点など細かく紹介。
22 不二映画社㈱

防火管理���������DVD

もあり��������（2）

207 いのちを守る�����������������病院火災の初期対応
多くの人が利用し、大勢の入院患者がいる病院で避難をさせるに

はどうしたらよいか紹介。日頃の備えや避難の誘導方法など。
23 ㈱教配 防火管理（2）

208
いのちを守る������������������福祉施設火災の初期対

応

身体の不自由な方や、さまざまな入所者がいる社会福祉施設の

中で、消火活動やと避難誘導するにはどうしたら良いか、詳しく紹

介。

23 ㈱教配 防火管理（2）

209
いのちを守る�������������������ホテル・旅館火災の初

期対応

防火管理者をはじめ、ホテルや旅館に勤めている人が、火災に備

えたり、実際に起きたときどのように避難誘導すれば良いかなど、

詳しく紹介。

23 ㈱教配 防火管理（2）

210���※
放火を防ぐ�住民の手で・・・�����������������安全で安

心なまちづくり
 実際に放火事件が起きた場所をたずねて、どこが狙われたか検

証、放火対策のポイント・取組方について紹介。
25

不二映画㈱������������������������㈱映学

社
1本手話付き（3）

211�����※
火災・煙・有毒ガス�������������������������検証�新宿歌

舞伎町ビル火災
煙の流動実験、専門家のアドバイス、火災事例の分析などもおり

まぜながら紹介。火災時の煙からどう我が身を守ったら良いか。
22

不二映画㈱������������������������㈱映学

社
1本手話付き��DVDも

あり���（3）

212�����※
住宅火災から命を守る������������������火災発生！その

時あなたは？

何を備えたり、心がければよいか紹介。火災被害者の声や消火

活動の実際、さらにアメリカの映像など交え、防災機器についても

紹介。

21
不二映画㈱������������������������㈱映学

社
1本手話付き��DVDも

あり���（3）

213
住宅用火災警報器のいろは��������取付け方法と取

扱い

住宅用火災警報器の設置の拡大を図るとともに、住宅火災によ

る死亡者減少をさせるために作成された。警報器の購入・効果・

設置方法など紹介。

19 不二映画社㈱ DVDあり（1）


