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25 ｻﾞ・ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰAS350 30
ジュリエット・アルファ㈱   ��㈱エルコ

ム

26 ｻﾞ・ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰAS365 30
ジュリエット・アルファ㈱         ��㈱エ

ルコム

29
危険物災害への対応������������������������−石油コンビナートの防

災活動−
危険物施設をもつ事業所における防災活動に際し
ての重要なポイントを実際の訓練をとおして解説。

35
危険物保安技術協会�         ��中日

映画社
危険物

33
外国人向け防災ビデオ（中国語）��         ���面向在日外国人的

防災録像帯
1.綜述篇�2.火災・救急篇�3.地震篇 50

消防科学総合センター���読売新聞

社
外国語版

34
外国人向け防災ビデオ（英語）�������Disaster�Prepar�dness�v

ideo��������residentsu�in�japan
1.総合篇�2.火災・救急篇�3.地震篇 50

消防科学総合センター���読売新聞

社
外国語版

37 瀬戸内ちびっこ防災まつり 第3回幼年消防大会の記録 25 （財）日本防火協会

48
自治体消防45周年記念大会������記録ビデオ（全

国版）
平成5年11月18日�東京ドーム������������自治体消防45周年記念

大会�記録ビデオ
44 （財）日本消防協会 収録ビデオ

49
プルトニウム物語���������������−頼れる仲間プルト

君−

プルトニウムの形成。一般に誤解されていること（原子爆弾が簡単

につくれる。猛毒・ガンの原因）血液の中に入れない。吸いこまな

ければ、安全。

11
動力炉・�����������核燃料開発

事業団

51
県政広報テレビ番組�������               �������������������「いきいき彩の国」災害を防ごう

〜防災学習ｾﾝﾀｰｵｰﾌﾟﾝ〜�������     ������������������������������������������������平成6年6月17

日（金）午後9時30分〜

平成6年5月26日に開催した竣工式とリポーターに
よる防災学習ｾﾝﾀｰの体験施設等の紹介。

30 埼玉県 収録ビデオ

54
第15回�七都県市合同防災訓練����������中央会場（浦

和市）�ダイジェスト版

平成6年9月1日に行われた第15回七都県市合同
防災訓練の模様をダイジェストで紹介。

60
埼玉県������������テレビ埼玉

㈱

81 地震の備えは大丈夫ですか？�             �（英語版）
阪神・淡路大震災を教訓い、地震のメカニズムを解
明するほか、地震に対する備えを指導。

30 国土庁 外国語版

107
われらいきいき���������������地域の防災リーダとし

て
さまざまな地域で活躍する消防団の活動を紹介。 26

（財）日本消防協会��毎日新
聞社

（2）

108
明日をになう地域の力����������−活躍する消防団

−
長野県高井郡野沢温泉村、兵庫県神戸市、淡路島北淡
町の消防団を例に、消防団の活動や取り組みを紹介。

30
（財）日本消防協会���自治省

消防庁
（2）

109
第2回�防災まちづくり大賞����          �〜みんなで守

ろうわが町の安全〜
第2回防災まちづくり大賞の表彰式と、表彰事例の
紹介。

30
消防科学総合センター��自治省

消防庁

110 災害伝言ダイヤル
・平常時広報用「忘れイナイ？災害伝言171」������・災害時の電話

利用に関するお願い
15 NTT

111 ご注意！身近な危険物
日常よく手にするもので危険物と去れている天ぷら油、灯油等の

製品を取り上げ、これらの危険性や正しい取り扱い方についてわ

かりやすく説明。

29
危険物保安技術協会���中日映

画社
危険物

117 給油取扱所の安全を築く
給油取扱所で通常取り扱われる危険物の性状やこ
れらの設備の安全対策について。

31 危険物保安技術協会 危険物

118 危険物の安全な容器rと運搬
危険物を容器で運ぶ場合の安全対策をテーマとし、運搬容器の

製造風景や性能試験風景をとおして、危険物の積載、運搬、貯蔵

の注意事項を紹介。

23 危険物保安技術協会 危険物

119 石油タンク内面の腐食防止対策��             ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

の管理技術向上のために〜

ﾀﾝｸの内部のｺｰﾃｨﾝｸﾞの施工と試験、既存ｺｰﾃｨﾝｸﾞの評価と補修

の一連の流れを映像化し、わかりやすく紹介。
30 危険物保安技術協会 危険物

120 危険物施設の腐食を防ぐ
危険物施設の腐食と防食にスポットをあて、腐食のメカニズム、

腐食に起因する漏洩事故事例、防食の原理、防食具体的な方法

について紹介。

30 危険物保安技術協会 危険物

121
屋外貯蔵の設置と安全性��������������−設計から完

成まで−

屋外貯蔵タンクを製作する過程で普段見られない地盤改良法、

基礎、地盤の試験方法、タンク溶接部の試験方法などの状況を

わかりやすく説明。

29 危険物保安技術協会 危険物

防�災�ラ�イ�ブ�ラ�リ�ー�ビ�デ�オ�目�録

【その他�編】：災害全般．消防団．当センター紹介ビデオなど 事務所にも有
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122
危険物施設の漏洩事故を防ぐ�����−ﾀﾝｸ・ﾌﾟﾗﾝﾄ・

移送取扱所−

予防対策にスポットをあて、これまでいに発生した漏洩事故例を

取り上げ、その発生要因を研究し、再発防止のための改善策を紹

介。

32 危険物保安技術協会 危険物

123 危険物確認試験のポイント
危険物に関する各種試験について、その手順・ポイント等を視聴

覚教材として理解しやすく示し、安全に且つ適正にこれらの試験

が行えるよう紹介。

76 消防科学総合センター 危険物

124
防火安全を希求して��������������（消防機器の検

定）
日本消防検定協会の紹介。検定品目、検定、試験
申請、内容を紹介。

20 日本消防検定協会

131 消防団員の健康・体力づくり
消防活動に必要とされる体力を自然に無理なく効
果的に身につけるためのトレーニングプログラムを
紹介。

32 消防基金 消防団

133
ほんの少しの勇気������������������〜高校生の防災ボラン

ティア体験〜
平成11年1月に行われた「高校生防災ボランティアスクールIN�O

SAKA」の活動の様子や意見の発表、周囲の人々の声を紹介。
20 国土庁 ボランティア

134 身近な安全わがまちの�����������防災まちづくり 第1回防災まちづくり大賞の表彰事例の模様。 30 ㈱読売映画社 （2）

143 消防団へのエール
消防団と住民とのふれあい、女性消防団員の活動
の紹介。

30 （財）日本消防協会 消防団����（3）

145 自然災害を知り備える����������−平成の災害史−
平成の主な自然災害の様子を映像で振り返り、尊
い人命・財産を守るための対策を問いかけている。

25 （社）日本損害保険協会 防災知識

149
消防団員のための実践的な�����������������������消防活動マニュア

ル����������������Vol．1�建物火災編

実践的な訓練に時間を割くことが難しい消防団のために木造防

火造2階建て住宅の建物火災を想定して、そこで行われる実践

的な消防活動を詳しく見ていく。

30 （財）日本消防協会 消防団����（2）

150
林野火災の教訓����������������������������−山梨県勝沼町消防団の

事例−

山梨県勝沼町にて発生した林野火災における消防団の活動を取

材。①指揮系統②情報伝達手段③消火用資機材4つ④避難経路

と、4つのポイントを置き紹介。

20

総務省消防庁����������消防基金

㈱社会安全研究所�������(有)キホー

テ舎

消防団

181
消防団員のための実践的な��������������������消防活動マニュアル

Vol．2�林野火災編

実践的な訓練に時間を割くことが難しい消防団のために、山の中

腹から発生した林野火災を想定して、活動、防御方法などを紹

介。

32
�（財）日本消防協会��㈱毎日

新聞社
消防団����（3）

184 防火管理で火の用心
防火管理者の役割、日頃からの管理方法をどのよ
うに行うかなどを解説している。

18 東映㈱�教育映像部 （2）

186
消防団員のための実戦的な�����        �消防活動

マニュアル vol.3����              ��震災編
ある地方都市で震度6強の地震が発生したと想定
し、消防団の実戦的な消防活動を紹介。

38
（財）日本消防協会����㈱日本テ

レビビデオ
消防団

191 東海林のり子の電気事故リポート�               〜突

然の災害から身を守るために〜

地震、台風、日常生活など、電気の安全知識を、東
海林のり子さんがわかりやすく紹介。

18
電気安全全国���������連絡委

員会
電気災害

192
消防団員のための実戦的な���            ��消防活動マニュアル

vol.4���             ���風水害編
毎年発生する風水害に焦点をあて、水防対策か
ら、水防活動、工法、安全管理を紹介。

36 （財）日本消防協会 消防団�����（2）

193
自治体消防55周年記念大会������������������つなごう�愛・勇気・ち

から����      �������    ��（全国版）
平成15年11月20日、東京ドームで行われた記念
大会の記録ビデオ。

45 （財）日本消防協会 収録ビデオ

194
自治体消防55周年記念大会���������������つなごう�愛・勇気・ちか

ら�����       ��������������� ��(埼玉県版)
平成15年11月21日、東京ドームで行われた記念
大会の記録ビデオ。埼玉の様子を中心に収録。

45 （財）日本消防協会 収録ビデオ（2）

195
こども探検隊�����������               ���（テレビ埼玉平成16年12月

26日放送）����自分で守ろう！自分の安全
テレビ埼玉で放送されたこどもの安全をテーマにし
たもの。（防災や交通事故防止）当ｾﾝﾀｰも収録。

20 テレビ埼玉 収録ビデオ

196
消防団員のための実戦的な���                   ��活動マニュアル

vol.5���������������������������救助・応救救護編

消防団員ためのビデオ。身近に発生する救助及び応急救護に焦

点をあてている。多数傷病者発生時の救助活動の留意点・心肺

蘇生法など。

35
（財）日本消防協会������㈱日本テレ

ビビデオ
消防団����（2）

199����※ 週刊�彩の国ニュース�№99��������������平成17年3月19日放送

消防学校一般公開のニュースや、ズームアップコーナーの中で、

埼玉の防災対策を紹介。さいたま市消防局、当センターでの収録

記録ビデオ。

30 テレビ埼玉 収録ビデオ

205
まちとともに�ひととともに������������������������������〜女性消防団員

活動事例〜
女性消防団員の活動が際だつ事例を集め紹介し
たもの。女性消防団推進のためのビデオ。

30
（財）日本消防協会�������㈱毎日

映画社
消防団
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219 手作り消火具�投てき水パック 投てき水パックの作り方を紹介。 6

220
ファイアーファイティング�������������スピリッツ

もうひとつの生き方、見つけた。
消防団員への理解と協力活動を更に拡げるために制作
された。地域防災力の充実強化、PR・入団促進ビデオ。

12 （財）消防科学総合センター 消防団

221
平成17年�1級建築士設計製図������実例建物の

解説��������������������埼玉県防災学習センター
1級建築士の試験で出題された。���������防災施設
をテーマとして、当センターを利用。

18 日建学院

222 消防団�みんな違ってみんないい
消防団活動事例ビデオ。愛媛県松山市消防団、東京都京橋消防

団、愛知県日進市消防団、大分県大分市消防団、三重県名張市

消防団、福岡県立花町消防団。

32 （財）日本消防協会 消防団�������（2）

223
消防団員のための実戦的な消防活動������������マニュアルvol.6

住民防火・防災指導編
地域住民への防火・防災訓練の指導方法や防火訪
問における留意点を中心に紹介。

38 （財）日本消防協会 消防団��������（2）

225
消防団員のための実践的な��������������������消防活動マニュアル

vol.7�安全管理編

消防団活動における安全確保の問題に焦点を当て、団員の災害

事故を防止し、安全で効率的な消防活動のための留意点などを

解説。

39 （財）日本消防協会 消防団���（2）
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