ビデオ（ＶＨＳ）一覧
ＮＯ

タ イ ト ル

時間 作成年

製

【火

災】
内

作

容

火災
火災から生命を守る－ 家庭編 －
１

18分 1983年 （株）記録映画社

火災から命を守るため、いざという時に備えて、正しい防災知
識と適切な行動力を身につけておくことを目的としたものです。

火災
ご存じですか防災百科・火災編
２

30分 1988年 （財）消防科学総合センター

火災の原因を化学的にわかりやすく究明しその防災対策を解
説する。（天ぷら油）

火災
防火の輪を広げる
３

35分 1988年 （財）日本防火協会

日本防火協会の活動を紹介し併せてホテル火災現場での対応
を説明する。

火災 防災シルバーシートー
４ お年寄りから火災を守る

18分 1989年 （株）記録映画社

お年寄りを火災から守るため家庭で、施設で、地域でどうすれ
ば良いのか学習します。

火災
高層住宅火災から生命を守る
５

17分 1990年 （株）記録映画社

住宅の高層化を迎えた今日の防火安全対策が学習できます。

火災
私たちの街は私たちが守る
６

30分 1990年 テレビ朝日映画（株）

一人の主婦が自主防災組織を結成する過程を描きその必要
性を訴える。

火災
私たちの防火
７

35分 1990年 （財）日本防火研究普及協会

小学生にこれからの社会に必要な防火知識について解説す
る。（市内小学校配布）

火災 防災シルバーシート
８ ～お年寄りを火災から守る～

18分 1991年 （株）記録映画社

毎年後を絶たない火災によるお年寄りの悲劇お年寄りを火災
から守るためにはどうしたら良いのでしょうか。高齢化社会を迎
えようとしている我が国において他人事ではなく私達一人一人
の問題として考える必要があるのではないのでしょうか。

火災 うっかり家の人々
９ ～住宅防火診断のすすめ～

20分 1992年 学習研究社

住宅防火診断の内容及びその必要性についてわかりやすく解
説する。

火災
もしもその時・・・・火災を科学する
１０

30分 1992年 （財）日本防火研究普及協会

中学生に必要な防火思想や防火知識について解説する。

火災 火災の恐怖から守れ老人と子供
１１ ～煙の恐怖～

15分 1992年 共和教育映画社

煙の怖さ、危険から身を守るためには日頃からの防火訓練が
必要。防火器具の必要性、歩行の邪魔な場所に物を置かな
い、老人や小さな子供は１階の部屋に寝かす。

火災 うっかり町は大騒ぎ
１２ ～住宅防火診断のすすめ～

20分 1992年 学習研究社

住宅防火診断は火災によって死者が発生する危険性が減少
する率を低減率という数値で示します。低減率は家族構成、家
族一人一人の行動能力や防炎機器等の設置状況によって変
わってきます。うっかり町の３軒の家庭を防火診断し家庭内に
潜む危険性と効果的な防火対策を説いていきます。

火災
防火の決めて 心の用心火の用心
１３

火災は人災・・人の不注意、火の元への配慮の無さから発生し
ています。こうした事態を回避するために、防火管理体制に焦
点を当て防げるはずの火災がなぜ起こるのか、防火防災活動
20分 1993年 （株）インターコミュニケーション
はどうあるべきか、私達がお互いに注意しあう事と、お互いに
声を掛け合う事が、人と人のつながりであり、心の用心こそが
火の用心の原点である事を強く訴えています。

火災
心の用心火の用心猛煙からの脱出
１４

1989年１年間に火災で亡くなった人は自殺者を含め全国で
1747人､この内自殺者を除いた死者の原因は、火傷が50.1%一
20分 1993年 （株）インターコミュニケーション
酸化炭素中毒・窒息死が40.1%で約４割の人が煙に含まれる有
毒ガスや酸欠によって生命が奪われているのです。

火災 うっかり町の屋根の下
１５ ～住宅防火診断のすすめ～

25分 1993年 学習研究社

消防庁が推進している住宅防火に有効な出火防止、火災の早
期発見、初期消火、延焼防止等に資する住宅用防災機器、防
炎製品等を具体的に紹介するとともに、住宅防火診断の実施
等住宅防火対策の具体的な方策について誰でも容易に理解で
きるビデオです。

火災
なくそう天ぷら火災
１６

15分 1994年 消防局予防課

天ぷら火災実験

火災
青春の詩
１７

40分 1994年 （有）あすなろ社

山陽病院は総面積が4,000㎡を超える総合病院だが他の病院
同様人手不足が原因で完全な防火体制がとれない。そんなあ
る日の深夜、隣の民家に火災が発生する。

火災
ドラマでわかる初期対応
１８

26分 1994年 日本シネセル（株）

過去に起こった惨事に至った火災を調べてみると、通報や避難
などの初期対応のまずさが大きな被害につながってしまった例
が多いです。初期対応に焦点を当て、その重要性と適切な行
動鉄則について強く訴えていく映画です。

火災 あなたのお宅は安心ですか？
１９ ～住宅防火対策と防炎製品～

18分 1994年 自治省消防庁

予防課

繊維製品がどれだけ燃えやすく火災の媒体となりやすいかを
具体的に映像化し、併せて身につけていた衣服に火がつき大
きな火傷を負った人々の体験談を収録。

ビデオ（ＶＨＳ）一覧
ＮＯ
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住宅火災から学ぶ
火災
～ほんとに知っている?火災の怖さ
２０
～

25分 1994年 （財）ＮＨＫサービスセンター

寝タバコや暖房器具、天ぷら、子供の火遊びなどが主な出火
原因とされる住宅火災。その他コンセントのプラグからの出火
（トラッキング現象）等思いもよらないケースもある。どこの家庭
でも火災の起こる危険性があり死者を出す可能性がある。

火災
住宅火災あなたの家庭は大丈夫？
２１

20分 1995年 （財）ＮＨＫサービスセンター

たばこ、暖房器具、天ぷら油、火遊び、電気機器、伝導加熱、ト
ラッキング現象。原因と対策を実験映像でわかりやすく。また
田中さん一家をモデルに住宅防火を検証する。

火災 防火対策と防炎製品
２２ ～放火からの自衛～

17分 1996年 自治省消防庁

放火される対象は夜間に出した「燃えるゴミ」の袋から軒先の
積み荷、物置、自動車のカバーと様々で延焼拡大の原因に
なっています。これらの被害をくい止めるために防炎製品の普
及が始まっています。

火災 家庭ｄe防火
２３ ～我が家を火災から守ろう～

20分 1996年 （財）ＮＨＫサービスセンター

たばこ､暖房器具､天ぷら油､火遊び､電気機器、伝導加熱､ト
ラッキング現象。原因と対策を実験映像でわかりやすく。またＮ
ＨＫ週間こどもニュースの池上家をモデルに住宅防火を検証。

火災
家庭でガッテン住宅防火
２４

25分 1997年 （財）ＮＨＫサービスセンター

ＮＨＫの生活科学番組「ためしてガッテン」でおなじみの立川志
の輔さんが佐藤家の家族４人に住宅防火の問いかけをしなが
ら防火の心得や火災から命を守る方策を話し合っていく。

火災
いざ！という時の初期消火
２５

23分 1999年 （株）教配

私たちの生活において、火や電気は欠かすことができません。
それだけに火災は身近なところにあるといえます。この作品で
は、家庭に最も普及している「ＡＢＣ粉末消火器」の正しい取り
扱い方、消火の仕方をわかりやすく説明しています。

火災
奥サマは防災じょうず
２６

18分 2000年 日本シネセル（株）

トコロ家の主婦アイコさんは朝食の支度に大慌て。「幽霊」のお
ばあちゃんもオチオチしてはいられません。住宅火災を中心に
実験映像を使って原因を探っていきます。「幽霊」のおばあちゃ
んに知恵を授かったアイコさんは防災上手のコツをつかんでい
きます。

火災 今一度、火に用心！高齢社会の
２７ 中での防火対策

20分 2000年 東映（株）

お年寄りや地域の人々を対象に最近の住宅火災の原因を知
り、防火の心構えや防災知識をわかりやすく描いてます。

火災
火事の卵を探しましょう
２８

10分 2001年 全国消防長会東近畿支部

高齢者を火災から守る事が住宅防火対策の課題の１つである
事を理解し危険予知トレーニングをしましょう。

火災 放火魔はあなたの町を狙ってる!
２９

13分 2002年 （株）量子企画

火災の出火原因として近年では、放火･放火の疑いが１位を占
めています。最も悪質な放火について重点的にポイントを絞り
地域住民の放火防止対策に対する感心度を高め、日常の生
活から放火の誘因を無くする事を描いた作品です。

火災・煙・有毒ガス 検証、
火災
新宿歌舞伎町ビル火災
３０

22分 2002年 不二映画（株）映学社

東京・新宿歌舞伎町で発生した雑居ビル火災は、４４人もの死
者を出す大惨事となりました。この作品では、煙の流動実験、
専門家のアドバイス、火災事例の分析などおりまぜながら、煙
の危険性、有毒ガスの恐ろしさを見直します。

火災
住宅火災から命を守る
３１

21分 2002年 不二映画（株）

火災被害者の声や消火活動の実際、さらにアメリカ取材の映
像などを交え、火災警報器など身近な防災機器について。

放火を防ぐ・住民の手で･･･
火災
安全で安心なまちづくり
３２

25分 2003年 不二映画（株）映学社

放火は出火原因のトップ！生々しい放火現場や連続放火の特
徴、放火魔の心理を検証。夜警パトロールや無理せず続ける
防火対策、主婦の防火クラブを紹介し放火対
策のポイントを訴えています。

火災 尊い命を守るために！
３３ （住宅用火災警報器）

15分 2005年 住宅防火対策推進協議会

住宅用火災警報器設置促進ビデオ

予防課

（財）日本消防設備安全センター

ビデオ（ＶＨＳ）一覧
ＮＯ

タ イ ト ル

時間 作成年

製

【事業所】
内

作

容

20分

－

－

防火管理組織、消防用設備・建築防災設備等の巡視・点検の
要領、自衛消防組織、消防計画、自衛消防訓練など、防火管
理業務の概要を分かりやすく説明しています。

炎に向かって撃つ
事業
［消火器の維持管理］
２

20分

－

－

消火器の種類と内部構造を、アニメーションにより分かりやすく
説明しています。

安全へのアプローチ
事業 ［自動火災報知設備 仕組みと機
３ 能］

20分

－

－

自動火災報知設備、熱感知器、光電式分離型煙感知器、炎感
知器の作動原理を実験とアニメーションをまじえて詳しく説明し
ています。

炎への挑戦
事業
【水系消火設備の維持管理］
４

21分

－

－

水系消火設備の基本システムをイラストなどにより、分かりや
すく説明し、また点検基準に基づく点検の要点、設備の消火実
験・放水実験などが収録されています。

防火防災のすべて
事業
①ビルの防災と避難
５

14分

－

（株）オーム社

ビルにおける防災対策と、避難の仕方について、分かりやすく
説明しています。

防火防災のすべて
事業
②防火管理者の役割
６

18分

－

（株）オーム社

防火管理者の役割について、詳しく説明しています。

防火防災のすべて
事業
③消火設備の作動と復旧
７

24分

－

（株）オーム社

消火設備の作動と復旧について、分かりやすく説明していま
す。

15分

－

（株）オーム社

ホテルにおける防災対策と、避難の仕方について、詳しく説明
しています。

事業 あなたは今日から防火管理者
１

事業 ホテル防災と避難
８

WATCＨ OUT FOR FIRE
事業
火災！あなたの工場は大丈夫？
９

27分 1991年 三井海上火災保険（株）

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い方法、環境整備等に
ついて４人の登場人物の行動を通してわかりやすく説明すると
ともに、火災・爆発に関する各種実験シーンや消火訓練のシー
ンも折り込み解説します。

防火防災設備の知識と避難誘導の基本

事業 大型店舗防火管理の知識
１０

20分 1993年 （株）映像センター

事業
１１ 社会福祉施設のための防災対策
(２巻セット）
事業
１２

20分 1993年

第一法規政策
情報センター

第１巻 火災予防対策編 火災の原因・出火防止対策の実際

20分 1993年

第一法規政策
情報センター

第２巻 自衛消防活動編 発見・現場の確認・通報

事業 ホテル・旅館防火管理の知識
１３
事業 火災から職場を守るには
１４
防火防災のすべて
事業
～ビルの防災と避難～
１５

20分

旅館・ホテル防火管理の知識

1994年 （株）映像センター

17分 1994年 （株）記録映画社

過去の火災事例から、職場を火災から守るためには、普段か
らどんな事に注意をしたらよいのか、提案されています。

14分 1995年 （株）オーム社

ビルの防災と避難
火災発生から通報・現場の確認（管内放送、避難、誘導方法）
防災設備（防火戸、防火シャッター、たれ壁、排煙口、屋内消
火栓）初期消火の仕方、消防隊への引継ぎ、出火箇所、出火
場所、日常の点検事項、自衛消防隊組織図、適マークについ
て

事業 ホテルの防災と避難
１６

15分 1995年 （株）オーム社

事業 建物を火災から守る 自主検査
１７

10分 2000年 （社）大阪市防火管理協会

火災の悲劇を防ぐ
事業 ～防火管理者の役割と責任～
１８

事業 ホテル旅館･ビルの防災対策
１９

22分

不二映画（株）
2002年
学社

16分 2002年 東映（株）

事業所における「自主検査」（火の元点検・防火戸や避難通路
の維持管理等）を理解できるようまとめています。

４４人もの死者を出す大惨事となった東京・新宿歌舞伎町の雑
居ビル火災。被害を大きくした要因は、ずさんな防火管理、防
（株）映 火設備の不備、欠陥でした。防火管理者の仕事、消防計画の
作成、設備の点検、消防訓練など防火管理者の役割と責任に
ついて考えます。
防火管理者の選任・点検、確認・現場の確認と報知、連絡・避
難誘導・共同防火管理の必要性・防炎製品の設置・初期消火

ビデオ（ＶＨＳ）一覧
ＮＯ

タ イ ト ル

時間 作成年

製

ご存知ですか？一人で使える
事業
消火栓
２０

10分

（社）日本消防
2003年
放水器具工業会

いのちを守る
事業
福祉施設火災の初期対応
２１

23分

2006年 （株）教配

【事業所】
作

内

容

従来の１号消火栓と易操作性１号消火栓の操作方法を解説。
易操作性１号消火栓の優れている操作性をわかりやすく解説
します。

この作品では福祉施設内で火災が発生した場合に、勤務して
いるあなたや、その場にいる一人一人がとるべき行動やそこに
いる人々を救うためのポイントをまとめました。

