
鈴鹿市消防本部　予防課



　　　　　　　【問い合わせ】
　　　　　　　　　　鈴鹿市消防本部予防課査察指導グループ
　　　　　　　　　　電話　    059-382-9160
　　　　　　　　　　ＦＡＸ　    059-383-1447
                  Ｅ-ｍａｉｌ　yobo@city.suzuka.lg.jp

貸出方法

　「視聴覚教材等借用申請書」に記入のうえ予防課の窓口へ提出してください。

※申請書は、鈴鹿市のホームページ【行政ガイド＜申請様式＜様式集（申請書）＜予防課＜
その他様式】からダウンロード又は予防課の窓口でお渡ししています。
※「視聴覚教材等借用申請書」の提出部数は１部です。
※電話などで事前に連絡をいただければ、職員と相談やＤＶＤの視聴をすることができま
す。

種類

１　防火編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　危険物編

２　訓練編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５　子ども教育編

３　災害編

貸出条件

１　鈴鹿市在住・在勤・在学の方で、市内で使用する場合に限ります。
　（市外の事業所であっても鈴鹿市防火協会員は、貸出し可能です。）

２　貸出期間は、１週間以内です。長期の貸出しを希望する場合はご相談ください。



番号 分類 対象 タイトル 内容
上映

時間

防火-1 防火管理 事業所 　防火管理者の行動

　防火管理者業務を遂行するため、具体的な例を掲げて

解説しています。また、社内教育等にも活用していただけ

ます。

23分

防火-2 防火管理 事業所 　防火管理者の仕事

　防火管理の進め方、防火管理体制の確立、収容人員

の管理、消防計画の作成等の防火管理者の業務につ

いて解説しています。また、地震対策、危険物等の安全

管理、防災センターの役割等も御覧いただけます。

30分

防火-3 防火管理 事業所 　防火管理って何？火災から生命を守る防火のヒーロー
　防火管理の意義と防火管理者の役割について解説し

ています。
12分

防火-4

防火-5

防火-6

防火-7

防火-8

防火-9 住宅用防火 一般 　くらしにプラス！　住宅用消火器

　住宅防火のことならおまかせ！！の鈴木史朗アナウン

サーと好奇心旺盛なキャラクター犬の楽しいやりとりで、

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等をわかりやすく解説して

います。。

16分

防火-10 住宅用防火 一般
　小さな火種の知られざる恐怖

  ～たばこ火災を防ぐために～

　たばこ火災に関するさまざまな状況を再現し、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わかりやすく解説しています。

20分

防火-11

防　火　編



防火-12

防火-13 高齢者用防火 一般 　マムシさんと学ぶ高齢者住まいの防火塾

　超高齢社会の現在、高齢者を住宅火災から守るため、

高齢者本人や家族、地域の方々向けとして、毒蝮三太夫

さんが高齢者住宅の防火対策について解説しています。

26分

防火-14 高齢者用防火 一般 　マムシさんと学ぶ高齢者住まいの防火塾

　超高齢社会の現在、高齢者を住宅火災から守るため、

高齢者本人や家族、地域の方々向けとして、毒蝮三太夫

さんが高齢者住宅の防火対策について解説しています。

26分

防火-15福祉施設用防火 事業所 　いのちを守る　福祉施設の初期対応

　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解説しています。

23分

防火-16 店舗用防火 事業所 　火災事例から学ぶ　　店舗火災編

　北海道稚内市内の繁華街複合店舗「市場Ｒ」火災、北

海道札幌市の小売店舗「Ｋ」火災等の事例から火災原

因や問題点を解説しています。

44分

防火-17 防火管理 事業所 　火気管理

　火気管理の重要性と火気使用設備の管理、器具の取

扱い等についてできるだけ現実に即した事例をとりあげ

て、出火防止を主眼に具体的に解説しています。

18分

防火-18

防火-19

防火-20 防炎品 一般・事業所   『防炎品』ってすごいね　
　実験映像を見ながら、住宅における防炎品の必要性を

紹介しています。
9分

防火-21

防火-22

防火-23 住宅用防火 一般 　石坂浩二さんと学ぶ住宅用防火機器ってな～に？
　高齢者を住宅火災から守るためのポイントを高齢者本

人や家族、地域の方々向けに解説しています。
4分

防火-24 防火管理 事業所 　消防用設備・施設の日常点検
　消防用設備や防火戸等の点検方法について解説して

います。
19分

防火-25 防火管理 事業所
　みんなで実践！職場の防火管理

  ～一人一人の意識を高める～

　防火管理者となった主人公が一人では限界があること

に気づき、みんなの協力を促し、消防訓練を実施するま

での様子がドラマ形式で描かれています。

19分



番号 分類 対象 タイトル 内容
上映

時間

訓練-1 16分

訓練-2 16分

訓練-3 防火 事業所
　自分のところは自分で守る

  ～自衛消防訓練の実施～

　自衛消防訓練の種類、注意事項や実施方法等につい

て解説しています。
18分　

訓練-4 防火 事業所 　誰でもできる消防訓練

　通報訓練、消火器や屋内消火栓を使った消火訓練、避

難誘導訓練について、デモンストレーションを用いて解

説しています。

17分

訓練-5 防火 事業所 　消防用設備の操作要領
　消防用設備の操作要領習得の意義と重要性について

解説しています。
19分

訓練-6 救急 一般・事業所 　応急手当講習 ＤＶＤ
　救急車が到着するまでの救命処置等について、「実技

展示を交えて解説しています。（ガイドライン2015対応）
342分

訓練-7 防火 事業所 　火事だ！その時あなたは大丈夫？
　万が一の災害に備えて、知っておきたい基本的な消防

設備の使い方を解説しています。
18分　

訓練-8

訓練-9

訓練-10

訓練-11 防火 事業所 　高齢者福祉施設の火災対応マニュアル

　深夜一人で宿直中に火災が発生した場合を例に、通

報・初期消火・避難誘導・情報提供について、対処方法

やポイントを解説しています。

17分

訓　練　編

　火災時、あなたはどうする！事業所施設用防火 　小規模社会福祉施設等における避難訓練等の方法を

学べます。



番号 分類 対象 タイトル 内容
上映

時間

災-1 地震 一般 　地震への備えが命を守る

　子どもが一人で家にいるとき等、子ども自身がとっさに

判断し、身を守る行動を起こさなければなりません。クイ

ズ形式を取り入れながら、「こんなときどうする？」といっ

た子供目線で学べます。

21分

災-2

災-3

災-4

災-5 地震・風水害 一般 　地震・風水害から身を守ろう！

　地震・風水害のしくみ、家庭での備えや行動要領を学

べます。また、自主防災組織等やボランティアについて解

説しています。

17分

災-6

災-7

災-8

災-9

災-10

災-11

災-12

防　災　編

　地震だ！その時どうする？一般地震
　大地震の被災地の経験を教訓にどのような備えが必

要なのか、地震の時に役立つことは何かを学べます。
18分

　津波から生き延びるために　一般水害
　津波のメカニズムや生き延びるための避難行動を学べ

ます。
15分

　今すぐできる！家庭防災一般地震

　家具等の転倒防止対策として、壁への固定方法や固

定できない時の対策を紹介しています。また、自助・共

助・公助についても解説しています。

21分



災-13

災-14 地震 事業所
　大地震発生！命と事業を守れ

　～職場の防災対策～

　東日本大震災で被災しながら早期に復旧した事業所

の事例や事業継続計画の取り組みを紹介しながら、大

地震に備える事業所の防災対策を学べます。

22分

災-15 地震 一般 　地震火災から命を守るために

　一般的な住居環境を再現して、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、専門家が分かりやす

く解説しています。

10分

災-16 地震 一般
　大地震に備えて

　（あなたはその時どうしますか？）

　津波や地震の影響を学習し，スムーズな避難方法や自

主防災組織の役割を解説しています。
24分

災-17 地震 一般
　なぜ、地震対策が必要なのか

　～生活の継続・早期再開のために～

　大震災から数年が経ち、防災意識が薄れ始めた家族

が、地震対策に取り組むまでの様子をドラマ形式で説

明していきます。「どうすれば生活を継続できるか？」「い

かに早く普段の生活を取り戻すか？」という観点から、専

門家の解説を交え、地震対策を訴えます。

20分

災-18 地震・風水害 自治会
　目指せ！災害に強いまち

　～自助・共助で自然災害のリスクに立ち向かう～

　いつ、どこで起こるかわからない自然災害の被害を少

しでも減らすためには、日頃から地域の方々と協力して

防災活動を行うことが重要であり、地域の力で『災害に

強いまちづくり』を学べます。

21分



番号 分類 対象 タイトル 内容
上映

時間

危-1 危険物 事業所
　危険物施設におけるヒヤリハット

　～より高い安全をめざして～

　危険物施設で発生した事故を基に、「ヒヤリハット」事

例の教訓や保安確保の向上に役立つ取り組みなどを紹

介しています。

37分

危-2 危険物 事業所 　映像でわかる　移動タンク貯蔵所
　移動タンク貯蔵所の種類、製造工程、事故事例、荷積

み・荷卸しでの安全対策などを解説しています。
31分

危-3 危険物 事業所 　震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い

　過去発生した災害では、危険物施設が被災したことな

どにより、危険物施設以外の場所での、仮貯蔵・仮取扱

いが数多く行われました。本ＤＶＤでは、災害時における

仮貯蔵・仮取扱の安全対策や手続きについて解説して

います。

30分

危-4 危険物 事業所 　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

　消防法で定める危険物について、その性状及び取扱

い上の注意事項、消火方法についてわかりやすく解説し

ています。

39分

危-5 危険物 事業所
　危険物事故とリスク

　～教訓を活かすために～

　主にヒューマンエラーによる事故事例を紹介し、人材育

成・技術伝承の重要性について紹介しています。
29分

危-6 危険物 事業所
　危険物取扱者の地震発生時の対応

　～そのとき　あなたは何をすべきか～

　東日本大震災で発生した危険物施設の事故の対応に

ついて紹介しいます。
37分

危-7 危険物 事業所
　給油取扱所における事故防止対策

　～中澤裕子のガソリンスタンド安全レポート～

　ガソリンスタンドで販売される危険物の性状と危険性、

ガソリンスタンドの構成、給油時の注意点、ガソリン・灯

油などの運搬、事故発生時の対応について解説してい

ます。

34分

危-8 危険物 事業所 　映像でわかる　地下貯蔵タンクの概要
　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、点検などについて解説しています。
31分

危-9 危険物 事業所
　know　why 　 ノウ　ホワイ

　～危険物施設における保安教育の充実～

　過去に発生した事故と事故原因分析を取り上げなが

ら、事故を防ぐための「ノウホワイ=原理原則の理解」を

紹介してます。

32分

危-10 危険物 事業所
　事故事例から学ぶ

　～単独荷卸し作業の安全対策～

　移動タンク貯蔵所からの単独荷卸しの仕組み、行うた

めの要件、作業例を紹介しています。
41分

危-11 危険物 事業所
　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～

　身近な危険物の危険性、取扱う際の注意点、危険物火

災とその消火方法などを紹介しています。
26分

危　険　物　編



危-12

危-13

危-14

危-15

危-16 危険物 一般
  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～

　ご家庭における危険物からの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しています。私たち

の身近にある危険物の特性をよく知って、安全に使って

火災を未然に防ぐ方法を学べます。

29分

危-17 危険物 事業所 万一水素火災が起こったら？

～FCV/水素ステーションの安全のために～

①水素とは　②水素エネルギーの活用用途　③FCV

④水素ステーション　⑤水素漏洩・火災　⑥火災対応

３４分

危-18

危-19

　危険物施設の異常を感知せよ

　～事故事例から学ぶ日常点検のポイント～
事業所危険物

　コンビナートやガソリンスタンドなどの事故事例と事故

を防ぐための日常点検のポイントや日常点検を人材育

成に活かしている事業所の取り組み事例を紹介してい

ます。

86分

　東日本大震災、熊本地震を振り返り、コンビナートやガ

ソリンスタンドで参考となる取り組みを紹介しています。

　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分事業所危険物

危険物 給油取扱所
一般・コンビナート

危険物施設の事故事例及び風水害対策

危険物施設の事故事例を解説しています。

①給油取扱所編（２２分）②一般・コンビナート編（２１

分）

危険物施設の風水害対策を解説しています。

①給油取扱所編（２２分）②一般・コンビナート編（21

分）

８６分



番号 分類 対象 タイトル 内容
上映

時間

子-1 アニメ 子ども

　火遊びは火事のもと

　～ケンタとニャンタの火の用心～

　【 幼児・小学生低学年向け】

　子どもたちだけで花火をするとどのような危険がある

のか、また、火災が起きた場合の悲惨さなどをカルガモ

親子が伝えます。

13分

子-2 アニメ 子ども
  忍者玉丸の火の用心

　【幼児・小学生低学年向け】

忍者玉丸とくのニンが，消防士の黒丸や師匠のじい丸と

一緒に火災の恐ろしさを学んでいきます。
13分

子-3 実写映像 子ども

　火事から自分の命を守る

　生きぬくためのリスクウォッチ

　【小学生向け】

自分の命は自分で守る。子供が危険に直面したときに，

自分で考え，自身の力でサバイバルすることを目指した

ものです。（着衣着火の対処法等）

15分

子-4 アニメ 子ども
  あさりちゃんの火の用心

　【幼児・小学生低学年向け】

　火あそびはやめよう、子どもだけでの花火はやめよう、

煙を吸わないように身体を低くして逃げよう、大きな声で

大人の人に知らせようなど火遊びの危険性や対処法を

学べます。

10分

子-5

子-6

子-7

子-8 アニメ 子ども
　地震・津波・防災教育ＤＶＤ

　【幼児・小学生低学年向け】

　子どもたちに親しみのもてるサルの兄妹を主人公に

様々な場面で大地震や大津波が発生したら、どのような

行動をとればよいか具体的に学べます。

14分

子-9 アニメ 子ども
　めらめらもくもく！

　【幼児・小学生低学年向け】

　アニメーションやパペット劇場、歌などで、構成され、見

る、聞く、歌う、探す、まねしてみるなど、こどもが夢中に

なって体験できる多様なアプローチで安全について学

べます。

24分

子-10 アニメ 子ども
　びゅうびゅうざざー！

　【幼児・小学生低学年向け】

　アニメーションやパペット劇場、歌などで、構成され、見

る、聞く、歌う、探す、まねしてみるなど、こどもが夢中に

なって体験できる多様なアプローチで安全について学

べます。

29分

子-11 アニメ 子ども
　ぐらぐらどーん！

　【幼児・小学生低学年向け】

　アニメーションやパペット劇場、歌などで、構成され、見

る、聞く、歌う、探す、まねしてみるなど、こどもが夢中に

なって体験できる多様なアプローチで安全について学

べます。

32分

子　ど　も　教　育　編

　おじいちゃんが残してくれたもの

　【小学生・一般向け】
子ども・一般アニメ

　燃えにくい素材である防炎品を取り上げ、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わか

りやすく解説しています。

10分



子-12

子-13

子-14

子-15

子-16

子-17 アニメ 子ども

　やめよう火あそび火事のもと

～妖怪ヒザマに気をつけよう～

　【幼児・小学生低学年向け】

　ライターなどによる火遊びの危険さ、火事の怖さを子ど

もたちに伝えます。火事が起きた場合の対処についても

わかりやすく伝えています。

12分

子-18 アニメ 子ども
　桃太郎の火あそびやめよう！火の用心

　【幼児・小学生低学年向け】

　消防署で桃太郎は「煙の怖さ」と「火災が起きた場合

どうすればよいか」を学びます。消防士さんとの３つのお

約束などを伝えています。

10分

子-19 アニメ 子ども
　のぶながくんのみんなで約束　火の用心

　【幼児・小学生低学年向け】

　のぶなが君、ひでよし君、いえやす君の３人が火事の怖

さ、火事が起きた場合の対処についてわかりやすく伝え

ています。

10分

子-20 実写映像 子ども
　お友だちと考えよう　住宅防火！

　【幼児・小学生低学年向け】

　小学生のみなさんに「やってはいけない習慣」と「住宅

火災を防ぐための対策」についての映像を観ることで

「自分たちが住宅防火で何ができるか」を考える映像と

なっています。

15分

　消太くんと防火体操しよう

　【２歳から６歳対象】
実写映像 子ども

　消防庁の人気キャラクター「消太くん」とお姉さんが子

供たちと、歌と踊りで楽しみながら防火意識を育てます。
7分

　彼女のプレゼント～燃えなかったクッション～

　【中学生等向け防炎品普及啓発DVD】
実写映像 子ども

　とある学校のミステリー研究会を舞台とした作品であ

り、防炎製品に関する知識を習得することができます。
17分




