
№ ジャンル 題名 時間 発行元 製作年 内容 枚数

1 地震 東海地震！！その時あなたは・・・（日本語･英語・ポルトガル語） 22分 静岡県 2010
予想される東海地震に対し、その予知に関する情報や地震発生時
の対応方法、家庭でできる災害対策について説明

1 パッケージ

2 地震 ふせごう　家具等の転倒防止対策 21分 （株）電通 2009
具体的な家具の固定方法のほか、家具の配置やガラス飛散の防
止など家庭でできる防災対策を紹介

2 パッケージ

3 家具固定 家具固定技術について（技術編2） 29分 日本防災士機構 2008 家具固定のために必要な道具、取付方法、留意点の説明 1 パッケージ

4 地震 地震だ！その時どうする？自分を守り、みんなで助け合おう。 18分 消防科学綜合センター 2009
被災者の体験や感じたことを理解でき、地震が起きた時の行動や
どんな備えをしたらよいかなど分かり易く説明

4 パッケージ

5 津波 自分の命は自分で守る～津波被害への備え～ 96分 内閣府 ― 東日本大震災を教訓とした防災教育用教材 1 パッケージ

6 地震　津波 被災地から伝えたい　テレビカメラが見た東日本大震災 105分 仙台放送 2012 震災当日の宮城県内の記録映像 1 パッケージ

7 津波 津波からにげる　（小学生以上） 17分 気象庁 2012
アニメーションあり　津波から命を守るための意識の向上、知識の
取得に役立つ

2 簡易ケース

8 津波
津波からにげる　（小学生以上）
津波に備える　（中学生以上）

17分
18分

気象庁 2012
映像やＣＧあり 津波から命を守るための意識の向上、知識の取得
に役立つ

1 簡易ケース

9 地震 その時、あなたはどうする！ 10分 気象庁 2007 緊急地震速報のしくみと心得 1 簡易ケース

10 地震 わが家わがまちの地震防災 20分 東京都中央区 ―
地震が起こった場合の地域住民の役割を説明
（平成28年度まで避難所運営会議で上映）

3 簡易ケース

11 地震 我が家の危機管理 15分 （株）教配 ―
新潟県中越地震における被災者の体験談を交えて、食料の確保
や簡易トイレの作り方など日頃からできる備えの重要性を説明

3 簡易ケース

一般貸し出し用ＤＶＤリスト



12 水害 土砂災害防止法～土砂災害で死者を出さないために～ 14分 特定非営利活動法人「砂防広報センター」 ―
恐ろしい土砂災害、土砂災害防止法とは、警戒区域・特別警戒区
域、土砂災害に備えての４つのメニューで構成、被災体験談なども
交え、減災対策を分かりやすく説明

1 簡易ケース



13 土砂災害 避難していてよかった～土砂災害犠牲者ゼロをめざして～ 9分 垂水市（鹿児島県） ―
土砂災害に頻繁に襲われる垂水市。「犠牲者ゼロ」を掲げた地域と
市の取組みの紹介です。
（※映像が止まる部分が数箇所あります）

1 簡易ケース

14 津波 大津波！～その時あなたは？～ 9分 静岡県 2011

大津波・・。あなたは、津波から生きのびることができますか？東海
地震の被害想定を基にした映像で、県内の津波災害のイメージを
もつことができます。これを見て、津波の知識と津波に対する心得
をもってください。

3 簡易ケース

15 水害 水害発生その時！！～いのちを守る日ごろの備え～（図上訓練用） 22分 東映 2008
いざ水害の時のために日頃から持つべき心構えとは何か？
磐田市豊田地区で行われたＤＩＧを通じて紹介する。

2 簡易ケース

16 地震　津波 東日本大震災　岩手の記録 120分 岩手朝日テレビ 2012 取材映像 1 パッケージ

17 地震 阪神淡路大震災 19分 サンテレビジョン 2014
阪神大震災の被害映像
直下型地震の猛威と被害を教訓として防災意識の高揚を図る（図
上訓練時使用）

2 簡易ケース

18 地震　津波　水害 あなたと家族の身を守るために～防災情報を活用しよう～ 10分 静岡県西部危機管理局 2015 水害（4分）、土砂災害（2分）、地震、津波災害（3分）の情報入手の方法を紹介 6 簡易ケース

19 地震　津波 東日本大震災　宮城県石巻市災害記録　第１巻 32分 石巻市 2013 石巻地区の被害状況 1 パッケージ

20 地震　津波 東日本大震災　宮城県石巻市災害記録　第2巻 25分 石巻市 2013 雄勝・牡鹿地区の被害状況 1 パッケージ

21 地震　津波 東日本大震災　宮城県石巻市災害記録　第3巻 28分 石巻市 2013 河北・河南・桃生・北上地区の被害状況 1 パッケージ

22 津波 あなたの街からはじめよう　～地域で取り組む津波避難対策～ 23分 消防庁 ―
津波避難対策として、地域ごとの津波避難計画の作成の重要性を呼びかけて
いる。地域住民を巻き込んで計画を作成するワークショップ手法を紹介してい
る。

2 簡易ケース

23 地震　津波 全住民安否確認訓練・夜間津波避難訓練 19分 - ―

（半田市訓練）安否確認・初期消火・非常持出品確認など、自助共助を目指す
姿勢を学びます。
（牧之原市津波避難訓練）夜間で雨天という悪条件の中で、要支援者搬送を
含む避難を実際に体験し、訓練の重要性と課題を認識し、防災意識の大切さ
を学びます。

1 パッケージ

24 その他 171　利用方法 15分 ＮＴＴ西日本 ― 災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板の利用方法 1 簡易ケース

25 地震 横浜市地域防災拠点開設運営マニュアル　 20分 横浜市 2016
横浜市が作成
横浜市の地域防災拠点の仕組みや運営について説明
※磐田市とは違う内容もあるが、参考になる

簡易ケース



地震
地震への備え（くまもん）
※インターネットで公表

7分 内閣府 2016 くまもん等のゆるキャラが、日ごろの備えの重要性について呼びかけを行う 簡易ケース

津波
釜石市・黒潮町の取組紹介
※インターネットで公表

10分 内閣府 2016 釜石市の学校での防災教育、黒潮町の避難放棄者をなくす取組紹介 簡易ケース

地震　津波
南海トラフ巨大地震被害と対策
※インターネットで公表

17分 内閣府 2016
南海トラフ巨大地震が発生した場合、どのような被害が想定される
のか、どうすれば被害を軽減できるのかＣＧを使ったシュミレーショ
ン。訓練や講習向き

簡易ケース

27 水害
豪雨災害から命をまもる～運命を分ける備えと行動～
【警戒レベル対応版】

15分 静岡県 2019

豪雨災害に対してどのように備え、行動すべきか。H30西日本豪雨
の体験談を交え避難情報の意味や情報収集の仕方などを詳しく解
説。
本編14分31秒・短編版8分47秒

2 パッケージ

28 水害 逃げキッド 16分 国土交通省 2019
マイタイムライン作成ツール「逃げキッド」の紹介・作成方法。解説
に沿って記入すればマイタイムラインが完成。印刷データ収録　※
PC専用

1 パッケージ

29 その他 リーダー研修（応急救護） 20分 磐田市消防 2020 止血法・運搬法・可搬ポンプの使い方 1 パッケージ
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