
貸し出し方法

１　予防課に問い合わせ、貸し出し状況を確認し、予約してください。
２ 「物品借用申請書」に必要事項を記入し消防本部予防課へ１部提出してください。
　
貸し出し条件

１　貸し出しは瀬戸内市在住又は在勤の方に限ります。
２　貸し出し期間は、最長で１か月までとします。
３　貸し出し本数は１度に５本までとします。

※DVDについて対象ごとに分けていますが、あくまで貸し出しの参考にしていただく為に分けており、一
般家庭での視聴の場合でも、事業所や危険物施設を対象としたDVDを借りられても問題はありません。

　

瀬戸内市消防本部予防課　ＤＶＤ貸し出し要件

【問い合わせ先】

瀬戸内市消防本部 予防課

電話 ０８６９－２２－１４９３

平日 ８時３０分～１７時１５分

土曜日・日曜日・祝日は休み

様々なところで

活用してください！



201
震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱
い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　30分
事業所 震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

日常点検の仕方や危険物施設(ガソリンスタンド)
での事故事例などを解説

危険物施設
危険物施設の日常点検
　　　　　　　　　　　　 時間　22分

204

平成10年度の統計では危険物施設の火災原因は人
的要因が７０％である。ある会社を例にして、少しでも
人的ミスをしないための対処法を解説

危険物施設

ヒューマンエラーと保安対策
安全はみんなのもの
　　　　　　　　　　　　　時間　23分

205

誰でも簡単にできる消防訓練の方法を紹介事業所
誰でもできる消防訓練
　　　　　　　　　　　　　 　　 時間　17分106

令和２年３月現在

点検者が点検中にヒューマンエラーで火災事故を
起こしてしまった火災事例や事故を無くすための
対策を解説.

事業所
工事中の事故防止
安全はみんなのもの
                             時間　20分

103

104
考えよう事業所の地震対策
                             時間　30分

事業所 液状化現象の解説とその被害と対策

105
火災事例から学ぶ　店舗火災編
　　　　　　　　　　　　　 　　 時間　44分

貸出
番号

題名及び時間 対象 内容

介護施設で火災があった場合のスタッフの役割事業所
認知症高齢者グループホーム
等における防火安全対策
                             時間　25分

事故事例に学ぶ日常点検のあり方
日常に潜む危険
                                 時間　21分

207

危険物を取り扱う事業所の安全管理
（経営者・危険物取扱者等の保安担当者向け）

危険物施設
自主保安へたしかな一歩
                            時間　20分

危険物施設の泡消火設備の解説（構造など）と、
火災があった時の保安監督者の役目などを解説

101

カラオケ店や個室ビデオ店での火災があった場合の
スタッフの役割

事業所
個室型店舗の消防訓練マニュアル
                                時間　10分

102

危険物施設の定期点検
　　　　　　　　　　　　 時間　21分

203

危険物の性質(第１類から第６類の説明)と事故事例危険物施設
危険物の性質と事故
　　　　　　　　　　　　　時間　22分

202

危険物施設の事故発生原因で腐食等劣化が多
いため定期点検を行い、早期に施設の劣化を発
見し事故を防ぐことなどを解説

危険物施設

事業所
北海道、茨城県、神奈川県で過去に発生した６件の店舗
型火災を例に当時の状況、火災時の問題点と被災後の
教訓について解説

107

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～

　　　　　　　　　　　　　 　　 時間　12分

事業所 防火管理者としての基本的知識と仕事をわかりやすく解説

消防用設備の使い方をわかりやすく解説事業所

火事だ！その時あなたは大丈夫？
～知っておきたい基本的な消防設備
の使い方～　　　　　　 　時間　18分

108

109
火災時、あなたならどうする！
　　　　　　　　　　　　　　　　時間　15分

事業所 小規模社会福祉施設等における避難訓練棟の方法

危険物を取り扱う事業所でのKYTについての説明、
事例を挙げて解説

危険物施設
KYT手法による事故防止
　　　　　　　　　　　    時間　20分

危険物施設

208

自主保安の仕方を解説危険物施設
危険物施設の自主保安
                            時間　20分

209

危険物施設
危険物施設の火災を防げ
                            時間　35分

210

206

危険物施設での日常点検の仕方をCGで分かりやすく解説



227
Know why （ノウホワイ）
危険物施設における保安教育の充実
　　　　　　　　　　　　　　　 時間　32分

危険物施設 危険物施設における、保安教育について

映像でわかる
移動タンク貯蔵所
　　　　　　　　　　　　　　  時間　31分

228 危険物施設
移動タンクの構造、種類、製造から設置までの流れと事故事例と
日常点検を解説

229
事故事例から学ぶ
単独荷卸し作業の安全対策
　　　　　　　　　　　　　　  時間　41分

危険物施設
移動タンク貯蔵所の荷卸し、積み込み作業事故事例から緊急時
の対応を解説

224
映像でわかる
地下貯蔵タンクの概要
　　　　　　　　　　　　　　 時間　31分

危険物施設
地下タンクの種類、構造、埋設方法、タンク製造から設置までの
流れを解説

225
危険物事故とリスク
　　　　　　　　　　　　　　 時間　30分

危険物施設 事故事例から人材育成、技術の伝承の重要性を解説

貸出
番号

題名及び時間 対象 内容

屋外タンク貯蔵所の火災を防ぐ
                            時間　30分

212
屋外タンク貯蔵所内での火災事故事例を挙げ、その
原因や不備があった点、安全管理等について解説危険物施設

セルフガソリンスタンド利用客と従業員両方の視点から
の安全対策について。従業員による安全点検や火災時
の対応等

215
危険物施設におけるヒヤリハット
　　　　　　　　　　　　　    時間　37分

危険物施設
ヒヤリハットを取り入れることや保安対策への活か
し方などを解説

211

214
危険物取扱者の地震発生時の対応
                                  時間　37分

危険物施設

東日本大震災での危険物施設で起こった被害を解説。震災
を経験した危険物取扱者の当時の被害状況や対応について、

実際の現況映像と共に解説

219
危険物施設の地震対策
地震に備えていますか？
事前の地震対策　　　　　 時間　30分
 

危険物施設
阪神淡路大震災の時、危険物施設でドラム缶などが転倒
し、危険物が漏えいしたので、同じような失敗を繰り返さな
いよう施設の強化などを解説

216
第４類　危険物の火災事故を防げ！
　　　　　　　　　　　　　 　  時間　30分

危険物施設
火災の原因となる危険物の中でも、原因の９割を占めている身近
に存在する灯油・ガソリン等も含まれる第４類危険物について取
扱の注意点・予防対策について解説

217
危険物の漏洩による環境汚染を
防ぐために
　　　　　　　　　　　　　　  時間　29分

危険物施設

危険物貯蔵地下タンクに関する取扱いについて、日本やアメリカ
環境保護庁の法令基準などを挙げ事故事例をもとに注意点及び
保安対策について解説

218
給油取扱所における事故防止対策
　　　　　　　　　　　　　 　 時間　35分

危険物施設
給油取扱所での安全管理。火災時の消火方法や油分の流出、
停電等のトラブル時の対応。事故事例を挙げての解説

213
事例に学ぶ危険物施設の火災予防
～事故ゼロをめざして～
                                  時間　29分

危険物施設 危険物施設の事故事例などを解説

危険物施設
セルフスタンドの安全対策
                            時間　25分

222
その腐食を見逃すな！
～危険物施設の流出事故防止対策～

　　　　　　　　　　　　　　 　時間　30分
危険物施設

危険物施設における流出事故のトップは腐食や劣化等が原因で
起こっている。地下貯蔵タンクと屋外貯蔵タンクの安全管理、点検
等について解説

301
暮らしの中で危険物を安全に取り
扱うために
　　　　　　　　　　　　　    時間　30分

一般
ストーブ、車両への安全な給油方法、火災が起きたときの
消火方法、消火器の取扱いなどを解説

220
危険物の保安対策
　　　　　　　　　　　 　  時間　30分

危険物施設
化学工場、給油取扱所での事故事例を紹介。
日常点検・定期点検のポイントを解説

221
給油取扱所の安全を考える
ガソリンスタンドの火災防止対策
　　　　　　　　　　　　　 　 時間　30分

危険物施設
給油時の火災発生のメカニズム、設備の点検、
安全点検などを解説

223
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
         　　　　　　　　　   時間  39分

危険物施設
危険物について、各類ごとの性状及び取扱い上の注意事項、消
火方法等について解説

226
危険物施設におけるヒューマンエラー
　　　　　　　　　　　　　　  時間　37分

危険物施設
火災事故、流出事故事例から事業所の取り組み事例までを紹介
し、ヒューマンエラー防止のポイントを解説



304
住宅火災から家族を守るために
                            時間  8分

一般
住宅内部の火災（煙と熱）の状況を再現し、住宅用
火災警報器による対策を紹介

305
暖房器具火災の真実　高齢者の
生活実態を踏まえた火災検証実験
　　　　　　　　　　　　　　 　時間  8分

一般
高齢者の生活実態は火災が発生しやすく拡大しやすい環境下
にあると言える。そのことを踏まえて火災の検証実験を紹介

302
小さな火種の知られざる恐怖
～たばこ火災を防ぐために～
                            時間　13分

一般 たばこ火災による様々な実験映像と未然に防ぐポイントを解説

303
わが家の消火器具
                                時間　26分

一般 消火器の種類や使用方法のポイント、処分の仕方を解説

308
被災地から伝えたい
テレビカメラが見た東日本大震災
　　　　　　　　　　　　　  時間　105分

一般
震災発生直後の空中映像、津波から難を逃れた方の証言、
実際に取り残された方の救出の様子が収録

306
高齢者の安心・安全のために
家電製品の正しい使い方
　　　　　　　　　　　　  時間  17分

一般
家電製品の危険な使い方のチェックや長期間使用した物の
危険性と対策について

307
地震だ！　その時どうする？
　　　　　　　　　　　　  時間　18分

一般 地震が起きた時の行動、どのような備えが必要かなどを解説

310
安全で安心できる生活を送るために
住宅用火災警報器を設置してください
　　　　　　　　　　　　　　　 時間  8分

一般 住宅用火災警報器について紹介

311
２０１１．３.１１　東日本大震災
　　　　　　　　　　　　　時間　30分

一般 東日本大震災の始まりから復興までのドキュメンタリー

309
住宅用火災警報器　命を守るため
に知っておきたい6つのポイント
　　　　　　　　　　　　　　 時間　29分

一般
住宅用火災警報器を取り付けていたおかげで大
きい火災にならなかった事例、必要性などを解説

314
危険物の６つの扉
                                時間　30分

一般 危険物第１類から６類までの特性や消火方法を紹介

315
高圧ガスの特性と取扱い　LPガス
                                時間　23分

一般
環境にやさしく、近年多様化されているLPガスの
特性とその取扱いについて解説

312
安全はつくるもの
事故防止対策推進
　　　　　　　　　　　　　時間　27分

一般 火災事例からの安全対策を解説

313
ご注意！　身近な危険物
　　　　　　　　　　　　  時間　29分

一般
天ぷら油、灯油、ガソリン、スプレー製品等、家庭に身近に
存在する火災に起因する製品の取扱いと正しい消火方法
についてわかりやすく解説

318
未然に防ごう！電気器具火災
～身近に潜む火災危険～
                               時間　14分

一般 ＩＨコンロなどでの火災になる事例を解説

319
くらしにプラス！住宅用消火器
                            時間　16分

一般
鈴木史郎さんが出演して、住宅用消火器の選び方
や使い方などを解説

317
地震火災から命を守るために
                            時間　10分

一般
東日本大震災で発生した地震火災を例に注意点や対策に
ついて、実験検証と震災の当時の映像を交えながら解説

住宅用火災警報器の電池切れ、故障時の取り扱いなどを解説321
住宅用火災警報器 交換のおすすめ
10年たったらとりカエル
                                  時間　10分

一般

316
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～

危険物施設
燃料電池自動車及び圧縮水素充填設備設置給油取扱所
における災害発生時の対応要領例について

貸出
番号

題名及び時間 対象 内容

320
マムシさんと学ぶ！高齢者住まい
の防火塾
                            時間　26分

一般
住宅火災で亡くなっている方の７割は高齢者で、ほとんど
が逃げ遅れという事実を踏まえて、住宅用火災警報器の
重要性を解説



323
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～
　　　　　　　　　　　　　　　　時間　12分

一般 燃焼機器使用時の火災予防に資する広報啓発用

貸出
番号

題名及び時間 対象 内容

322
『防炎品』てすごいね
－防炎化が必要なわけ－
　　　　　　　　　　　　　　　 　時間　9分

一般 住宅における防炎品の必要性と有効性

403
彼女のプレゼント
～燃えなかったクッション～
                             時間　17分

中高生
身近にある防炎製品の紹介と性能を、学園青春ドラマ風のストー
リーでわかりやすく解説している。中高生におすすめ

404
うたって！おどって！おぼえよう！
消太くんと防火体操しよう！
　　　　　　　　　　　　　　 時間　15分

2才～6才
火事の際の正しい避難の方法や、衣服に火が着いてし
まった場合の対処方法などを歌と踊りで分かりやすく指導
するＤＶＤ

405
ぬらすな×キケン
禁水性物質の性状に応じた火災
予防と消火方法　　　　時間　26分

「禁水性物質」はどのようなものか実験で確認し、火災予防
や消火方法などについて解説した内容

危険物施設

406
たばこ火災を防ぐ
ワン！ポイント　　　  時間　15分

一般
さまざまな火災実験を通して、たばこ火災への理解を深
め、未然に防ぐためのポイントを解説しています。

407
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～　　　　　　　　　時間　26分

危険物施設
過去の震災での危険物施設被害の状況と事故事例
震災対策ガイドラインの取組事例

401
おじいちゃんが残してくれたもの
                               時間　10分

子供
（小学生）

漫画で分かりやすく防炎製品と普通の製品の燃え方の違
いなどを解説。

402
ウルトラマンに学ぶ
キッズ防火防災教室
                                   時間　15分

子供
（小学生）

子供向けに防火防災対策を紹介。火災予防や避難
時の注意事項、地震対策について


