
番号 分類 題名 時間 対象 内容

V1 アニメ
ちびまるこちゃんの地震を
考える

１５分 小中学生
　まるちゃんが学校で消防署のお姉さんから地震の
怖さを教えられて、我が家の防災を考えます。

V2 アニメ
ロロとモモのじしんとかじ
のおはなし

１８分 幼稚園 　幼稚園・保育園における防災教育学習教材

V3 アニメ 稲むらの火 ２１分
小中学生、
一般

　突然襲った津波から村人たちを救うために、収穫
時の稲むらに火を放って知らせた感動の実話

V4 アニメ 僕は、あの日を忘れない。 ２４分 小中学生
　阪神淡路大震災の被害を考え、学校や家庭で地
震の備えについて学ぶ

V5 映画
マグニチュード　明日への
架け橋

９０分
一般・小中
学生

緒形直人主演により、一流の映画人が集結して
製作された話題作。大地震の恐怖をリアルなタッチ
で描いた、感動の人間ドラマ。

V6 学習

地震はなぜ起こる？―地
震のなぞを探ってみよう―
英語版（Earthpuakes　in
Japan　How　and　Why
They Occur）

１７分
小中学生・
外国人

　教材用　「こぶ平君」と「ナマズ博士」が実験をまじ
えながら地震の起こる仕組みを学ぶ

V7 学習
地震はなぜ起こる？―地
震のなぞを探ってみよう―

１７分 小中学生
　教材用　「こぶ平君」と「ナマズ博士」が実験をまじ
えながら地震の起こる仕組みを学ぶ

V8 学習 揺れる列島 ２０分 一般

阪神淡路大震災クラスの地震は、日本全国どこに
でも起こる可能性がある。日本はなぜ揺れるのか。
地震発生のメカニズム・日本列島のプレートの構造
などを解説。

V9 記録
震度７・阪神大震災の教
訓（全５巻）

１１０
分

一般

１．ドキュメント・神戸７２時間の記録
２．ライフラインの切断と火災―崩壊した市民生活
―
３．家屋倒壊―あなたの家は万全か―
４．グラッときたら―いのちを守る防災術―

V10 記録
震災復興ビデオニュース
震災と道路の役割 No.29

１４分 一般
　震災時、道路環境で起こったこと、道路環境にお
ける大震災の教訓と対応

V11 記録
復興への歩み～蘇った神
戸の都市基盤　新たなま
ちづくりに向けて～

１５分 一般
　神戸市建設局企画による、震災５年目の神戸の
復興まちづくりについて

V12 記録
阪神・淡路　震災復興１０
月号 No.16

２３分 一般
　被災地での衆議院総選挙、列島リレーシンポジウ
ム、道路復旧の現状、住宅復興の現状

V13 記録
阪神・淡路　震災復興４月
号　No.10

２４分 一般
神戸市役所２号館復旧工事完成、災害対策用ヘ
リコプター就航式典、神戸港１５ｍ岸壁のオープン、
淀川堤防の災害復旧工事

V14 記録 河川災害の教訓 ２４分 一般

河川の氾濫による被災状況を当時の映像で振り
返り、行政、被災者、専門家の方々のインタビュー
を中心に構成し、日常の河川災害対策や水害から
身を守る方法、被災後の注意などを経験者の声を
もとに具体的にまとめました。

V15 記録
阪神・淡路　震災復興５月
号 No.11

２５分 一般
　そごう神戸店全館オープン、国道２号浜手バイパ
スの開通、震災後の六甲砂防

V16 記録
自然災害を知り　備える
平成の災害史

２５分 一般
　平成元年から平成１２年３月までの主な自然災害
の様子を映像で振り返る

V17 記録
阪神・淡路　震災復興７月
号 No.13

２６分 一般
　第２６回神戸まつり、神戸大橋取付道路の開通、
住宅復興の現在Ⅱ

V18 記録
阪神・淡路　震災復興１１
月号 No.17

２８分 一般
　芦屋市・西宮市・宝塚市―その復興への取組み
―

V19 記録
阪神・淡路　震災復興９月
号　No.15

３０分 一般
近畿地方建設局防災訓練、災害復興（賃貸）住宅
の抽選、阪神高速３号神戸線全線開通、淡路島
その復興は

V20 記録
阪神・淡路大震災（赤十字
救護活動の記録）

３０分 一般

V21 記録
震災復興ビデオニュース
水と緑のまちづくり No.26

３１分 一般
　六甲山系周辺での取組みは、災害時の消火用水
や生活用水などへの取組みは

V22 記録
阪神・淡路　震災復興６月
号 No.12

３１分 一般
　阪神高速３号神戸線等幹線道路復旧計画、震災
復興セミナー、建物の再建と都心の再生は！？

V23 記録
震災復興ビデオニュース
国道４３号の広域防災帯
整備 No.27

３３分 一般
　広域防災帯の概要、国道４３号の広域防災帯と今
後の道路整備

V24 記録
阪神・淡路　震災復興１月
号 No.19

３５分 一般 　震災２周年関連行事、催し

　VHS



番号 分類 題名 時間 対象 内容

　VHS

V25 記録
震災復興ビデオニュース
明石海峡大橋と震災復興
No.25

３６分 一般
　明石海峡大橋開通と進められている周辺整備、
開通に寄せる地元の期待と取組み

V26 記録
震災復興ビデオニュース
震災からの教訓―見直さ
れる地域防災 No.22

３９分 一般
　計画の実行性、市民と行政の協力関係、安全な
まちづくり

V27 記録
阪神・淡路　震災復興１２
月号 No.18

４１分 一般
　新しい街づくりの現状と課題　神戸市の街の再生
は今･･･

V28 記録
震災復興ビデオニュース
住宅復興の現在 No.23

４３分 一般
　被災地の住宅に何が起こったか、具体的な対応
は、これからの住宅復興は

V29 記録
阪神・淡路　震災復興２．
３月合併号　No.20

４５分 一般
グリーンベルト植樹体験教室、大丸神戸店復興グ
ランドオープン、シンポジウム「地面のなかを考えよ
う」、社会基盤の復旧と課題

V30 記録
激震の記録　映像で語り
つぐ阪神・淡路大震災

４５分 一般 　大地震後の被災地のようす、あの場所は今・・・

V31 記録 阪神大震災を生きる ４５分 一般 助けあい思いやる心、ドキュメンタリー

V32 記録
震災復興ビデオニュース
まちづくりは今 No.24

４７分 一般
　被災市街地の問題点、被災地のまちづくりの特徴
は、被災市街地復興推進地域での取組みは

V33 記録
激震の記録　映像で語り
つぐ阪神・淡路大震災

４８分 一般
　ありし日の神戸の街並みと阪神間、地震当日から
の数日間の記録

V34 記録 阪神大震災２年後（'97） 一般

V35 記録
津波の脅威　語り継ぐ教
訓

一般

V36 記録
新潟・福島豪雨　平成１６
年７月１３日

一般 新潟県より受領

V37 訓練
平成１２年度東京都総合
防災訓練　ビッグレス
キュー東京2000

１５分 一般

V38 訓練
不明物質撒布によるテロ
行為対応机上演習

２３分 一般
新興・再興感染症研究事業「国内での発生が稀
少のため、知見が乏しい感染症対応のための技術
的基盤整備に関する研究」

V39 啓発
地震防災読本　3日間を生
きのびるために<ビデオ版
>

１０分 一般

三重県が県民向けに発行した「地震防災読本」の
使用方法の説明。地震発生後に何が起きるか，そ
の対処法と事前準備の内容，心構えをわかりやすく
説明している。

V40 啓発
１０分で確認する地震対策
シリーズＮＯ．１

１０分 一般
　「火事を出さない」をキーワードに具体的行動ポイ
ント実地解説します。

V41 啓発
１０分で確認する地震対策
シリーズＮＯ．２

１０分 一般
職場で地震が起きたら・・・職場特有の危険からど
のように自分を守るか。又、組織的な対応は普段か
らどう計画・訓練していればよいか、を解説

V42 啓発
１０分で確認する地震対策
シリーズＮＯ．３

１０分 一般

外出先でもしも地震が起こったら・たくさんの人が集
まっている場所、でそれぞれの場所に応じた身を守
る方法。地下街・映画館、デパート等からの安全な
脱出方法を解説。

V43 啓発
災害用伝言ダイヤル　忘
れてイナイ？災害伝言１７

１５分 一般
１．災害用伝言ダイヤルの使い方（平常時広報用）
２．災害時の電話利用に関するお願い

V44 啓発
我が家の危機管理　第１
巻

１５分
一般・自主
防災組織

阪神淡路、新潟中越の検証。建物崩壊と家具の
転倒防止・家具の転倒や落下物から身を守る・脱
出経路の確保・二次災害を防ぐ・地域での取組み

V45 啓発
我が家の危機管理　第２
巻

１５分
一般・自主
防災組織

　震災後の山古志村を撮影。水の確保・トイレはど
うする・食料の確保・避難所の生活・防災必需品

V46 啓発
あなたの住んでいる町は
安全ですか？―洪水氾濫
危険区域図とは―

１６分 一般
もし堤防が破堤したら、どんなことになるのかを、感
覚的に知る。

V47 啓発
より安全な都市生活のた
めに―東京ガスの地震対

１６分 一般 　災害時の都市ガスの供給について

V48 啓発 あなたもできる応急手当 １８分 一般 HOW TOビデオ

V49 啓発
今から考えよう！復興まち
づくり～震災復興グランド
デザイン～

１９分 一般

震災復興グランドデザインの考え方について、東
京のまちがどのように復興していくのか、まちの復
興のため都民の皆さんがどう関わっていくのかを中
心に、老人が少女に語りかける展開で分かりやすく
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　VHS

V50 啓発
首都圏のライフラインを守
る 東京ガスの地震対策

１９分 一般

V51 啓発
「災害を生きぬく　わが家
の防災」　ＮＨＫ

２０分 一般
　生きぬくために、発災後３分後、３時間後、３日後
にやるべきことを解説している。

V52 啓発
大地震　日ごろの備えが
身を守る

２０分 一般
阪神・淡路大震災の被災現場映像と実験，専門
家の解説で、木造住宅、マンション、街中などで、命
と財産をまもるための方法をまとめた「家庭用防災

V53 啓発
これだけは知っておきたい
応急手当シリーズ④

２０分 一般 　緊急時の対応、心配な症状への対応

V54 啓発
これだけは知っておきたい
応急手当シリーズ⑤

２０分 一般 　緊急時の対応、事故とけがへの対応

V55 啓発
風水害に備える～あなた
の命と財産を守るために
～

２１分 一般

台風を中心とした風水害の被害の実際を示しなが
ら、スタジオのナビゲーターと各地の家庭の皆さん
や気象専門家の方たちとを映像画面で結び、どうす
れば風水害から命や財産を守ることができるのか、
その防災対策を具体的に示していきます。

V56 啓発 台風災害への備え ２２分 一般

V57 啓発
これだけは知っておきたい
応急手当シリーズ③

２２分 一般 　緊急時の対応、気になる症状への対応

V58 啓発
これだけは覚えておきたい
もしもの時の救命・応急手
当

２３分 一般
家族や友人が、突然倒れたとき、また不意に襲っ
てくる地震や災害。あなたは救命手当ができます
か？生命を守る為の応急手当を解説。

V59 啓発 わが町を守る ２３分 一般
　地域ぐるみで地震対策取り組んでいるある町の姿
を紹介

V60 啓発
ｉｆ大地震！！そのときあな
たは・・・（東京ガス）

２４分 一般
　地震による被害を最小限に食い止める為、家族
皆で見て、考え、話し合う為のビデオ

V61 啓発 外出先で地震にあった ２６分 一般

V62 啓発
これだけは知っておきたい
応急手当シリーズ②

２７分 一般 　事故やけがの応急手当

V63 啓発 地震！その時のために ２８分 一般

V64 啓発
これだけは知っておきたい
応急手当シリーズ①

３２分 一般 　命を助ける応急手当、急病の時の応急手当

V65 啓発
地震で死なない 大切な
人を失わないために～阪
神から静岡～静岡朝日テ

５５分 一般

V66 啓発
Are　You　Prepared　for
an　Earthquake

外国人

V67 啓発 止血と外傷の手当て 一般 　HOW TOビデオ

V68 啓発 傷病者の管理と運び方 一般 　HOW TOビデオ

V69 啓発 人工呼吸とマッサージ 一般 　HOW TOビデオ

V70 啓発
あなたは生き残れる
か！？新宿を大地震が襲

一般

V71 啓発
地震・その時どうする！地
震に対する備えと行動マ
ニュアル

一般

V72 講演
平成16年防災シンポジウ
ム～愛するまち・わがまち
を守るために～

一般
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V73 講演
平成17年度防災シンポジ
ウム基調講演～地域に生
きる～　山崎主知子

一般

V74 講演
平成13年女性防災の絆
防災講演 山崎主知子

一般

V75 資料
わかりやすい地震保険料
率算出の仕組み

２２分 一般
宮崎淑子を案内役に、「地震保険料率算出の仕
組み」についてわかりやすく解説。あわせて地震が
起こるメカニズムや地震の危険についても解説。

V76 資料
日本の地震防災　強震動
観測

２４分 一般
　阪神・淡路大震災の要因となった強震動の性質を
学び、強震動観測がいかに有効か解説。

V77 資料 日本の地震防災　活断層 ２７分 一般
　「活断層」の正しい知識、「活断層調査」の重要性
などを解説。

V78 資料
市民の暮らしを守る　川崎
市防災センター1994年

一般

V79 事例
第一回防災まちづくり大賞
受賞事例紹介

３０分
一般・自主
防災組織

　身近な安全わがまちの防災まちづくり

V80 事例
第二回防災まちづくり大賞
表彰事例紹介

３０分
一般・自主
防災組織

　みんなで守ろうわが町の安全

V81 事例

迫りくる危機～安心安全な
防災まちづくり～安全安心
ステーション整備モデル事
業ＰＲ　上平間第二町会

一般・自主
防災組織

V82
大地震発生！‐大切な命
を守るために‐

２６分 一般
大地震を体験した被災者の話から「本当に学ぶ

べき教訓」を探る。（・地震のメカニズム、・被災者の
体験談から教訓を学ぶ、・自分たちの街を自分たち

V83

大地震の恐怖　残された
教訓
‐助け合いの輪が防災の
力へ‐

２２分
一般・自主
防災組織

２００３年７月の宮城県北部連続地震、９月の十
勝沖地震発生直後取材班が現地入りし、災害地の
惨状や被害者の生の声を取材。生々しい爪跡を伝
え、大地震の恐ろしさを訴える。災害に強い街づくり
に取り組むさまざまな団体などを紹介。

V84
地震に備えて　今、やるべ
きこと　－緊急地震速報が
流れたら、どうする？－

２３分 一般

緊急地震速報という新しいシステムや、「高層難
民」｢帰宅困難者」といった新しい問題をふまえつ
つ、いかに命を守り、被害を減らすか――その地震
対策を分かりやすく解説。

V85
サル太郎地震には負けな
いぞ　～地震への備え大
作戦～

１５分
幼児・小学
生（低学
年）

ある日、おさるのサル太郎一家の住む動物村で
大きな地震が起こった。地震の備えをしていなかっ
た動物村の動物たちは大あわて。それをきっかけに
地震について勉強をはじめる。


