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日常の役割 災害時の役割【組織の構成例】

自 主 防 災 組 織

の防災資機材導入提案

自主防災組織の資機材導入の際は、
１．組織の構成２．各担当の役割を確認し、日頃から
地域住民の生活実態、住民の数、災害弱者の状況、
などを把握したうえで、災害時に起こり得る状況を
想定し、何が必要でいくつ備えるべきかを検討しましょう。



自主防災組織における各担当班別防災資機材装備品例

①消火関連 初期消火活動

消火器 FM3000X

○ サイズ:全幅18×全高50.4cm
○ 本体重量:5.13kg
○ 薬剤質量:3kg
○ 放射時間（20度）:約13秒
○ 放射距離（20度）:4～7m
○ 能力単位:A-3・B-7・C
○ 使用温度範囲:-30度～+40度

価格 ￥１８，８３７（税抜き） 防火バケツ 価格 ￥１，４００（税抜き）

○ ８Lの赤色大型バケツ。
○ 用途・・・防火用、消化用
○ 材質・・・スチール
○ サイズ・・・上径：φ270mm 

下径：φ190mm 
高さ：230mm 

消火ホースセット「検定品」 価格 ￥１８０，０００（税抜き）

②避難誘導関連 住民の避難誘導活動

ノーパンク折りたたみリヤカー NS8-A4 価格 ￥１４１，０００（税抜き）

○折りたためば非常にコンパクトになりますので、車のトランクなどに積めます。
○四方パネル囲い。前後のパネル取外し可能で、長いものも運べます。
○使用時サイズ １，７００×８７０×７１５（W×D×H）

折りたたみ式車椅子

価格 ￥８５，０００（税抜き）

○使用サイズ：座幅４０ｃｍ：
６４０×８６０×１，０１０ｍｍ、
座幅４２ｃｍ：６６０×８６０×
１，０１０ｍｍ（W×D×H）
○ジュラルミンフレーム採用で耐久性抜群。
転がり抵抗も小さく、パンクの心配もありません。
座幅４０、４２ｃｍが選べます。

防水メガホン 価格 ￥１６，８００（税抜き）

○サイズ：口径１５０×１３５ｍｍ、
全長２５３ｍｍ

○材質：ASA樹脂
○ストラップ長：約４００ｍｍ

○カラー：赤色
○出力：定格６W 最大１０W
○通達距離（JEITA）音声時約２５０ｍ

（JEITA)サイレン時役３１５ｍ

【セット内容】
〇引上式スタンドパイプ８００mm（アルミ製）ｘ１本
〇消火栓開閉カギ（日の出型）ｘ１本
〇スピンドルドイバー：９００mmｘ１本
〇筒先（アルミ製）可変ノズル付きｘ１本
〇消防検定品消火用ホース４０ｍｍｘ２０ｍ １．３Mpaｘ２本
〇アルミ台車サイズ :縦１１４０mm

横５５０mm
奥行き４７０mm



③救出救護関連 負傷者等の救出救護活動

二つ折り担架 AK-08

価格 ￥２０，０００（税抜き）

○ターボリンシート
○サイズ：２，１９０×５４１（W×D）
○材質：スチール

毛布（カネカロン）

大型救急箱 約５０人分

○サイズ：２５０×５４０×３８０
○セット内容：ホータイ止め×５、リバタイ×６、毛抜き×１、救急包帯×１０、ガーゼ×１０
サージカルテープ×５、月兎綿×５、キズテープ×１、ケーパイン×５、体温計×１
ピンセット×１、やわらかタオル４０本、はさみ×１、ガーゼマスクレギュラーF×１０
ピナコット×１、サージフィックス×３、三角巾×２０、救急アルミシート×１、
ウィルステラVH×２

価格 ￥７５，０００（税抜き）

○目付：１．３５ｋｇ
○カラー：ベージュ系無地
○材質：難燃性アクリル系

カネカロン１００％

価格 ￥６，０００（税抜き）

防滴ライト （フラッシュライト閃SG330） 価格 ￥３，８８８（税抜き）

○明るさ：１５０ルーメン
○照射距離：最大約１１０ｍ
○サイズ：Φ２８．５×１５６．７ｍｍ

標識ロープ（トラロープ）

価格 ￥４，８００（税抜き）

○Φ９×１００ｍ

ヘルメット

価格 ￥２，４００（税抜き）

○KPなし ○重量３４０ｇ
○材質：ABS

軍手 価格 ￥５９０（税抜き）

○１２セット入り
○フリーサイズ

ゴーグル

○レンズ材質：
ポリカーボネート

防塵マスク価格 ￥２，７００（税抜き）

価格 ￥２２０（税抜き）

収縮脚付はしご兼用脚立

価格 ￥２４，０００（税抜き）

レインコート

価格 ￥１，５００（税抜き）

救急工具セット AK-501

価格 ￥８８，０００（税抜き）

○箱サイズ：１０００×３８０×２５０
○セット内容：

救助ロープG1（引張強度約３ｔ）、
ノコギリ（３３０ｍｍ）、
油圧ジャッキ（４ｔ）、
ヤマクマバール（９００ｍｍ）、
ボルトクリッパー（６００ｍｍ）、
すべり止め軍手５双、ケンスコ、
カッターナイフ、他多数

○カラー：ブルークリア
○材質：ＰＶＣ１００％
○サイズ：３Ｓ、ＳＳ，Ｓ、
Ｍ、Ｌ、ＬＬ，３Ｌ、４Ｌ、５Ｌ

○重量７．４ｋｇ
○天板までの高さ：

１２７０～１５７０
○はしごの長さ：

２７００×３３３０



④給食・給水関連
水、食料等の配分
炊き出し等の給食・給水活動

組立水槽１０００ℓ （丸形）

価格 ￥１１５，１００（税抜き）

○消防用・飲料水用
○ターボリンシート
○計量フレーム
○キャップ付
○サイズ：１３５０×７００

抗菌飲料水袋 価格 ￥１，６００（税抜き）

○１６リットル用
○使用時サイズ

約２９０×２９０×２９０

移動式かまど ＥＧ800A 価格 ￥３８４，０００（税抜き）

アルミ製蓋

○大きくて軽い（女性二人で運べる）
○燃料はガスまたは薪焚き
○サイズ：Φ９００×６００ｍｍ
○容量：８０ℓ
○セット内容：かまど、ロストル、カバー３枚、バーナー

平釜、蓋、すくい網、収納袋、揚げザル

いつ起こるかわからない災害・震災。そんないざというときにも、温かい
おいしい食事を提供できます。日本赤十字社ボランティアや、自主防災
担当の方々など、実際にご使用いただく皆様のご意見を取り入れ、緊急
時にもご満足いただける商品を目指しました。

燃料はガスバーナー“ＬＰガス”か薪焚きでＯＫ！１５０杯分、直接
お米を炊くことができます。
炊飯袋で約１５０杯のご飯が炊けます。

【コンパクト収納】 【組立簡単】



⑤情報伝達関連 状況把握・報告活動

トランシーバー ＩＣ-４１１０ 価格 ￥１５，８００（税抜き）

○本体サイズ：５５．５×２７．３×１０２．５ｍｍ（突起物を除く）
○通信方式：交互通話（中継通話には非対応）
○使用周波数帯：４００ＭＨｚ帯
○スピーカー出力：内部４００ｍＷ以上、外部１２０ｍＷ以上
○電源の種類：炭酸アルカリ乾電池/リチウムイオンバッテリー
○重量：１４２グラム
○チャンネル数：２０チャンネル

価格 ￥５８０（税抜き）

防災備蓄用として、１０年の保存が可能です
漏液防止構造の採用により、１０年間の長期保存が可能に。いざという時に
安心して使用いただけます。 ※未使用時の使用推奨期限JISに準拠

単三形 ＬＲ６Ｆ Ｐｒｅｍｉｕｍ/４個パック

アルカリ乾電池 単三形

価格 ￥４０４（税抜き）

防災備蓄用として、１０年の保存が可能です
漏液防止構造の採用により、１０年間の長期保存が可能に。いざという時に
安心して使用いただけます。 ※未使用時の使用推奨期限JISに準拠

単三形 ＬＲ１４Ｆ Ｐｒｅｍｉｕｍ/２個パック

アルカリ乾電池 単二形

価格 ￥１０，０００（税抜き）

緊急警報放送ラジオ LRT-ER100
緊急時の警報を音、光でお知らせします。

〇サイズ：１７０×７１．６２×７３ｍｍ
〇表示画面：バックライト付きLCD
〇スピーカー出力：最大１．２W（モノラル）
〇使用電源：単二乾電池四本
〇重量：２７０グラム

価格 ￥３５，０００（税抜き）ワンセグテレビ

〇電源：本体AC100V 
DC 12V 1500mA
リモートコントローラー：
DC3V（リチウム電池CD2025使用）

〇定格消費電力：10W

〇スピーカー出力：1.5W+1.5W
〇受信周波数：470〜770MHz
〇画面サイズ：７型ワイドTFT液晶パネル

CL-1080D



⑥避難所関連 避難住民補助活動

大型テント 価格 ￥２００，０００（税抜き）

〇サイズ：３６００×７２００
軒高１８００～２０００

〇四方幕付
〇文字入れ可能

ブルーシート ＃３２００

価格 ￥１０，０００
（税抜き）

〇＃３２００の厚手タイプ
〇サイズ：１０ｍ×１０ｍ

２灯式ハロゲンライト三脚付

価格 ￥２１，０００（税抜き）

〇ハロゲンライト５００W
〇重量：７．７ｋｇ
〇全光速：１０，０００ｌｍ×２灯
〇高さ：１０４０～２０９０ｍｍ

防滴コードリール SS-30

価格 ￥１０，０００（税抜き）

〇サイズ：２３０×１８１×３２４
〇重量：５．６ｋｇ
〇コード長さ：３０ｍ
〇防水・防塵対応

発電機 EU-16 i 価格 ￥１９８，０００（税抜き）

ガソリン缶詰 ４缶入

価格 ￥３，６３０（税抜き）

ガソリン携行缶 GT-5

価格 ￥５，９００（税抜き）

〇定格出力:交流100V-1.6kVA  直流 12V-8A（12Vバッテリー充電専用）
〇連続運転可能時間（h） 約8.1～約3.4 ［1/4負荷～定格負荷］
〇燃料タンク容量（L） 3.6 
〇全長×全幅×全高（mm） 512×290×425 〇機体質量（kg） 20.7 
〇騒音レベル：［dB（A）/ LWA］ 86 ［3/4負荷］ ※エコスロットル作動時

81～91 ［1/4負荷～定格負荷］ ※エコスロットル作動時
〇エンジンオイル量（L） 0.4 

〇レギュラーガソリン
〇容量

１ℓ入×４缶
〇品質保証：３年

〇容量：５ℓ用
〇梱包サイズ

２８０×３８０×１４０ｍｍ

リチウムイオン蓄電池 「G-Life ｾｰﾌﾞ mini」 価格 ￥２００，０００（税抜き）

〇電池容量：２５５Ｗh（使用可能容量２２５Ｗh）
〇定格出力：９００Ｗ
〇エンジン発電機並みのハイパワー
〇停電時切替時間：最大３秒（自動切替）
〇本体重量：１２ｋｇ
〇外形寸法：180(W) X 386(D) X 268(H) mm

ワンセグテレビ

携帯電話・スマホ

ＬＥＤライト ラジオ

非常時には！



⑥避難所関連 避難住民補助活動

大型扇風機

価格 ￥２１，０００（税抜き）

〇避難所の暑さ対策に
〇サイズ：７８０×６７５×１１６０
〇ハネ：直径４５ｃｍ４枚ハネ

組立トランク型自動ラップ式トイレ「ラップポン」

価格 ￥１６０，０００（税抜き）

簡易トイレ（強化段ボール製）

価格 ￥６，２００（税抜き）

〇内容：本体１、底板１
便座１、フタ１

処理袋１０枚、ティシュ５０W３個
ゴミ袋１枚、携帯用トイレ３個

消耗品セット（５０回分）

【オプション】

専用バッテリー 専用DCケーブル

価格 ￥５，６９６（税抜き） 価格 ￥２６，０００（税抜き） 価格 ￥１１，０００（税抜き）

〇質量：本体１２ｋｇACアダプター約６００ｇ 〇寸法：４４０×４６０×４００ｍｍ（使用時）
〇材質：本体・脚・・・アルミニウム合金、便座・・・PP 〇電源：AC１００V、５０・６０Ｈｚ又はDC１２V

お年寄りや体の不自由な方の便利なトイレ！！

熱圧着

臭いや菌を漏らさない防臭フィルム

訓練・教育・その他
パトロールベスト

価格 ￥２，２００（税抜き）

パトロールキャップ

価格 ￥８００（税抜き）

訓練用放射器具 価格￥１５，０００（税抜き）

〇サイズ：フリー
〇カラー：５色

〇サイズ：フリー
〇材質ポリエステル・

ナイロン



自主防災会常備資機材組合わせ（例）

消火
関連

消火器 FM３０００X 4 基 18,837 75,348

防火バケツ 10 個 1,400 14,000

消火ホースセット 1 セット 180,000 180,000

避難
誘導
関連

ﾉｰﾊﾟﾝｸ折りたたみﾘﾔｶｰ NS8-A４ 1 台 141,000 141,000

折りたたみ式車椅子 1 台 85,000 85,000

防水メガホン 3 個 16,800 50,400

救
出
・救
護
関
連

二つ折り担架 AK-08 2 基 20,000 40,000

大型救急箱 約５０人分 1 セット 75,000 75,000

毛布 カネカロン 10 枚 6,000 60,000

防滴ライト SG330 10 個 3,888 38,880

単三アルカリ電池 ４個入り 5 パック 580 2,900

標識ロープ（ﾄﾗﾛｰﾌﾟ） １００ｍ 2 巻 10,000 20,000

ヘルメット KP無し 10 個 2,400 24,000

軍手 １２対セット 2 セット 590 1,180

ゴーグル 10 個 2,700 27,000

防塵マスク 10 個 220 2,200

収縮脚付梯子兼用脚立 1 台 24,000 24,000

レインコート 各サイズ 10 セット 1,500 15,000

救急工具セット AK--５０１ 1 セット 88,000 88,000

給食
給水
関連

組立水槽（丸形） １０００ℓ 1 基 115,100 115,100

抗菌飲料水袋 １６ℓ 10 個 1,600 16,000

移動式かまど EG８００A 2 セット 384,000 768,000

情報
伝達
関連

トランシーバー IC-４１１０ 4 台 15,000 60,000

単三アルカリ乾電池 ４個入り 3 パック 580 1,740

緊急警報放送ラジオ LRT-ER１００ 2 台 10,000 20,000

単二アルカリ乾電池 ２個入り 4 パック 404 1,616

ワンセグテレビ 1 台 35,000 35,000

避難所
関連

大型テント（四方幕付） ２間×３間 1 基 200,000 200,000

ブルーシート ＃３２００ １０ｍ×１０ｍ 2 枚 10,000 20,000

２灯式ハロゲンライト三脚付 1 セット 21,000 21,000

防滴コードリール SS-30 1 基 10,000 10,000

発電機 EU-16i 1 機 198,000 198,000

ガソリン缶詰 ４缶入り １缶/１ℓ 2 セット 3,630 7,260

ガソリン携行缶 ５ℓ 1 個 5,900 5,900

リチウムイオン蓄電池 1 台 200,000 200,000

大型扇風機 2 台 21,000 42,000

簡易トイレ（強化段ボール） 2 セット 6,200 12,400

組立ﾄﾗﾝｸ型自動ﾗｯﾌﾟ式ﾄｲﾚ 1 台 160,000 160,000

自動ﾗｯﾌﾟ式ﾄｲﾚ消耗品 2 セット 5,696 11,392

自動ﾗｯﾌﾟ式ﾄｲﾚ専用ﾊﾞｯﾃﾘｰ 2 個 26,000 52,000

自動ﾗｯﾌﾟ式ﾄｲﾚ専用DCｹｰﾌﾞﾙ 1 個 11,000 11,000

訓練
防災教育
その他

パトロールベスト 10 枚 2,200 22,000

パトロールキャップ 10 個 800 8,000

訓練用放射器具 2 基 15,000 30,000

合計 2,992,316

資機材の保管、管理にあたっては、用途、目的に合わせて、防災拠点での管理や地域ごとの分散管理を行い、地域の実情に応じて最も機動的かつ迅速に
利用できるようにしておく必要がある。特に救護用や給食・給水用資機材については、自主防災組織が単独であるいは共同して備蓄する拠点として防災倉
庫を設けることも必要となる。また、自主防災組織としては、自ら防災資機材の整備を進めるだけでなく、次のような点にも留意する必要がある

① 各家庭に消火器（地震時に転倒しても使用可能な粉末消火器、強化液消火器等）、汲置の水バケツ、消火用水又は乾燥砂等を備えるよう指導推奨する。
② 応急手当用医薬品については、できれば地域内の病院、薬局等に対して、災害時には医薬品の提供が得られるよう協議しておく。
③ 救急救命用資機材として、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置箇所等を把握しておく。
④ 救助用の大型工作資機材については、地域内の土木建設会社等に対して、災害時に機材の貸与が得られるよう協議しておく。
⑤ 訓練用の資機材等、近隣の自主防災組織や団体、事業所等と必要に応じて資機材を共有し、効率のよい維持管理への工夫も必要である。

消防庁「自主防災組織の手引き・・防災資機材の整備」より

防災訓練の実施
防災訓練は自主防災活動の核となる
ものです。組織の活動状況や地域の
実情に合わせながら訓練内容を企画
するようにし、継続して行うためにも、
無理のない訓練を実施しましょう。

防災訓練の項目例

上記資料「おかやま防災ポータル」より

アースウィング株式会社
防災環境事業部
〒902-0063

沖縄県那覇市三原3-12-20
TEL 098-894-5612
FAX 098-894-5614

【お問い合せ先】

訓練
項目

実施内容
難
易
度

協力
依頼
機関

情報
収集
伝達
訓練

通報訓練 ★ 消防署

情報連絡訓練 ★ 自治体

情報伝達訓練
（口頭・電話・無線連絡、避難勧告）

★★

消火
訓練

初期消火訓練
（可搬型ポンプ、バケツリレー）

★

初期消火訓練（水消火器など） ★ 消防署

救出
救護
訓練

応急手当、AED講習 ★ 消防署

負傷者搬送訓練 ★★ 消防署

救出訓練 ★★ 消防署

避難
訓練

避難訓練
（避難経路の確認・避難誘導・
避難者の確認）

★

煙体験訓練
起震車などを利用した災害疑似体験

★ 消防署

支援が必要な住民の避難支援訓練 ★★★
社会福祉
協議会等

給食
給水
訓練

非常食の体験 ★ 自治体

炊出し訓練 ★★

避難所
開設
運営
訓練

開設訓練

★★ 自治体
（建物安全確認、本部設置、
スペースの配置など）

運営訓練

★★★ 自治体
（避難者把握、非常食配布、
救援物資の配布など）

その他
の訓練

防災倉庫の備蓄品展示
防災備品の使い方講習

★


