
九度山町の備蓄について

九度山町地域防災課
令 和 ３ 年 １ ０ 月



九度山町備蓄施設①

＜大規模避難所用＞

　　①九度山町防災用備蓄倉庫

　　②九度山小学校（屋外倉庫２箇所）

　　③九度山中学校体育館（屋内、屋外倉庫）

　　④旧古澤小学校体育館（屋内）

　　⑤河根中学校体育館（屋内）

　　⑥九度山文化スポーツセンター（屋内、屋外倉庫）



九度山町備蓄施設②

＜小規模避難所用＞

　　⑦くどやま森の童話館（屋外倉庫）

　　⑧入郷コミュニティ消防センター（屋内）

　　⑨西島コミュニティ消防センター（屋内）

　　⑩文化財伝承館「ふれあい」（屋外倉庫）

　　⑪下古沢コミュニティ消防センター（屋外倉庫）

　　⑫上古沢コミュニティ消防センター（屋内２階）

　　⑬繁野児童公園（屋外倉庫）

　　⑭丹生川消防器具庫（屋外倉庫）

　　⑮防災広場（屋外倉庫）



①九度山町防災用備蓄倉庫（屋内）

資機材・食料・水毛布



②九度山小学校（屋外倉庫【校舎横・体育館横】）

扇風機・冷風機・ベッド・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾙｰﾑ等を備蓄



③九度山中学校体育館（屋内１階・体育館横倉庫）

扇風機・冷風機・ベッド・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾙｰﾑ等を備蓄



④旧古澤小学校体育館（屋内）



組立式トイレのみ

「器具庫」に備蓄

⑤河根中学校体育館（２階舞台裏・１階器具庫）

扇風機・冷風機等も備蓄



組立式トイレのみ

「屋外（県道側）」に

備蓄

⑥九度山文化ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（２階観覧席の奥部屋・１階屋外（県道側）・屋外倉庫）

扇風機・冷風機・

ベッド・プライベート

ルーム等を備蓄



⑨西島ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ（屋内）

⑦くどやま森の童話館
（屋外倉庫）

⑧入郷ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ（屋内）



⑩文化財伝承館
（屋外倉庫）

⑫上古沢ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ（２階倉庫）

⑪下古沢ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ（屋外倉庫）



⑭丹生川消防器具庫
（屋外倉庫）

⑬繁野児童公園
（屋外倉庫）

⑮防災広場
（屋外倉庫）



九度山町の防災拠点として

九度山中学校などの

１４施設の避難所等に防災備蓄を整備

①防災資機材（約３０品目）

②非常用毛布

③非常用食料・保存水



例えば、九度山中学校では、

このような備蓄物資が備えられています。



①防災資機材

　１．ガス発電機（２台）

＜特徴＞

　燃料はカセットボンベ

　２本。持ち運びに便利

　な折りたたみ式のハン

　ドルとキャスター付き。

　静音性で、臭いも無し。



①防災資機材

　２．バルーン投光器（２台）



①防災資機材（大規模避難所用）

　3-1．組立式トイレ

　　　　（１台）

＜特徴＞

　洋式タイプ

　入口に段差がない

　車椅子でも利用可



①防災資機材（小規模避難所用）

　3-2．防災用簡易トイレ（１台）

＜特徴＞

　要援護者用

　ポータブル型トイレ

　排泄部を完全ラップし、

　ごみとして捨てること

　ができる。



①防災資機材（道の駅用）

　3-3．防災用マンホールトイレ（４台）

＜特徴＞

　マンホールの上に設置。

　汚物が直接、マンホール下

　の排水管に貯留されるため、

　臭気・衛生面で優れる。



①防災資機材

　４．簡易トイレ【便器取り付け】2,000枚



＜特徴＞

　１０ℓ用

　折りたたみ式

　キャップ、取手付き

①防災資機材

　５．給水タンク（200個）



①防災資機材

　6-1．間仕切り

　　（２０セット）



①防災資機材

　6-2．間仕切り

　　　（２０セット）



①防災資機材

　７．防災伝言シート



①防災資機材

　８．大型扇風機（４台）

＜特徴＞

　45㎝工場扇

　４段階首折れ

　左右90度、自動首振り

　高さ（124～139㎝）

　電源コード2.4ｍ



①防災資機材

　９．冷風機(２台)
＜特徴＞

　水気化式

　水タンク60ℓ

　風力調整３段階

　 【弱/中/強】

　連続運転時間

　 【弱10.5h/中9h/強7h】



①防災資機材

　10．多目的簡易ベッド（５台）

＜特徴＞

　沈み込まないクッション付きの一体構造。

　４段階の背もたれ角度調節。テーブル分離可。



①防災資機材

　11．プライベートルーム（２台）

＜特徴＞

　自立式フレーム一致構造

　W210㎝×D210㎝×H220㎝

　屋根付きのため、着替え

　や授乳用など、多様な用

　途に使用可。車いすの出

　入りも可。



①防災資機材

　12．移動式かまど（１台）

＜特徴＞

　ガス仕様

　薪も使用可能

　ご飯約５５杯分



①防災資機材

　13．カセットコンロ（４台）

＜特徴＞　風に強いカセットコンロ。ケース付。



①防災資機材

　14．鍋【5.9L】（４個）

　15．やかん【４L】（４個）

　16．コードリール（２個）

　17．メガホン（１台）
　防雨型・屋外用

　コードの長さ：30m



＜特徴＞　多人数用（約５０人）

①防災資機材

　18．救急箱（１台）



①防災資機材

　19．非接触型体温計（１台）

＜特徴＞

　避難所受付用

　赤外線センサー式

　測定３秒以内

　測定距離１～３㎝

　



①防災資機材

　20．マスク（1000枚）・消毒液（4本）



①防災資機材

　21．液体ハンドソープ（４本）・詰替用（２本）

　　　使い捨て手袋（２箱）



①防災資機材

　22．特設公衆用電話機（１台）

災害発生時に、所定の配線に電話機を

接続することで、利用可能となる特設

公衆電話用の電話機。

入口

ＭＤＦ内に
MJ

体育館

MDF

＜電話機端子（ＭＪ）の場所＞



①防災資機材（ふるさとセンター６階に備蓄）

　23．防護服一式（100セット【M:50　L:50】）

①防護服

②防護キャップ

③シューズカバー

④N95マスク

⑤インナー手袋

⑥アウター手袋

⑦ゴーグル

⑧フェイスシールド



①防災資機材（ふるさとセンター６階に備蓄）

　24．Ｎ９５マスク（1100枚）

＜特徴＞

　N95合格（米国NIOSH規格）

　DS2合格（日本の定める防塵マスク規格）

　ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型除去性能99.99％以上

　フィット性、装着感に優れる

　しめひもの調整可能（２本ひも式）

　形状復元構造、完全焼却可能

　使用限度13時間



①ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ2wayﾊﾟﾝﾂ M～L　　　56枚　

②ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ2wayﾊﾟﾝﾂ L～LL 　　48枚

③ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ ﾊﾟﾝﾂ M 　　　　　 80枚

④ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ ﾊﾟﾝﾂ L            72枚

⑤ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ ﾊﾟﾝﾂ LL           64枚

⑥ﾘﾘｰﾌ股ﾓﾚ防止ﾃｰﾌﾟ止め S      68枚

⑦ﾘﾘｰﾌ股ﾓﾚ防止ﾃｰﾌﾟ止め M      60枚

⑧ﾘﾘｰﾌ股ﾓﾚ防止ﾃｰﾌﾟ止め L      48枚

⑨ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ尿とりﾊﾟｯﾄﾞﾜｲﾄﾞ   180枚

⑩ﾘﾘｰﾌﾊﾟﾜﾌﾙ尿とりﾊﾟｯﾄﾞﾜｲﾄﾞ夜用 120枚

①防災資機材（防災用備蓄倉庫に備蓄）

　25．おむつ



①防災資機材（旧古沢小学校【校長室】に備蓄）

　26．ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ用段ボール（町全域分） 1110枚

  ＜段ボールの必要枚数（目安）＞

 　①1人世帯 7枚　②2人世帯 9枚　③3人世帯 11枚 ④4人世帯 13枚



②非常用毛布【九度山中学校】 ４５０枚



③非常食料【九度山中学校】

　　主食（６００食）

　　副食（６００食）

　　汁物（６００食）

　　保存水（2L:180本　500ml:864本）



主食①

＜特徴＞

　熱湯15分、水60分で

　ふんわりご飯。

　５年常温保存が可能

  スプーン付き

　100％国産米

　アレルギー対応記載



主食②

＜特徴＞

　すぐ食べられる（水もお湯も火もいらない）

　５年保存醤油味おにぎり。100％国産米。



主食③

＜特徴＞

　５年保存パン。しっとりおいしいブリオッシュタイプ。

　500キロカロリー。コエンザイムQ10配合。



副食①

＜特徴＞

開封してそのまま、または開封せず湯せんで

７～８分温めて食べられる。５年長期保存。



副食②

＜特徴＞

開封してそのまま、または開封せず湯せんで

３～５分温めて食べられる。５年長期保存。



汁物
＜特徴＞

　５年長期保存

　折りたたみカップ式

　（スプーン付き）

＜種類＞

　①わかめスープ

　②コーンスープ

　③たまごスープ



保存水

＜特徴＞

　５年長期保存

　ミネラル成分が豊富で

　弱酸性、軟水

　


