
【町田忠生小山エリア給食センター】　備蓄品リスト

アルファ化米（白飯） 3,600 食 紙おむつ（新生児用） 348 枚 トラロープ 1 巻

アルファ化米（五目） 3,250 食 トイレットペーパー 528 ロール レスキューシート 100 枚

アルファ化米（梅粥） 800 食 生理用品 1,090 枚 防水シート 50 枚

アルファ化米（わかめ） 350 食 生理用品（多い日用） 1,072 枚 組み立て式水槽 1 台

飲料水 4,080 本 口腔ケア用品 1 式 ガソリン缶(１リットル) 36 缶

ビスケット 3,540 食 毛布 100 枚 エンジンオイル 1 缶

粉ミルク 24 缶 ブランケット 700 枚 給油ポンプ 1 本

粉ミルク（アレルギー対応） 2 缶 エアマット 1,250 枚 開設キット 1 式

哺乳瓶 20 個 床敷マット 120 枚 指定職員用ビブス 4 枚

炊き出し釜　（バーナー、ざる付） 1 台 ファミリールーム 10 室 手話通訳者用ベスト 2 枚

炊飯袋 100 枚 避難所間仕切りシステム 1 式 ビブス（紺・赤） 10 枚

飲料水袋 200 枚 屋内用テント 50 室 腕章（紺・赤） 10 個

応急給水セット（消火栓） 1 式 発電機 1 台 腕章（町田市） 10 枚

応急給水用資器材（給水栓） 1 式 投光器 2 セット ヘルメット 10 個

仮設トイレ 4 台 バルーン投光器（発電機付） 3 台 避難者用名簿 1,000 枚

簡易トイレ 8 台 ランタン 26 台 簡易筆談器 2 台

マンホールトイレセット 10 式 携帯電話充電器 1 台 トランジスタメガホン 3 台

マンホールトイレ用ホース付水中ポンプ 1 式 携帯ラジオ 3 台 ふた付きゴミ箱 1 個

紙おむつ（子ども用Ｓ） 156 枚 特設公衆電話用電話器 1 セット スリッパ 50 組

紙おむつ（子ども用Ｍ） 126 枚 救助工具セット 1 セット

紙おむつ（子ども用Ｌ） 108 枚 組み立て式担架 1 台

紙おむつ（大人用Ｍ） 1,020 枚 リヤカー 2 台

紙おむつ（大人用Ｌ） 972 枚 チェンソー 1 台

単位単位内容 数量

　事業用地内を避難施設として活用する場合に備えた備蓄食料・資機材は下表の通り。町田忠生小山エリア給食センター内に搭載する。

数量内容 単位 内容 数量

添付資料１６－２



1 アルファ化米（白飯）
3,600食
（72箱）

1箱50食入
8ℓの水が必要。炊き出し
セットになっていて、ト
レー・スプーン・しゃもじ等
は同梱
保存期限：5年

2 アルファ化米（五目）
3,600食
（72箱）

1箱50食入
8ℓの水が必要。炊き出し
セットになっていて、ト
レー・スプーン・しゃもじ等
は同梱
保存期限：5年

3 アルファ化米（梅粥）
800食

（16箱）

1箱50食入（個食）
高齢者や胃弱の人向け
保存期限：5年

4
飲料水
（500mℓ）

3,912本
（163箱）

1箱24本入
保存期限：5年

5 ビスケット
4,020食
（67箱）

箱開封後、1日以内で食べる
必要あり
保存期限：5年

6 粉ミルク 24缶

森永はぐくみ
一般の粉ミルクを備蓄(保存用
粉ミルクの製造はない)
300ｇ/1缶
保存期限：1年半

7
粉ミルク
（アレルギー対応）

2缶

森永MA-mi
アレルギー対応のため、タン
パク質を消化吸収し易くして
いる。
800ｇ/1缶
保存期限：1年半

8 ブランケット
500枚
（5箱）

1箱100枚入
保温シート

9 エアマット
1,000枚
（20箱）

1箱50枚入
床に敷いて使用する。
段ボール箱に同梱されている
空気入れを使用する。

10 紙おむつ（大人用M） 1,020枚

takako-ishiguro
テキストボックス
＜参考＞市の避難施設で通常配備しているもの（棚なし・25㎡程度の倉庫に収納）



11 紙おむつ（大人用L） 972枚

12 紙おむつ（子ども用S） 156枚

13 紙おむつ（子ども用M） 126枚

14 紙おむつ（子ども用L） 108枚

15 紙おむつ（新生児用） 336枚

16 トイレットペーパー 528ロール

仮設トイレ、マンホールトイ
レ、簡易トイレにて使用す
る。
使用後はトイレに捨てず、ビ
ニール袋に捨てる。

17 生理用品 1,090枚

18 生理用品（多い日用） 1,072枚

19 哺乳瓶 20個 ガラス、ブラスチック

20 ランタン 26台
ＬＥＤ
単3電池×4本使用



21
仮設トイレ
（ドント・コイ）

4台

固体液体分離式（上澄みの水
分を下水道又は地中へ排水。
排出される汚水はバクテリア
により脱臭分解。便槽には固
体のみが残る。）
使用回数は、約5,500回

22 簡易トイレ 8台

避難施設のトイレ個室で使用
する。
トイレ1台につき、処理袋・
凝固剤は30セット。

23
炊き出し釜
（バーナー、ざる付）

1台

ＬＰガス式（ガスバーナー
付）
汁物調理量：35ℓ～100ℓ
炊飯能力：200袋（炊飯袋使
用時）
湯炊き炊飯：米10～30㎏

24 炊飯袋 100枚

炊き出し釜を使用して、米
（アルファ化米ではない）を
炊く際に使用する。
1合炊き出し用

25 ビニール袋

（90ℓ）
10枚組×2
（20ℓ）

20枚組×１

ゴミ袋やトイレットペーパーを
捨てる袋として使用する。

26 ビニールテープ 表示、作業などに使用する。

27 ろ水機 1台

燃料はガソリン
処理水量は、エンジン始動
2,000ℓ/時間、手動1,000ℓ
/時間
フィルターは、プールの貯水を
使用した場合、5ｔ～10ｔまで
使用可。※活性炭を利用

28 ろ水機用カートリッジ 36本
災害時は、新品のカートリッ
ジに交換した上で、浄水装置
を使用する。

29 組み立て式水槽 1台

容量は1t
給水車などから、水を受領す
る際に使用する。
骨組とビニールシートを組み
合わせて使用する。

30 飲料水袋 200枚

1袋当たり6ℓ
災害時に、避難施設や給水拠
点で飲料水を運ぶために使用
する。



31 床敷マット 150枚
1箱10枚入
真空パックにて保管。
開封すればすぐに使える。

32 ガソリン缶(１ℓ) 36缶

1缶1ℓ、1箱4缶
1箇所当たりの許容貯蔵量
は、40ℓ未満まで。
保存期間：3年

33 マンホールトイレセット 10式
マンホールトイレの工事が完
了している避難施設に備蓄し
ている。

34
マンホールトイレ用
ホース付水中ポンプ

1式

発電機を使用する。
ホースを繋げて、プールから
マンホールトイレまで水を引
き込む。
排水用のポンプを、水の汲み
上げ用として使用している。

35 毛布 100枚
1箱10枚入
真空パックにて保管。
開封すればすぐに使える。

36 チェンソー 1台 人命救助のために使用する。

37 発電機 1台
燃料は、ガソリン
燃料タンク容量は、7.4ℓ
連続運転時間は、9.2時間

38 投光器 2セット
発電機を使用する。
500W

39 エンジンオイル 1缶
発電機の潤滑油として使用す
る。

40 2サイクルオイル 1缶

チェンソーに使用する。
ガソリンと2サイクルオイル
を混ぜて混合燃料を作って、
給油する。



41 チェンソーオイル 1缶
チェンソーの潤滑油として使
用する。

42 給油ポンプ 1本
ガソリンを抜き取る際などに
使用する。

43 間仕切り 10室
製品名：ニード製ファミリー
ルーム
2.1ｍ×2.1ｍ×1.2ｍ

44 組み立て式担架 1台
傷病者を搬送するために使用
する。

45 救助工具セット 1セット

油圧ジャッキ、平バール、ボル
トクリッパー、大ハンマー、の
こぎり、つるはし、剣先スコッ
プ、ナタ、レスキューシート、
立入禁止テープ、トランジス
ターメガホン、ロープ、軍手

46 リヤカー 2台
避難施設で荷物を運搬する際
に使用する。
組立式。

47 トランジスタメガホン 3台
（白）単2電池×6本使用
（赤）単3電池×6本使用

48 トラロープ 1巻
表示用
30m

49 防水シート 50枚
3.6ｍ×5.4ｍ
10枚1束

50 簡易筆談器 2台
聴覚障がい者と筆談する際に
使用する。



51 携帯電話充電器 1台 フィーチャーフォン用

52 携帯ラジオ 4台
単4電池×2本使用
災害時に情報収集のために使
用する。

53 指定職員用ビブス 4枚
青色
災害時に指定職員が着用す
る。

54 手話通訳ビブス 2枚
ピンク色
避難施設に派遣される手話通
訳者が着用する。

55 要約筆記ビブス 2枚
緑色
避難施設に派遣される要約筆
記者が着用する。

56 ヘルメット 10個

57 腕章 10枚 市職員が使用する。

58 懐中電灯 1本 単１電池×６本使用

59 工具類 1式
アングルカッター、のこぎ
り、なた、バール、スコップ

60 避難者用名簿 1,000枚



61 バルーン投光器 3台

通常運転時はガソリン1ℓで
1時間、エコノミー運転はお
よそ2倍以上運転時間が延び
る。
ガソリン4ℓで、8～10時間
連続運転が可能。

62 特設公衆電話用電話器 1セット
災害時特設公衆電話用の電話
機(各小中学校体育館入口に配
線盤あり)

63
応急給水セット（消火
栓用）

1式
各避難施設で、消火栓から水
道水を確保し、給水活動を行
うために使用する。

64 レスキューシート 100枚
ブランケット(保温シート)と
同じ性能(呼び名だけが異な
る。)

65
応急給水用資器材（給
水栓用）

1セット
2018-2019年度に東京都
が整備した応急給水栓から給
水するための資器材。




