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２０２１年度 小野学区自主防災会・６自治会所有防災資機材一覧 調査：５月

資・機材名称 管理場所 数量（単位） 備考

AED AED 朝２ １（台） レンタル契約

アナ 穴掘り 水１ １（本）

アン 作業安全帯 自主防災会倉庫 ８（本） カラビナ付6本

イス パイプ長椅子 湖１ 防災倉庫① ７（台）

イス 車椅子 湖１ 自治会館等 1（台） 社協からの借用品

イチ 一輪車 朝２ ６（台）

イチ 一輪車 水１ １（台）

ウイ 防災ウインドブレーカー 湖１ 自治会館等 １０（枚） 各班長9、その他1

ウイ パワーウインチ 水２ ３（個） ２トン ワイヤーダブル

オケ 水桶 朝２ ６（個） 大４ 小２

オノ 万能斧 水１ １（本）

オノ 斧 水１ １（本） 大

オノ 斧 自主防災会倉庫 ２（本）

オノ 救助斧 自主防災会倉庫 １０（本）

オノ 木割斧 水２ ３（本）

オノ 手斧 水２ ４（本）

オノ 折りたたみ式斧 水２ １（本）

オノ 救助斧（アッキス） 水２ ２（本） 防災倉庫と集会所収納庫に分散

オム 大人用オムツ 大津市防災倉庫 ２５６(枚) (体育館前)

オム 小人用オムツ 大津市防災倉庫 ２７０(枚) (体育館前)

カイ 懐中電灯 湖２ ４（灯） 大２（単ＩＩ4），小２（単I4)；SW1ｹ故障

カイ 懐中電灯 水２ ５（本）

カク 携帯拡声器 自主防災会倉庫 ５（個） 1個は単1を4個使用・4個は単3を6個使用

カク 拡声器 湖１・自治会館等 １（台）

カク 拡声器 湖２ ２（個）

カク 拡声器 水１ １（個）

カク 角材 水１ １０（本） 木製 鉄製

カケ 掛矢 自主防災会倉庫 ６（本）

カケ 掛矢 朝１ ２（本） 大

カケ 掛矢 朝２ ４（個）

カケ 掛矢（木槌） 湖２ １（丁）

カケ 掛矢 水１ ３（個）

カセ カセットガスボンベ 水１ ７２（本） ７年保存可

カッ ヂュアルソー・ダブル力ツター 自主防災会倉庫 １（台） ブロック・鉄筋等切断可能-

カッ ボード・力ツトソー 自主防災会倉庫 ４（本）

カッ 針金力ツター 自主防災会倉庫 ２（個） 箱の内容は別表1の通り

カッ 番線カッター 水１ ２（個）

カッ 電動カッター 水１ １（台） デュアルソーWカッター

カッ 滑車（ステン サンマブロック） 水２ ２（個） ５０ｍｍ耐荷重３００㎏

カマ 大釜 自主防災会倉庫 ２（個） 20L寸胴鍋X2、大鍋X1

カマ 羽釜 朝１ １（個） 蓋付き

カマ 鍋 湖１ 自治会館等 ４（個）

カラ カラビナ 自主防災会倉庫 ６（個）

カラ カラビナレスキュー 自主防災会倉庫 ６（個） 1000Kg, 1.5mエンドレス

カラ カラビナ（Ｓスプリングフック） 水２ ２（個） ステンレス耐荷重１５０㎏

ガソ ガソリン携行缶 自主防災会倉庫 ２（個）

ガソ ガソリン携行缶 朝２ １（個）

ガソ ガソリン携行缶 湖１ 防災倉庫① ２（缶）

ガソ ガソリン携行缶 湖２ ２（缶） １０リットル缶１ ５リットル缶１

ガソ ガソリン携行缶 水１ ３（個） ２０L、１０L
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ガソ （発電用）ガソリンタンク 朝１ ２（個） 大 Ｘ １、 小 Ｘ １

キャ 脚立 朝２ １（台） １２０Ｃｍ

キャ 脚立 湖１ 防災倉庫① １（台）

キュ 救急箱 自主防災会倉庫 １（箱） 単1電池4個使い

キュ 救急医療セット 支所 ５０(人用) ジュラルミン指入市康業(支所)

キュ 日本赤十字社緊急セット 支所 １（箱） 三角巾中心の緊急品(支所)

キュ 救急箱 湖１ 自治会館等 1（個）

キュ 救急箱 湖２ ２（箱） 自治会館内

キュ 応急手当バッグ 水２ ２８（個）

キュ 誰でもできる応急手当セット 水２ １（式）

キュ 大人数応急手当用手提げ箱 水２ ０（個）

クウ 空気入れ 朝２ １（台）

クウ 空気入れ 水１ １（本） 車椅子用

クー クーラーボックス 朝２ ４（個） 大２ 小2

クサ 草刈機 朝２ ８（基）

クサ 草刈機 湖１ 防災倉庫① ２（台）

クサ 草刈機 水１ ３（台）

クス 薬箱 朝２ ２（箱）

クツ 長靴 水１ ８（足）

クリ ボルトクリッパー 水２ ３（個） 軟・鋼線用 ｍａｘ １０ｍｍ

クル 車椅子 朝１ １（台） 社協からの借用品

クル 車椅子 朝２ ２（台） 社協の借用品

クル 車椅子 水１ １（台）

クル 車イス 水２ １（台）

クワ クワ 朝２ ２（本）

クワ クワ 湖１ 防災倉庫② １（個）

グッ 防災グッズ 朝１ １（式） 腕章・他

グラ ディスクグラインダー 朝２ １（台）

グラ グラインダー 水１ ３（台）

コー 電気延長コード 自主防災会倉庫 ５（本）

コー 電源リール 朝１ 2（本）

コー 交通整理用コーンバー 朝１ 3（本）

コー コーン 朝１ 6（個）

コー コードリール 朝２ １（台）

コー 電気延長コード 湖１ 防災倉庫① ２（台） 30m/台

コー カラーコーン 湖１ 防災倉庫① ４（個）

コー カラーコーン用バー 湖１ 防災倉庫① ２（本）

コー コードリール 湖２ ６（本） ３ + ３（自治会館内）

コー コーン 湖２ １０（個） ６ ＋ ４（屋外）

コー リールコンセント 水１ ４（本）

コー カラーコーン 水１ ２（個） 重り付

コー 延長コード 水１ １（本）

コー コードリール 水２ ３（本）

コン メッシュコンテナ 朝２ １０（個） 運搬カゴ

コン ジャンボコンテナ 朝２ ２（個）

コン コンプレッサー 朝２ １（台）

ゴー ゴーグル 自主防災会倉庫 ６（個）

サン 三角巾(特大)25枚入り 自主防災会倉庫 ２（箱） 10m

サン 三脚 朝２ １（台） ３ｍ

サン 三脚 水１ １（台） 投光器用

シャ 角ショぺル 自主防災会倉庫 ４（本）

シャ ギザ刃ショベル 自主防災会倉庫 ４（本）

シャ シャベル 湖２ ８（本）

シャ 角シャベル 湖２ ４（本） 大２ 小２

シャ ハイプ柄付丸ショベル 水２ ３（本）
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ショ 飲料水 小野小体育館2階 ３６０（本） 2Lボトル(保存期間5年)

ショ ワ力メご飯 小野小体育館2階 １００(食) 保存期間5年

ショ 青菜ご飯 小野小体育館2階 １００(食) 保存期間5年

ショ 梅ジャコご飯 小野小体育館2階 １００(食) 保存期間5年

ショ 田舎ご飯 小野小体育館2階 １００(食) 保存期間5年

ショ 梅がゆ 小野小体育館2階 ５０(食) 保存期間5年

ショ シーフード雑炊 小野小体育館2階 ５０(食) 保存期間5年

ショ 雑炊響油だし風味 小野小体育館2階 ５０(食) 保存期間5年

ショ 雜炊チゲ風味 小野小体育館2階 ５０(食) 保存期間5年

ショ 使い捨て食器セット 小野小体育館2階 ５ set 100人分/セット

ショ 五目ご飯 大津市防災倉庫 ３００(食) (体育館前)

ショ 五日ご飯 支所 ５０(食)

ショ カンパン 水２ ６６(缶) ５人分 １８缶・ １人分 ４８缶

ショ クラッカー 大津市防災倉庫 ４２０(食) (体育館前)

ショ クラッカー 支所 ７０(食) 88g/食

ショ えいようかん 大津市防災倉庫 ４０(食) 大津市防災倉庫(体育館前)

ショ 羊羹（えいようかん） 水１ 20本×１ ５年保存可

サト 氷砂糖 水１ 60袋×３ ５年保存可

ショ ℓ備蓄用の水（２ ） 水１ ６本×５ ５年保存可

ショ 水 ２Ｌ 水２ １５０（本）

ショ 消火器 朝２ ２１（個）

ショ 消火器具庫 朝２ １０（基）

ショ 粉末消火器 湖２ １（台） １０型 自治会館内

ショ 粉末消火器 湖２ ２３（台） ２０型１８台 蓄圧式５台 屋外

ショ 消火器 水１ ５（個） ２００４年製

ショ 消火器 水２ ４（本） 訓練用

ジェ ジェツトシューター 自主防災会倉庫 ３（台） 朝日2X2 水明1X1貸与中

ジェ ジェットシューター 朝２ ２（個） 自主防災会の借用品

ジェ ジェットシューター 水１ ２（台） 学区防災会貸与X１、水明１X1

ジェ ジェットシューター 水１ ２（個） 背負い式消火器

ジャ ジャッキ 自主防災会倉庫 ６（基）

ジャ 油圧ジャッキ 朝２ １（基）

ジャ ウォ－タージャグ 朝２ ２（個）

ジャ 油圧ジャッキ 湖１ 防災倉庫② １（個）

ジャ ジャッキ 湖２ ２（基）

ジャ ジャッキ 水１ ３（台） 油圧１、自動車用２

ジャ ハイパワー油圧ジャッキ 水２ ３（台） 耐荷重３トン

ジャ 爪付油圧ジャッキ 水２ １（台） 爪耐荷重２トン

スキ 鋤 朝２ １（本）

スコ スコツプ 自主防災会倉庫 １２（本）

スコ スコップ 朝１ ５（本） 丸

スコ スコップ 朝１ ３（本） 角

スコ スコップ 朝２ ２８（本） 角20 剣先２ 土管用６

スコ スコップ 湖１ 防災倉庫① ４（個） 剣先

スコ スコップ 水１ ４（本） 剣先

スコ スコップ 水１ ７（本） 角スコップ（内雪スコップ 1）

スタ 表示-区分スタンド 自主防災会倉庫 ２４（本） 単1X20、単2X60,単3X24

スト 石油ストーブ 水１ １（式）

ソウ 防災倉庫 自主防災会倉庫 １（基） 小野小学校検庭

ソウ 防災倉庫 朝１ １（基）

ソウ 防災倉庫 朝２ ３（基） 大１ 小２

ソウ 防災倉庫 湖１ 湖青南公園 １（基） 湖青南公園

ソウ 防災倉庫 湖２ １（基）

ソウ 防災倉庫 水２ １（基）

タン 担架 自主防災会倉庫 ４（台）
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タン 担架 朝１ ２（台）

タン 四つ折り担架 朝２ １（台）

タン タンク（水用） 朝２ ７（個） １５L（２） １０L（５）

タン 担架 湖１ 防災倉庫① ２（台）

タン 担架 水１ １（台）

タン 担架 水２ ４（台） アルミ製二つ折り

ダイ 台車 朝２ ９（台）

ダス ダストボックス 朝２ ６（個） 約４０Ｌ

チェ チェーンソー 自主防災会倉庫 ４（台）

チェ チェンソー 朝２ ５（台） 充電式２(中・小) 充電器あり

チェ チェンソー 湖１ 防災倉庫① １（台）

チェ チェーンソー 湖２ １（台） リョービ

チェ チェーンソー 水１ ４（台）

チョ 調理器具一式 水２ １（式）

ツル ツルハシ 自主防災会倉庫 ６（本）

ツル ツルハシ 朝２ ３（本）

ツル ツルハシ 湖１ 防災倉庫① １（個）

ツル ツルハシ 水１ ４（本）

ツル 両ツルハシ 水２ ３（本）

テー 折り畳み式テーブル 湖１ 防災倉庫① ２（台） 大1、小1

テッ 鉄板焼き器（プロパンガス） 朝２ １（基） 鉄板寸法 １２００X４５０X９mm

テッ 鉄板焼き器（プロパンガス） 朝２ ２（基） 鉄板寸法 ４５０X３５０X９mm

テブ 救助手袋 自主防災会倉庫 ６（組）

テブ 軍手 湖１ 防災倉庫② ８（組）

テブ 軍手 湖１ 自治会館等 ８０（組）

テブ 作業用皮手袋 水１ ２（双）

テブ 作業用革手袋 水２ ３（個）

テブ 軍手 水２ ２９（双）

テン テント 朝２ ４（張） 内 家庭用 １

テン テント/パイプ 湖１ 防災倉庫① ２（式）

テン パーソナルテント 水１ １（張） 着替え、トイレ用

テン ダンボールトイレ テントセット 水１ １（個）

テン 簡易テント 水２ ４（張） １張り不可

デン 電池 自主防災会倉庫 １０４(個)

デン 電池 水２ ５２（個） 単３X３２ 単１X２０

トイ 非常トイレ(テント付き) 自主防災会倉庫 ８（基） 小野小体育館2階

トイ 簡易非常トイレ 大津市防災倉庫 ５（基） (体育館前)

トイ 簡易非常トイレ処理袋 大津市防災倉庫 ２５０(枚) (体育館前)

トイ 簡易トイレ 湖１ 防災倉庫① ２（個）

トイ ポータブル 水洗トイレ 水１ ２（台） ２０L

トイ 補助手摺り 水１ ２（個）

トウ 投光機 自主防災会倉庫 ２（基） ランプ単体

トウ 投光機 自主防災会倉庫 ４（基） スタンド・ハロゲンランプ2個付

トウ 投光器 朝１ １（基）

トウ 投光器 朝２ １（基）

トウ 投光器 湖１ 防災倉庫① １（基） 投光器、スタンド

トウ 投光器 湖２ １（基）

トウ 投光器 水１ ３（基） ハロゲン１ ＲＦ３００ｗ１

トビ 鳶口 自主防災会倉庫 ６（本）

トン トング 自主防災会倉庫 ２（本） 2mX2mX88Cm(体育館2階)

ドノ 土嚢袋 水１ １（箱）

ドノ 土嚢袋 水２ ０（個）

ドリ ドリル 朝２ １（台）

ドリ 電動ドリル 水１ ２（台） うちコンクリート用１台
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ナガ 長靴 朝２ １５（足） 25㎝ 25.5㎝ 26㎝ 各５足

ナガ 長靴 湖１ 自治会館等 １３（足）

ナタ ナタ 朝２ ２（本）

ナプ 生理用品 大津市防災倉庫 ４１６(枚) (体育館前)

ナベ 大鍋 自主防災会倉庫 ３（個）

ナベ 大鍋 朝１ １（個） 蓋付き

ナベ 大鍋 朝２ ４（個）

ナベ 大鍋 湖２ ３（口）

ナベ 大鍋 水１ ２（個） 自治会館内

ナベ 大鍋 水１ ２（個）

ナベ 防災用鍋 水２ １（個）

ナベ 寸胴鍋 水２ １（個）

ネブ ブランケット 湖１ 防災倉庫① ２４（枚）

ネン 釜戸用燃料（薪・箱） 湖１ 防災倉庫① ４（個）

ノコ 鋸 自主防災会倉庫 ４（本）

ノコ 鋸 朝１ １（本） 金用

ノコ 鋸 朝１ １（本） 木用

ノコ 丸鋸 朝２ １（台）

ノコ 鋸 朝２ ２（本）

ノコ 万能ノコギリ 水１ １（個）

ノコ 電動丸ノコ 水１ ２（台）

ノコ 替刃式折込鋸 水２ ２（本） ２６５ｍｍ

ノコ さや入り鋸 水２ ６（本）

ハサ 高枝鋏 朝２ １（台）

ハシ 梯子 自主防災会倉庫 ２（脚）

ハシ 伸縮長梯子 自主防災会倉庫 ２（脚） 4.1m

ハシ 梯子 湖１ 防災倉庫① １（個） 5m伸縮

ハシ 長梯子 朝２ １（台） 伸縮式

ハシ ２連はしご 湖２ １（台） 屋外

ハシ ２連梯子 水１ １（台） 全長５９５ｃｍ（倉庫裏に保管）

ハタ 水明１丁目旗 水１ １（本）

ハタ 町内会の旗 水２ ３（本）

ハッ 法被 水１ １０（着） 難燃性

ハッ ベルト 水１ １０（本）

ハッ 小野学区自主防災会法被 水１ １（着）

ハツ 発電機 自主防災会倉庫 ６（台）

ハツ ガスボンぺ発電機 支所 １（基） (900W)

ハツ 発電機 朝１ ２（台）

ハツ 発電機 朝２ １（基）

ハツ 発電機 湖１ 防災倉庫① １（台）

ハツ 発電機 湖２ １（台） ヤマハＥＦ９００

ハツ 発電機 水１ ２（台） 新、旧

ハン ハンマー 自主防災会倉庫 ４（本）

ハン ハンマー 朝２ ３（本）

ハン ハンマー 湖１・防災倉庫① ４（個） 大2、小2

ハン ハンマー 水１ ３（本） 大型ハンマー

ハン ハンマー 大 水２ ３（本） ３．６㎏

バー パール 自主防災会倉庫 １８（本）

バー バール 朝１ ６（本） 大 Ｘ ４、 中 Ｘ １、 小 Ｘ １

バー バール 朝２ ４（本） 短2 長2

バー バール 湖１・防災倉庫① ４（個） 大2、小2

バー バール 湖２ ５（本）

バー バラシバール 水１ ２（本） 釘抜き付き

バー 金テコバール 水１ ４（本）

バー 特殊バール 水１ ２（本） 穴あけ、根切り
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バー バール（金テコ） 水２ ６（本） ２５Ｘ１２００ｍｍ

バケ バケツ 湖１・防災倉庫② ３（個）

バス 収納バスケット 朝２ １４（個）

バリ バリカン 朝２ １（台）

パー 選難所パーティション 自主防災会倉庫 ４０ set W260XD185XH207(体育館2階)

パイ パイプ椅子 湖２ ４８（脚） 自治会館内

ヒバ 火ばさみ 水１ ３（本）

ヒョ 拍子木 湖１・自治会館等 ４（組） 内2組は自主防犯物品

ヒョ 拍子木 湖２ ２（対）

フエ 笛 水１ ４（個）

フク 刺子の防火服 水２ １５（着）

ブル ブルーシート 自主防災会倉庫 １０（枚） 避難誘導標識

ブル ブルーシート 朝１ ４（枚）

ブル ブルーシート 朝２ １０（枚）

ブル ブルーシート 湖１・防災倉庫① ５（枚） 大4、小1

ブル ブルーシート 湖２ １５（枚） 自治会館内

ブル ブルーシート 水１ ７（枚）

ブル ブルーシート 水２ ４（枚） ３間Ｘ２間 厚手

ヘル 防災ヘルメット 自主防災会倉庫 ３５（個） 小野支所倉庫

ヘル 防災ヘルメット 朝１ ３４（個）

ヘル 防災ヘルメット 朝２ １５（個）

ヘル 防災ヘルメット 湖１・自治会館等 １２（個） 各班長9、その他3

ヘル 防災ヘルメット 湖２ １２（個） １ ＋ １１（班長）

ヘル 防災ヘルメット 水１ １１（個）

ヘル 防災ヘルメット 水２ ３３（個）

ベス 防災べスト 自主防災会倉庫 ３５（着） 小野支所倉庫

ベス 防災ベスト 朝２ １５（着）

ベル ラウンドスプリングベルト 自主防災会倉庫 １（本） 8mm這力ツト可

ベン 防災べンチ 小野小 ground ２（基）

ベン 防災ベンチ 朝１ １（台） 朝日公園に設置

ベン 防災ベンチ 朝２ １（基）

ベン 防災ベンチ 湖１・湖青南公園 １（基） 湖青南公園

ベン 防災ベンチ 湖２ １（基） 公園

ベン 防災ベンチ 水２ １（基）

ペン クリップぺンシル 自主防災会倉庫 ２５０（本）

ポン 吸い上げポンプ 水１ １（台） ５０メートルホース付

マイ ハンドマイク 朝２ １（基）

マッ マッチ中箱 自主防災会倉庫 ９０（個） 5升炊き

マッ マッチ 水２ ３４（箱）

ムセ 防災無線機 自主防災会倉庫 ４（式） 小野小学検検庭

ムセ 防災無線機 朝１ １（式） 予備バッテリー・充電器

ムセ 防災無線機 朝２ １（式） 予備バッテリー・充電器

ムセ 防災無線機 湖１・自治会館等 １（式） 無線機、予備電池、充電器（会長宅）

ムセ 防災無線機 湖２ １（式） 充電器（会長宅）・予備バッテリー無

ムセ 防災無線機 水１ １（式） 旧

ムセ 防災無線機 水２ １（式） 予備バッテリー・充電器(会長保管)

メイ 避難者一次受付名薄 自主防災会倉庫 １００(枚) 小野小体育館2階

メイ 選難者名薄 自主防災会倉庫 ５００(枚) 小野小体育館2階

メガ メガフォン 水２ ３（個）

メジ 曲尺(メジャー) 湖１・防災倉庫② １（個）

モウ 毛布 大津市防災倉庫 ２５０（枚） (体育館前)

モウ 毛布 支所 ２９（枚）

モウ 毛布 朝１ １（枚）

モウ 毛布 水１ ３（枚） 当て毛布
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モウ 毛布 水１ １２（枚） 難燃性毛布×10 一般毛布×２

ヤカ やかん（大） 水１ ２（個） 同 上

ヤカ やかん（大） 水１ ２（個）

ユウ 避難誘導灯 自主防災会倉庫 ２１（本） 3.6m X 5.4m

ユウ 誘導棒 水２ ２（本）

ユニ 自主防災ユニフォーム 水１ ６（着）

ライ ヘルメット用ライト 自主防災会倉庫 ６（個） 単3アルカリ電池3個使い

ライ 力一ライト 自主防災会倉庫 ４（個）

ライ ライト 朝２ ２（台） 中２

ライ 懐中電灯 大 湖１・自治会館等 3（個） 内2個は自主防犯物品

ライ 懐中電灯 小 湖１・自治会館等 2（個） 自主防犯物品

ライ 懐中電灯（誘導） 湖１・自治会館等 2（個）

ライ LEDライト 水１ ２（個）

ライ ヘッドライト 水２ １０（個） 単四乾電池１2個入３セット付き

ライ ズームライト 水２ ２（個） 会長保管

ラジ ラジウス（アウトドア用） 水１ １（台）

ラジ 防災ラジオ（発電機能付き） 水２ （１台） 大人数応急手当用手提げ箱に収納

ラン ヘッドランプ 水１ ２（個）

ラン ランタン 水１ ２（台） 単１電池４個

リヤ リヤ力一(折りたたみ) 自主防災会倉庫 ２（台）

リヤ リヤカー 朝１ １（台） 組立式

リヤ リヤカー 朝２ １（台） 組立式

リヤ リヤカー 湖１・防災倉庫① ２（台）

リヤ リヤカー 湖２ １（台） 自治会館内

リヤ リヤカー(アルミ折り畳み) 水１ １（台）

リヤ リヤ力一(折りたたみ) 水２ １（台）

レー レーキ(土ならし) 朝２ ２（本）

レ－ レーキ 湖１・防災倉庫② １（個）

レス レスキューキット 朝２ １（袋） ロープ ハンマー 特大ペンチ

ロー 蛍光・夜間ロープ 自主防災会倉庫 １０（本） 12mm X20m

ロー ポリェステルトラックロープ 自主防災会倉庫 ４（本） 単2電池3個使い(支所倉庫)

ロー ビニロン トラックロープ 水２ ３（本） １２㎜Ｘ２０ｍ 耐荷重７５０kg

ロー ロープ（命綱） 水２ １１（本） ナイロン１２ｍｍ ４ｍ


