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【協会概要】
　小型非常用貯水協会（SEWSTA）は、災害時において

問題となる飲料水確保の必要性を地域社会に啓蒙・推進

することにより防災意識の向上を目的とし、非常用貯水

槽の普及しやすい環境づくりに努め、災害時の地域社会

の安全を寄与する事を目的としています。

【小型非常用貯水槽とは】
　飲料水・生活用水を確保する貯水槽地です。学校避難

所、一般家庭、マンション、病院まで様々な場所への設

置が可能です。

■アクアインピット（玉田工業株式会社）
　水道管に直結した常時水が循環する貯水タンクです。

　災害時用に水を貯めておくタンクとは違い水道管の途

中に組み込むため、常に新鮮な水が蓄えられます。通常

時はそのまま水道水として、緊急時には飲料水や消火用

水を確保できるワンランク上の給水システムです。

■みずがめ君（大丸鐡興株式会社）
　水道管に直接つなげるステンレス製のタンクです。通

常は、水道水を利用するたびにタンクを経由して各蛇口

から水が出ます。断水時には、タンク内に水道水が確保

され、水圧の代わりに空気圧をかけることで、平常時と

同じように各蛇口から水道水を利用できます。容量は

163ℓ・120ℓ・85ℓ・50ℓの 4 種類あり、幼保施設、

小規模介護施設、一般家庭などの設置実績があります。

■緊急用直結式飲料貯水装置「水蔵＜みずのくら＞」
　（株式会社ミヤコー）日本水道協会 認証 2 − 288

　水道メーターから建物の間に直接設置します。通常は

水道の一部として常に綺麗な水で保たれています。緊急

時になるとタンク内の水は飲料水として利用できます。

　水蔵は、平成 17 年から開発・

販売しており、約 15 年の実績

があります。学校・保育園に多

数導入されています。

防災対策
小型非常用貯水槽

小型非常用貯水槽協会
（SEWSTA）

アクアインピット／みずがめ君／
水蔵＜みずのくら＞

〒 105-0003 東京都港区西新橋 3-3-3 ペリカンビル 2F
TEL 03-5401-3689　FAX 03-5401-3632

[ 仕様 ]
ST500L／ST-180L／ST-85L／ST-40L
施設内の人数、避難所の収容人
数に合わせて、タンクの大きさ
や基数を埋設 ( 設置 ) します。

水 は 一 番 大 切 な ラ イ フ ラ イ ン で す 。
大規模災害になったときの備え、出来ていますか？

http://khck.jp/storagetank/index.html

大規模災害後に行った被災者へのアンケート結果

1位

1995年
阪神・淡路大震災

2011年
東日本大震災

2016年
熊本地震

生活用水の
確保

断水
生活用水の確保 断水

電話が
つながらない ガスの供給停止 水や食料等の

物資不足
飲料水、食料、
粉ミルクの確保 食料・飲料水の確保 余震の状況

国土交通省　近畿地方整備局
西宮市民意識調査

仙台市　東日本大震災に関する
市民アンケート

熊本市
市政アンケート調査

震災後、
どんなことで
困りましたか？

震災後、自宅で
生活する中で
不自由なことは？

地震後、
あなたが非常に
困ったことは？

2位

3位

アクアインピット AP-03
容量 330ℓ、地下埋設タイプ
※その他容量あります。

使用時

163ℓ・2 本

みどり市大間々中学校　1000ℓ（500ℓ・2基）

みどり市笠懸小学校　1000ℓ（500ℓ・2基）

163ℓ・6 本
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防災対策
避難用簡易保護帽

（株）タイカ

でるキャップ [DERUCAP]

ウエルネス事業本部
〒 125-0054　東京都葛飾区高砂 5-39-4
TEL:03-5648-6630
FAX:03-5648-6640

頭で押して、３秒装着！
衝撃緩衝力は防災頭巾の約 5 倍。火の粉から頭を守る高い難燃性。

https://taica.co.jp/pla
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　地震や台風、水害などの災害時に避難所へ避難所生活

を強いられた被災者にとって最も切実なのは実はトイレ

の問題。避難所の不自由な生活の中で、清潔、快適なト

イレを確保できるか否かは、被災者の健康にも重大な影

響を与える。防災貯留型仮設トイレシステムは阪神大震

災後、神戸市と共同で被災者へのアンケート調査等から

得られた教訓から開発を行い、神戸市を皮切りに現在

1,000 校を超える学校等に整備された塩ビ管を利用した

マンホールトイレで、災害への備えの提案を行って整え

ています。

● 下水道本管直結式
　防災貯留型仮設トイレシステムの最大の特徴は下水道

本管直結式で有り、且つ貯留型であること。既設の下水

道ライフラインの機能を活用することで整備コストを押

さえており、下水道本管との間に貯留装置（貯留弁）を

設けることで、災害時に下水道本管に異常が無い場合は

そのまま放流し下水道の機能を活用。万が一下水道本管

が破損している場合でも、汚水を貯留してトイレを使い

続けることができる仕組みである。特長は

① １システムあたり、トイレ数５基（標準基数）に対応。

② 下水道管路に直接接続することで、設置整備費を縮

　減することが可能である。

③ 予め管路に貯留水として井戸水、川の水、プール等

　を使用前に水を溜めることで汚物の臭気発生を抑制　

　し、衛生面・環境面においても優れている。

④ 貯留槽のゲートを開くと、水勢で汚物を一気に本管

　まで流すことが出来るため、汚物の堆積、滞留が起こ

　りにくい。

⑤ 災害時に下水道管路が破損した場合は、貯留機能が

　あるため継続使用が可能（１回／日程度バキューム

　カーで収集が可能）。配車の遅れなどで万が一貯留量

　が限界に達しても、貯留弁の中に組み込まれた仕切弁

　からオーバーフロー（放流）させる仕組みがあり、長

　期間使用が可能

⑥ 上部構造物であるトイレの種類、形状を選ばないた

　め、災害時にトイレの確保が容易である。

⑦ 軟弱地盤地は液状化対策に実績のあるリブパイプで

　管路の浮上防止を図る事が容易である。

　これらの特長を活かして、避難所の機能強化に貢献す

　るシステムである。

災害・防災対策
トイレシステム

積水化学工業（株）

防災貯留型仮設トイレシステム

環境・ライフラインカンパニー　管材事業部
〒105-8450　東京都港区虎ノ門2-3-17（虎ノ門2丁目タワー）
TEL 03-5521-0833

避難所生活の最難題「トイレ不足」を解消し、
被災者の健康を守る

https://www.eslontimes.com/
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防災対策
ソーラー蓄電器

（株）イーズワン

イージーソーラー チャージャー

〒 116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-26-6 ツカハラビル 202
電話：03-6885-4034
E-mail：info@ease-one.co.jp

災害・停電対策に！避難所等でも大活躍のソーラー蓄電システム！
燃料の備蓄が必要なく、騒音や排気もないクリーンな発電が行えます！

E-700 シリーズ

E-100 シリーズ

https://ease-one.co.jp/

「イーズソーラーチャージャー」は太陽光で発電した電力を蓄え、災害時の非常用電源として活躍します。
コンセントからも充電できるハイブリッド設計。平時からスマホやタブレットの充電、パソコンなどの各種電化製
品もご使用いただけます。教育施設、自治体、高齢者・障がい者施設、診療所など幅広い導入が進んでいます。

【太陽光発電＋蓄電池＋電源が全て入ったオールインワンユニット】

ソーラーパネル折り畳み格納型

持ち運びにも便利！

室内でも屋外でも使用可能！

　　

ハイスペックモデル

キャスター付きで移動も楽々！

室内でも屋外でも使用可能！

ベランダ・バルコニーに簡単設置

デッドスペースを有効利用しながら

毎日の暮らしにもパワフル発電！

E-300 シリーズ

ソーラーパネル 20W × 3
蓄電容量 320Wh
AC 出力 800W
コンセント 2 口　USB 4 ポート
LED ライト 4 個装備

ソーラーパネル 45W
蓄電容量 600Wh
AC 出力 750W
コンセント 2 口　USB 8 ポート
LED ライト 2 個装備

ソーラーパネル 90W
蓄電容量 2160Wh
AC 出力 600W
コンセント 2 口
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　アキレスボートはレスキューや水難・水害対策に特化し

たモデルもあります。

　ハイグレードゴム（CSM）をメインの素材として使用し

ており、経年劣化に強く、平時はコンパクトに収納可能で

長期保管に向いています。専用の空気入れを使用すること

で素早く組み立てることができます。施設への水害や浸水

が発生した時には、濡らしたくない重要な書類や機材、身

体障害者をボートに乗せて避難させることが可能です。

　初めて使用する不慣れなユーザー向けライトユースモデ

ルから、水難救助隊が使用する高出力船外機が搭載可能な

現場へ急行できるプロフェッショナルボートまで、幅広く

ラインナップしています。

防災対策
レスキューボート

アキレス（株）

アキレスレスキューボート

引布販売部
住　　所：〒 169-8885　東京都新宿区北新宿 2-21-1
電話番号：03-5338-9360
FAX 番号：03-5338-9369

コンパクトに保管し、水難・水害発生時に役立つアキレスレスキューボート

瓦礫に強く安定性も優れたレスキューボート　ナビカーゴ NC-330

素早い組立と迅速な運搬が可能なレスキューボート　DEIB-310

https://www.achilles-rf.com/rescueboat/

定員：4人　全長：329cm　全幅：173cm　総重量：73.5kg
標準付属品：パドル 2本、フットポンプ、補修セット

定員：6人　全長：310cm　全幅：147cm　総重量：29.5kg
標準付属品：収納袋、フットポンプ、補修セット

頑丈で壊れにくい FRP 本体にエアーチューブをドッキング。本体に

浮力体をつけることで、浮力と安定性が大幅に向上します。

底板になるエアーフロアはボートに取付け済み。フロアを空気で膨

らませるため、素早い組み立てが可能なローボート。便利な運搬用

取っ手が船首と船尾に取付けられています。

万が一チューブが破れても内蔵の発泡浮力体が形状
と浮力を維持

素早い組立が可能なエアーフロー

平常時は本体を二分割し、収納ボックスとして
使うことができる

便利な運搬用取っ手


