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はじめにはじめにはじめにはじめに 
  平成１３年９月２７日政府の地震調査委員会は、四国沖から東海沖を震源とする南海地震は４０％ 

 程度、東南海地震は５０％程度の確率で今後３０年以内に発生し、その地震規模はマグニチュード 

 ８．１～８．５が予想されると公表しました。その後「東南海・南海地震対策特別措置法」が制定さ 

 れ、最近は被害想定も出され、各種防災対策が施されています。こうしたなか、行政機関、報道機関 

 等は各家庭における防災情報を広く提供しています. 

    そのなかでも、各家庭で「非常持ち出し袋」等を用意しておくことが薦められております。そこで、 

 県内で市販されている非常持ち出し避難セットを購入し、セット内容や品質等をチェックするととも 

 に、県民の防災意識や販売実態等を調査し、その情報を提供します。 

１．非常持ち出し避難セット品１．非常持ち出し避難セット品１．非常持ち出し避難セット品１．非常持ち出し避難セット品    

    （１）テスト内容等（１）テスト内容等（１）テスト内容等（１）テスト内容等 

   ① 試料の購入等 

          購入月 ：平成１４年１０月 

          購入先 ：高知市内の消防・防災用品取扱店 

          購入品 ：非常持ち出し避難セット品６銘柄 

                  （「表１ 避難セット内容品一覧」 のとおり） 

    ② テスト期間 

          平成１４年１０月～平成１５年３月 

    ③ 主なテスト項目及び方法 

          ア．表 示：必要表示の有無、適否の目視調査 

イ． 安全性：飲料水及び水運搬用容器、缶切りについて、食品衛生法、製品安全協会基準に 

  準拠して調査 

ウ． 使用性等：セット品の使用性等について調査 

    （２）テスト結果（２）テスト結果（２）テスト結果（２）テスト結果 

      表２「テスト結果一覧」及び表３「表示事項一覧」のとおり 

    （３）まとめ（３）まとめ（３）まとめ（３）まとめ 

    ① 購入品について 

            非常持ち出し避難セット品は、セットされた飲料水、食料品には賞味期限があるため、 

      ホームセンター、スーパーマーケット、百貨店等では、展示販売がされていませんでした。 

      そこで、カタログや商品見本で受注し取り寄せる形態で販売していた消防・防災用品取扱 

      店で、８,０００円～１５,０００円定価のものを６銘柄（３メーカー）購入しました。 

         （表１ 「避難セット内容品一覧」 参照） 

   ② 表示について   

 ア．飲料水 

     飲料水は６銘柄全てにセット（飲料水としては２銘柄）されていましたが、食品衛生 

    法上の表示事項に問題はありませんでした。 

 イ．食料品 

        食料品として、乾パンが６銘柄全てにセット（乾パンとしては３銘柄）され、大豆が 

       ３銘柄にセット（大豆としては１銘柄）されていましたが、いずれも食品衛生法上の表 
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       示事項に問題はありませんでした。 

    ウ．繊維製品（タオル、手袋）、合成樹脂加工品（ポリ袋、皿、コップ、スプーン、フォーク）、 

      雑貨工業品（ティッシュペーパー） 

        家庭用品品質表示法上の表示のあるものと無いものが混在していましたが、非常持ち 

       出し避難セットは非常災害に備えたものであり、特殊な用途に消費されるものとなり、 

       家庭用品品質表示法第２条第１項第１号でいう「通常生活のように供する」に該当しな 

       いため表示が無くても法律上の問題はありませんでした。 

   ③ 安全性について   

 ア．飲料水 

     一般細菌数は０／ｍｌ、大腸菌群は陰性、ＰＨは７．０８～７．１１、臭い、濁り共 

    に異常が無く、全銘柄とも飲用に適していると思われます。 

 イ．水運搬袋 

     試料より浸出溶液に移行する物質の量である蒸発残留物は０～２．５ｐｐｍで、基準 

    値の３０ｐｐｍ以下でした。また、試料から水に移行する物質中に存在している過マン 

    ガン酸カリウムによって酸化される物質（有機物）の量である過マンガン酸カリウム消 

    費量は、０～２．４ｐｐｍで、基準値の１０ｐｐｍ以下でした。 

    全銘柄とも飲料水の運搬に支障無いと思われます。 

 ウ．缶切り 

        ３銘柄にセットされた缶切りは、ＳＧマークは付いていませんでしたが、バリ、まく 

       れ等は無く、切り羽、引っかけ爪、取っ手部の長さ、幅等は全て製品安全協会のかん切

       りの認定基準（ＳＧマーク基準）に合致し、問題ないと思われます。 

   ④ 使用性等について 

 ア．懐中電灯 

     セットされている乾電池を使って、点灯３０分後に１ｍ離れた位置の光の中心部の照 

    度を測定したところ、乾電池２個使用の「避難ホームセット」は５６０ルックス、「避 

    難２１点セット」は２９０ルックス、「あんしん避難セット」は１４９０ルックスでし 

    た。また、乾電池４個使用の「避難用品セット８０１０２」は４８００ルックス、「避 

    難用品セット８０１０３」は６１３０ルックス、「避難用品セット８０２０１」は 

    ５４００ルックスでした。 

     災害避難時の照明としては、乾電池を４個使用したより明るい方が、不安感を和らげ 

    る効果も期待できるのではと考えられます。 

    イ．ローソクの燃焼時間 

        照明の１つとしてのローソクについて燃焼可能時間を調べました。「避難ホームセッ 

       ト」、「避難２１点セット」、「あんしん避難セット」については試料が１本のため、 

       １時間燃焼させ、燃焼重量から燃焼時間を推定しました。また、避難用品セットの３銘 

       柄については、１本の燃焼時間を測定し、ロウソク数を乗じて推定しました。 

       その結果は、８．３時間から１３．４時間の燃焼が可能でした。これは「避難２１点セ 

       ット」以外のローソクに表示された燃焼時間を満たしていました。 
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 ウ．クイックコンロ 

     １銘柄にセットされており、同封されている固形燃料の燃焼時間／個は平均１２分で、 

    表示の約１０分に問題有りませんでした。また、調理例で即席ラーメンを作るのに燃料

    １個で可能な表示となっていましたが、調理テストでは約１．５個の燃料を必要としま 

    した。これは水温、使用ラーメン、使用鍋等の違いに影響された可能性も考えられます。 

    使用性に問題はないと思われます。 

 エ．携帯ラジオ 

     受信状態で特に問題はありませんでした。 

 オ．非常持ち出し袋 

     全銘柄とも防炎表示（ラベル）がありました。各セット品を袋に入れすぐ持ち出せる 

    状態としたとき、セット品の数量、大きさが異なっているため、２．１ｋｇ～５．８５ 

    ｋｇの重量となりました。最も重くなった「避難用品セット８０１０２」は品数も多く、 

    袋に他の物を入れる余裕は、ほとんどありませんでした。 

 カ．飲料水 

     ３銘柄に缶詰の飲料水がセットされていました。缶切り不要タイプで開封には問題は 

    ないと思われますが、１度に使い切らない場合、再度封をすることが出来ませんので、 

    使い残しの水の保存用に空のペットボトルなどを用意しておくと良いと思われます。 

２．アンケート調査（別紙アンケート用紙参照）２．アンケート調査（別紙アンケート用紙参照）２．アンケート調査（別紙アンケート用紙参照）２．アンケート調査（別紙アンケート用紙参照） 

（１）実施時期  平成１５年１月～２月 
    （２）調査方法 
          消費生活講座受講者、商品テスト教室参加者、物価モニター経験者の中から、概ね県内市 
     町村の世帯比を参考に１００名を選び、アンケート用紙を郵送することにより行いました。 
 （３）調査結果等 
          １００名のうち、２名が不明返却されましたので、９８名の方にアンケートをお願いした 
     ことになりました。そのうち７２名から回答がありました。回収率は７３．５％でした。 
  ① 回答者の内訳 
      性別では「女性」９２％、「男性」８％でした。年代別では「３０歳代以下」１３％、 
     「４０歳代」２８％、「５０歳代」２２％、「６０歳代」２６％、「７０歳代以上」１１％ 
     でした。職業別では「会社員」７％、「自営業」６％、「パート」１０％、「主婦」４５％、 
     「その他」２９％、「無回答」３％でした。 
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           ② 指定避難場所・家族の集合場所 
         地域の指定避難場所については「知っているし、行ったこともある」が７１％、 
        「知っているが行ったことがない」が１４％、「知らない」が１５％でした。 
        また、避難時等に家族が離れた場合の集合場所については、「決めている」が３８％、 
        「決めていない」が３１％、「話し合ったことがない」が２４％、無回答が７％で 
        した。 

    
  ③ 飲料水・食料品の保存状況 
      保有水量を家族数で除した１人当たりの水量は、「無し」が２８％、「１．５リットル未 
     満」が３７％、「１．５リットル以上３リットル未満」が１０％、「３リットル以上４．５ 
     リットル未満」が８％、「４．５リットル以上６リットル未満」が１％、「６リットル以上 
     ９リットル未満」が７％、「９リットル以上」が６％、「無回答」が３％でした。 
      同じく１人当たりの食料は、「無し」が１０％、「１日分未満」が２２％、「１日分以上 
     ２日分未満」が２４％、「２日分以上３日分未満」が１７％、「３日分以上４日分未満」が 
     １１％、「４日分以上」が１５％でした。 
      なお、缶詰、レトルト食品、インスタントラーメンは１個を１食分と見なし、１日３食 
     として計算しました。 

  ④ カセットコンロ 
      カセットコンロはおよそ８０％が保有していました。また、カセットコンロを保有 
     している場合、ほとんどが予備ボンベも保有していました。 
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  ⑤ 懐中電灯・ローソク 
      懐中電灯又はローソクは、１００％保有されていました。又、ローソクを保有している 
     場合は、マッチ又はライターも１００％保有していました。 
  ⑥ 携帯ラジオ 
      携帯ラジオは、８６％が保有していました。 
  ⑦ 予備乾電池 
      予備乾電池は、８８％が保有していました。 
  ⑧    非常持ち出し袋    
      非常持ち出し袋は、２８％（２０人）が用意しており、７２％（５２人）が用意してい 
     ませんでした。 
      用意している２０人を年代別で見ると、「５０歳代」が３５％（７人）、次に「４０歳代」  
     の２５％（５人）、「６０歳代」が２０％（４人）と続き、「３０歳代以下」と「７０歳代 
     以上」が共に１０％（２人）でした。 

      用意していない内訳としては、「用意する必要性を感じている」が８６％（４５人）、「用 
     意する必要性を感じていない」が１０％（５人）、無回答が４％（２人）でした。 
      用意する必要性を感じながら、まだ用意していない理由としては、「用意するのをすぐ 
     忘れる」が３８％（１７人）、「すぐ用意しなくても良いと思っている」が３３％（１５人）、 
     「何を用意しておけばよいかわからない」が１３％（６人）、その他が１６％（７人）で 
     した。その他の理由としては、「経済的理由」、「用意する品を考えるととても大きな荷物 
     になる」、「いざとなると持ち出す余裕がない」などでした。 
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  ⑨ 非常持ち出し袋の用意の仕方 
      「１家族１セットとしている」が８０％（１６人）、「個人分として用意している」が 
     ２０％（４人）でした。 
      中身については、「自分で考えてセットした」が８０％（１６人）、「市販セット品に自 
     分で考えた品を追加した」が１５％（３人）、「市販セット品を用意している」が５％（１ 
     人）でした。 
      中に何が入っているか知っていたのは６０％（１２人）で、定期的に点検しているのも 
     同じく６０％でした。 
      また、１００％置き場所を決めていたが、すぐ持ち出せる場所であるは９５％でした。 
     １家族１セットで用意しているが、家族全員はその場所を知らないが３５％（７人）あり 
     ました。 
  ⑩ 非常持ち出し袋の中身 
   ア．飲料水・食料   
       非常持ち出し袋内の飲料水について、水量を家族数で除した１人当たりの水量は、 
      「無し」が１５％（３人）、「１．５リットル未満」が３０％（６人）、「１．５リットル 
      以上３リットル未満」が５％（１人）、「３リットル以上４．５リットル未満」が５％（１ 
      人）、「４．５リットル以上６リットル未満」が５％（１人）、「６リットル以上」が５％ 
      （１人）、「無回答」が３５％（７人）でした。 
       同じく１人当たりの食料は、「無し」が１５％（３人）、「１食分未満」が２０％（４ 
      人）、「１食分以上２食分未満」が１０％（２人）、「２食分以上３食分未満」が１５％（３ 
      人）、「３食分以上４食分未満」が５％（１人）、「４食分以上」が５％（１人）、「不明」 
      が５％（１人）、「無回答」が２５％（５人）でした。 

   イ．医薬品 
       「入れている」が７０％（１４人）、「入れていない」が２０％（４人）、「無回答」が 
      １０％（２人）でした。 
   ウ．懐中電灯・ローソク 
       「入れている」が９５％（１９人）、「無回答」が５％（１人）でした。 
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   エ．携帯ラジオ 
       「入れているが」６５％（１３人）、「入れていない」が２５％（５人）、「無回答」 
      が１０％（２人）でした。 
   オ．予備乾電池 
       懐中電灯や携帯ラジオ用乾電池の予備を「入れている」が６０％（１２人）、「入れて 
      いない」が３０％（６人）、「無回答」が１０％（２人）でした。 
   カ．下着 
       「入れている」が５５％（１１人）、「入れていない」が４０％（８人）、「無回答」が 
      ５％（１人）でした。 
   キ．衛生用品 
      タオル 
        「入れている」が８５％（１７人）、「入れていない」が１０％（２人）、「無回答」 
       が５％（１人）でした。 
      石けん 
        「入れている」が５５％（１１人）、「入れていない」が３５％（７人）、「無回答」  
       が１０％（２人）でした。 
      ちり紙等 
        「入れている」が８５％（１７人）、「入れていない」が１０％（２人）、「無回答」 
       が５％（１人）でした。 
   ク．雨具 
        「入れている」が４５％（９人）、「入れていない」が３５％（７人）、「無回答」が 
       ２０％（４人）でした。 
   ケ．軍手 
        「入れている」が７５％（１５人）、「入れていない」が１０％（２人）、「無回答」 
       が１５％（３人）でした。 
   コ．貴重品 
        「入れている」が４５％（９人）、「入れていない」が４０％（８人）、「無回答」が 
       １５％（３人）でした。 
   サ．その他 
        「筆記具」が２５％（５人）、「生理用品」、「小銭（硬貨）」、「皿・フォーク等の食 
       器類」、「水運搬用バケツ等」がそれぞれ２０％（４人）、「毛布・防寒シート類」、「靴」 
       がそれぞれ１５％（３人）、「衣類」、「サラシ布」、「ナイフ」、「ラップ」がそれぞれ 
       １０％（２人）、その他「コンロ」、「鍋セット」、「缶切り」、「栓抜き」、「ポリ袋」、「歯 
       ブラシ」、「くし」、「髪ゴム」、「水不要シャンプー」、「使い捨てカイロ」、「靴下」、 
       「メガネ」、「預貯金通帳・保険証書の番号メモ」、「時計」、「ガムテープ」、「ロープ」、 
       「帽子」、「笛」、「方位磁石」などでした。 
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３．まとめ３．まとめ３．まとめ３．まとめ    
（１）指定避難場所・家族の集合場所 

地震災害時等の指定避難場所や途中経路の安全性等をあらかじめ確認し、いざというときに 
    備えることが大切と思われます。また、地震はいつ発生するかわかりません。家族が離ればな 
    れの行動となった場合でも、集合場所や連絡先等をあらかじめ決めておくことが望まれます。 
（２）飲料水・食料品の保存 

地震災害等に備えて、飲料水や食料を２，３日分家庭で確保することが薦められています。 
    水は大人１人当たり１日３リットル必要といわれていますが、このアンケートの結果では、飲 
    料水を２日分以上確保しているのは１３％で、７５％が１日分未満でした。同じく、食料を２ 
    日分以上確保しているのは４３％で、３２％が１日分未満でした。 
    家の被害が小さくても、電気、水道、ガスなどのライフラインや道路が寸断されると、救援 
   物資の到着に時間がかかることが考えられます。飲料水、食料、燃料の常時備蓄が重要だと思 
   われます。 

（３）予備乾電池 
    懐中電灯や携帯ラジオ等に使われている乾電池は、単１形、単２形などの種類が異なる場合 
   が多いので、それぞれに合った予備乾電池を用意しておくことが望まれます。 
（４）非常持ち出し袋 

① 用意していない理由として、「すぐ用意しなくても良いと思っている」という回答が３３％ 
 ありました。南海地震は１９４６年に発生してからすでに５０数年経っており、いつ発生して 

    も不思議ではないとも言われています。また、非常持ち出し袋は地震時のみでなく、台風や豪 
    雨災害時等にも活用できます。出来るだけ早めに準備しておくことが望まれます。 

② 非常持ち出し袋は、避難の際、家族が離れることもあるので、各人１つを基本に準備できれ 
 ば最良と思われますが、経済的負担も大きくなるので、家族でよく話し合い、役割分担を決め 
 ておくと良いでしょう。 
③ 非常時に持ち出す品は、家族が１日か２日程度の間、避難所等で過ごす為に必要な物を入れ 
 て準備することが薦められていますが、このアンケートの結果では、飲料水を２日分以上確保 
 しているのは５％で、５０％が１日分未満でした。同じく、食料を２日分以上確保しているの 
 は０％で、６０％が１日分未満でした。 
  持ち出し品は、必要最低限のものをリュックサックなど、持ち出すときに手がふさがらない 
 物に入れ、すぐ持ち出せる場所に置いておくと良いでしょう。 
④ 市販の非常持ち出し避難セット品は試買テストの結果で、セット品個々の商品には、特に問 
 題はありませんでしたが、中味をよく見て必要な品・数の追加をすることが望まれます 

    また、定期的に中味を点検して食品等の期限を過ぎたものは交換し、いつでも使えるように 
   しておきましょう。 
⑤ 避難生活に最低限必要なものとしては 

☆貴重品 
  （預貯金通帳・保険証書・健康保険証などのコピーや記号番号の控え書きも入れてお 
   くと良いでしょう。） 
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   ☆非常食品（水・食料） 
       食料品の例：カンパン、アルファ米、レトルト食品、缶詰（缶切り不要のもの）、カ 
       ップ麺など。また、乳児のいる場合は、ミルク、離乳食なども忘れないようにしまし 
       ょう。 

☆衣類・衛生用品 
  （下着類、タオル、石けん、ポリ袋、ちり紙類、生理用品、紙おむつなど） 
☆医薬品 
  （救急絆創膏、包帯、ガーゼ、胃腸薬、風邪薬、解熱剤、鎮痛剤、体温計、はさみな 
   ど。特に、常用薬が必要な場合は、忘れないようにしましょう。） 

   ☆懐中電灯 
   ☆携帯ラジオ 

☆その他 
  （マッチ・ライター、雨具、軍手、細ロープ、１０円玉複数（公衆電話用）、など） 

     などが考えられます。過去の南海地震は秋から冬にかけての発生が多かったようですので、 
     防寒にも配慮し、家族数、持ち出す人の体力なども考えて準備すると良いでしょう。 
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表１　避難セット内容品一覧

メーカー 東京葛飾福祉工場東京葛飾福祉工場 株式会社初田製作所 小川ポンプ工業（株） 小川ポンプ工業（株） 小川ポンプ工業（株）

定価（円） 14000 8000 8900 15000 10000 8000

非常用持出袋 防炎加工品 防炎加工品 防炎加工品 防炎加工品 防炎加工品 防炎加工品

カンパン カンパン カンパン カンパン　 カンパン カンパン

10 　１１０ｇ×２缶　１１０ｇ×２缶　１００ｇ×２缶 　１００ｇ×１缶 　１００ｇ×１缶 　１００ｇ×１缶

保存大豆 保存大豆 保存大豆
　　１３０ｇ×２缶 　　１３０ｇ×１缶 　１３０ｇ×１缶

４２５ｍｌ×２缶４２５ｍｌ×１缶 ４２５ｍｌ×１缶 １．５Ｌ×２本 １．５Ｌ×１本 １．５Ｌ×１本
缶詰 缶詰 缶詰 ペットボトル ペットボトル ペットボトル

水運搬袋 ４Ｌ用 ４Ｌ用 ４Ｌ用 ２．５Ｌ用×２枚 ２．５Ｌ用 ２．５Ｌ用

食器類

３人用食器セッ
ト（ケース入

り）（合成樹脂
製皿、合成樹脂

製コップ、
フォーク、ス

プーン各３個、

栓抜き兼用缶切
り

栓抜き兼用缶切り

（紙皿６枚、紙コッ
プ、合成樹脂製ス

プーン、合成樹脂製
フォーク　　各３

個）

（紙皿６枚、紙
コップ、合成樹脂
製スプーン、合成
樹脂製フォーク

各３個）

　
クイックコンロ
（携帯袋・燃料

アルミ箔ナベ３枚

食料

飲料水

避難用品セット
80103

避難用品セット
80201

　　　 　　避難セット名
避難ﾎｰﾑｾｯﾄ 避難２１点セット あんしん避難セット

避難用品セット
80102

調理具等



携帯ラジオ
有り（AM用・単３

乾電池２本付）

懐中電灯
有り（単２乾電池

２本付）
有り（単２乾電池

２本付）
有り（単１乾電池

２本付）
有り（単１乾電池

４本付）
有り（単１乾電池

４本付）
有り（単１乾電池

４本付）

ローソク 有り（マッチ付） 有り（マッチ付） 有り（マッチ付） 有り（マッチ付） 有り（マッチ付） 有り（マッチ付）

救急セットＢ(ｹｰｽ
入り）

救急１１点セット 救急９点セット 救急９点セット

三角巾 三角巾 三角巾 三角巾
ガーゼ ガーゼ ガーゼ ガーゼ ガーゼ ガーゼ

　　油紙（２枚）
　　伸縮包帯   伸縮包帯11 　　包帯（２個） 　　包帯（２個） 包帯 包帯 包帯
　　脱脂綿 　　脱脂綿 コットン コットン コットン

救急絆創膏(10枚) 救急絆創膏(10枚) 救急絆創膏(10枚) 救急絆創膏(10枚) 救急絆創膏(10枚) 救急絆創膏(10枚)
　　紙絆創膏

　　綿棒（１０本）   綿棒（１５本）   綿棒（１５本）
耳かき 耳かき 耳かき

ハサミ ハサミ ハサミ ハサミ ハサミ ハサミ
  とげ抜き 毛抜き 毛抜き 毛抜き

とげ抜き兼用
ﾋﾟﾝｾｯﾄ

　　ピンセット   ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット

  マスク マスク マスク マスク

タオル１枚 タオル１枚 タオル２枚 タオル１枚 タオル１枚
ポリ袋１０枚 ポリ袋１０枚 ポリ袋１０枚 ポリ袋１０枚 ポリ袋１０枚

チリ紙（５０枚） チリ紙３０枚
ポケットティッ

シュ         （２０枚
ポケットティッ

シュ         （２０枚
ポケットティッ

シュ         （２０枚
ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ（２０

枚）容器入り
ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ（１０枚）

シート 有り（約２畳サイズ） 有り（約２畳サイズ） 有り（約２畳サイズ） 有り（約２畳サイズ） 有り（約２畳サイズ）有り（約１畳サイズ）

医薬品類

　　　 　　避難セット名 避難用品セット
80102

避難ﾎｰﾑｾｯﾄ 避難２１点セット あんしん避難セット
避難用品セット

80103
避難用品セット

80201

衛生用品等



軍手 １双 １双（すべり止め付） ２双（すべり止め付） １双（すべり止め付）１双（すべり止め付）

ロープ 有り（５ｍもの） 有り（５ｍもの） 有り（５ｍもの） 有り（５ｍもの） 有り（５ｍもの） 有り（５ｍもの）

筆記具セット
有り(ﾏｼﾞｯｸﾍﾟﾝ､ﾎﾞｰﾙ
ﾍﾟﾝ､B6ｻｲｽﾞﾉｰﾄ）

笛 有り
説明書(安心のしおり） 有り
重量（袋詰め後） ３．７３５ｋｇ ２．１ｋｇ ２．４１ｋｇ ５．８５ｋｇ ３．６８ｋｇ ３．４４ｋｇ
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　　　 　　避難セット名
避難ﾎｰﾑｾｯﾄ 避難２１点セット あんしん避難セット

避難用品セット
80102

避難用品セット
80103

避難用品セット
80201



表２　テスト結果一覧

１．非常持ち出し袋
　　　 携帯方式 リュックサック式 ナップザック式 ナップザック式 リュックサック式 リュックサック式 リュックサック式
       サイズ（縦×横×40cm×40cm×7cm 41.8cm×36.5cm 42.2cm×36.4cm 43.５cm×42cm 43.５cm×42cm 43.５cm×42cm
　　　　　　　　　幅） 下側部マチ6.5cm 下側部マチ6.5cm 下側部マチ6.5cm
       紐（帯）の太さ 3cm巾 0.6cmφ 0.6cmφ 2.5cm巾 2.5cm巾 2.5cm巾
       付属ポケット 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       防炎表示 ラベル有り ラベル有り ラベル有り ラベル有り ラベル有り ラベル有り
       氏名等記載欄 有り 無し 有り 有り 有り 有り
２．飲料水
      表示
       名称（品名） 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       賞味期限 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       住所氏名 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       原材料名 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       内容量 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       保存方法 有り 有り 有り 有り 有り 有り13        採水地 有り 有り 有り
       使用上の注意 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       使用方法 有り 有り 有り 有り 有り 有り
     容器形態 缶詰 缶詰 缶詰 ペットボトル ペットボトル ペットボトル
     開缶方式 缶切り不要タイプ 缶切り不要タイプ 缶切り不要タイプ スクリューｷｬｯﾌﾟ スクリューｷｬｯﾌﾟ スクリューｷｬｯﾌﾟ
     ＰＨ 7.11 7.11 7.11 7.08 7.08 7.08
     一般細菌 ０／ｍｌ ０／ｍｌ ０／ｍｌ ０／ｍｌ ０／ｍｌ ０／ｍｌ
     大腸菌群 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性
     濁り 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
     臭い 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
３．食料
      表示（カンパン）
       名　称（品名） 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       原材料名 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       内容量 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       賞味期限 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       保存方法 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       販売者 有り 有り 有り 有り 有り 有り
       使用上の注意 有り 有り 有り 有り 有り 有り
     容器形態 缶詰 缶詰 缶詰 缶詰 缶詰 缶詰
     開缶方式 缶切り不要タイプ 缶切り不要タイプ 缶切り不要タイプ 缶切り不要タイプ 缶切り不要タイプ 缶切り不要タイプ

避難用品セット
80103

避難用品セット
80201

避難２１点セットあんしん避難セット
避難用品セット

80102
避難ﾎｰﾑｾｯﾄ

　　　 　避難セット名



表２　テスト結果一覧
避難用品セット

80103
避難用品セット

80201
避難２１点セットあんしん避難セット

避難用品セット
80102

避難ﾎｰﾑｾｯﾄ
　　　 　避難セット名

     表示（保存大豆）
       名　称（品名） 有り 有り 有り
       原材料名 有り 有り 有り
       内容量 有り 有り 有り
       賞味期限 有り 有り 有り
       保存方法 有り 有り 有り
       販売者 有り 有り 有り
       使用上の注意 有り 有り 有り
     容器形態 缶詰 缶詰 缶詰
     開缶方式 缶切り不要タイプ 缶切り不要タイプ 缶切り不要タイプ
４.水運搬袋

0 0.5 0.75        ①　  0 2.5 1.75
       ②　　0.5

     過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 1.9 2.4 2.4 　　　①　　0.1 0 0
           消費量(ppm)        ②　　0.１
５．懐中電灯14 防水懐中電灯 krypton 東芝防水ライト ＦＵＪＩＴＳＵ ＦＵＪＩＴＳＵ ＦＵＪＩＴＳＵ

BL222F-P(H)ﾋﾟﾝｸ U.K.DESIGN  REG ＫＦ－１０２Ｌブ H143P H143P H143P
MADE IN CHINA  NO.2022519 INDONESIA INDONESIA INDONESIA
FDK株式会社
PR-2 HKE 2.5V
JAPAN

PHILIPS KPR102 PR-2K   JAPAN  PR-15 PR-15 PR-15

2.5V0.5A　ｸﾘﾌﾟﾄﾝ 2.4V 0.7A HK 2.5V0.5A 4.8V0.5A  JAPAN 4.8V0.5A  JAPAN 4.8V0.5A  JAPAN

       乾電池　　種類
単2形ﾏﾝｶﾞﾝ乾電
池・赤Ｒ１４Ｐ

単2形ﾏﾝｶﾞﾝ乾電
池・赤Ｒ１４Ｐ

単1形ﾏﾝｶﾞﾝ乾電
池・赤R20P(KR)

単1形ﾏﾝｶﾞﾝ乾電
池・黒Ｒ２０ＰＵ

単1形ﾏﾝｶﾞﾝ乾電
池・黒Ｒ２０ＰＵ

単1形ﾏﾝｶﾞﾝ乾電
池・黒Ｒ２０ＰＵ

　　　　 使用推奨期限０９－２００５ ０９－２００５ ０９－２００５ ０７－２００５ ０７－２００５ ０７－２００５
          電圧測定 閉電圧　１．６５Ｖ閉電圧　１．６５Ｖ閉電圧　１．６６Ｖ閉電圧　１．６５Ｖ閉電圧　１．６５Ｖ閉電圧　１．６５Ｖ

560 290 1490 4800 6130 5400

６．ローソク燃焼時間
         重量(g) 100.11 88.63 40.41 28.28×2本 28.28×2本 28.28×2本
         1時間燃焼後(g) 92.66 78.18 36.16
         1時間燃焼量(g) 7.45 10.45 4.25
         推定燃焼時間 　　１３．４時間 　　８．５時間 　　９．５時間 ８．３時間(2本合計)８．３時間(2本合計) ８．３時間(2本合計)

照度（ルックス）

       電球表示

１ｍ離れた位置で光の中心部に照度計をセットし３０分後の照度(Lx)

       本体表示

     蒸発残留物 (ppm)



表２　テスト結果一覧
避難用品セット

80103
避難用品セット

80201
避難２１点セットあんしん避難セット

避難用品セット
80102

避難ﾎｰﾑｾｯﾄ
　　　 　避難セット名

７．クイックコンロ
　　　１１分３０秒
　　　１２分３５秒
平均　約１２分

　　調理テスト

即席ラーメンを水
からの調理で約
１．５個の燃料を
使用

８．缶切り（栓抜き機能付き）
　　ＳＧマーク 無し 無し 無し
　　安全性品質      A 良 良 良
                           B 良 良 良
                           C 良(15mm) 良(16mm) 良(16.4mm)
                           D 良(1mm) 良(0.85mm) 良(1.2mm)

                           E
良（長さ
83mm、幅12mm）

良(長さ  70mm、
幅18mm)

良(長さ106mm、
幅10mm)15 　　その他 １３ｍｍ ３．２ｍｍ １１．４ｍｍ

     （栓抜き部の引っ
       かけつめの幅）
　　　基準      A　バリ、まくれ等が無く、傷害を与えない構造
                    B　切り羽及び引っかけつめが全体の外周から著しく突き出ていないこと
                    C　切り羽の羽付け部の長さは２８ｍｍ以下
                    D　切り羽及び引っかけつめの板圧は０．６ｍｍ以上　　　　　　
                    E　取っ手部の長さは４０ｍｍ以上、幅１０ｍｍ以上　
９．携帯ラジオ
        受信状況 良
        乾電池電圧 １．６Ｖ
１０．タオル

          サイズ
9.65cm×6.26cm×

1.22cm(包装ｻｲ
34cm×82cm 34cm×77.5cm

２本
34cm×77.5cm 34cm×77.5cm

１１．シート
1.72m×1.75m 179cm×164.3cm 179.5cm×160cm 159.2cm×180.4cm 159.2cm×180.5cm 90.5cm×159cm
ブルーシート レジャーシート レジャーシート レジャーシート

１２．ポリ袋
           枚数 10枚 10枚 １０枚 １０枚 １０枚
１３．総重量（袋詰め後）３．７３５ｋｇ ２．１ｋｇ ２．４１ｋｇ ５．８５ｋｇ ３．６８ｋｇ ３．４４ｋｇ

 　燃料燃焼時間／個

          サイズ　

















別紙

高知県立消費生活センター

問１

問２ 年齢・性別 　　　　　　　歳代 男　・　女

問３ 職業

ア．会社員イ．自営業 ウ．パート エ．主婦

問４ 家族数　 　　　　　　　人

問５

問６

問７

飲料水（ミネラルウォーター、水道水の汲み置き、お茶等） 無　・　有　　　　　　　リットル

缶詰 無　・　有　　　　　　　個

カンパン・ビスケット類 無　・　有　　　　　　　食分

（1食分はエネルギーで約４００ｋｃａｌ、重さで約１００ｇを目安として下さい。）

レトルト食品 無　・　有　　　　　　　個

インスタントラーメン 無　・　有　　　　　　　個

その他非調理で食べれる食品 無　・　有　　　　　　　食分

カセットコンロ 無　・　有　　　　　　　個

カセットコンロ用予備ガスボンベ 無　・　有　　　　　　　本

懐中電灯 無　・　有　　　　　　　個

携帯ラジオ 無　・　有　　　　　　　個

予備乾電池 無　・　有　　　　　　　本

ローソク 無　・　有　　　　　　　本

マッチ又はライター 無　・　有　　　　　　　個

問８

 ア．用意していない（問　９　までお答え下さい）　　　　　　　　　イ．用意している（問　１０　以降をお答え下さい）

　　　問　８でア．用意していないと答えた方は、次に答えて下さい。

問９
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防災・非常持ち出し袋セット等についてのアンケート

ア．決めている

あなたのご家庭では、地震災害等に備えての非常持ち出し品を袋などに入れて用意していますか。

あなたのご家庭では、地震災害等に備えての非常持ち出し袋等を用意する必要性を感じていますか。

　　　ａ．用意するのをすぐ忘れる。 ｂ．すぐ用意しなくても良いと思っている。

　　　ｄ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

イ．必要性を感じているが

ア．必要性を感じていない

　　　ｃ．何を用意しておけばよいかわからない。

ア．知っているし、行ったこともある　　　イ．知っているが行ったことがない　ウ．知らない

避難時に家族が離れた場合、家族が落ち合う場所を決めていますか。

あなたのお住まいの市町村名をご記入下さい。                                           

オ．その他（　　　　　　　）

災害時の指定避難場所を知っていますか。

イ．決めていない ウ．話し合ったことがない

水道・電気・ガスが使えない非常時を想定してお聞きします。

現在あなたのご家庭にある非常用品として考えられるもののうち、次の品物の量を教えて下さい。

　問　８で「ア．用意していない」と答えた方は、以上で終わりです。



問１０

問１１

問１２ はい いいえ

中に入れてあるものを教えて下さい。
　　　（家族のそれぞれ個人分を用意している場合は、１人分についてお答え下さい。）

懐中電灯　　　　有・無　タオル　　　有・無ロウソク　　　有・無

携帯ラジオ　　　有・無　下着　　　　有・無ﾏｯﾁ･ﾗｲﾀｰ　 有・無

予備乾電池　　 有・無軍手　　　　有・無雨具　　　　　有・無

問１3 はい いいえ

問１4 はい いいえ

問１5 はい いいえ

問１6 はい いいえ

       　 2４

　　　　　　　　　ご協力ありがとうございました。

　ご家族の皆様は全員が置き場所 を知っていますか？

　置き場所は決まっていますか？

　すぐ持ち出せる場所ですか ？

中に入っているものはご存じですか？ 

　中身を定期的に点検をしていますか？

医薬品等　　　　有・無　　　　

　　　　ａ　自分で考えた品ばかりを用意している。

　　　　ｃ　市販セット品を用意している。

　非常用持ち出し袋の中身は

問　８で「イ．用意している」と答えた方は、あなたのご家庭で用意されている非常持ち出し袋等
ついてお答え下さい。

石けん　　　有・無

ちり紙等　　有・無

貴重品　　　有・無

その他（品名をお書き下さい）

　　ｂ．家族で一つの考えであるが、複数の袋に入れて、家族が分担して持ち出すようにしている。

飲料水   　　　　リットル

保存食料　　　　　食分

　　ａ　家族で一つ用意している。

　　ｃ．家族のそれぞれ個人分を用意している。

非常持ち出し袋の用意の仕方についてお答え下さい。

　　　　ｂ　市販セット品に自分で考えた品を追加して用意している。


