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大規模地震発生時の対応マニュアル　

 甚大な被害が発生した場合には、警察署、消防署等の援助を受けられない状況も考えられるので、「自分の身は自分で守る」意  
 識を持って、対応マニュアルを理解しておく。

 建物の柱、壁などの変形、損傷などに日頃から注意し、危機要素の排除に努める。

 看板、照明機器等の落下・飛散防止措置、什器や実験機器等の転倒防止措置を講じておく。

 ガスコンロ、湯沸器等の周囲に、燃えやすい物を置かない。使用しないときは、ガスの元栓を閉めておく。

 地震発生時には、火災が発生することも想定されるので、防火用バケツ、消火器、消火栓、火災報知器等の防火設備の使用方法  
 や設置場所をあらかじめマニュアルや現地目視により確認しておく。

 一方の避難経路が遮断することを想定して、２つ以上の避難ルートを決めておく。

 廊下や階段、出入口に避難の妨げになるものを置かない。

 非常用持出品については、事前に確認しておく。

 道路が封鎖される場合を想定し、自宅までの幾つかの帰宅経路を確認しておく。

 非常時の緊急連絡網を整備し、必要な連絡先は、携帯電話等に登録しておく。また、安否確認システムのログイン方法等を確認  
 しておく。

「緊急地震速報」を利用する。また、テレビ、ラジオ等からの情報と併せて携帯電話等の配信サービスの活用も検討しておく。

１ 日頃の心得　　　 　　　１ 日頃の心得　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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大規模地震発生時の対応マニュアル

２ 地震発生時の基本的行動 　　　　      ２ 地震発生時の基本的行動 　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　

(1) (1) 地震発生から２分間、まずは自分の身を守る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地震発生から２分間、まずは自分の身を守る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　① 机やテーブルの下に隠れる。または、壁や柱の近くに身を寄せる。            　　　　　　　　　　　　　　　　   

　② 落下物や転倒物から、特に頭部を守る。            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③ ドアを開けて非常脱出口を確保する。　　            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　④ あわてて外に飛び出さない。　　            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑤ エレベーターの中に居る場合、すべての階のボタンを押し、停止した階で降りる。閉じこめられたら、非常ボタンを押  

 　して救出を待つ。    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

  ⑥ 自動車運転中は、ゆっくりと道路の左側に寄せて、エンジンを切る。　

(2) (2) 揺れがおさまったら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揺れがおさまったら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　① 使用中の火を消す。ガスの元栓を閉める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　② 電気器具のプラグをコンセントから抜く。また、漏電の危険性がないことが確認されるまで、ブレーカーを切る。　　

　③ 倒れやすくなっている物や落下しやすくなっている物は、応急措置する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　④ 負傷者がいれば、応急措置を行う。必要に応じて応援を求める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑤ 自動車運転中は、ラジオ等で状況を把握する。避難する際は、連絡先メモを残しキーは付けたまま車検証を持って徒歩  

   で避難する。なお、避難者や緊急車両の通行の妨げにならないよう、極力、車道と歩道を避けて駐車する。

(3) (3) 火が出たら初期消火火が出たら初期消火　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　① 出火の際は、とにかく大声で周囲に知らせる。また、火災報知器を使用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　② 防火用バケツ、消火器、消火栓等により初期消火を行う。　　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　　　　

　③ 天井に火が届くようになったときは、すぐに避難する。
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(4) (4) 建物の崩壊等の危険を発見したら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建物の崩壊等の危険を発見したら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　① とにかく大声で周囲に知らせる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　② 「緊急連絡網」により、担当職員へ連絡する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③ 危険地域には、絶対に近づかない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　④ 重傷者があり一刻を争う場合は、１１９番通報する。

(5) (5) １１９番通報の仕方                                                                            １１９番通報の仕方                                                                            

    ① 落ち着いて負傷者の位置と状況等を、分かる範囲ではっきりと知らせること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（例：地震の場合）「救急です。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　「中央区黒髪２丁目３９番１号の熊本大学○○学部３階です。」　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　「先ほどの地震による負傷者が１名います。頭部を強打し、意識不明です。」　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　「私は、熊本大学○○学部の○○です。電話番号は、○○○○です。」　　　　　　　　　　　　

　　　（例：火災の場合）「火事です。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　「中央区黒髪２丁目３９番１号の熊本大学○○学部３階給湯室から出火です。」　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　「消火器による初期消火を行いましたが、消火不可能です。建物内の学生、教職員は、現在、避難

　　　　　　　　　　　　　していますが、逃げ遅れた者がおり、７階建ての屋上で救助を待っています。」　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　「火傷による負傷者が○名います。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　「私は、熊本大学○○学部の○○です。電話番号は、○○○○です。」　　　　　　　　　　　　

　② 指示を受けた教職員は、道路に出て消防車等の誘導を行う。また、消防車等の進入路の確保（障害物の撤去、ゲートの  

   開放等）を行う。
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(6) (6) 避難指示の仕方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難指示の仕方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　① 放送設備があれば使用する。使用できないときは、教職員が各室を回り、大声で連絡する。　　　　　　　　　　　　　　

　② 電話の輻輳状態（混雑してつながらない状態）の早期沈静化に協力するため、緊急電話以外の電話は、しばらく控える。　

　　（例）「○○学部３階給湯室から出火です。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　「出火元を避けて、速やかに○○まで避難してください。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　「エレベータは使用せず、階段を利用してください。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

　　　　　「責任者（又は課長）は、避難後、速やかに学生・教職員の避難状況の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　確認を行ってください。」

(7) (7) 避難するときの注意　避難するときの注意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　① エレベーターは、使用しない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　② 教職員がリーダーシップを発揮し、障害者や学生、施設に不慣れな来客者などの避難を優先的に支援する。　　　　　　　

　③ ドアが変形して開かなくなるので、開放して避難する。ただし、火災の場合は、延焼を抑えるため、ドア及び窓は閉める。

　④ ガラスや看板などの落下物に注意し、頭部を守る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑤ 傾いた建物、塀、什器等、倒壊や転倒のおそれのある物には近づかない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑥ 出火時は、姿勢を低くし、ぬれたハンカチやタオルを口と鼻に当て、煙を吸わないようにする。　　　　　　　　　　　　

　⑦ いったん外に出たら、再び建物内には戻らない。
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(8) (8) 避難状況の確認・報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難状況の確認・報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　① 落ち着いて、避難完了者・負傷者・要救助者等の状況について、具体的な数字を踏まえて、正しくはっきりと知らせる。

　　（例）「○○学部○○講義の出席学生○○名、無事避難しました。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　　 「○○センター職員○○名のうち、負傷者が○名、○○課の職員○名が救助に当たっています。残り○名は、無事

　　　　　　避難しました。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　「○○センター職員○○名のうち、○名が逃げ遅れ屋上に避難しています。残り○名は、無事避難しました。」　

　② 各部局等の緊急連絡網に基づき、当該部局等の担当事務に報告を行う。　　　

(9) (9) 情報収集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 情報収集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　① 情報は、テレビ、ラジオ、消防署、行政等の信頼できるところから収集する。情報収集のためテレビ、パソコン等を使

　 用する際にブレーカーが落ちていた場合は、必ず漏電の可能性がないことを確認した上で、ブレーカーを戻す。　　　　

　② デマやうわさなど不確実な情報に惑わされないように注意する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③ 各部局長等は、災害対策本部へ適宜、○○○等について報告を行うとともに、災害対策本部の対応方針を踏まえ、また  

 　当該部局の被害状況等を勘案し、学生に対してその後の行動を指示する。    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　④ 大規模地震の際には、学生及び教職員の安否確認を行う。　　
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３ 避難場所　　　　　　　　     ３ 避難場所　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　

(1) (1) 避難先の決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　避難先の決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　① 災害対策本部等は、状況に応じ、構内、一時避難場所、その他の安全な避難場所を決定する。（各部局等の危機管理マ

　 ニュアルに避難場所が定められている場合は、当該マニュアルによる。）　　　　　　　　　　　　　　　　            

　② 火災が発生した場合には、火元から離れた空き地に避難する。            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③ 合津マリンステーションにおいては、津波警報が発令された場合には、直ちに高台へ避難する。　　

(2) (2) 一時避難場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一時避難場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　① 一時避難場所とは、災害時危険を回避するために一時的に避難する場所で、学校、公園など各地域ごとに指定されてい

　 る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　② 本学関係では、黒髪運動場・体育館（黒髪校区）、本荘体育館（白川校区）、薬学部運動場（白山校区）、大江体育館

　 （大江校区）、附属小・中学校（壺川校区）が指定されている。

(3) (3) 広域避難場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広域避難場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  ① 広域避難場所とは、地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難する場所で、大火災の輻射

　 熱から身を守るため１０ヘクタール以上のスペースが必要とされ、本学関係では、黒髪キャンパスが指定されている。

　　※一時避難場所及び広域避難場所は、熊本市のホームページに掲載されているので、　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　自宅付近についても確認しておく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広域避難場所のマーク
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４ 地震発生時の４ 地震発生時の緊急緊急参集要領　　　　参集要領　　　　　　　　　　　　　　

(1) (1) 第１次参集体制 第１次参集体制                                                                                              

  ① 熊本市中央区（上益城郡益城町を含む。以下同じ。）で震度５弱の地震が発生、又は上天草市で震度５弱以上の地震が 

　 発生若しくは津波警報が発令された場合には、総務部長は、緊急時連絡要員（別紙１）に対し、緊急連絡網により地震情

　 報等の伝達を行う。　　　　　　　　　　　　　                                                                  

  ② 緊急時連絡要員のうち緊急時参集要員（別紙１）は、直ちに本人の勤務場所に参集（津波警報が発令された場合にあっ

　 ては、総務部長の指示による）し、被害状況等の情報を収集するとともに、第５に定める各災害対策班の業務に従って、

　 必要な初期活動を行う。ただし、教職員・家族等若しくは自宅・周辺道路等が被災したとき、又はそのおそれがあるとき  

   その他の事情により大学への参集が困難な場合（以下「教職員が被災等した場合」という。）は、この限りでない。　　

　③ 連絡を受けた緊急時連絡要員は、テレビ等の情報に注意して自宅で待機するなど、連絡の取れる態勢を維持する。  　

　④ 緊急時参集要員は、被害状況等の情報を踏まえ必要があると認められる場合は、第２次参集体制を要請するとともに、

　 災害対策本部の設置を要請することができる。　　　　　　　　　　　　　　　

(2) (2) 第２次参集体制 第２次参集体制                                                                                          

  ① 熊本市中央区で震度５強の地震が発生した場合には、総務部長は、緊急時連絡要員（別紙２）に対し、緊急連絡網によ  

   り地震情報等の伝達を行う。　　　　　　　　　　　　　                        　　　　　　　　　　　　　　　　  

  ② 連絡を受けた緊急時参集要員（別紙２）は、直ちに本人の勤務場所に参集し、各部課等に係る人的、物的被害状況等の  

   情報を収集するとともに、各災害対策班の業務に従って、必要な活動を行う。ただし、教職員が被災等した場合は、この  

   限りでない。　　　　　　　                                                           　　　　　　　　　　　　

　③ 連絡を受けた緊急時連絡要員（緊急時参集要員を除く）は、テレビ等の情報に注意して自宅で待機するなど、連絡の取  

   れる態勢を維持する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
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    ④ 電話の不通等により地震情報の伝達ができない場合、緊急時連絡要員は、テレビ等の情報を踏まえ、自発的に本人の勤  

   務場所に参集し、前記②により災害活動に参画する。　　  　               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑤ 緊急時参集要員は、被害状況等を踏まえ、必要があると認められる場合は、災害対策本部の設置を要請する。

(3) (3) 第３次参集体制第３次参集体制 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                            

  ① 教職員は、熊本市中央区で震度６弱以上の地震の発生を了知したときは、自発的に本人の勤務場所に参集する。ただし

　 教職員が被災等した場合は、この限りでない。　　                                                                

  ② 学長は、災害対策本部を設置し、本部長として本部員及び各災害対策班に対して必要な指示を行う。                  

  ③ 教職員は、災害対策本部の指示に基づき、各災害対策班の業務分担に従って、災害復旧活動にあたる。                

  ④ 被害状況によっては、本学の学生に対しても、ボランティア活動の支援要請を行う。　　　　　　　　　　　　　　　

　⑤ 災害対策本部の設置場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 黒髪キャンパス　      ：本部棟１階大会議室（倒壊の危険等がある場合は、別途設定）　　　　　　　　　　　　　

　　 本荘・九品寺キャンパス：附属病院防災センター（倒壊の危険等がある場合は、別途設定）　　　　　　　　　　　　
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（別紙１）

各　　　要　　　員 緊急時連絡要員 緊急時参集要員
○
○

○
○ ○

○ ○
○ ○
○

○ ○

（９）（４）～（７）の係長（危機管理担当） ○ ○

○ ○

※津波警報が発令された場合の参集体制については、総務部長の指示による。

◎第１次参集体制の各要員（熊本市中央区で震度５弱の地震が発生、又は上天草市で震度５弱以上の地震が発生若しくは津波警報が
　発令された場合） 

（１）総務部長
（２）施設部長

（３）学生支援部長
（４）総務部総務課長

（５）施設部施設企画課長
（６）学生支援部教育支援課長、学生生活課長
（７）教育研究支援部情報企画課長

（８）（４）～（７）の副課長

（10）その他参集が必要な教職員
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大規模地震発生時の対応マニュアル

（別紙２）

各　　　要　　　員 緊急時連絡要員 緊急時参集要員

（１）学長 ○

（２）理事（常勤） ○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

◎第２次参集体制の各要員（熊本市中央区で震度５強の地震が発生した場合）

（３）国立大学法人熊本大学危機管理規則第２条第３項　
　　に規定する部局長

（４）総務部長

（５）施設部長

（６）学生支援部長

（７）経営企画本部長

（８）研究・産学連携部長

（９）教育研究支援部長

（10）附属病院事務部長

（11）財務部長

（12）監査室長

（13）各課長

（14）各副課長

（15）各係長（危機管理担当）

（16）その他参集が必要な教職員
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大規模地震発生時の対応マニュアル　　　

◎ 災害対策本部及び災害対策班の編成
組　　　織 構　　　成 業　　　務

本部長 学長 災害対策本部の総括

副本部長 理事（危機管理担当） 本部長の補佐

本部員（本部付） 本部長の補佐及び緊急対応方針等への意見の具申

本部員（部局付）

（班名） （班長） （主査） （班員）

総務・広報班 総務部長

情報収集班 研究・産学連携部長

応急措置・物資対策班 財務部長

施設・ライフライン対策班 施設部長

学生対策班 学生支援部長

被災者対策班 経営企画本部長

部局長

理事（常勤）、関係する部課
長の中から本部長が指名する
各部局長、関係する部課長の
中から本部長が指名する者

・当該部局における災害対策業務の指揮及び緊急対応方針等への意見の具申
・医学部附属病院長にあっては、熊本大学医学部附属病院緊急災害対策マニ
  ュアルに基づく災害医療活動の指揮

総務課長
人事課長
労務課長　　　　
広報戦略室長

総務部の職員のうち業
務遂行が可能な者

・災害対策本部の総括、各班との連絡調整
・災害状況の把握、記録
・関係機関への緊急連絡及び支援要請
・職員の安否の確認（部局と協同して）　　　　　　　　　　　　　　　　
・報道機関等外部への対応
・その他、他の班に属さないこと。　

研究推進課長
国際戦略課長　　
情報企画課長

研究推進課、国際戦略
課、情報企画課の職員
のうち業務遂行が可能
な者

・情報ネットワークへの対応
・交通機関の調査
・その他、通信・連絡手段に関すること。　

財務課長
契約課長

財務部の職員のうち業
務遂行が可能な者

・消防車等、緊急車両の進入路の確保
・救援物資等の搬出入及び保管
・資産等の被害状況の調査
・その他物資対策に関すること。　

施設企画課長
施設管理課長

施設部の職員のうち業
務遂行が可能な者

・施設等の災害拡大の防止
・ライフラインの早期復旧
・その他被災施設等に関すること。

教育支援課長　　
学生生活課長
国際教育課長
入試課長
就職支援課長

学務支援部の職員のう
ち業務遂行が可能な者

・学生（受験生を含む）の安否の確認（部局と協同して）
・授業、入試等の対策
・ボランティアの受入れ
・負傷者の応急医療処置
・その他学生の安全対策に関すること。

経営企画本部課長
社会連携課長

経営企画本部、社会連
携課の職員のうち業務
遂行が可能な者

・職員及び避難住民に対する避難場所等の周知
・避難住民の受入状況の把握
・その他、避難住民の受入要請への対応

各部局災害対策班（各部局
においてマニュアル等に基
づき別途危機管理体制が定
められている場合は、当該
体制による。）

各部局において定
める者

各部局教職員のうち業
務遂行が可能な者

・当該部局の被害状況に応じた応急措置
・災害対策本部の指示に基づく災害復旧活動
・所属学生（受験生を含む）の安否の確認（学生対策班と協同して）
・所属職員の安否の確認（総務、広報・情報収集班と協同して） 
・その他、当該部局等の安全対策に関すること。
・医学部附属病院の教職員にあっては、熊本大学医学部附属病院緊急災害対
  策マニュアルに基づく災害医療活動

　　　５ 災害対策本部・災害対策班の設置　　　　　５ 災害対策本部・災害対策班の設置　　　　　　　　　　　　
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◯◯  安否安否確認確認の方法の方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　本学ホームページ、統合認証システム（掲示板）への掲載、災害時連絡メールアドレスへの送信等により、安否確認シス 

  テムへの安否情報の登録、または、１３・１４頁の「安否確認連絡先」への安否情報の連絡について周知する。

　　※災害時連絡メールの発信メールアドレス「anpi@jimu.kumamoto-u.ac.jp」は、着信拒否を解除しておくこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　① 安否確認システム

     所定のＵＲＬにアクセス、統合認証システムのＩＤ、パスワードでログインし、「学生番号／職員番号」「氏名」を確

　 認の後、送信（登録）する。

 ② 電話

　　 被災地域の電話がつながりにくくなるため、通話はできるだけ手短に行う。なお、公衆電話は、輻輳回避のため通話規

　 制はない。

　③ ＦＡＸ、メール

　　 所属、年次（職名）、学生番号、氏名、安否の有無を簡潔に送信する。

　　 例：○○学部　２年次生　○○○－○○○○　熊本太郎　自宅待機中、けがなし

　 　※１３・１４頁の「安否確認連絡先」のメールアドレスに送信できない場合は「kumadai.anpi@gmail.com」に送信すること。

大規模地震発生時の対応マニュアル

　６ 安否確認　 　　　　　　６ 安否確認　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12



 大規模地震発生時の対応マニュアル
◎ 安否確認連絡先一覧（学生、生徒、児童、園児、附属学校及びこばと保育園の教職員）

文学部 人文社会科学系事務課文学部教務担当
　電話　０９６－３４２－２３１７　　ＦＡＸ　０９６－３４２－２３１０

教育学部、教育学研究科 教育学部事務課教務担当
　電話　０９６－３４２－２５２２　　ＦＡＸ　０９６－３４２－２５２０

法学部 人文社会科学系事務課法学部教務担当
　電話　０９６－３４２－２３１８　　ＦＡＸ　０９６－３４２－２３１０

理学部 自然科学系事務課理学部教務担当
　電話　０９６－３４２－３３２１　　ＦＡＸ　０９６－３４２－３３２０

医学部（医学科）、医学教育部 生命科学系事務課医学系教務担当
　電話　０９６－３７３－５０２５　　ＦＡＸ　０９６－３７３－５０３０

医学部（保健学科）、保健学教育部 生命科学系事務課保健学系教務担当
　電話　０９６－３７３－５４５６　　ＦＡＸ　０９６－３７３－５５１９

薬学部、薬学教育部 生命科学系事務課薬学系教務担当
　電話　０９６－３７１－４６３５　　ＦＡＸ　０９６－３７１－４６３９

工学部 自然科学系事務課工学部教務担当
　電話　０９６－３４２－３５２２　　ＦＡＸ　０９６－３４２－３５０９

社会文化科学研究科 人文社会科学系事務課社会文化科学研究科教務担当
　電話　０９６－３４２－２３２６　　ＦＡＸ　０９６－３４２－２３１０

自然科学教育部 自然科学系事務課大学院教務担当
　電話　０９６－３４２－３０１３　　ＦＡＸ　０９６－３４２－３０１０

法曹養成研究科 人文社会科学系事務課法曹養成研究科教務担当
　電話　０９６－３４２－２３２２　　ＦＡＸ　０９６－３４２－２３１０

留学生 国際教育課国際学生交流チーム
　電話　０９６－３４２－２１３５　　ＦＡＸ　０９６－３４２－２１３０

学生共通 教育支援課
　電話　０９６－３４２－２１１３，２１１４，２１１５，２１２６，２１２７

附属幼稚園　園児、教職員 附属幼稚園内
　電話　０９６－３５２－３４８３　　ＦＡＸ　０９６－３５６－２４３３

附属小学校　児童、教職員 附属小学校事務室
　電話　０９６－３５６－２４９２　　ＦＡＸ　０９６－３５６－２４９９

附属中学校　生徒、教職員 附属中学校事務室
　電話　０９６－３５５－０３７５　　ＦＡＸ　０９６－３５５－０３７９

附属特別支援学校　生徒、教職員 附属特別支援学校事務室
　電話　０９６－３４２－２９５６　　ＦＡＸ　０９６－３４２－２９５０

こばと保育園　園児、職員 こばと保育園事務室
　電話　０９６－３７３－５８５６　　ＦＡＸ　０９６－３７３－５８５６

学生、生徒、児童、園児、共通連絡先

　Mail　jsj-bungaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　kyo-kyomu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　jsj-hogaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　szr-kyomu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　iyg-igaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　skh-kyomu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　sky-kyomu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　szk-kyomu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　jsj-daigakuin@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　szd-kyomu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　jsj-hogaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　gji-ryugaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　gag-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　kyo-yochien@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　kyo-shogaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　kyo-chugaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　kyo-yogo@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　kobato@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　担 任 の 教 員
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 大規模地震発生時の対応マニュアル
◎ 安否確認連絡先一覧（教職員）

　電話　０９６－３４２－２３２０　ＦＡＸ　０９６－３４２－２３１０

教育学部（附属学校を除く）、教育学研究科 教育学部事務課
　電話　０９６－３４２－２５１３　ＦＡＸ　０９６－３４２－２５１０

　電話　０９６－３４２－２３７９　ＦＡＸ　０９６－３４２－２３１０　　　　

自然科学系事務課
　電話　０９６－３４２－３５１３　ＦＡＸ　０９６－３４２－３３２０

　電話　０９６－３７３－５９１２　ＦＡＸ　０９６－３７３－５７９７

　電話　０９６－３７３－５４５２　ＦＡＸ　０９６－３７３－５５１９

　電話　０９６－３７１－４６５１　ＦＡＸ　０９６－３７１－４６３９　　　　

　電話　０９６－３７３－６６３７　ＦＡＸ　０９６－３７３－６６３８

国際先端医学研究機構
　電話　０９６－３７３－６８４８　ＦＡＸ　０９６－３７３－６８６９

国際先端科学技術研究機構
　電話　０９６－３４２－３３６２　ＦＡＸ　０９６－３４２－３３２０

大学院先導機構 研究推進課
　電話　０９６－３４２－３２０８　ＦＡＸ　０９６－３４２－３１４９

社会連携課
　電話　０９６－３４２－３１６８　ＦＡＸ　０９６－３４２－３２３９

国際戦略課
　電話　０９６－３４２－２１０９　ＦＡＸ　０９６－３４２－２１３０

教育支援課
　電話　０９６－３４２－２１１４　ＦＡＸ　０９６－３４２－４９１４

情報企画課
　電話　０９６－３４２－３１６５　ＦＡＸ　０９６－３４２－３１９０

施設企画課
　電話　０９６－３４２－３２１５　ＦＡＸ　０９６－３４２－３２１０

医学部附属病院 医学部附属病院事務部総務課
　電話　０９６－３７３－５９０４　ＦＡＸ　０９６－３７３－５９０４

※事務部・課等の職員は、所属する部・課等の総務担当に連絡すること。

文学部、社会文化科学研究科、人文社会科学研究部（文学系）、
永青文庫研究センター、教授システム学研究センター

人文社会科学系事務部
（文学部・社文研担当） 　Mail　jsj-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　kyo-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

法学部、法曹養成研究科、人文社会科学研究部（法学系）
人文社会科学系事務部
（法学部・法曹担当） 　Mail　jsj-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

理学部、工学部、自然科学教育部、先端科学研究部、パルスパワー科学研究所、
くまもと水循環・減災研究教育センター、先進マグネシウム国際研究センター 　Mail　szk-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

医学部、生命科学研究部（医学系）
生命科学系事務課
（医学系） 　Mail　ski-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

医学部、生命科学研究部（保健学系）
生命科学系事務課
（保健学系） 　Mail　skh-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

薬学部、生命科学研究部（薬学系） 生命科学系事務課
（薬学系） 　Mail　sky-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

発生医学研究所、生命資源研究・支援センター、エイズ学研究センター 生命科学先端研究事務課
（センター事務チーム） 　Mail　iys-senter@jimu.kumamoto-u.ac.jp
生命科学先端研究事務課
（医学研究機構事務チーム） 　Mail　sks-ircms@jimu.kumamoto-u.ac.jp
自然科学系事務課
（研究機構担当） 　Mail　szk-kiko@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　gjk-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

熊本創生推進機構、五高記念館
　Mail　chiiki-renkei@jimu.kumamoto-u.ac.jp

グローバル推進機構、グローバル教育カレッジ
　Mail　gji-kikaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp

大学教育統括管理運営機構、保健センター
　Mail　gag-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

総合情報統括センター
　Mail　soj-kikaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp

環境安全センター、埋蔵文化財調査センター
　Mail　sis-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

　Mail　iys-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp
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大規模地震発生時の対応マニュアル

　７ 地域住民の受入れ等　　　　     　　７ 地域住民の受入れ等　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　

(1) (1) 避難住民の受入れ                                                                             避難住民の受入れ                                                                             

　① 熊本大学は、熊本市から「一時避難場所」及び「広域避難場所」（Ｐ６参照）の指定を受けているため、大規模地震発

　 生の際には、近隣の住民が本学に避難してくることが想定される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　② 近隣の住民が避難してきた場合は、安全な施設を定め緊急避難場所として提供し、災害対策本部長に状況を報告すると

　 ともに、避難住民の受入れ後の対策について指示を受ける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③ 可能な範囲で、飲料水、食料、その他必要な備蓄品を提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　④ 使用可能な常設トイレ（断水の場合は、プール、川の水等を利用）を提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑤ 非常用品備蓄リストは、第８のとおり。　

(2) (2) 関係機関（官公庁）との連絡調整                                                                関係機関（官公庁）との連絡調整                                                                

    ① 避難住民の受入状況については、市町村その他関係機関へ報告するとともに、救援物資の配給、必要な支援要請など連

　 絡を密にし、早期の復旧を目指す。　                                                                             

  ② 災害対策本部は、まず、各キャンパス区を管轄する熊本市（担当：危機管理防災総室 ℡０９６－３２８－２４９０)に

　 対し、被害状況、避難住民の受入状況等を報告する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③ 熊本市の災害拠点病院である医学部附属病院は、災害医療機関連絡表に基づき、随時、患者受入状況等を連絡する。  

(3) (3) 避難住民への支援                                                                             避難住民への支援                                                                             

　　① 学内の復旧作業に余力が生じれば、近隣地域の復旧作業を支援する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　② 専門家による復旧作業や健康チェック、メンタルヘルスについての支援を行う。

15



 大規模地震発生時の対応マニュアル

（平成３０年１月現在）

種　　別 品　　　　名
保管場所

黒髪南 黒髪北 本荘南 大江 幼稚園 小学校 中学校 特別支援 こばと

緊急作業用資材

ブルーシート 4 13 6 10 1

バール 2 1 1 1 1

リヤカー 2 1 1 1

災害防止用資材
ヘルメット 20

軍手 20

照明機材
投光器 1 2 1 1 1 1

発電機 5 4 2 2 1 2 2 1 2

食料品等

888 1440 288 648 1008 72

126 216 426 240

アルファ米 740 3160 600 665 650 980 1470 50

乾パン 504 1056 70 288 72 144 70

サバイバルフーズ 8580 482 180 140

食器類 2000 100 100 1100 100 100

寝具類
毛布 100 950 200 100 100 360 150

フロアマット 120 600 1250 110 16 264 256

その他

懐中電灯 6 7 10 2 8 3 5 4 6

ラジオ 34 1 1 1 1 1 2 1

乾電池 150 500 200 500 500 500

トイレセット 2000 1900 1000 1000 20 1000 1000 200 100

おむつ 1598 1534 1550 939 12

タオル 841

ごみ袋 1400 2000 600 600

救急セット 1 1 1 1 1 1

※ 非常時には、備蓄倉庫等に保管する非常用品のほか、各部局等が保有する既存品も使用する。

水 500ml

水 2L

８ 非常用品備蓄リスト　　　８ 非常用品備蓄リスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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風水害（台風）対応マニュアル

　   １ 風水害（台風）発生時の注意事項　   　  　   １ 風水害（台風）発生時の注意事項　   　  　　　　　　　　　　　　

(1) (1) 風水害の発生に備えて                                                                         風水害の発生に備えて                                                                         

　　① 日頃から、施設・設備の維持管理に心掛ける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　② 屋上のルーフドレイン回りや屋外排水溝は、定期的に清掃する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③ 周辺地域の過去の災害や被災の危険度について確認（熊本市のホームページ参照）しておく。

　

(2) (2) 風水害（台風）の危険が迫ったら                                                              風水害（台風）の危険が迫ったら                                                              

　　① 随時、正確な気象警報、洪水予報などの災害情報を把握する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　② 休講・休校など、学生・生徒・児童の安全確保の措置を講じる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③ 構内や大学周辺、屋上等に強風で飛散しやすい物を放置しないようにする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　④ 立看板、防球ネット、サッカーゴール等、転倒すると危険な物は、あらかじめ倒しておくか、撤去する。　　　　　　

　⑤ 出入口や窓はしっかりと閉鎖し、必要に応じて土のう、止水板などをあらかじめ設置する。　　　　　　　　　　　　

　⑥ 重要書類、機器類、図書類、教材類や薬品類などをできるだけ安全な場所へ移動する。　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　

17



風水害（台風）対応マニュアル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(3) (3) 被災後の安全確認                                                                            被災後の安全確認                                                                            

　① 速やかに障害物の除去、後片付けを行い、必要に応じて応急修理や危険箇所への立入禁止措置など、所要の安全対策を

　 講じる。                                                                                                      

  ② 施設に異常が認められる場合は、専門家による応急調査を実施し、安全性の確認を行う。（斜面の崩壊の危険、建物の

　 傾斜など）                                                                                                    

  ③ 浸水等により施設内が汚染された場合は、清掃と防疫薬剤の散布など、衛生管理に必要な措置を講じる。　　　　　　

　④ 電気、ガス、水道等のライフライン施設の機能・安全性を確認する。特に、電気系統に浸水被害がある場合には、専門

　 業者によって安全が確認されるまでは、通電や作動を行わない。

(4) (4) 被災後の早期復旧に向けて   被災後の早期復旧に向けて                                                                                                                                     

　① 迅速に被害状況を調査し、写真等の資料とともに現況を確実に記録する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　② 被害の拡大や二次災害がないよう、必要に応じて被害施設の応急復旧や増破防止の措置を講じる。　　　　　　　　　

　③ 復旧事業の早期開始のため、迅速かつ的確に被害状況を把握し、関係諸機関へ報告する。　
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風水害（台風）対応マニュアル

　２ 風水害（台風）発生時の緊急避難　　　　２ 風水害（台風）発生時の緊急避難　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1) (1) 休講等の措置                                                                              休講等の措置                                                                              　  

  ① 気象情報や注意報・警報状況を基に、被害を予測し早期対応を図る。　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

  ② 次の「非常変災における授業の取扱いに関する申合せ」に基づき、休講等の措置を判断し、掲示板への掲示のほかホー

　 ムページ、携帯版ＳＯＳＥＫＩでも周知する。

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                              

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③ 教職員に対しては、学内メールにより早期退庁を勧告する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(2) (2) 洪水時の避難場所                                                                            洪水時の避難場所                                                                                

    ① 洪水のおそれがある場合の避難場所については、熊本市ホームページ（洪水ハザードマップ）で確認しておく。　　　

　② 白川洪水避難地図（洪水ハザードマップ）では、各キャンパスとも避難場所に指定されていない（黒髪地区は、黒髪小

　 学校、桜山中学校が避難場所に指定）ので、近隣住民等への説明の際には留意する。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　非常変災における授業の取扱いに関する申合せ(平成２９年１２月１５日　教務委員会）

１　目的
　　この申合せは、特別警報（暴風、大雨、暴風雪及び大雪に限る。）並びに警報（暴風に限る。）（以下「特別警報等」という。）について、学生の安全
　 を確保することを目的として、授業の取扱いに関し必要な事項を定める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       
２　特別警報等による休講措置

（１）熊本市に特別警報等が発令されている時間帯は休講とする。ただし、特別警報等が解除となった場合は、次のとおりの対応とする。
　　・午前６時４０分までに解除となった場合　　１時限から授業実施
　　・午前８時２５分までに解除となった場合　　２時限から授業実施
  　・午前１０時５５分までに解除となった場合　３時限から授業実施
　　・午後０時４０分までに解除となった場合　　４時限から授業実施
　　・午後２時２５分までに解除となった場合　　５時限から授業実施
　　・午後４時１０分までに解除となった場合　　６時限から授業実施

（２）教育・学生支援担当副学長は、熊本市に「特別警報」が発令される蓋然性が極めて高いと判断する場合には、予防的に休講等の措置を講ずることが
　　できる。

（３）学部、研究科又は教育部の長（以下「学部長等」という。）は、授業開始後に特別警報等が発令された場合において、下校時における安全の保持の
　　ためには、施設内に学生を留め置くことが適切であると判断するときは、（１）に規定するところにかかわらず授業を継続させることができる。この
　　場合においては、当該学部長等は、その特別な対応につき速やかに教育・学生支援担当副学長に報告するものとする。

「３ 遅刻・欠席した学生の取扱い」「４特別警報等以外の非常変災への対応」については、掲載省略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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風水害（台風）対応マニュアル

３ 災害対策本部・災害対策班の設置　　３ 災害対策本部・災害対策班の設置　　　　　　　　　　　　　　

　　風水害（台風）による大規模な災害が発生した場合の災害対策本部・災害対策班の設置については、大規模地震発生時の対

応マニュアルの「５ 災害対策本部・災害対策班の設置」によるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　災害対策本部の設置場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　黒髪キャンパス　　　　：本部棟１階大会議室（浸水の危険等がある場合は、別途設定）　　　　　　　　　　　　　　　

　本荘・九品寺キャンパス：附属病院防災センター（浸水の危険等がある場合は、別途設定）
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 共通事項

　　　 １ 大規模災害発生時におけるライフラインの緊急対応策　　　 １ 大規模災害発生時におけるライフラインの緊急対応策　　　　　　　　　　

  (1) (1) 停電時の対応　停電時の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　大規模災害の発生による停電の場合には、送電経路の切替や非常用電源への自動切替によるバックアップができなかっ 

  　たり、復旧までに時間がかかることが予想される。停電により支障が生じる実験装置を保有する研究室等においては、あ

　　らかじめ停電時の対応策を立てておく。ただし、震災後は、ガスや燃料などの漏えいがないか十分点検し、火災発生の危

　　険がないことを確認のうえ、電力の供給を再開する。　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　（対応例）・小型発電機を使用し実験装置を稼働する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 　・実験装置の保守に詳しい担当者や業者との連絡体制を確立しておく。

  (2) (2) 断水時の対応　断水時の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　  大規模災害の発生による断水の場合には、使用可能な常設トイレ用の水洗用の水として、プールや川の水を使用する。 

    学生や教職員用としてだけでなく、近隣住民に対してもトイレを開放する。

  (3) (3) 災害時の通信について 災害時の通信について                                                                                    

      災害時の緊急連絡用として、「かける電話」と「受ける電話」を分けるなど、あらかじめ利用方法を決めておく。各災

　  害対策班の班長、主査は、災害時優先電話（災害時に発信する場合、優先的につながりやすい電話）の設置場所を確認し

　　ておく。ただし、災害時優先電話の電話番号は、当該電話への殺到を避けるために、外部には公表しない。　　　　　　

　　  大規模災害の発生により電話その他の通信手段が使用でない場合で、交通も遮断された状況では、バイク・自転車を活 

　　用し情報の伝達を行うほうが、より効果的である。
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 共通事項

　 ２ 化学物質等の管理と取り扱い 　 　　 ２ 化学物質等の管理と取り扱い 　 　　　　　 　　　　　　　　 　　　　

  (1) (1) 日頃の心構え　　　　　　　　　日頃の心構え　　　　　　　　　                                                                       

      大規模災害の発生を想定し、学部、学科、研究室等の単位ごとに防災対策を講じておく。　　　　　　　　　　　　　

　　具体的には、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 ① 安全教育、防災訓練等の実施による正確な知識・処置方法の習得　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 ② 整理・整頓・清掃・清潔を心がけ、火気の近くに引火性、可燃性の物を置かない。　　　　　　　　　　　　　　　

　　 ③ 発火性、引火性、有毒性、爆発性等の危険性のある薬品等の転倒、落下防止措置（薬品棚、保管庫の固定、金属製保

　　　管庫使用の徹底、トレー使用による落下防止など）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 　  ④ 日頃から、電源（電源コンセント、コード、配線等）、ガス源（ガス栓、ガス管、バルブ等）、非常用設備の点検を

　　　行うとともに、懐中電灯、救急箱、防毒・防じんマスク、保護手袋、保護衣等を取り出しやすい所に準備しておく。  

 (2) (2) 化学物質・危険物の管理、取り扱い化学物質・危険物の管理、取り扱い                                                                     

      化学物質・危険物を取り扱う上では、各物質の性状、危険・有害性、取扱形態に応じた適正管理が必要とされるが、災

　　害発生時における対応についても同様である。使用される化学物質等は多数存在するため、詳細については以下を参考に 

    して、日頃から大規模災害発生時の対応策を講じておくこと。また、覚醒剤、農薬、麻薬、向精神薬、放射性物質・放射 

    線、生物材料の取り扱いについても、法令に基づき定められた本学における管理、取り扱い規定に従うこと。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・国立大学法人熊本大学化学物質管理規則（熊本大学ポータル→学内情報→安全衛生）　　　　　　　　　　　　　　　

　　・国立大学法人熊本大学化学物質取扱要項（同上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・化学物質取扱マニュアル（同上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・健康・安全の手引き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・環境安全センターのホームページ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・保有している試薬等の安全データシート（製造メーカーのホームページから入手可）
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 共通事項

(3) (3) 被災時の対応　被災時の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　① ガス臭、刺激臭気体が発生した場合は、ドアや窓を開け通気を良くする。ガス漏れの場合は、可能であれば、ガス源 

   を断つ。ガス中毒が発生したら、直ちに緊急連絡網に従い、教職員、１１９番に通報する。救急車が到着するまでは、

　 教職員又は消防オペレーターの指示に従う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         

  ② 薬品が皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに水で洗浄し、必要であれば医師の手当てを受ける。急性中毒にか

　 かった場合は、医師にその薬品名を告げる。　　　　　　　　　    
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 共通事項

（参考例）

直接被害（損失） 業務中断損失 運営上の影響

ライフラインの被害

（電気・ガス・水の供給中断）

↓

→ → 教育・研究活動の 中断 →

↑

学生・教職員の被災

→
・財産管理 ・インフラの緊急対応 ・救済措置（学費、試験等）

・耐震補強 ・授業、研究再開計画 ・保険の活用

大地震発生大地震発生
風水害発生風水害発生

 施設・設備等
の物理的被害

　入学、卒業期への影響 
　研究活動の停止

事業継続計画
（ＢＣＰ）

　 ３ 教育研究活動等の再開　 　　　 　　 ３ 教育研究活動等の再開　 　　　 　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　

  (1) (1) 教育研究活動等の再開について教育研究活動等の再開について　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　被災した教職員の授業・研究・業務を早期に再開するために、各部署等においては、日頃から、所属する教職員の年間  

    業務計画、業務の進行状況等を把握し、速やかに代替措置が取れるように連携体制を確認しておく。

  (2) (2) 大規模災害発生時のリスクマネージメント大規模災害発生時のリスクマネージメント  
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 共通事項

熊本大学 黒髪地区：北地区門衛所 ０９６－３４２－３２７２
本荘・大江地区：附属病院防災センター ０９６－３７３－５９１７

関　係　機　関　名 電話番号
文部科学省 ０３－５２５３－４１１１
国立大学協会 総務部 ０３－４２１２－３５０６

警察署【１１０】

熊本北警察署 ０９６－３２３－０１１０
熊本北警察署 薬園町交番（黒髪地区） ０９６－３４４－４３０４
熊本南警察署 本荘交番（本荘・九品寺地区） ０９６－３６６－０５３６
熊本北警察署 味噌天神交番（大江地区） ０９６－３６６－８３１８
熊本北警察署 京町交番（京町地区） ０９６－３２４－６９８３
熊本北警察署 坪井交番（城東地区） ０９６－３４６－９７３４

熊本県 危機管理・防災消防総室 ０９６－３３３－２１１５
熊本市 危機管理防災室 ０９６－３２８－２４９０
警備会社（※） キューネット ０９６－３８３－９１１１
海上保安庁【１１８】 熊本海上保安部 ０９６４－５２－３１０３
熊本地方気象台 防災業務課 ０９６－３２４－３２８３

消防署【１１９】
熊本市消防局 ０９６－３６３－０１１９
西消防署 ０９６－３２５－０１１９
中央消防署 ０９６－３７１－０１１９

九州電力
熊本西営業所（黒髪地区） ０１２０－９８６－６０３
熊本東営業所（本荘地区） ０１２０－９８６－６０４

西部ガス
熊本支社 ０９６－３７０－８６１１
熊本支社（ガス漏れ専用） ０９６－３７０－０９１９

熊本市水道局 ０９６－３８１－１１３３
電話 沖ウィンテック株式会社 ０９６－３６６－２３７１
熊本労働基準監督署 ０９６－３６２－７１００

※ 警備会社は変更となることがあるため、最新の情報を確認しておくこと。

　　４ 緊急時の関係機関連絡先一覧  　　４ 緊急時の関係機関連絡先一覧  　  　　　　　　　  　　　　　　

25


	タイトル
	目次
	ページ１
	ページ２
	ページ３
	ページ４
	ページ５
	ページ６
	ページ７
	ページ８
	ページ９
	ページ１０
	ページ１１
	ページ１２
	ページ１３
	ページ１４
	ページ１５
	ページ１６
	ページ１７
	ページ１８
	ページ１９
	ページ２０
	ページ２１
	ページ２２
	ページ２３
	ページ２４
	ページ２５

