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 災害予防及び災害応急対策のための業務要領 
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事故 事件 

当事者又は 
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(1) 防災行動マニュアルの位置付け 

災害が発生したとき、被害を最小限におさえるには、一人ひとりがあわてずに適切な行動をすることが極めて重要です。そのた

めには、AIMRのみなさんが災害について関心を持ち、いざという時に落ち着いて行動できるよう、日頃から災害の際の正しい心構

えを身に着けておくことが大切です。このマニュアルは、日常の災害予防と災害発生時の応急対策についての基本的な事項をまと

めたものです。日ごろから目を通して、災害発生時のために備えておきましょう。 

（本防災行動マニュアルはAIMR安全衛生マニュアルの中から災害予防および災害応急対策の内容について再掲と具体的な

行動が行える業務要領としてまとめたものです。） 

 

(2) 防災行動マニュアルの内容 

防災行動マニュアルには災害の予防と災害応急対策について記載しております。具体的には、災害予防、地震発生時の初動

マニュアル、応急処置、緊急避難場所、緊急連絡先、地震や火災に備えて、AIMR災害対策本部の組織図や各担当の役割と任務、

災害時の対応（勤務時間内、通勤時、勤務時間外）、備蓄品や非常用発電機などについて記載しています。 

はじめに 
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１．地震発生時の初動マニュアル 

（１）まず、身を守る！ 
 

   机の下などへ 
 

（２） すばやく火の始末！ 
 

地 震 発 生 

（３）非常脱出出口の確保！ 
 

   ガスの元栓、コンセント、実験器具 
 

   ドアを開ける 
 ※自分の身を守ることを最優先に行動する！ 

   
 

（１）火元を確認！ 
 火が出たら、落ち着いて初期消火 

 （２） 同室員の安全を確認！ 
 

地震発生後  1～2分 

（３）作業中の実験器具等の停止！ 
 

 倒れた書庫等の下敷きになっていないかなどけが人の確認 
 

   
 

（１）隣接する部屋で助け合う！！ 
 他の部屋・教室棟で倒れた書庫等の下敷きになっていないかな

ど怪我人の確認 
 

地震発生後  ３分 

  
 

（２）余震に注意！ 
 （３）AIMR指定の避難場所に避難！ 
                   （添付図面参照） 
 

本館 

ANNEX棟 

ラボ棟 
（１）研究室単位で安否確認し結果を研究者支援室員に報告 
（２）AIMR対策本部（自衛消防隊）の指示に従う 

（１）研究室単位で安否確認し結果を研究者支援室員に報告 
（２）AIMR対策本部（自衛消防隊）の指示に従う 

（１）AIMR災害対策本部（自衛消防隊）設置 

（２）研究室単位で安否確認し結果を 

   AIMR対策本部通報連絡班に報告 

（３）AIMR対策本部が対応を指示 

情報 

情報 

トランシーバー 
使用 

避難階段等を用いて避難 
東北大学AIMR安全衛生 
マニュアルより抜粋 
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AIMR（ラボ棟領域）避難場所 

AIMR Annex 
避難場所 

片平キャンパス 

AIMR（本館領域）避難場所 

２．緊急避難場所（AIMR） 
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指定避難場所：片平丁小学校 



        AIMR  Main Building  1F 

Emergency  exit 

Fire hydrant 

Fire extinguisher 

Elevator 

Evacuation 
point 

２．緊急避難場所（本館） 

東北大学AIMR安全衛生マニュアルより抜粋 
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指定避難場所： 
片平丁小学校 



1st Floor 

KINKEN  
2nd BLDG 

Main Entrance 

Entrance 

Entrance 

Electric 
Room 

AIMR 
Louzguine Lab 

AIMR Hitosugi Lab 

AIMRChen Lab 

IMR Matsuoka Lab 

Integration Laboratory Building 

Emergency  exit 

Fire hydrant 

Fire extinguisher 

Evacuation 
point 

２．緊急避難場所（ラボ棟） 
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指定避難場所： 
片平丁小学校 



Ｎ 

２．０ 

警備員 

３３ 

事業名 東北大学 材料・物性総合研究棟改修 1/500 １階平面図 

AIMR Annex Building  1F 
Emergency  exit 

Fire hydrant 

Fire extinguisher 

Evacuation 
point 

２．緊急避難場所（ANNEX棟） 

             
                東北大学AIMR安全衛生マニュアルより抜粋 
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指定避難場所： 
片平丁小学校 



※学内回線から大学外へは０（ゼロ）発信です。*)片平保健室TEL:5022 （金；午後で内科のみ、施設部棟１Ｆ） 

火災・事故 

を発見したとき 

病人・ケガ人 

がでたとき 

 
 

大声で近くの人に協力・応援を求め、ＡＩＭＲ事務部門等へ

連絡し、 指示に従って下さい。 

ケガ人・病人への応急処置を行うとともに、危険を見極め、 

可能であれば火事 （初期消火など） や事故の処置に協力し

て下さい。 

 

地震 
 
が起こったとき？ 
 

 

緊急地震放送などの指示に従って下さい。 

身の安全を確保しましょう。 慌てずに、最寄りの避難場所

に避難して待機します。 

 

３．緊急非常時の連絡先と対応 

本館 ラボ棟 ANNEX棟 

昼間（研究室責任者） 
事務部門総務係または安全衛生管理室 

警備員室 

○○○○ 
5922, 5970 
4936(北門) 

○○○○ 
5922, 5970 
2119(金研) 

○○○○ 
5922, 5970 
-----常駐せず 

夜間（警備員室） 
休日・祝日（警備員室） 

 4936(北門) 2119(金研) 5105(多元研) 月-金17：00-8：30 
一日中在籍（休日・祝日） 

けが・病気 保健管理センター*） 

急病（大学病院高度救命救急センタ－） 
795-7829（川内） 
717-7024 

795-7829（川内） 
717-7024 

795-7829（川内） 
717-7024 

緊急連絡（火事・急病・ 
事故・盗難） 

消防署119 
警察署110 

消防署119 
警察署110 

消防署119 
警察署110 

東北大学AIMR安全衛生マニュアルより抜粋 
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発見者 

現場 

人の死傷等、
緊急に対処す
る必要がある
場合 

警察署 ０＋１１０ 

救急車  ０＋１１９ 
消防署  ０＋１１９ 

機構長  
（AIMR) 217-5130 
（携帯） 

４．緊急連絡系統図（AIMR本館・ラボ棟） 

火災・事故等の責任者 

  副事務部門長（総務担当）  
   
（AIMR) 217-5980 
(携帯) 

用度係長  
（AIMR) 217-5924 
（携帯） 

経理係長  
（AIMR) 217-5923 
(携帯) 

    安全衛生管理室長  
   
（AIMR) 217-5970 
（携帯） 

（各研究室（PI)の緊急連絡網） 

中央警察署 ２２２－７１７１  

青葉消防署 ２３４－１１２１ 
 片平出張所 ２２５－１０５０ 
 
大学病院 
・大学病院救命救急センター 
         ７１７－７０２４ 
・外来（昼間） ７１７－７０８６ 

総務課課長 
補佐 
  
（事務機構） 
２１７－４８０４ 

総務課長 
  
（事務機構） 
２１７－４８０３ 

総長 
（事務機構） 
２１７－４８００ 
 
総務部長 

（事務機構） 
２１７－４８０２ 
 
 財務部長 

（事務機構） 
２１７－４８７０ 

＊東北大学本部事務機構内の連絡 

＊総務課長不在の時 

通報 通報 （要請） 

*凡例 

通報（要請） 

確認 

通報 

◎教職員が警察署に直接通報した場合は、直ちに機構長に報告
すること 
◎教職員が消防署（救急車要請を含む） 
に直接通報した場合は、直ちに警備員に連絡すること 

通報 指示 

担当者 
不在の時 

事務部門長  
  
（AIMR) 217-5965 
（携帯） 

    副事務部門長（研究担当）  
   
（AIMR) 217-5976 
（携帯） 

総務係長   
（AIMR) 217-5922 
（携帯） 

警備員 
本館（北門） 
内線：4936  (夜)217-4936 
ラボ棟（金研） 
内線：2119  (夜)215-2119 

通報 

指示 

火災・緊 
急災害時

のみ 

研究協力係長 
（AIMR) 217-5971 
(携帯) 

指示 

通報 

緊急災害等 
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AIMR安全衛生 
管理室長 
（携帯電話） 

AIMRに連絡が
必要な場合 

AIMR安全衛生管理室 TEL:217-5970 

AIMR緊急連絡

網により責任者
等に連絡 

9 

４．緊急連絡系統図（ANNEX棟） 



５．備蓄品・災害対策用非常用発電機 

(2) 災害対策用非常用発電機  本館屋外に設置 出力：92ｋW 
10 

備蓄品保管場所：本館機械室 

カテゴリー 物品名 在庫量 

食料品 

乾パン 96缶 

乾燥スープ(即席卵スープ) 200食 

アルファ米 40食 

飲料水（保存水） 

24本（2L） 

48本（500ml） 

168本（500ml） 

食事用品 

割り箸 1,700膳 

スプーン 100個 

皿 100個 

カップ 120個 

やかん 2個 

カセットコンロ 8台 

ガスボンベ 96本 

サランラップ 5箱 

アルミホイル 5箱 

防災品 

軍手 100双 

マスク 60枚 

毛布 60枚 

雨具 10着 

担架 1台 

カテゴリー 物品名 在庫量 

日用品 

トイレットペーパー 192ﾛｰﾙ 

ホッカイロ 75枚 

消毒薬 24個 

生理用品 10パック 

ボックスティッシュ 20箱 

ウェットティッシュ 20本 

ビニール袋 4袋 

ろうそく 10箱 

バケツ 3個 

タオル 30枚 

電気機器 

手回しラジオ 10台 

トランシーバー 3台 

防水メガホン 3台 

懐中電灯 10本 

乾電池 

100本（単一） 

100本（単二） 

100本（単三） 

100本（単四） 

簡易備蓄キット 
【非常用持出袋1個、備蓄保存用パン3缶、
保存水(500ml)2本、簡易トイレ3セット、救急

シート1個、ボディタオル1袋】 

50セット 

(1) 備蓄品 



(1)防災意識の普及 

教職員に災害及び防災に関する知識の啓発及び安全教育を行う。 

(2)防災活動 

①防災訓練を定期的に実施する。 

②防災行動マニュアルを適宜見直し、整備する。 

③避難経路を点検し緊急避難場所及び避難経路を教職員に周知する。 

・廊下等に物を置かない。 

・避難経路を明確にしておく。 

④施設、設備及び機器、危険物等について安全対策の措置を講じる。 

・建物及び付属施設の安全点検を定期的に実施し、異常を発見した場合は速やかに補強、修復する。 

・建物内のロッカー、書棚の転倒、落下等を防止するための措置を講じる。 

・危険物の保管等を適切に行う。 

⑤情報の伝達方法を整備する。 

・教職員の伝達体制を整備する。 

・大学本部及び各研究室との情報伝達体制を整備する。 

６．災害予防 
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７．地震と火事に備えて  

地震と火事に対処するため、事前の準備（心構え）と災害発生時・発生後の対処を述べます。 日頃から緊急時に

あわてないよう準備・訓練に参加しましょう。 

7－１． 事前の準備（心構え） 

 

（２）地震 

①キャビネット・棚等の転倒防止対策をあらかじめ実施 

②重量物を棚の上など高い所に置かず、 落下防止対策を実施 

③ガラス器具・薬品びん等の転倒・散乱防止対策をあらかじめ実施 

④重量機器は動かないよう固定して設置 （耐震固定、キャスターのロック、輪止など） 

 （３）火事 

①火災報知機・消火器・消火栓・防火扉の位置をあらかじめ確認 

②消火器の種類とその使い方をあらかじめ訓練・習熟 

③緊急連絡先（消防署、責任者、大学事務、夜間時）は見えるところへ掲示 

 

（１）共通 

①非常灯の位置と点灯するかをあらかじめ確認 

②避難経路と避難場所をあらかじめ確認 

③避難経路にある障害物をあらかじめ撤去 

④部屋の出入り口を塞ぐものは撤去し、避難口を確保 

 

東北大学AIMR安全衛生マニュアルより抜粋 
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７．地震と火事に備えて 

7－２．発生時・発生後の対処法 

（1） 地震：②、③、⑤は地震による身の危険が少ないとき 

①身の安全を図る 
②火の始末、機械の動力停止 
③ ドアや窓の開放して避難経路の確保 
④負傷者救助 
⑤火災・有害物質漏洩対応 
⑥最寄りの避難場所に避難する 
⑦安否確認実施 

 
（２）火事：②、③は火が小さいとき、危険な時は緊急連絡・退避を優先 

①大声で周囲に危険を周知 
②炎のそばにある可燃物を撤去 
③初期消火 （炎が天井まで届いていない場合）   ･ ･ ･水または消火器で消火 
④緊急連絡先または１１９番へ連絡（火災現場の住所・場所、火災の現状等） 
⑤火災現場からの退避 （煙が充満しているときは低い姿勢で下層階へ逃げる） 
⑥最寄りの避難場所へ避難 
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８．応急処置 

8- １．実験・研究・作業中の事故対応 

 

保険証あるいはそのコピーはいつも

携行しておきましょう 

 

8- ２． 応急対応 

（１）化学物質（毒物・劇物を含む。）をこぼした！ 

①身体にかかった場合 
汚染した衣服を脱ぐ、かかった部位を水道水で流す 

②目に入った場合 
水道の流水で流す 

③口に入った場合 
水道水で口をすすぐ 

④やけどを負った場合 
水道の流水で患部を冷却する 

※保健センターに行く前に、洗い流すこと。 
 

 

 

（２）ガス漏れ・ガスが発生した！ 

①窓や戸を開け、 換気を図る 

②電源や火気の使用を止める 

③タオル、ハンカチ、手ぬぐいなどを鼻・口
に当て、避難する 

④周囲の人に危険を喚起し、必要に応じ
て避難させる 

（二次被害の防止） 
 

 

 

事故（災害）の対応 

②応急手当て 

③責任者に連絡 

①東北大学保健センター 

②近くの医療機関等｛夜間は例えば仙台市急患センター 

（022-266-6561：仙台市若林区船丁64-12）｝ 

③救急車の要請 

東北大学AIMR安全衛生マニュアルより抜粋 
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①応急対応 



８．応急処置 

8－３．応急手当 

（１）切り傷の応急処置 

①傷のある部位を心臓より高くあげる 

②傷の上に清潔なガーゼ等を置き、強く 

圧迫する 

 

（２）打ち身の応急処置－ RICE処置を行おう－ 

①Rest（安静：動かさない) 

②Ice （アイシング：氷やアイスノンで冷やす） 

③Compression （患部の圧迫:内出血を抑える） 

④Elevation （患部の挙上：患部を心臓より高く上げる） 

 
8－４．  心肺蘇生法 

－誰かが突然倒れた、または倒れているところを見つけた場合－ 

①大声で叫んで、近くの人を呼び集める。 

②119番に通報し、救急車の出動を要請すると同時に、AEDを取りに行く。  

③同時に東北大学大学病院高度救命救急センター（022－717－7024）に知らせる。救急車が来るまで、ＡＥＤを使い
ながら、心肺蘇生することで、倒れた人が助かる可能性が広がります。 ふたを開ければガイダンスが始まり、誰でもすぐ
に使えます。 

積極的にＡＥＤの使用訓練を受けておきましょう。 

④心肺蘇生の必要があれば、心肺蘇生を行い、ＡＥＤを使用する。 

（AED設置場所：次ページ参照） 

 

 

 

 

東北大学AIMR安全衛生マニュアルより抜粋 
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８．応急処置 

（片平キャンパス 

AED設置場所） 

 

東北大学AIMR安全衛生 
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８．応急処置(AED操作方法） 

自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator, AED） 

 

簡単な操作 

操作は３ステップ 

 

 

ん。 

東北大学AIMR安全衛生マニュアルより抜粋 
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８．応急処置（通報） 

救急車（119番）への連絡のポイント 

・ 「救急です」  （火災の場合は「火災です」） 

・ 「現場は東北大学片平キャンパス WPI-aimr○○棟□□号室です」 

（目標物があれば、  「東北大学○○研究所○○号館の近くです」とはっきりと伝える） 

・ 「患者の名前は○○で、○○歳の男性です」 

・ 「原因は○○で、患者は○○の状態です」 

・ 「私の名前は○○で、この電話番号は○○－○○○○です」 

 

救急車（119番）が来るまで 

・救急車が到着するまで、どうすればよいか、を聞いておく 

・救急車のサイレンが聞こえたら、案内人を出し、救急車を誘導する 

・携帯電話は発信場所が特定できない。受信相手を 

確認して、指示に従う 

（携帯電話の電源はしばらく切らないように） 

 

東北大学AIMR安全衛生マニュアルより抜粋 18 



AIMR事業場災害対策本部 
本部長：機構長 
副本部長：事務部門長 
副本部長補佐：副事務部門長（総務担当：防火管理者） 

東北大学 
災害対策本部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通報連絡班 
（総務係） 

消火班 
（用度係） 

応急救護班 
（国際学術・ 
研究協力係） 

設備対策班 
（安全衛生 
管理室） 

避難誘導班 
（経理係） 

機構災害対策本部長代行順位：  
① 機構長  
② 事務部門長  
③ 副事務部門長(総務担当)  

本部員 

研究室防災隊 
 
 
 
 
 
 

通報連絡班 消火班 

応急救護班 設備対策班 

避難誘導班 

研究室隊長 

９．災害対策本部の組織図 
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１０．災害対策本部における各担当の役割と任務 

組織 担当 役割と任務 

本部長 機構長 ①災害に対する全ての対策業務の指揮・総括 
②教職員等に状況説明、待機または帰宅の指示 

副本部長 事務部門長 ①大学本部（災害対策本部）との対応 
②各研究室防災隊への指示 
③AIMR事業場内の現場状況の情報収集を総括 
④教職員の安否確認の情報の統括 
⑤教職員の安全確保への対応 
⑥本部長不在時の任務代行 

副本部長補佐 副事務部門長
（総務担当） 
防火管理者 

①副本部長不在時の任務代行 
②本部長及び副本部長任務の補佐 
 

通報連絡班 総務係 ①災害対策本部の指揮・総括業務の支援 
②テレビ・ラジオ等での災害情報の収集 
③安否確認の総括 

消火班 用度係 ①施設・設備・土地に関する被害状況の確認 
②備蓄品及び救援物資等の配布 
③ライフラインの復旧を業者又は本部に依頼 
 

避難誘導班 経理係 ①避難場所への誘導 

応急救護班 国際学術・研究
協力係 

①負傷者等の応急手当 

設備対策班 安全衛生管理
室 

①各建物（ラボ棟・ANNEX棟・本館）の化学薬品や高圧ガスボンベ等の被害状況の確認 
②ラボ棟・ANNEX棟の研究者支援室担当者とのトランシーバーによる安否確認・被害状況の確認 
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１１．研究室防災隊における各担当の役割と任務 

組織 担当 役割と任務 

研究室隊長*） PI（教授等） ①研究室における全ての対策業務の指揮・総括 
②教職員等に状況説明、待機または帰宅の指示 
③研究室防災隊各担当者への指示 
 

副隊長 准教授等 ①研究室内の現場状況の情報収集を総括 
②研究室員の安否確認の情報の統括 
③研究室員の安全確保への対応 
④研究室隊長が不在時の任務代行 

通報連絡班 ①研究室員の安否確認 
②安否確認結果を各棟の研究者支援室担当者（ラボ棟、ANNEX棟）に報告 
 本館は災害対策本部の通報連絡班に安否状況を報告 

消火班 ①初期消火活動 

避難誘導班 ①非常階段等を利用して研究室員を避難場所へ誘導 

応急救護班 ①負傷者等がいないかを確認 
②応急手当等の実施 

設備対策班 ①研究室の設備等の被害状況の確認 
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（１）｛災害発生時要領（勤務時間内）｝ 

①機構長から災害対策本部の設置が指示された後、災害対策本部担当教職員は緊急時避難場所から離れられる状況になり次第災害対策
本部設置場所（本館）にそれぞれ集合する。 
②災害対策本部長、副本部長は災害対策本部における各担当の役割と任務に定める対処事項を適宜決定し各担当に指示を行う。 
③各担当は、活動を開始する。 
 
災害発生後の安否確認及び被害状況の確認については以下の通り行動する。 

事項 災害対策本部 研究防災隊 
避難及び安否確認 ・通報連絡班は各研究室からの安否

確認結果を集計する 
・集計結果を定期的に災害対策本部
長へ報告する 

・避難した研究室の室員（教職員・学生）の安否確認を実施す
る。 
・安否確認結果を定期的に各棟の研究支援室担当者（ラボ棟、
ANNEX棟）に報告。本館は災害対策本部の通報連絡班に安否状況
を報告。 
・出張・帰省等で遠方にいる場合は各種通信手段により安否確
認を行い、結果を報告する。 

建物内の状況確認 ・消火班（用度係）は施設・設備・
土地に関する被害状況の確認を行う。 
・設備対策班は各建物（ラボ棟・
ANNEX棟・本館）の化学薬品や高圧ガ
スボンベの被害状況の確認を研究室
担当者と共に確認する。 

・研究室の管理する範囲（実験室等）において安否確認並びに
施設、設備、備品等の被害状況を速やかに調査する。 
・把握した情報は、研究室隊長へ報告を行うと共に、定期的に
災害対策本部へ報告を行う。 

その他 ・災害対策本部を設置したことを事
業場内に通知し大学本部に報告する。 
・事業場の被害状況等を大学本部に
報告する。 

・必要に応じて教職員は救助及び復旧活動に参加する。 
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１２．災害応急対応 



（２）災害発生後の教職員について 

災害対策本部は、教職員の安否状況、施設・設備の被害状況等の把握ができ、交通事情
及び道路状況等が安全で帰宅可能と確認できた段階で帰宅指示を行い、災害対策本部構
成員・研究室防災隊の責任者以外の教職員は下記の表のとおりの対応を行う。 

災害発生時の区分 教職員 対応措置 
就業 
 

構成員の教職員 帰宅せず、復旧・復興活動を行
う。*） 

構成員以外の教職員 
 

帰宅指示後、帰宅する。帰宅後
は自宅待機。 

通勤途上 構成員の教職員 出勤可能な場合は出勤する。 

構成員以外の教職員 帰宅する。帰宅後は自宅待機。 

*）就業中に災害が発生した場合で災害対策本部構成員および研究室責任者は、本人もし
くは家族の負傷、家屋等に重大な被害を受けた場合は帰宅する。 
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（３）｛災害発生時参集要領（勤務時間外）｝ 

１．第一次参集体制 
 
(1)「本機構の施設が設置されている片平キャンパス（青葉区）地域で震度５弱の地震」が発生した場合には、事務部門長は第一次参
集要員に対し、緊急連絡体制を用いて地震情報等の伝達を行う。ただし、事務部門長がその必要がないと認める場合はこの限りでな
い。なお、事務部門長が不在時は、副事務部門長（総務）が代行する。 

(2) 連絡を受けた第一次参集要員は、直ちに本館の事務室に参集し、被害状況等に情報を収集する。 
(3) 事務部門長は、収集した被害状況等を機構長に報告するとともに、必要があると認められる場合は、第二次参集体制を要請する
ことが出来る。 
(4) 事務部門長は収集した被害状況等を必要に応じて、本部事務機構総務課長に報告する。 
 
２． 第二次参集体制 
 
(1)「本機構の施設が設置されている片平キャンパス（青葉区）地域で震度５強の地震」が発生した場合又は事務部門長の要請により
機構長が第二次参集体制を決定した場合には、事務部門長は第二次参集要員に対し、緊急連絡体制を用いて地震情報等の伝達を行う。 

なお、事務部門長が不在時は、副事務部門長（総務）が代行する。 
(2) 連絡を受けた第二次参集要員は、直ちに本館の事務室に参集し、人的および物的被害状況等に情報を収集する。 
(3) 事務部門長は、収集した被害状況等を機構長に報告する。事務部門長は必要があると認められる場合は、機構長に対して災害対
策本部の設置を要請することができる。 
 (4) 機構長は、被害の状況に応じて災害対策本部を設置する。参集した要員は、機構事業場の運営及び応急対策について所要の措置
を講じる。 
(5) 事務部門長は収集した被害状況等を必要に応じて、本部事務機構総務課長に報告する。 
 
 
３． 第三次参集体制 
 
(1)「本機構の施設が設置されている片平キャンパス（青葉区）地域で震度６弱以上の地震」が発生した場合、機構長、事務部門長、
及び機構の災害対策本部構成員は、自らの安全を確保するとともに、家族等の安否を確認し、交通事情等により参集できない場合を
除き、要請があったものとして本館に参集する。 

(2)機構長は災害対策本部を設置する。参集した教職員は、機構事業場の運営及び応急対策について所要の措置を講じる。 
(3)前二項の定めにかかわらず、「本機構の施設が設置されている片平キャンパス（青葉区）地域で震度５強以下の地震」又は他の災
害が発生したことにより、機構長が災害対策本部を設置した場合は、第二次参集要員が教職員に対して参集の要請を行う。 
 (4) 参集した教職員は、任務を遂行する。 

24 



（４）各参集体制要員 

*参集要員となっている者が、自宅の状況又は交通事情等により参集できない場合は、
連絡の上、係内の参集可能な職員が代行する。 

要員 第１次参集体制 第２次参集体制 

(1) 事務部門長 ○ ○ 

(2) 副事務部門長    
   （総務担当） 

○ 
 

○ 
 

(3) 副事務部門長 
  （研究担当） 

○ 
 

(4) 安全衛生管理室長 ○ ○ 

(5) 総務係長 ○ 

(6) 用度係長 ○ ○ 

(7) 経理係長 ○ 

(8) 国際学術・研究協力係長 ○ 

(9) 用度係（設備担当） ○ 

(10) 用度係 ○ 
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（５）災害発生後の教職員について（夜間・休日） 

災害対策本部構成員・研究室防災隊の責任者およびそれ以外の教職員は下記の表のとおりの対応を
行う。 

災害発生時の区分 教職員 対応措置 
 
 
 
夜間・休日 

構成員の教職員 出勤可能な場合は出勤する。
出勤し、活動を行っている場合
は、帰宅指示があるまで復旧・
復興活動を継続する。*） 

構成員以外の教職員 
 

自宅待機とする。 
出勤していた場合は、帰宅指示
後、帰宅する。帰宅後は自宅待
機。 

*）災害が発生後に出勤し災害対策本部構成員として活動を行っている者のうち、家族負傷、家屋
等に重大な被害を受けた者は帰宅する。 
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