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○通報のポイント

　火災か救急か

　場所 住所(場所)は正確に詳しく言う。(番地、建物名、階数)

　火災・事故(ケガ)の状況

　通報者の氏名・連絡先

人身・火災事故発生時の対処方法

「火事です。」又は「救急です。」とはっきりと言う。

「○階建ての建物の△階が火事です。」など，
何が(誰が)どうしたかを正確にわかりやすく伝える。

「私は○○といいます。住所は○○町○○。
電話番号は0△0-□□□□-××××です。」と，名前，連
絡先を明らかにする。

火 災

ケ ガ

平日昼間

夜間 ・休日

平日時間外

初期消火（消火器，屋内消火栓，火災報知器）

１１９番通報（火災の程度による）

関係部署へ通報※

※不通の場合，中央監視室（内線２０５０）へ通報

（防災センター） 24時間監視

初期消火（消火器，屋内消火栓，火災報知器）

１１９番通報（火災の程度による）

中央監視室（内線２０５０）へ通報

（防災センター） 24時間監視

夜間 ・休日

平日時間外

保健管理センター工学部分室（内線２０３５）

医療機関情報（裏面参照）

１１９番通報（ケガの程度による）

医療機関情報（裏面参照）

１１９番通報（ケガの程度による）

中央監視室（内線２０５０）へ通報

（防災センター） 24時間監視

★119番通報した場合は，必ず関係部署へ連絡すること！

学 務 係 （内線２０１５）

会 計 係 （内線２０１２）

庶 務 係 （内線２００８）

実験実習係 （内線２５０３）

安全システム建設工学科 （内線２１８７）

電 子 ・ 情 報 工 学 科 （内線２２６１）

知能機械システム工学科 （内線２３６８）

材 料 創 造 工 学 科 （内線２４３７）

事
務
部

学
科
事
務

平日昼間

保健管理センター工学部分室（内線２０３５）

不通の場合，学務係（内線２０１５）
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Ⅰ．災 害 予 防          

 

 

 国立大学法人香川大学防災管理規程第５条に基づき，香川大学工学部（社会連携・知的財産セン

ター，危機管理機構，微細構造デバイス統合研究センター，学術・地域連携推進室研究協力グループ

社会連携チーム，保健管理センター工学部分室及び図書館工学部分館を含む。）の災害対策の基本を

以下のとおり定める。 

 

１．防災思想の普及 

 (1) 工学部長（以下「学部長」という。）は，防災意識を高めるため，職員及び学生等に自己啓発

を促すとともに，安全衛生委員会委員，副学部長，事務課長，社会連携・知的財産センター長，

図書館工学部分館長及び別紙１に掲げる自衛消防組織の各班長に指導助言を行う。 

 (2) 学部長は，職員に防災及び災害時の任務を割り当て，職員及び学生等に対し，定期的に研修等

を実施することにより，災害及び防災に関する基礎知識の普及及び醸成に努めるものとする。 

 

２．防 災 活 動        

 (1) 学部長は，災害から職員及び学生等の生命及び身体を保護するため，次のとおり防災活動を実

施する。 

  (ｲ) 防災訓練並びに救護・救援訓練を年に１回定期的に実施する。 

   (a) 専門家による訓練指導を行い，職員及び学生等に救護・救援の知識及び技術を習得させる。 

  (ﾛ) 施設，設備及び土地並びに危険物等について安全対策の措置を講じる。 

   (a) 学舎内外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措置をと

る。 

   (b) 学舎内のロッカー，書棚等の倒壊，落下等を防止するための措置をとる。 

   (c) 危険物等の保管に当たっては，適正な容器を使用し，災害に耐える堅固な施設又は設備に

保管するとともに，保管施設又は設備である旨の表示を行う。 

   (d) 危険物等の在庫数量を常に把握するなど，管理を徹底する。 

  (ﾊ) 情報の収集及び伝達方法を整備する。 

   (a) 工学部と大学本部との間の情報伝達の体制を整備する。 

   (b) 職員及び学生等への連絡を徹底するため，連絡網を整備する。連絡網の整備方法は，別紙

３の１．のとおりとする。 

   (c) 学外関係機関との情報連絡網を整備する。 

   (d) 上記事項を達成するため，電話番号等の連絡番号を周知する。 

  (ﾆ) 避難場所の整備等，避難対策を講じる。 

   (a) 廊下等の通路に物を置かないようにし，避難経路の確保を図る。 

   (b) 避難の方法及び経路，避難場所等を周知徹底する。別紙４に避難経路を示す。 

  (ﾎ) 飲料水，非常食，ロープ，タンカ，懐中電灯及び医薬品等災害時に必要な物品を常備する。
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なお，備蓄する物品等は別紙３の２．のとおりとする。 

  (ﾍ) 設置されている自家発電装置を定期的に点検し，常に稼動可能な状態に保つ。 

  (ﾄ) 緊急専用回線を設置する。 

  (ﾁ) その他防災に関する必要な事項を実施する。 

 (2) 学部長は安全の確保・維持を図るため，定期的な安全巡視の実施，問題箇所に対する是正措置

・指導を行う。使用者は，使用後の清掃はもちろん，作業時においても整理・整頓に留意し，

日頃より安全に気を付けることが必要であり，安全巡視による是正措置・指導があった場合に

は，速やかにその指導に従わなければならない。 
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Ⅱ．災害が発生したとき等の対応 

 

 

１．災害発生時の対応 

 (1) 地震予知時 

   警戒宣言発令時には，自衛消防組織員は，別紙２の警戒宣言が発せられた場合の組織編成と任

務により対応し，定められた任務に就くこと。なお，警戒宣言等が解除されたときは任務を解

く。 

 (2) 地震発生時 

   大規模地震が発生した場合は，自衛消防組織員は，被災者の救出・救護活動，火災の消火活動，

被害情報の収集，情報伝達と広報，被災者の救急・救助，避難誘導・収容活動及び被災者に対

する給食・給水活動等定められた任務に就くこと。また，地震災害に伴う活動は，広範囲かつ

長時間に及ぶことから，工学部が一体となって，自衛消防組織に重要物搬出班等を増強した

「地震災害対策本部」を設置する。 

 (3) 風水害時 

   台風・集中豪雨等による風水害時において，自衛消防組織員は，状況に応じた配備体制が指令

されたときには，気象予警報の収集伝達及び被害情報の収集，被害防除のための応急措置活動

等の任務に就くこと。 

 (4) 火災時 

   大規模な火災が発生したときは，自衛消防組織員は別紙２の災害発生時の任務により対応し，

定められた任務に就くこと。 

 (5) その他の災害時 

   社会的に重大な影響を与える恐れがある大規模な爆発又は大規模な事故（ガス爆発事故，危険

物・火薬類・毒劇物施設における災害等）が発生したときは，自衛消防組織員は状況に応じた

配備体制を敷き，被災者の救護・救助，避難，収容活動等の任務に就くこと。 

(6) 施設に不慣れな来客者や障がい者の方などがいる時 

  来客者や障がい者の方など自力での避難が困難な者がいる時は，自衛消防組織員であるかどう

かに関わらず，以下のとおり対応し避難活動を支援すること。 

 (ｲ) 施設に不慣れな方 

  (a) 避難路，避難場所等を伝達する。 

  (b) 必要に応じて誘導する。 

 (ﾛ) 聴覚障がいの方 

  (a) 所在を確認する。 

  (b)筆談ボード・メモ等で情報を伝達する。必要に応じて携帯電話を活用する。 

  (c) 状況に応じて誘導，介助する。 

  (d) 避難先での情報伝達に配慮し，コミュニケーションを確保する。 

 (ﾊ) 視覚障がいの方 

  (a) 所在を確認する。 
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  (b) 音声，拡大文字等で情報を伝達する。必要に応じて携帯電話を活用する。 

   (c) 避難先での情報伝達に配慮し，コミュニケーションを確保する。 

  (ﾆ) 肢体不自由の方 

   (a) 所在を確認する。 

   (b) 状況に応じて誘導，介助する。 

 

２．災害対策本部の設置 

学部長は，災害発生の情報を受けた場合は，工学部災害対策本部長（以下「本部長」という。）

として工学部災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）を設置する。  

(1) 本部長は，災害対策本部を統括する。 

 (2) 副学部長及び安全衛生委員会委員は，本部長を補佐する。 

 (3) 本部長は，本部長の職務を次の順位により代行させることができる。 

  ① 副学部長 

  ② 安全衛生委員会委員 

 (4) 災害対策本部には，職員及び学生等の安否確認・救出保護，消火・物品・ライフライン，警備

・避難住民及び教育等の対策を担当する班を置く。 

(5) 災害対策本部の設置場所は次のとおりとする。 

    第１順位 設備室棟１階中央監視室（防災センター） 

    第２順位 状況に応じ，本部長が指定した場所 

 (6) 避難住民の受入 

工学部キャンパスは，高松市林地区の非常災害時における避難所に指定されており，災害時に

要請があった場合には，福利・図書館棟１階学生食堂を地域住民の方の避難所として開放するこ

とになっている。 

 

３．自衛消防組織員の任務の概要 

 学部長は，災害による被害を 小限に止めるため，香川大学工学部地区消防計画（以下「消防計

画」という。）第28条に規定する自衛消防組織を別紙１のとおり編成するものとし，その任務は別紙

２のとおりとする。別紙１の基本編成による活動では困難と認められる場合は，本部隊・地区隊の各

班の人員を増強又は移動するなどの対応をとる。 

 自衛消防組織員は，各所属又は動員先の任務に従い，速やかに行動できるよう事前に内容を熟知し

ておくこととし，自宅からの参集時の心得として次のことに留意すること。 

 (1) 家族，家屋の安全を確認する。 

 (2) 応急活動に適した服装を着用し，手袋，タオル，着替，水，食料，懐中電灯，携帯ラジオ，携

帯電話など，任務に必要な用具を携行する。 

 (3) 参集途上において火災あるいは大規模な人身事故等に遭遇したときは，直ちに適切な措置をと

る。 

 (4) 参集途上に知り得た被害状況又は被害情報は，参集場所の上司に報告する。 
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４．災害情報の報告・伝達 

 自衛消防組織員は，各班長・地区隊長・通報連絡班等を通じて災害対策本部へ被害及び避難の状況

報告を正確かつ適切に行うこと。 

 (1) 発生時 

   電話，口頭，電子メール等により被害発生の日時，場所，災害の原因，被害の程度等を報告す

るものとし，発生速報は逐次状況に応じて報告する。 

 (2) 中間報告 

   その後判明した被害状況，職員・学生等の安否及び救護状況等を逐次報告する。 

 (3) 確定報告 

被害等が確定した段階で速やかにその状況を報告する。
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Ⅲ．災害応急対策 

 

 

その１ 重大な災害が勤務時間内に発生した場合 

１．避難及び安否の確認 

 (1) 職員及び学生等は，火気，危険薬品，工作機械等実験機器を使用している場合は直ちに安

全措置を講じ，安全な場所に避難する。 

 (2) 本部長は，避難した者の氏名及び負傷した者の状況等を調査し，出勤している職員及び登

校している学生等の安否を確認する。 

 (3) 本部長は，職員の家族及び学生等の安否及び家屋等の被害状況を確認する。 

  (ｲ) 電話等により,あるいは直接現場を確認する等あらゆる手段を講じて速やかに確認する｡ 

  (ﾛ) 出勤していない職員及びその家族，登校していない学生等の安否並びに家屋等の被害状

況についても速やかに確認する。 

 

２．応急措置 

 (1) 職員は，二次災害の発生に注意を払い，建物，通路等の安全を確認する等災害の拡大を防

ぐよう努める。 

 (2) 職員は，危険薬品，危険物等について，二次災害が発生しないよう薬品庫に納める等処置

  し，また必要に応じて立入禁止措置をとる。 

 (3) 職員は，災害による行方不明者，負傷者の発見に努め，救護・救援活動を行う。 

 (4) 職員は，負傷者を発見した場合には，けがの程度に応じ保健管理センター（内線1285） 

（工学部分室（内線2035）含む。）又は消防署と連絡をとり，その指示に従う。 

 

３．災害対策本部の設置及び職務遂行要員の確保 

 (1) 本部長は，直ちに災害対策本部を設置し，この旨を速やかに学長に報告する。 

 (2) 災害対策本部は，防災センターに設置するものとするが，同センターが建物倒壊等により

危険な場合は，安全な他の場所に設置し，本部長は，直ちに自衛消防組織員にこの旨を通知

する。 

 (3) 本部長は，家族，家屋等の安全が確認できた職員を中心に，災害対策本部の要員を確保す

  る。 

 (4) 本部長は，災害対策本部の業務が24時間体制となる可能性が大きいため，職員の心身の健

  康に十分留意する。 

 (5) 本部長は，家族の負傷等職員個々の被災状況に応じて，必要な場合は職員を帰宅させる。 

  (ｲ) 帰宅させる場合は，交通事情，道路事情に注意し，安全を確認した上で帰宅させ，帰宅

   後，被災状況を災害対策本部に報告させる。 

  (ﾛ) 帰宅した職員は，家族の安否，家屋の被災状況等を確認の上，出勤可能となった場合は

   速やかに出勤する。 

 (6) 本部長は，平常業務の遂行に向けて要員の確保に努める。 
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４．避難のための工学部内施設の利用 

 (1) 本部長は，被災した職員及び学生等の緊急避難場所として，学部内の安全な施設を可能な

限り開放する。 

  (ｲ) 寝具，食料等を調達する。 

  (ﾛ) その他必要なものを用意する。 

 

５．避難住民の受入れ 

 (1) 近隣の住民が避難してきた場合には，一時的に避難場所として設備等を提供する。 

 (2) 前号により避難住民を受け入れることとしたときは,本部長は直ちに学長に報告する。 

 

６．学外への施設等の提供 

  学外の災害対策関係機関から被災地域における人命救助その他の救援活動のため，施設等の

提供の要請があった場合，本部長は可能な限り施設等を提供するものとする。 

 

７．火災が発生した場合 

  本マニュアルの他，消防計画により対応する。 

 

 

その２ 重大な災害が勤務時間外に発生した場合 

１．災害対策本部の設置 

 (1) 本部長は，直ちに災害対策本部を設置し，この旨を速やかに学長に報告する。 

 (2) 職員は，家族，家屋等の安全を確認した後，可能な限り速やかに出勤する。 

  (ｲ) 出勤に当たっては，交通事情や道路事情に注意し，安全を確認の上，出勤することとす

   るが，24時間勤務体制となる可能性が大きいことを自覚しておくこと。 

  (ﾛ) 職員は交通機関が遮断されている場合においても，徒歩又は自転車等を利用して極力出

   勤するものとする。 

   (ﾊ) 自ら，若しくは家族の負傷，家屋等の重大な被害等により出勤出来ない職員は，その旨

   を所属学科長又は事務課長等直属の上司に連絡する。なお，重大な被害等に対する措置を

   行った後，出勤可能となった場合は速やかに出勤するものとする。 

 (3) 本部長は，出勤してきた職員から災害対策本部の要員を確保する。 

 (4) 災害対策本部は，防災センターに設置するものとするが，同センターが建物倒壊等により

危険な場合は，安全な他の場所に設置し，本部長はこの旨を直ちに自衛消防組織員に通知す

る。 

 (5) 班長以上の者が，自ら，若しくは家族の負傷，家屋等の重大な被害等により出勤不可能な

  場合は，本部長の指示により，その業務を代行させるとともに，権限  を委任する。 

 

２．応急措置 

 (1) 職員は，二次災害の発生に注意を払い，建物，通路等の安全を確認する等災害の拡大を防

ぐよう努める。 
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 (2) 職員は，危険薬品，危険物等について，二次災害が発生しないよう薬品庫に納める等処置

し，また必要に応じて立入禁止措置をとる。 

 (3) 職員は，災害による行方不明者，負傷者の発見に努め，救護・救援活動を行う。 

 (4) 職員は，負傷者を発見した場合には，けがの程度に応じて消防署と連絡をとり，その指示

   に従う。 

 

３．安否の確認 

  地区隊単位で，出勤していない職員及びその家族の安否並びに家屋等の被害状況，また，学

生等の安否を確認し，本部長に報告する。 

 (ｲ) 電話等により，あるいは直接現場を確認する等あらゆる手段を講じて速やかに確認する。 

 

４．職務遂行要員の確保 

  本部長は，職務遂行要員を確保する。 

 (ｲ) 出勤してきた職員により，災害対策本部要員を確保する。 

 (ﾛ) 災害対策本部の業務は24時間体制となる可能性が大きいため職員の心身の健康に十分留意

する。 

 (ﾊ) 平常業務遂行要員の確保に努める。 

 (ﾆ) 出勤不可能な職員の状況を把握する。 

 

５．避難のための工学部内施設の利用 

  本部長は，被災した職員及び学生等の緊急避難場所として，学部内の安全な施設を可能な限

り開放する。 

 (ｲ) 寝具，食料等を調達する。 

 (ﾛ) その他必要なものを用意する。 

 

６．避難住民の受入れ 

 (1) 近隣の住民が避難してきた場合には，一時的に非難場所として設備等を提供する。 

 (2) 前号により避難住民を受け入れることとしたときは，本部長は直ちに学長に報告する。 

 

７．学外への施設等の提供 

  学外の災害対策関係機関から被災地域における人命救助その他の救援活動のため，施設等の

提供の要請があった場合，本部長は可能な限り施設等を提供するものとする。 

 

８．火災が発生した場合 

  本マニュアルの他，消防計画により対応する。 
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その３ 災害復旧 

１．被害状況の把握 

  本部長は，災害による施設，設備，土地及び備品等の被害状況を速やかに調査し，大学本部

災害対策本部（又は，大学本部関係部署）に報告する。 

 (ｲ) 被害状況は，手を加える前に日付け入りで記録するよう努める。 

 

２．災害復旧 

 (1) 教務委員会は，学生等に対する教育環境の整備に努める。 

  (ｲ) 補講，追試等修学上の配慮を行う。 

 (2) 本部長は，次の事項について災害復旧に努める。 

  (ｲ) 職員の勤務環境の整備 

  (ﾛ) 教育研究環境の整備 

  (ﾊ) 施設，設備及び土地の早期復旧 

  (ﾆ) 備品等の早期調達及び修繕 

  (ﾎ) その他災害復旧に必要な業務 

 

３．二次災害の防止 

  本部長は，工作物，建物の倒壊等危険区域の発見に努め，二次災害の防止に努める。 

 (ｲ) 校内外を巡回し，危険区域には立入り禁止の措置を講じる。 

 (ﾛ) 危険工作物，建物等について倒壊防止等の応急措置を講じる。 

 (ﾊ) 薬品等による環境汚染に対して，応急措置を講じる。 

 (ﾆ) ライフラインの復旧後に備え，出火等の防止策を講じる。 
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別紙１

＜本部隊＞

＜地区隊＞

　

自衛消防組織の編成と任務(編成表）

香川大学工学部長（※管理権原者）

指揮班
　事務課長（※統括管理者）
　教育研究評議会評議員・副学部長

安全システム建設工学科隊
地区隊長　角道学科長

通報連絡班（7名）
班長　課長補佐（庶務）
班員　庶務係員・課長補佐付主任
　　　　・中央監視員

通報連絡班（3名）
班長　末永教員
班員　中島教員　紀伊教員

初期消火班（6名）
班長　課長補佐（学務）
班員　学務係員

初期消火班（3名）
班長　野田教員
班員　岡﨑教員

避難誘導班（5名）
班長　実験実習係長
班員　実験実習係員

避難誘導班（3名）
班長　寺林教員
班員　守屋教員　石塚教員

初期消火班（2名）
班長　丹治教員
班員　香川教員

安全防護班（4名）
班長　課長補佐（会計）
班員　会計係員

安全防護班（2名）
班長　松島教員
班員　宮本教員

応急救護班（6名）
班長　保健管理センター保健師
班員　実験実習係員・図書館工学部分館

応急救護班（2名）
班長　山中教員
班員　野々村教員

※管理権原者…防火・防災管理の最終責任者
※統括管理者…自衛消防組織の統括管理者

電子・情報工学科隊
地区隊長　井面学科長

通報連絡班（2名）
班長　神野教員
班員　富永教員

材料創造工学科隊
地区隊長　馮学科長

避難誘導班（2名）
班長　生越教員
班員　石井教員

安全防護班（2名）
班長　浅野教員
班員　安藤教員

応急救護班（2名）
班長　北島教員
班員　市野教員

知能機械システム工学科隊
地区隊長　石丸学科長

社会連携・知財センター隊
地区隊長　永冨教員

通報連絡/初期消火班（2名）
班長　研究協力グループサブリーダー
班員　研究協力グループ員

通報連絡班（3名）
班長　高尾教員
班員　山口教員　林教員

初期消火班（4名）
班長　寺尾教員
班員　平田教員　石塚教員
　　　　井上教員

避難誘導班（3名）
班長　高橋教員
班員　郭教員　吉村教員

安全防護班（3名）
班長　石原教員
班員　佐々木教員

応急救護班（3名）
班長　鈴木教員
班員　石井教員　佐藤教員

通報連絡班（2名）
班長　須崎教員
班員　山口教員

初期消火班（2名）
班長　楠瀬教員
班員　磯田教員

避難誘導班（2名）
班長　掛川教員
班員　田中教員

安全防護班（2名）
班長　松本教員
班員　宮川教員

応急救護班（2名）
班長　小柴教員
班員　鶴町教員
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別紙２ 

自衛消防組織の編成と任務（任務表） 

 

本部隊 

管理権限者（防火・防災管理の最終責任者） 

統括管理者（自衛消防組織の統括管理者） 

班 災害発生時の任務 
警戒宣言が発せられた場

合の組織編成 
警戒宣言が発せられた場合の任務 

 

 

指 揮 班 

 

 

１ 自衛消防活動の指揮統制 

２ 災害対策本部の設置 

３ 地区隊への命令の伝達並びに情報の収集 

４ 消防隊への情報の提供並びに災害現場への誘導 

５ その他指揮統制上必要な事項 

指揮班は，情報収集担当

として編成する。 

１ 報道機関等により東海地震注意情報及び警戒宣言発令に関

する情報を収集し、事業所統括管理者に連絡する。 

２ 周辺地域の状況を把握する。 

３ 放送設備、掲示板、携帯用拡声器等により在館者に対する

周知を図る。 

４ 食料品、飲料水、医薬品等及び防災資機材の確認をする。 

５ 在館者の調査 

 

通報連絡班 

 

１ 消防機関への通報及び通報の確認 

２ 館内への非常放送及び指示命令の伝達 

３ 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） 

通報連絡班は，情報収集

担当として編成する。 

 

初期消火班 

１ 出火階に直行し，屋内消火栓による消火作業に従事 

２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 

３ 消防隊との連携及び補佐 

初期消火班は，点検措置

担当として編成する。 

 

建物構造、防火設備、避難施設、電気、ガス、エレベーター、

消防用設備等、危険物施設などの点検及び保安の措置を講じ

る。 

避難誘導班 

１ 出火階及び上層階に直行し，避難開始の指示命令の伝達 

２ 避難器具の設定，非常口の開放及び開放の確認 

３ 避難上障害となる物品の除去，パニック防止措置 

４ 未避難者，要救助者の確認及び本部への報告 

５ ロープ等による警戒区域の設定 

避難誘導班は，平常時と

同様の編成とする。 

 

混乱防止を主眼として、退館者の案内及び避難誘導を行う。 

安全防護班 

１ 火災発生地区へ直行し，防火シャッター，防火戸，防火ダ

ンパー等の閉鎖確認 

２ 倒壊危険箇所への立ち入り禁止措置 

３ エレベーター非常時の閉じ込み確認措置 

４ スプリンクラー設備等の散水防止措置 

５ 活動上支障となる物件の除去 

安全防護班は，点検措置

担当として編成する。 

 

上記の初期消火班の任務と同様とする。 

応急救護班 

１ 応急救護所の設置 

２ 負傷者の応急処置 

３ 救急隊との連携，情報の提供 

応急救護班は，情報収集

担当として編成する。 

上記の通報連絡班の任務と同様のほか，救出資機材等の確認を

する。 
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地区隊 

地区隊長（地区隊長は各地区隊を指揮する） 

班 災害発生時の任務 
警戒宣言が発せられた場

合の組織編成 
警戒宣言が発せられた場合の任務 

通報連絡班 防災センターへの通報及び隣接各室への連絡 通報連絡班は、情報収集

担当として編成する。 

テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 

初期消火班 消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の誘導 初期消火班は、点検担当

として編成する。 

担当区域の転倒、落下防止措置を講じる。 

避難誘導班 出火時における避難者の誘導 避難誘導班は、平常時と

同様の編成とする。 

本部の指揮により、避難誘導を行う。 

安全防護班 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッ

ターの作動確認 

安全防護班は、点検担当

として編成する。 

上記の初期消火班の任務と同様とする。 

応急救護班 負傷者に対する応急処置 応急救護班は、応急措置

担当として編成する。 

危険箇所の補強、整備を行う。 
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別紙３ 

１．連絡網の整備方法 

 学部長は，以下により連絡網を整備する。 

 (1) 職員の連絡網 

(ｲ) 事務課長，各学科長，社会連携・知的財産センター長及び図書館工学部分館長（以下「各所

属長」とう。）は，所属の職員の連絡先一覧を，毎年４月（異動があった場合はその都度）に

作成するものとする。 

  (ﾛ) 各所属長は，連絡先一覧を自ら保管するとともに，災害対策本部を立上げたときに機能する

よう，本部長及び班長に１部提出するものとする。 

  (ﾊ) 各所属長は，所属する職員に対し，非常時には工学部へ連絡するよう平時から周知徹底して

おくものとする。 

 (2) 学生の連絡網 

  (ｲ) 学部１年生から３年生（研究室に所属するまで）のクラスを担当するＣＡ教員は，担当学生

の連絡先一覧（自宅，下宿先等）を，毎年４月に作成し，所属学科長及び学務係長に１部提

出するものとする。 

  (ﾛ) 各研究室の指導教員は，所属学生の連絡先一覧（自宅，下宿先等）を，毎年10月に作成し，

所属学科長及び学務係長に１部提出するものとする。 

  (ﾊ) CA又は指導教員は，担当学生の連絡先一覧を大学及び自宅に保管するとともに，学生に対し，

非常時には工学部へ連絡するよう平時から周知徹底しておくものとする。 

    ※工学部の電話番号 ０８７－８６４－２０００（庶務係） 

              ０８７－８６４－２０１５（学務係） 

 

２．備蓄する物品等 

 (1)学部長は，非常時に必要な次の物品を備蓄しておく。 

備 蓄 物 品 名 備  蓄  場  所 

飲料水 設備室棟倉庫（１階） 

非常食   同 上 

毛布   同 上 

ロープ 事務課 
タンカ 保健管理センター工学部分室 

発電機（燃料含む。） 設備室棟倉庫（１階） 

破壊用具（斧，大ハンマー，ジャッキ，バール

等) 

  同 上 

懐中電灯（電池含む。） 事務課，各学科事務，図書館工学部分館，社会連携・知

的財産センター，保健管理センター工学部分室 

携帯ラジオ（電池含む。）   同 上 

ヘルメット 事務課 

ハンドマイク 事務課，各学科事務 

医薬品類 事務課，各学科事務，図書館工学部分館，保健管理セン

ター工学部分室 

 (2) 電池，医薬品は適宜更新する。 
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　避難経路（３階） 
　 ① 南側屋外の階段を使って避難する。 
　 ② 3301、3303、3304各講義室設置の救助袋を使って避難する。 
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医療機関情報

◎　学部内

・保健管理センター工学部分室（内線 2035，外線 087-864-2035）

◎　学部外

・総合病院
済生会病院 ☎087-868-1551 (高松市多肥上町1331-1)

香川県立中央病院 ☎087-811-3333 (高松市朝日町1丁目2-1)

高松市民病院 ☎087-834-2181 (高松市宮脇町2丁目36-1)

高松赤十字病院 ☎087-831-7101 (高松市番町4丁目1-3)

医学部附属病院 ☎087-898-5111 (木田郡三木町池戸1750-1)

・近隣病院
たむら内科 ☎087-888-3311 (高松市多肥上町1461)

亀井内科呼吸器科医院 ☎087-866-5001 (高松市太田下町3007-4)

林皮フ科医院 ☎087-889-1112 (高松市多肥上町1111-1)

西本皮膚科 ☎087-869-1170 (高松市松縄町1139-6)

加藤眼科クリニック ☎087-868-0707 (高松市多肥下町667-1)

みやべ耳鼻咽喉科クリニック ☎087-889-1133 (高松市林町478-1)

おはら整形外科クリニック ☎087-865-2398 (高松市多肥下町1543-1)

・夜間急病診療所（内科，耳鼻科(木)のみ，眼科(土)のみ）　19：30～23：30

高松市医師会館1階 ☎087-839-2299 （高松市松島町1丁目16-20）

・医療Netさぬき(医療機関、薬局情報、休日当番医案内等)
http://www.qq.pref.kagawa.jp/qq/men/qqtpmenult.aspx

・休日当番医案内 ☎0120-979-199（自動音声）

医療NetさぬきQRコード



 

 

 

 

参考文献 

 

「第７版 実験を安全に行うために」 

       編 集 化学同人編集部 2006年 

       発行所 (株)化学同人 

           ISBN978-4-7598-0958-9 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ――――――――――――――――――――――――――――― 

災害対策マニュアル 

平成29年４月 

 

編  集  香川大学林町地区安全衛生委員会 

問合せ先  香川大学工学部事務課 

             〒761-0396 香川県高松市林町2217-20 

             TEL (087)864-2000, FAX (087)864-2032 

             URL：http://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_eng/ 

             参考 香川大学安全マニュアル 

             URL：http://anzenmon.jp/category/kagawa-u/ 

――――――――――――――――――――――――――――― 


