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ご あ い さ つ

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、東北の太平洋側沿岸部を中心

に未曽有の被害をもたらし、経済基盤にも甚大なる影響を与えました。

　被災地では、懸命の復旧・復興に取り組んでいるものの、いまだ先行きが見

えない厳しい状況が続いております。

　あらためて、大災害に備えた防災対策の重要性を再認識しております。

　昨年、８月に実施いたしました組合員に対するアンケートによりますと「防

災マニュアル」を作成している組合員は、全体の30％に満たない状況でした。

　また、防災マニュアルに基づく防災訓練を実施している組合員がいる一方、

緊急連絡網を作成していない組合員もあり、防災の取組みに大きなバラツキが

見られました。

　この防災ハンドブックは、本年度「卸商業団地機能向上支援事業」の一環と

して、「安全・安心な卸団地づくり」に資することを目的に取組みし、地震、火災、

水害その他の大災害に対処するため作成したものです。

　組合員の皆様には、災害時における被害の軽減や災害対策が、迅速かつ的確

に対応できるよう、あらかじめこの「防災ハンドブック」の内容をご理解いた

だき、ご活用いただければ幸甚です。

　なお、「防災ハンドブック」には、「防災マニュアル参考例」を掲載しており

ますので、自社に適応した「防災マニュアル」を作成され、有事の際の対策が

迅速に対応できるよう備えを万全にされることを推奨いたします。

平成24年１月　　　　　　　　　

協同組合秋田卸センター　　　

理事長　桑　原　　　功
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　避難場所、消火栓、AED、発電機のある組合員、衛星無線のある組合員等を記載した防災マップ（別
紙１）、卸団地周辺の秋田市指定避難場所（別紙２）により、あらかじめ避難場所を確認し、有事
の場合は、最寄りの避難場所に避難してください。
　なお、津波に備え、避難する高い建物等も事前に確認しておく必要があります。
団地内企業の３階建以上の建物は、吉田興業㈱、秋田東北商事㈱、㈱メディセオ東北支社秋田ビル、
コクヨ東北販売㈱秋田支店、㈱辻源、㈱西舘家具店・ウエスト等がありますが、最寄りでは、４階
建の建物で「さわやか桜弐番館」（有料老人ホーム）、５階建以上の建物では、「ラウンドワン」（会
館から徒歩10分）などがあります。
　また、団地内に発電機やAED等を設置している組合員先をそれぞれ表示しておりますのでご参
照ください。　　

〔資料　防災マップ（Ｐ３）、秋田市指定避難場所（Ｐ４）参照〕

○　一時集合場所（安全な空地等）に避難するようになっているか。
○　避難場所、避難道路に変更がないか。
○　行政機関から避難情報を受けた場合は、あらかじめ定めてある避難道路を利用するなど、避
難場所にまとまって避難するようになっているか。

○　避難者の人員（可能な場合は氏名まで）を確認するようになっているか。
○　避難時には、電気のブレーカー及びガスの元栓を遮断する等の処置を行うようになっているか。

○　避難誘導を行うには拡声器、メガホンなどを有効に活用し、避難者が混乱しないように指示
をします。
○　事前に責任者、避難誘導員は避難経路や避難場所を自分の足で確かめておきます。
○　職場から避難場所までの経路を２以上定めておきます。
○　避難誘導班員は、避難時に次の注意事項を厳守させます。
　 ●　デマに惑わされない。
　 ●　塀ぎわ、崖下をさける。
　 ●　避難は徒歩とし、自動車等は使わない。
　 ●　携行品はあらかじめ定められた非常持出し品等で必要最低限とする。
　 ●　切断された電線や落下物に注意する。

○　地震による出火が大災害に発展した場合は、速やかに避難をしなければなりません。
○　避難は、大群衆の行動であり、平常の個人的な行動とは根本的に違ってきます。あらか
じめ決めてある避難場所を確認しておき、より安全な避難ができるよう心掛ける必要があ
ります。

チェック事項

ポイント

１　災 害 時 の 対 応

　　避難場所、避難経路の確認・避難方法（１）
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○　消防や警察から避難の指示があった場合や、火災等により危険がある場合には、まず一時集
合場所へ避難します。

○　一時集合場所も危険な場合は、避難場所へ避難します。（２段階避難）

○　事前に、避難場所を確認しておきましょう
　・近所の秋田市指定避難場所

避 難 場 所 所　　在　　地 電話番号

第34牛島運動公園 牛島東一丁目５番地（秋田消防署牛島出張所裏）

秋田モータースクール 茨島四丁目３－36 ８６４－５５１５

茨島多目的運動広場 茨島一丁目12－12（茨島体育館裏） ８６５－１４１７

〈避難場所の指定〉

（指定の要件）
・各地で予想される地震災害に対して安全であること。特に地震時等の大災害を予想し
て、できるだけ木造密集市街地から300ｍ以上離す。

・面積は、収容人員一人当たり原則として２㎡以上とする。この際、昼間人口も考慮する。
・避難場所には努めて給水施設を整備する。
・地域住民の終結場所として消防救護活動等の拠点となる空地を必要に応じて配置する。
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（別紙１）

平成24年１月１日現在
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（別紙２）

卸団地周辺の秋田市指定避難場所

平成24年１月１日現在
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　災害発生時直後は、パニックになりやすいものです。いち早く正確な情報を入手し、的確かつ効
果的な活動をとる必要があります。
　そのためには、ラジオ、テレビ、インターネットなどで正しい情報を入手するとともに、あらか
じめ連絡先、連絡方法を確認し、身近なところに準備しておくことが重要です。

　　情報の収集および連絡（２）

○　大地震が発生すれば、それだけで客も従業員もパニック状態になり、不確実な情報やデ
マは、パニックに拍車をかけることになります。
○　災害発生後の諸活動を、情報もないまま、また、不確実な情報の下に行うことは、最優
先に実施すべき活動を誤ったり、効果的な活動をとることができないことになり、被害を
最小限に抑えることができません。
○　そのためには、正確な情報を一刻も早く入手し、全員に連絡して不安感を取り除き、的
確な応急措置をとることが必要です。

ポイント

○　電話が使用不能になった場合は、火災や救急事象の発生を近くの消防署、消防出張所に駆け
付けて直接知らせます。

　　（秋田市消防署牛島出張所　８３２－７２１２）
○　事業所周辺の災害状況や総体的な状況を知るためには、近隣の高い建物や消防署、県庁、市
役所等の防災機関へ連絡員を派遣する方法もあります。

○　ラジオ、テレビ、インターネットなどで、正しい情報を入手します。
　（参考）秋田県防災ホームページ（URL、http://www.akita-bousai.jp/）
○　情報の混乱を防ぐため、入手した情報を取りまとめる場所や責任者を定め、情報の整理、確
認を行います。

○　入手した情報を客や従業員に伝達する方法は、状況に応じて社内放送や内線電話、情報連絡
員などを使い分けます。

チェック事項

○　火災が発生したときは、ただちに消防機関
に通報するようになっているか。

○　建物内外の被害状況を把握するとともに防
災機関からの情報を積極的に収集し、客や
従業員に随時伝達するようになっているか。
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○　パニックを防止するため、不必要な緊迫感を与えないように配意します。

○　従業員等の安否に関する情報も収集する必要があります。
　　地震の発生は、夜間や出勤途上及び外出中など、様々な状況が考えられるので、方法等を明
確にしておくことが必要です。
○　従業員の出社の要否について伝達する必要があります。従業員と連絡が取り難い場合がある
ので、あらかじめ出社する条件等を決めておくとよいでしょう。
○　関係事業所間の連絡については、通話規制等を考慮し、被災地から複数に連絡するのではな
く、１つの連絡先にかけたら、連絡を受けた事業所が次の事業所に連絡する等の連鎖的な通信
ルートを設定しておくことを考えておきましょう。また、通信ルートの複数化が効率的な連絡
体制となります。

〈被災地の電話について〉

　一般電話は自動的に規制がかかり通話制限されるため、被災地外から被災地への通話は
困難となります。
　なお、地震時でも緑、灰色の公衆電話は被災時優先電話とされています。
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災害対策本部　　秋田卸センター内　　☎８６３－１９０２　ＦＡＸ８６２－５３９８

災害時の連絡先を下記の「緊急時連絡先一覧表」によりご活用ください。
［緊急時連絡先一覧表］
　①公共機関

情　　報 機関 入手先名（機関名） 電話番号

行政情報

消防
秋田消防署

牛島出張所

０１８－８２３－４１００

０１８－８３２－７２１２

警察
秋田中央警察署

茨島交番

０１８－８３５－１１１１

０１８－８２３－４９０６

市
秋田市役所

秋田市総務部防災安全対策課

０１８－８６３－２２２２

０１８－８６６－２０２１

県 秋田県総合防災課 ０１８－８６０－４５６３

交通情報

道路

東北運輸局秋田陸運支局

秋田県警察本部災害対策本部

東日本高速道路株式会社

秋田県道路課

０１８－８６３－５８１１

０１８－８６０－４５６４

０５７０－０２４０２４

０１８－８６０－２４８３

鉄道
J R秋田駅

J R羽後牛島駅

０１８－８３３－２３２０

０１８－８３３－２９１１

バス
秋田中央交通株式会社

J Rバス東北株式会社秋田支店

０１８－８２３－４４１１

０１８－８６２－９４６１

航空
全日空（国内線予約案内）

日本航空（国内線予約案内）

０５７０－０２９２２２

０５７０－０２５０７１

船舶 新日本海フェリー㈱秋田支店 ０１８－８８０－２６００

ライフライン

電気
東北電力㈱停電・緊急時の問合せ

東北電力㈱秋田支店　　　　

０１２０－１７５３６６

０１８－８６３－３１５１

ガス 東部ガス㈱秋田支社 ０１８－８３２－６５９５

水道 秋田市上下水道局 ０１８－８２３－８４３１

電話

NTT東日本（お客様相談センター）

KDDI㈱（お客様相談センター）

NTTドコモ㈱秋田支店

０１２０－０１９０００

０１２０－２２００７７

０１８－８６４－３７００

気象情報 気象 秋田地方気象台（防災業務課）（気象予警報１７７） ０１８－８６４－３９５５

【国土交通省】防災情報提供センター〔ホームページ〕http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/

　　災害時の連絡一覧先（３）
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　②団地内企業

　　㈿秋田卸センター事務局　　☎８６３－１９０２　ＦＡＸ８６２－５３９８

会　　　社　　　名 電話番号 ＦＡＸ
㈱秋田まるごと市場 ８６６－８００１ ８６２－６４７１
㈱吉田産業秋田支店 ８６３－３２５１ ８６４－１３１０
国分秋田酒販㈱ ８６５－１７８８ ８６３－７５７４
㈱中央科学 ８６３－６１１１ ８６３－６４１７
秋田ファイバー㈱ ８６６－００５８ ８６６－００６８
秋田トンボ㈱ ８６５－５４０１ ８６５－５３７５
㈱リョーカジャパン秋田支店 ８２４－０２６１ ８６３－００７５
㈱カネタ・ツーワン秋田支店 ８６２－４５１１ ８６２－４５１５
㈱山形部品秋田営業所 ８３９－０１１１ ８３９－４９６１
エンパイヤ自動車㈱秋田デリバリーセンター ８９６－７８５５ ８９６－７８５６
㈲酒井商会 ８６３－１３１１ ８６３－１３１５
㈱ミツウマ東北販売部 ８６３－３５１１ ８６２－４４０８
太平物産㈱ ８６３－２４４１ ８６３－２４４０
㈱西舘家具店 ８８８－３８５０ ８８８－３８５１
㈱金鳥園 ８６２－６４５１ ８６４－８４３３
㈱あきた教材 ８６５－１７３３ ８６５－１７３７
㈱辻源 ８６２－２５３５ ８６３－４６４２
Meiji Seikaファルマ㈱秋田営業所 ８６４－１１５５ ８６４－１１６１
㈱三ウラ秋田卸町ビル秋田営業所 ０９０－４０４４－６４３５ ０１８４－３３－３２１０
㈱シグマソリューションズ ８６４－１５６１ ８２３－２６０１
㈱サノ ８６２－６６４４ ８６２－６６４６
㈱小田島秋田支店 ８６２－６６６６ ８６２－６４３５
㈱小田島アクティ秋田営業所 ８６２－５５２６ ８６２－５４５５
労働組合法人秋田建築労働組合 ８６５－２２９１ ８６５－２２９２
㈱渡敬秋田支店 ８２４－５５６６ ８２４－５５６７
尾崎商事㈱秋田営業所 ８６３－４５０５ ８６３－４５３６
㈱奥羽エコール秋田店 ８６３－２５１１ ８２３－５７２４
㈱フロム・エー ８６４－３７８４ ８６５－６００６
㈱高井南茄園 ８６３－１３５１ ８６３－１３５４
服部コーヒーフーズ㈱秋田支店 ８６５－１２４１ ８８８－２０７２
太平商事㈱ ８６２－５２２５ ８６２－７７８７
㈱アズマカンパニー ８６５－２２４３ ８６５－２２４４
秋田協同書籍㈱ ８６２－８３１１ ８２３－５１９９
㈱ソユー ８２４－５１１１ ８６３－６７１７
秋田県産㈱ ８６２－６４３１ ８６４－０３７５
ブリヂストンリテールジャパン㈱ ８８８－３６６５ ８６６－２４７７
東芝電材マーケティング㈱東北電材社秋田支店 ８２３－４４４１ ８６３－８２９５



― 9 ―

㈲東洋リビング ８６２－１７３８ ８６２－１８７５
太陽印刷㈱ ８２３－８３８４ ８２３－０５６９
㈱北日本オフィスエンジニアリング ８６２－６１６９ ８６２－６３５８
コクヨ東北販売㈱秋田支店 ８６２－６３４５ ８６３－７５４０
㈱桑原 ８６３－１８１８ ８６３－１８６５
オビサン㈱秋田支店 ８６３－２５１５ ８２３－５７２５
ブリヂストンタイヤジャパン㈱北日本支社秋田カンパニー ８２４－０１１１ ８６３－０２０７
東北ミツワ電機㈱秋田支社 ８２３－５１３１ ８６３－１３２３
小松物産㈱秋田支店 ８６２－３１６５ ８６２－３１６９
㈱不二サッシ東北秋田営業所 ８６２－８４１１ ８６２－８５６５
㈱ミズノ ８２３－５４７５ ８２３－５４９４
秋田東北商事㈱ ８６３－３６１１ ８６３－３６０２
吉田興業㈱ ８６３－３９３１ ８６３－３９３４
㈱ヤマキチ商店 ８６２－６１７１ ８６２－０９７１
リコージャパン㈱東北営業本部秋田支社 ８２３－０１１１ ８８８－１７５８
ALSOK秋田㈱ ８８８－２３００ ８８８－１１１０
㈱メディセオ東北支社秋田ビル ８６５－０１３１ ８２３－５５０９
㈱秋田銀行卸町支店 ８６２－１７５１ ８６３－９８５９
秋田地区交通安全協会 ８６２－０４４０ ８６２－０４４０
㈳秋田南法人会 ８６６－２６３０ ８６６－２６３１

　災害時に組合員と従業員との安否確認がとりづらいケースが発生するので、災害用伝言ダイヤ
ル（電話・携帯等）（別紙３）の操作方法をご活用ください。
　なお、公衆電話は、災害時には停電でも無料で利用できます。

　　安否連絡・確認方法（４）
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（別紙３）

「１７１」をダイヤルし、音声ガイダンスに従って伝言の録音・再生を行って下さい。

災害用伝言ダイヤル「１７１」の基本的操作方法

操作手順 録音 再生

① １７１をダイヤル
伝言ダイヤルセンタに接続します。

② 録音または再生を
選ぶ

［ガイダンス］
こちらは災害用伝言ダイヤルセンタです。録音される方は「１」、再生される方は「２」、暗証番号を利用する録音
は「３」、暗証番号を利用する再生は「４」をダイヤルして下さい。

（暗証番号なし） （暗証番号あり） （暗証番号なし） （暗証番号あり）

［ガイダンス］
４桁の暗証番号をダイヤル
して下さい。

［ガイダンス］
４桁の暗証番号をダイヤル
して下さい。

③ 被災地の方の電話
番号を入力する

［ガイダンス］
被災地の方はご自宅の電話番号、または、連絡を取りたい被災地の方の電話番号を市外局番からダイヤルして下さ
い。被災地域以外の方は、連絡を取りたい被災地の方の電話番号を市外局番からダイヤルして下さい。

④ メッセージの録音
メッセージの再生

［ガイダンス］
電話番号0XXXXXXXXX（、暗証番号XXXX）の伝言
を録音します。プッシュ式の電話機をご利用の方は数字
の「1｣ のあとシャープを押して下さい。ダイヤル式の
方はそのままお待ちください。尚、電話番号が誤りの場
合、もう一度おかけ直し下さい。

［ガイダンス］
電話番号0XXXXXXXXX（、暗証番号XXXX）の伝言
をお伝えします。プッシュ式の電話機をご利用の方は数
字の「1｣ のあとシャープを押して下さい。ダイヤル式
の方はそのままお待ちください。尚、電話番号が誤りの
場合、もう一度おかけ直し下さい。

ダイヤル式電話機の場合 プッシュ式電話機の場合 ダイヤル式電話機の場合 プッシュ式電話機の場合

（ガイダンスが流れるまで
お待ちください）

（ガイダンスが流れるまで
お待ちください）

［ガイダンス］
伝言をお預かりします。
ピッという音の後に、30秒
以内でお話下さい。お話が
終わりましたら、電話をお
切り下さい。

［ガイダンス］
伝言をお預かりします。
ピッという音の後に、30秒
以内でお話下さい。お話が
終わりましたら、数字の９
の後シャープを押して下さ
い。

［ガイダンス］
新しい伝言からお伝えしま
す。

［ガイダンス］
新しい伝言からお伝えしま
す。伝言を繰返す時は、数
字の８の後シャープを、次
の伝言に移る時は、数字の
９の後シャープを押して下
さい。

伝言の録音 伝言の再生

（ガイダンスが流れるまで
お待ちください）

録音終了

［ガイダンス］
お伝えする伝言は以上で
す。

［ガイダンス］
お伝えする伝言は以上で
す。伝言を追加して録音さ
れる時は、数字の３の後、
シャープを押して下さい。

［ガイダンス］
伝言を繰返します。訂正
される時は数字の８の後
シャープを押してくださ
い。

録音した伝言内容を確認す
る。

（ガイダンスが流れるまで
お待ちください）

［ガイダンス］
伝言をお預かりしました。

［ガイダンス］
お伝えする伝言は以上で
す。

⑤ 終了 自動で終話します。

１ ７ １

１

X0 X X X X X X X X

１ ♯

９ ♯

１ ♯

3

X X X X

2

4

X X X X
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○　地震時には、多数の建物から同時に出火する可能性があると指摘されています。
○　「いざ�」というときのために消火器、三角バケツ等の消火器具を準備し、確実に使え
るように日頃の点検と訓練が大切です。

２　災 害 予 防 対 策

　　消火器等の準備と管理（１）

○　消防法により、消火器の設置が義務づけられている事業所では、定期的に点検することになっ
ています。また、消火器を自主的に設置した事業所でも、点検するよう心がけてください。
○　消防法により、延べ面積1,000㎡以上の建物等に設置されている消火器は、消防設備士、消
防設備点検資格者などの資格を持った者が点検することになっています。また、有資格者によ
る点検が義務づけられていない建物等でも、有資格者に点検を依頼した方がより確実です。
○　強化液消火器などは、著しく低温となる場所を避けて設置します。
○　同時に多発する可能性がある地震火災の特徴から、消火器は容量の大きいものを十分に準備
します。

ポイント

○　消火器具が指定された場所にあるか、また、
容易に持ち出せる位置にあるか。
○　物品の転倒、落下などで、消火器が使用
不能にならないか、また、転倒防止措置が
施されているか。
○　職場内の施設に適応した消火器具を設置
してあるか。
○　消火器具に変形、腐食などがないか。

チェック事項
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○　初期消火活動や救出・救護活動を行うためには、それぞれに必要な資器材を準備し、
保管場所をはっきり定めて、いつでも使用できるようにしておく必要があります。
○　夜間の停電に備えて、非常用照明器具、発動発電機等の確保も必要です。
○　地震による断水や商店の閉鎖に備えて、飲料水や食料などを日頃から準備しておかな
ければなりません。

　　非常用物品等の準備（２）

○　初期消火活動や救出・救護のために必要な資器材を用意してあるか。

○　非常時の生活のために必要な生活用品を準備してあるか。

○　保管数、使用期限等の点検方法や保管方法を定めてあるか。

チェック事項

○　救出・救護活動のための資器材及び非常用
物品の準備については、それぞれの事業所の
規模や収容人員などに応じて備えます。
○　準備した物品は、すぐ使える場所に、まと
めて保管します。
○　非常用食料はカロリーが高く手間のかから
ないもので飲料水は１人１日２～３ℓを必要
とします。どちらも３日分を目安に準備しま
す。
○　保存する環境によって違いますが、水道水は容器を密閉しておけば数日間は飲むことができ
ます。
○　雑用水としても水を多く必要とするため、浴槽がある事業所では常に水を溜めておきます。
○　事業所によっては、客等が負傷した場合の救護や客等に対する非常用物品の準備について考
えておくことが必要です。

ポイント
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○　避難路となる廊下やロビーに置かれた自動販売機、ロッカーなどが倒れると、避難を
していた人がけがをします。
○　避難のための施設である廊下や出入口に物を置かないよう日頃から点検をして障害物
を取り除いておくことが大切です。
○　阪神・淡路大震災では建物の倒壊、家具類等の転倒の下敷きとなり、多数の人がけが
をしたり、亡くなったりしました。

○　扉の変形などで出入口が閉鎖される場合を
考慮し、２以上の避難ルートを確保します。
○　廊下やロビーに置かれている自動販売機や
ロッカー類などは、転倒防止や移動防止の措
置をします。

ポイント

○　廊下、通路、階段など避難路になる部分に、障害となる物が置かれていないか。
○　出入口の扉は容易に解錠し、開放できるようにしてあるか。
○　ロッカー類の転倒防止措置をしてあるか。
○　家具の転倒により、窓ガラスが割れることのないよう、窓ガラスを背にして家具が置かれて
いないか。

チェック事項

　　オフィス家具類の転倒・落下防止対策（３）
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◆　オフィス家具類の転倒・落下防止対策チェックリスト

　オフィス家具類の転倒・落下防止対策のチェックポイントをまとめました。皆さんのオフィス
をチェックしてみましょう。

項　　　　　　目 チェック

背の高い家具を単独で置いていない

安定の悪い家具は背合わせに連結している

壁面収納は壁・床に固定している

二段重ね家具は上下連結している

ローパーテーションは転倒しにくい「コの字型」「Ｈ型」の
レイアウトにしている

１

２

３

４

５
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　チェックの付かなかった項目は、あなたのオフィスの改善すべき項目です。これらの内容
を参考に、オフィス環境の改善を行ってください。

項　　　　　　目 チェック

OA機器は落下防止してある

引出し、扉の開き防止対策をしている

時計、額縁、掲示板等は落下しないように固定する

ガラスには飛散防止フィルムを貼っている

床につまずき易い障害物や凹凸はない

避難路に物を置いていない

避難路に倒れやすいものはない

避難出口は見えやすい

非常用進入口に障害物はない

家具類の天板上に物を置いていない

収納物がはみ出たり、重心が高くなっていない

危険な収納物（薬品、可燃物等）がない

デスクの下に物を置いていない

引出し、扉は必ず閉めている

ガラス窓の前に倒れやすいものを置いていない

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０
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○　日頃から事業所防災計画の必要性、点検や任務分担についてミーティングや各種会議
をとらえて全従業員が話し合うことが必要です。
○　地震が発生すると、誰もが異常な心理と環境の中におかれることになります。事業所
防災計画に定められた任務を、頭の中で理解しているだけでは実際の行動が伴わず、右
往左往して何もできないという事態に陥ることもあります。
○　被害を最小限に抑えるためには、全員が的確に活動することが必要です。そのためには、
日頃の訓練により各自の任務、とるべき行動を体で覚えておくことが必要不可欠となり
ます。

○　地震発生時の諸活動を、次のように訓練するよう定めているか。
　 ●　地震時訓練（出火防止、初期消火、救出・救護、避難及び総合訓練）を年２回を目安に行
う。実施時期については、新入社員が入社する時期及び９月１日の防災の日などに、全従業
員が参加して行う。

　 ●　近隣の町会などが行う防災訓練に積極的に参加する。

　　教育、訓練（４）

○　訓練は長い時間をかけて行うより、実戦的な

内容を短時間で行う方が効果的です。

○　訓練は多数の者の積極的な参加のもとに、基

本的な活動を反復して行うなど、各従業員がそ

れぞれ分担している任務を身につけることが必

要です。

○　地震による受傷者に対する適切な応急手当を

自分のところで行えるよう、応急手当の教育、訓練を日頃から行っておくことが必要です。

ポイント

チェック事項
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○　地震火災想定訓練は次の例を参考に行います。

実施項目 実　　施　　内　　容

想定 　震度６弱以上の地震による被害を想定する。

身体防護 　落下物等から身体を守る措置行動を行う。

出火防止措置

・　ガスの元栓閉鎖
・　液体燃料供給の遮断
・　電源の遮断
・　危険物品の流出、漏えい防止の措置

被害状況の把握 　各地区隊は、建物内の被害状況、活動状況を自衛消防隊本部に報
告する。

情報収集と伝達 　テレビ、ラジオ等を活用し、発生した地震の概要、交通機関の運
行停止状況など、正確な情報の収集に努め、適宜在館者に伝達する。

エレベーターの
閉じ込めの確認

・　閉じ込められた人がいないか確認する。
・　停止場所、閉じ込められた人数、けがの有無等を確認した後、
エレベーター管理会社へ連絡する。

・　行った措置を閉じ込められた人に伝える。

消防機関への通報 　内線電話等を使って消防機関への通報要領を確認する。

館内への連絡 　館内の自衛消防隊員に災害の状況を連絡する。

火災発生場所の
確認

　出火場所に至って、現場の状況を確認し、自衛消防隊長に報告す
る。

初期消火 ・　消火器具の搬送、操作を行う。
・　屋内消火栓設備等で消火活動の操作を行う。

避難誘導等
・　放送設備等を活用して、避難路、使用する階段を具体的に指示
する。

・　避難路に誘導員を配置し、避難誘導する。

救出・救護

・　オフィス家具類の転倒又は建物の倒壊により下敷きになった者
や、脱出できない者の救出要領を確認する。

・　自己事業所で保有する、バール等の資器材等を活用した救出措
置を行う。

・　救護所等を設置し、救出者等の救護を行う。
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○　大地震により交通機能等が停止した場合、速やかに自宅に帰ることができない人達が多
く発生し、大きな混乱が予測されます。
○　予想される事態
　・群衆の発生　・安否確認電話の集中　・帰宅困難者の発生
　・帰宅行動の発生　・公的施設や大規模民間施設等への人の集中
○　事業所の帰宅困難となる従業員及び客等に対する情報の提供、保護支援、交通手段の確
保などについて対策をたてておく必要があります。
○　帰宅困難者対策について、「帰宅困難者心得10か条」及び「集客施設等におけるパニック
防止７つのポイント」を参考に作成します。

〈帰宅困難者心得10か条〉

１　慌てず騒がず、状況確認
２　携帯ラジオをポケットに
３　つくっておこう帰宅地図
４　ロッカー開けたらスニーカー（防災グッズ）
５　机の中にチョコやキャラメル（簡易食料）
６　事前に家族で話し合い（通信手段、集合場所）
７　安否確認、ボイスメール（災害用伝言ダイヤル）や遠くの親戚
８　歩いて帰る訓練を
９　季節に応じた冷暖準備（合羽、携帯カイロ、タオルなど）
10　声を掛け合い、助け合おう

〈集客施設等におけるパニック防止７つのポイント〉

（集客施設等が行う買物客・来客等への対策のポイント）
１　施設内・外の安全・安心情報を迅速・的確に収集する。
２　安全・安心情報を施設内の買物客に適時・的確に提供するとともに、施設外の通行人
に対しても可能な限り提供する。
３　状況に応じて、施設内、又は施設外に安全に避難誘導する場所を定める。
４　避難者が不安を持たず、安全確保のための適切な行動ができるように避難誘導する。
５　通信手段の確保状況に配慮しつつ、家族等との安否確認方法を周知する。
６　施設内のけが人の救護、病弱者、子供・お年寄りの保護を行うほか、施設外の被災者
に対しても可能な限り救護、保護を行う。
７　施設等間で相互に助け合う。

　　帰宅困難者の対策（５）
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○　道路状況及び交通機関の運行状況を把握し、従業員及び客等に周知する方法を考えているか。

○　交通機関の混乱状況等を考慮した時差退社計画を作成しているか。

○　事業所の帰宅困難な者のために生活必需品等（食料、飲料水、寝具等）を準備しているか。

○　従業員の安否確認手段及び連絡手段を検討しているか。

○　従業員と家族との安否確認手段を検討しているか。

○　客等への安全対策や混乱防止等の対応方策についても検討しているか。

○　ラジオ等により正しい情報を入手し、その情報は、館内・構内放送、掲示板等により周知す
る必要があります。
○　混乱状況及び居住地等を考慮してグループ分けした時差退社計画を作成する必要がありま
す。また、帰宅地図の作成も必要です。
○　安否確認手段として、次の方法について検討しておく必要があります。
　 ●　NTTの災害用伝言ダイヤルを活用（Ｐ10参照）
　 ●　遠隔地の親戚や知人などを中継地にした個人的な電話連絡拠点の確立
　 ●　ラジオやテレビによる安否情報などの放送メディアの活用
○　客等の安全を確保するため、適切な避難誘導を行い、けが人等を保護する対策について考え
ておく必要があります。

ポイント

チェック事項
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応急手当の手順応急手当の手順

１　肩を叩きながら声をかける ２　反応がなかったら、大声で助けを求め、
　　119番通報とAED搬送を依頼する

３　気道確保と呼吸の確認 ４　呼吸がなかったら、人工呼吸を
　　２回行う

気道確保し、「普段どおりの息」をして
いるかを10秒以内で確認します。

１秒かけて、胸の上がりが見える程度の
量を２回吹き込む。
※人工呼吸ができないときは省略できる。

　　AED（自動体外式除細動器）を用いた救命処置の要領（６）
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５　人工呼吸が終わったらすぐに
　　胸骨圧迫 ６　AEDが到着したら

７　電極パッドを胸に貼る ８　電気ショックの必要性をAEDが
　　判断する

胸骨圧迫30回と人工呼吸２回を繰り返
して行います。
強く・速く・絶え間なく 
圧迫解除は胸がしっかり戻るまで！

電極パッドを貼る位置は電極パッドに書
かれた絵のとおりに、また皮膚にしっか
りと貼ります。
体が汗などで濡れていたらタオルで拭き
取ってください。

小児には、小児用パッドを貼ります。
小児用パッドがなければ、やむを得ず成人
用パッドを代用します。
（乳児に対してはAEDは使用しません。）

まず、電源を入れる。
（ふたを開けると自動的に電源が入る機種
もあります。）

心電図解析中は誰も傷病者に触れてはい
けません。
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◆年齢区分

成人 ８歳以上
小児 １歳以上８歳未満
乳児 １歳未満

◆年齢区分における心肺蘇生

心肺蘇生 人工呼吸 胸骨圧迫

対
象

胸骨圧迫
：人工呼吸 送気量 送気 

時間
送気
回数 圧迫位置 圧迫法 圧迫の強さ テンポ

成
人

30：2

胸の上がり
が見える程
度の量 約１秒 ２回

乳頭と乳頭
の真ん中

両手 ４～５cm
以上

約100回以上/分小
児

両手または
片手 胸の厚さの

1/3乳
児

上記より指
１本足側 ２指

９　ショックボタンを押す ショックボタン

誰も傷病者に触れていないことを確認し
たら、点滅しているショックボタンを押
します。

以後は、AEDの音声メッセージに従い
ます。

心肺蘇生とAEDの手順は、救急隊に引
継ぐか、何らかの応答や目的のある仕草

（例えば、嫌がるなどの体動）が出現し
たり、普段どおりの息が出現するまで続
けます。
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　防災マニュアルの参考例を掲載いたしましたので、自社に適応した「防災マニュアル」を作成す
るとともに、作成した「防災マニュアル」により、防災教育・防災訓練を実施する等、災害時に迅
速に対応できる体制づくりにお役立てください。
　また、このたびの東日本大震災では、サプライチェーン（供給体制）の崩壊により、県内産業で
も物流などに多大な影響がありました。
　こうした災害や大規模事故、新型インフルエンザなどの伝染病等、予期せぬ出来事が発生した場
合に、限られた人員等で最低限の事業を継続したり、早期の事業再開を果たすための対応策を定め
た「事業継続計画」（BCP）の必要性が高まっております。
　中小企業庁では、中小企業者向けの BCP策定のガイド、運用指針、災害対応例から見るポイン
トなどの資料を作成し、次のサイトで公開しておりますので、危機管理体制強化と経営の安定にお
役立てくださるようご案内いたします。

＜参考＞
　中小企業庁：経営サポート「経営安定支援」ページ
　http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/index.html

３　防災マニュアルの参考例



― 25 ―

株式会社　○○○○○○○○○○○○

防災マニュアル

平成○○年○○月○○日　　

　地震、水害、火災その他の災害に対処するため、ここに防災マニュアルを定める。

　当マニュアルは、わが社の社員や資産、業務の推進等に大きな被害をもたらすあらゆる災害に
対し備えるためのものである。

　第１に、人命の保護を最優先する。
　第２に、資産を保護し、業務の早期復旧を図る。
　第３に、余力がある場合には近隣事業所への協力に当たる。

以上を基本方針とする。

　当マニュアルによって迅速的確な対応をすることが、災害による被害を軽減することとなるの
で、全社員は、予めこの内容をよく理解しておかなければならない。

はじめに
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　　　　　　　　　　震度５強以上の地震、その他の大災害発生時
　　　　　　　　　　（社長の指示によるか、社長不在時には職制最上位の者が判断する。）

　　　　　　　　　　○○会社ビル（○○町○丁目○－○番）

１　設置時期

２　設置場所

３　組織内容

（１）災害地、社内、周辺の被災情報の収集、記録、報告、発表　　（責任者：○○○○）

（２）防災対策上重要事項の決定、指示、命令、報告　　　　　　　（責任者：○○○○）

（３）本社、出先事務所の人員ならびに保安措置状況の把握　　　　（責任者：○○○○）

（４）テナントの人員ならびに保安措置状況の把握　　　　　　　　（責任者：○○○○）

（５）女性社員の帰宅についての安全確認、帰宅指示　　　　　　　（責任者：○○○○）

（６）被災状況情報の収集と確認、救出・救助の応援指示　　　　　（責任者：○○○○）

（７）他事業所、関係会社との情報交換、支援要請　　　　　　　　（責任者：○○○○）

４　任　　務

必要機材
電話機、携帯電話、ファックス、パソコン、ワープロ、
プリンター、複写機、事業所配置図、平面図、組織図、
社員名簿、救急箱、飲料水、非常食料、毛布など

室　長（社　長：○○○○）

副室長（副社長：○○○○）

指揮統括（取締役：○○○○）

情報・警備・渉外（○○課長）

○○係長

○○○○

○○係長

○○○○

○○係長

○○○○・○○○○

○○係長

○○○○

広報・厚生（○○課長） 総務・給食（○○課長）

社内統括（取締役：○○○○）

第 １ 章　 災 害 時 に お け る 組 織 体 制第 １ 章　 災 害 時 に お け る 組 織 体 制
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（１）災害が発生した時、速やかに指定された次の従業員へ連絡する。

（２）長電話はさけて、連絡は簡潔に行う。

（３）次の従業員と連絡がとれないときは、その従業員をとばして次の従業員へ連絡する。

（４）電話で連絡のとれない従業員については、本部員か本部が指定した者（連絡のとれない従

業員宅の最寄りに住む従業員等）が直接訪問する。

（５）被災して怪我をしたり、被害をうけた社員に対し必要なサポートをする。

（６）この緊急連絡網は、災害対策室からの情報伝達用連絡網としても使用される。

２　注意事項

１　緊急連絡網（社員の安否確認・緊急動員）

防

災

対

策

室

○○○○
TEL 000－000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000
携帯 000－0000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000
携帯 000－0000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000
携帯 000－0000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000
携帯 000－0000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000
携帯 000－0000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000
携帯 000－0000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000
携帯 000－0000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000
携帯 000－0000－0000

○○○○
TEL 000－000－0000
携帯 000－0000－0000

第 ２ 章　 緊 急 連 絡 網第 ２ 章　 緊 急 連 絡 網
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項　　　　目 収集方法 責任者

社員の安否確認 ・緊急連絡網により電話確認 ○○　○○

建物の被害状況の把握・記録

・総務課、企画課、営業課等の社員より
　収集
・建築業者に建物の被害調査を依頼をする
・建物（ビル内）にテナント（店舗等）が
　あればテナント社員からも情報を収集

○○　○○

設備、物品等の被害の把握

・総務課、企画課、営業課等の社員より
　収集
・建築業者に建物の被害調査を依頼をする
・建物（ビル内）にテナント（店舗等）が
　あればテナント社員からも情報を収集

○○　○○

ライフラインの被害状況
・社内の災害時における組織体制の任務等
　の分担により情報を収集する

○○　○○

テナントの被害状況
・テナント（店舗等）があれば電話確認又
　は巡回訪問により把握する

○○　○○

関係業者との連絡 ・関係業者一覧表による ○○　○○

その他関係先との連絡 ・関係防災情報一覧表による ○○　○○

１　収集方法等

（１）建物内の従業員、社外出務中の従業員の安否確認を行う。

（２）けが人の有無（傷病程度も）を把握し、必要な応急措置を行う。

（３）収集した情報は、会議室の壁にまとめて張り出すなどして（誰にもわかる方法により）、
情報の一元管理を図る。

（４）災害対策用社員の招集と、自宅待機社員の振り分けを行う。

（５）勤務時間外に発生した場合には、参集者で災害対策室をたちあげる。

２　注意事項

第 ３ 章　 情 報 の 収 集 と 提 供第 ３ 章　 情 報 の 収 集 と 提 供
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業　者　名 所　　在　　地 電話番号 ＦＡＸ
○○○本社 ○○市○○町○○丁目○○番○○号 000－000－0000 000－000－0000
○○○支店 ○○町○○丁目○○番○○号 000－000－0000 000－000－0000
○○○営業所 ○○町○○丁目○○番○○号 000－000－0000 000－000－0000
○○○出張所 ○○郡○○村大字○○○○番地 000－000－0000 000－000－0000
○○○協力建築業者 ○○市○○町○○丁目○○番○○号 000－000－0000 000－000－0000
○○○取引先業者 ○○町○○丁目○○番○○号 000－000－0000 000－000－0000
○○○テナント ○○市○○町○○丁目○○番○○号 000－000－0000 000－000－0000
○○○関係業者 ○○市○○町○○丁目○○番○○号 000－000－0000 000－000－0000

３　関係業者一覧表

情　　報 機関 入手先名（機関名） 電話番号

行政情報

消防
秋田消防署 ０１８－８２３－４１００
牛島出張所 ０１８－８３２－７２１２

警察
秋田中央警察署 ０１８－８３５－１１１１
茨島交番 ０１８－８２３－４９０６

市
秋田市役所 ０１８－８６３－２２２２
秋田市総務部防災安全対策課 ０１８－８６６－２０２１

県 秋田県総合防災課 ０１８－８６０－４５６３

交通情報

道路

東北運輸局秋田陸運支局 ０１８－８６３－５８１１
秋田県警察本部災害対策本部 ０１８－８６０－４５６４
東日本高速道路株式会社 ０５７０－０２４０２４
秋田県道路課 ０１８－８６０－２４８３

鉄道
J R秋田駅 ０１８－８３３－２３２０
J R羽後牛島駅 ０１８－８３３－２９１１

バス
秋田中央交通株式会社 ０１８－８２３－４４１１
J Rバス東北株式会社秋田支店 ０１８－８６２－９４６１

航空
全日空（国内線予約案内） ０５７０－０２９２２２
日本航空（国内線予約案内） ０５７０－０２５０７１

船舶 新日本海フェリー㈱秋田支店 ０１８－８８０－２６００

ライフライン

電気
東北電力㈱停電・緊急時の問合せ ０１２０－１７５３６６　
東北電力㈱秋田支店 ０１８－８６３－３１５１

ガス 東部ガス㈱秋田支社 ０１８－８３２－６５９５
水道 秋田市上下水道局 ０１８－８２３－８４３１

電話
NTT東日本（お客様相談センター） ０１２０－０１９０００
KDDI㈱（お客様相談センター） ０１２０－２２００７７
NTTドコモ㈱秋田支店 ０１８－８６４－３７００

気象情報 気象 秋田地方気象台（防災業務課）（気象予警報１７７） ０１８－８６４－３９５５
【国土交通省】防災情報提供センター〔ホームページ〕http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/

４　関係防災情報一覧表
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応
急
救
護

社員による
応急措置

（１）とりあえず社員による応急手当を実施する。
　　　（応急手当普及員有資格者：○○○○、○○○○）

医療機関への
搬送

（１）１１９番通報により救急車を要請する。
　　　同時多発災害の場合は、社用車により最寄りの病院へ搬送する。
　　　（搬送先病院：○○○○病院）

初
期
消
火

火の始末

（１）地震発災後、建物内の火気使用場所を点検する。
　　　〔点検場所〕
　　　　・○○ビル　　地下店舗（地下施設）、湯沸室、燃料庫
　　　　・その他

初期消火

（１）火災を発見した場合は、大声で周囲の人に知らせる。
（２）１１９番通報を行う。
（３）火災が大きくならないうちに初期消火に努める。
　　　（消火器、消火栓、水バケツ等）
（４）大地震の場合には、消防車の到着が遅れることを考慮する。

避
　
難
　
等

避難誘導
（１）避難の必要が生じた場合は、避難誘導に従い落ち着いて行動する。
（２）外来者は不慣れであるので避難誘導にあたっては特に気をつける。

避難場所
（１）火災時・・・・・・原則として地上に向かうものとする。
（２）洪水、高潮時・・・原則として２階以上。
（３）地震時・・・・・・まず、自分の身の安全を図る。

非常持ち出し
・非常用ナップザックを準備し、次のものを収納しておく。
　　応急手当セット、ラジオ、懐中電灯、社員名簿等

大地震発生時の
落ち合い場所

・社屋も使用できなくなるような壊滅的な大被害をもたらす大災害時に
は、会社近くの公園などを予め落ち合い場所として指定しておく。
　（社員全員に周知を徹底しておく）
・落ち合い場所などの変更や落ち合い場所に集まることができない場合
は、「災害用伝言ダイヤル１７１」を利用する。

１　初期活動一覧表

第 ４ 章　 応 急 救 護 ・初 期 消 火 ・避 難 等第 ４ 章　 応 急 救 護 ・初 期 消 火 ・避 難 等
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地震の心得10ヵ条

①　まずわが身の安全を図る
　　地震が発生したら、まず丈夫なテーブル、机などの下で身の安全を確保する。

②　すばやく火の始末
　　大地震で最も恐ろしいのは火災。地震の揺れがおさまったら、冷静に火の始末。

③　火が出たらまず消火
　　万一出火した場合には、初期のうちに火を消すことが大切。周囲に声をかけあい皆
で協力して初期消火に努める。

④　あわてて外に飛び出ない
　　屋外は屋根瓦、ブロック塀、ガラスの飛散など危険がいっぱい。揺れがおさまった
ら外の様子を見て、落ち着いて行動する。（外へ出るときは、ヘルメットや頭巾などを
かぶって出る）

⑤　危険な場所には近寄るな
　　狭い路地、塀ぎわ、ブロック塀の傍など、危険な場所にいるときは急いで離れる。

⑥　がけ崩れ、津波などに注意
　　がけ崩れ、津波など危険区域では、すばやく安全な場所に避難する。

⑦　正しい情報で行動
　　テレビやラジオ、防災機関からの情報で行動し、デマに惑わされないよう注意する。

⑧　人の集まる場所では冷静な行動を
　　あわてて出口や階段に殺到せず、係員の指示に従う。

⑨　避難は徒歩で、持ち物は最小限に
　　避難は自動車、自転車は使わず徒歩で。また、身軽に行動できるよう荷物は必要最
小限にとどめ、背負うなどして両手をあける。

⑩　自動車は左に寄せて停車
　　カーラジオの情報に注意し、勝手な走行はしない。また、走行できない場合は左に
寄せて停車し、エンジンを止める。車を離れて避難する時は、キーはつけたままで、
ドアロックもしない。車検証などの貴重品を忘れず持ち出して徒歩で避難する。

２　地震発生時の心得
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１　復旧の流れ

り災状況調査（テナント（店舗等）の調査を含む）

周辺状況等の調査

役　 員　 会

復旧方針決定

復旧計画・状況の関係先への連絡
（関係業者との打合せ、行政との打合せ）

復  旧  着  手

必要な支援

（１）事務所使用不能時の仮事務所の（場所：駐車場など）確保。

　　　　・第１候補　　　○○○○○

　　　　・第２候補　　　○○○○○　を決めておく。

（２）り災建物の警備体制を確保する。

（３）被災事業所の所在する地域社会の救援活動および復旧計画には、進んで協力する。

（４）テナント（店舗・営業窓口等）の移転先の確保と他のビルからのテナント（店舗・営業窓

口等）の受入れに協力する。

（５）避難場所の提供に協力する。

２　留意事項

第 ５ 章　 復　　旧　　対　　策第 ５ 章　 復　　旧　　対　　策
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（１）建物の全般的定期点検と補強及び補修工事の必要項目を洗い出し、計画的に実施する。

（２）看板、ブロック、ガラス等の落下転倒防止対策を実施する。

（３）ロッカー等什器の転倒防止を実施する。

（４）ストーブ、湯沸かし器等火気使用設備、危険物施設、消防用設備等の安全確認と点検を実
施する。

（５）コンピューター、複写機、FAX等情報機器類の安全対策を実施する。

１　事務所の建物その他諸設備の耐震強化

（１）重要書類は、耐火金庫に保管する。

（２）非常用持ち出し書類は、最小限とし、火災又は爆発の危険性のあるときに限る。

（３）非常用ナップザックに下記のものを収容し、責任者は内容物の数量および有効期限を確認
して常に使用可能な状態にしておく。

（４）非常用ナップザックは、○○ビル、○○○駐車場等に１セットは保管する。

　（非常用ナップザック収容物）

２　重要書類の保管と非常用ナップザックの管理

№ 品　　　　名 数　量

１ 救急医療セット １セット

２ 携帯ラジオ １

３ 懐中電灯 １

４ 予備電池（ラジオ、電灯用） １セット

５ 現金（小銭） １セット

６ テレホンカード（50度数） ３

７ ライター １

８ タオル １

９ ポケットティッシュ ３

10 コップ ３

№ 品　　　　名 数　量

11 社員名簿 １

12 軍手 １

13 ゴミ袋 １セット

14 ウォーターパック １セット

15 マスク １

16 笛 １

17 ポリ袋 ５

18 　等

19

20

第 ６ 章　 災　害　予　防　対　策第 ６ 章　 災　害　予　防　対　策
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　非常用備品は下記のとおりとする。
　備蓄管理責任者は、毎年９月１日の防災の日に現在の数量、内容物の保存状態を確認し、災害
対策室長に報告する。

№ 品　　　　　名 数　量 保管場所 保管責任者

食
料

１ 飲料水（数量例は、10名分）
（１人、１日３㍑目安３日程度）

90㍑ ○○ビル ○○　○○
90㍑ ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

２ 食料品（カンパン、クラッカー、
ラーメン、缶詰等）

一式 ○○ビル ○○　○○
一式 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

生

活

用

品

３ 毛布、タオル
10枚 ○○ビル ○○　○○
10枚 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

４ 炊き出し道具（ライター、カセッ
トコンロ、カセットボンベ、鍋等）

一式 ○○ビル ○○　○○
一式 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

５ 食器セット
（皿、紙コップ、箸等）

一式 ○○ビル ○○　○○
一式 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

６ ポリタンク
２個 ○○ビル ○○　○○
２個 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

７ ティッシュ・ウエットティッシュ
２個 ○○ビル ○○　○○
２個 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

８ 軍手、ゴム手袋
10組 ○○ビル ○○　○○
10組 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

９ 防塵マスク
10個 ○○ビル ○○　○○
10個 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

各
種
機
材

10 防水シート ２枚 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○
11 土のう袋、スコップ 20個 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○
12 ロープ 50ｍ ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

13 救急箱
１セット ○○ビル ○○　○○
１セット ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

14 懐中電灯（予備の電池含む）、
ローソク

５個 ○○ビル ○○　○○
５個 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

15 ヘルメット　
10個 ○○ビル ○○　○○
10個 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

そ
の
他

16 雨具、長くつ
10組 ○○ビル ○○　○○
10組 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

17 使い捨てカイロ
10個 ○○ビル ○○　○○
10個 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

18 ポリ袋
２束 ○○ビル ○○　○○
２束 ○○駐車場（倉庫） ○○　○○

３　非常用備品の保管整備
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　有事の際に迅速かつ的確に行動がとれるよう、総合防災訓練を毎年１回以上実施する。

　訓練には、次の事項を盛り込む

（１）地震発生時の初期対応に関すること
　　　地震に関連する情報（観測情報、注意情報、予知情報）の収集と伝達、警戒宣言発令時

から発災後までの訓練も実施する。

（２）災害対策室の設置及び運用に関すること

（３）情報の収集、伝達に関すること

（４）火災発生時の対応に関すること

（５）救出救護に関すること

（６）通報・初期消火・避難に関すること

（７）水害等の災害に関すること

１　防災訓練

次の教育を毎年１回以上実施する。

（１）当社の防災マニュアルの概要について

（２）各員の任務と行動基準について

（３）災害の一般知識について（地震、水害、火災等）

（４）応急処置について

２　防災教育

　消防機関などが行う事業所の応急手当普及員講習会への参加や県･市町村が行う防災講演会、
講習会などに積極的に参加し、防災意識の向上を図る。

３　その他

第 ７ 章　 防 災 訓 練 ・ 防 災 教 育第 ７ 章　 防 災 訓 練 ・ 防 災 教 育
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・従業員の帰宅計画等

・従業員の帰宅担当者　：○○○○
・顧客の帰宅誘導担当者：○○○○

従業員総数
うち帰宅者 うち残留者

うち防災要員
○○名 ○○名 ○○名 ○○名

・帰宅者計画表

第１優先帰宅者
方　　　面 利用交通機関 帰宅予定者 備　　　考

○○方面

○○方面

○○○線
J R○○線

○○○線
J R○○線

○○○○
○○○○

○○○○
○○○○
○○○○

第２優先帰宅者
方　　　面 利用交通機関 帰宅予定者 備　　　考

○○方面

○○方面

○○○線

○○本線

○○○○

○○○○
○○○○

第 ８ 章　第 ８ 章　 　　　　地震に関連する情報と帰宅困難者対策地震に関連する情報と帰宅困難者対策○○○○○○○○
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　災害時には、各組合員自らそれぞれの「災害時対応マニュアル」や「災害時の行動基準」等によ
り、対応をすることになります。
　組合は、人命の保護を最優先とするとともに、組合員の事業活動継続も重要事項と捉え、災害対
策本部を設置し、組合員の事業継続に支援してまいります。

　ａ　設置時期
　　　震度６弱以上の地震、その他の大災害発生時
　ｂ　設置場所
　　　秋田卸センター会館
　ｃ　組織体制

災害対策員
各組合員から１名、災害対策員として参加し、災害対策活動に協力する。
なお、災害対策本部では、必要に応じ班編成を行い災害対策活動を行う。

　災害対策本部のメンバーは、震度６弱以上の地震、その他の大災害発生時に災害本部設置
場所である秋田卸センター会館に集合する。

　災害対策本部長、副本部長、リーダー、事務局にて災害対策について協議し、必要に応じ
て災害対策員を招集する。

災害対策本部長（理事長）

副本部長（副理事長）

リーダー（理事２名） リーダー（理事２名）

副本部長（副理事長）

リーダー（理事２名）

事務局

副本部長（副理事長）

４　災 害 時 の 支 援

　　災害対策本部の設置（１）
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　※　上記は災害対策本部の任務とし、災害対策員は、各リーダーの指示に従うものとする。

内　　容

１　団地内の被災情報の収集、記録、報告
　※　危険個所の確認
２　組合員との情報交換と支援要請の把握
３　甚大な被害を受けた組合員に対する支援の協議
４　防災対策上の重要事項の決定、指示、命令、報告
　※　組合員と危険建物の立ち入り禁止について協議
５　ALSOK秋田との連携・情報交換
６　地元（秋田市、秋田全県等）の被害情報の収集（テレビ、ラジオ、インターネット等によ
る情報の収集）

７　通信手段の被害状況の確認（電話・FAX・公衆電話・携帯電話等の接続確認）
８　緊急車両（救急・消防）の手配、行政・公的機関への支援要請
９　秋田市との災害時における応急生活物資の供給等に関する協定に基づく対応

　　任　務（２）

　※　組合所有の備品等および売店商品は災害対策本部で優先使用する。

各種機材 生活用品 食　料 その他
テント タオル 飲料水 雨具
ハンマー 皿、どんぶり カップラーメン 使い捨てカイロ
石油ストーブ コップ、箸 パン、お菓子 ポリ袋
脚立 軍手
スコップ マスク
ハンドマイク ポリタンク
ホイッスル 毛布
テーブル・椅子 炊き出し道具
自転車 ティッシュ
防水シート
懐中電灯
救急箱

　　組合所有の備品等（３）
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　当組合では、組合創立40周年記念事業の一環として、組合員企業の社会貢献活動と位置づけ、
秋田市において地震、風水害その他の大規模災害が発生した場合、被災者に対する応急生活物資
の供給その他災害応急活動に協力することを決め、秋田市と平成22年10月13日に協定を締結しま
した。
　生活物資の種類は、協同組合秋田卸センター組合員企業（56社）が取扱っている生活必需品や
食料品および機材・役務であり、併せて組合所有施設の使用も含めて、秋田市より要請を受けた
とき、可能な範囲において協力するとしたものです。
　物資供給の流れについては、Ｐ40の「協定実施に関するフロー」に基づき対応することになり
ます。
①　秋田市災害対策本部から当組合に対し、文書もしくは電話等による応急生活物資の協力要請
が入ります。
②　当組合ではその要請に基づき、協力可能な組合員企業に発注し、秋田市災害対策本部から指
定された納入場所に搬送していただくことになります。
③　納入後、当組合では秋田市に対し、要請に応じた供給物資等について「供給物資等供給報告
書」を作成し提出します。
④　経費の負担については、災害の発生直前における適正な価格を基準として秋田市と当組合と
で協議し決定します。
⑤　秋田市から当組合経由で組合員企業に対し代金が支払われます。

＜組合員の皆様へ＞
　あらかじめ自社で担当する物資等についてＰ41～Ｐ44の（Ａ）生活必需品、（Ｂ）食料品、（Ｃ）
機材・役務によりご確認をお願いします。

（添付資料）
　供給物資の調達先一覧表
（Ａ）生活必需品
（Ｂ）食料品
（Ｃ）機材・役務

　　秋田市との「災害時における応急生活物資の供給等に関する協定」について（４）
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協定実施に関するフロー

（甲）

秋田市災害対策本部
◆連絡責任者　防災安全対策課長

緊急時連絡電話等

　課 長 公 用　090－ 4478－9011

　衛 星 携 帯　080－1810－7795

　防 安 直 通　018－866－2021

　防安ＦＡＸ　018－823－5099

（乙）

協同組合秋田卸センター
◆連絡責任者　事務局常務理事

緊急時連絡電話等

　電　　話　018－863－1902

　Ｆ Ａ Ｘ　018－862－5398

　E-mail：a-oroshi@cna.ne.jp

⑦代金支払

防災機関等

住民、市職員

災害対策本部
輸送班　他

被災現場

②協力要請（文書）

⑤供給報告（文書）

⑥経費の協議、支払

③発注

（運搬・集荷）
組合員企業

④　　納　　品

災害対策本部救助救護班

避難所、避難場所

①被害通報・報告、救援要請
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資料　供給物資の調達先一覧表
（Ａ）生 活 必 需 品

区分 支　給　物　資 調　　達　　先 連絡先

外衣

洋服 尾崎商事㈱秋田営業所 863-4505

作業衣

ブリヂストンタイヤジャパン㈱北日本支社秋田カンパニー 824-0111
秋田ファイバー㈱ 866-0058
秋田トンボ㈱ 865-5401
ブリヂストンリテールジャパン㈱ 888-3665

つなぎ
ブリヂストンタイヤジャパン㈱北日本支社秋田カンパニー 824-0111Ｔシャツ

ジャンパー
合羽 秋田ファイバー㈱ 866-0058
子供服

肌着
シャツ
パンツ

寝具
タオルケット

秋田ファイバー㈱ 866-0058毛布
布団

身回品

タオル

㈲酒井商会 863-1311
㈱桑原 863-1818
秋田ファイバー㈱ 866-0058
㈱辻源 862-2535
吉田興業㈱ 863-3931

手ぬぐい
秋田ファイバー㈱ 866-0058
㈱辻源 862-2535
吉田興業㈱ 863-3931

靴下
秋田ファイバー㈱ 866-0058
㈱辻源 862-2535

サンダル ㈱辻源 862-2535
ゴム長靴・靴 ㈱ミツウマ東北販売部 863-3511
傘 ㈱辻源 862-2535

テーブル
㈱西舘家具店 888-3850
㈱辻源 862-2535

炊事道具

なべ
㈲酒井商会
㈱辻源

863-1311
862-2535

炊飯器
こんろ
ガス器具

食器

割り箸
㈲酒井商会 863-1311
㈱桑原 863-1818
㈱辻源 862-2535

茶碗（発泡スチロール製） ㈲酒井商会
㈱辻源

863-1311
862-2535皿（紙、発泡スチロール製）

紙コップ
㈱桑原
㈱辻源

863-1818
862-2535

プラスチック皿
プラスチックスプーン・フォーク
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日用品

石鹸 ㈱辻源 862-2535

ちり紙
オビサン㈱秋田支店 863-2515
㈱辻源 862-2535

歯ブラシ ㈱辻源 862-2535
マスク

㈱サノ 862-6644
消毒用手洗い洗剤

ビニールシート

㈱ヤマキチ商店 862-6171
㈱高井南茄園 863-1351
吉田興業㈱ 863-3931
㈱辻源 862-2535

カーペット

吉田興業㈱ 863-3931
畳上敷き
ターポリンシート
テント

雨除け用フィルム
㈱高井南茄園 863-1351
㈱辻源 862-2535

トイレクイックポン
秋田ファイバー㈱ 866-0058
㈱辻源 862-2535

トイレットペーパー
㈱桑原 863-1818
㈱フロム・エー 864-3784
㈱辻源 862-2535

ティッシュ
㈱フロム・エー 864-3784
㈱辻源 862-2535

軍手

㈱ヤマキチ商店 862-6171
オビサン㈱秋田支店 863-2515
東芝電材マーケティング㈱東北電材社秋田支店 823-4441
秋田ファイバー㈱ 866-0058

スコップ
㈱ヤマキチ商店 862-6171
㈱吉田産業秋田支店 863-3251

ゴミ袋

㈲酒井商会 863-1311
秋田東北商事㈱ 863-3611
㈱サノ 862-6644
㈱桑原 863-1818

ラップ
㈲酒井商会 863-1311
㈱桑原 863-1818
秋田東北商事㈱ 863-3611

アルミホイル
㈲酒井商会 863-1311
㈱桑原 863-1818

ポリ袋 ㈱桑原 863-1818
蚊取り線香 秋田東北商事㈱ 863-3611

使い捨てカイロ
秋田東北商事㈱ 863-3611
㈱吉田産業秋田支店 863-3251

電池 東芝電材マーケティング㈱東北電材社秋田支店 823-4441

高熱材料

マッチ
㈲酒井商会 863-1311
㈱辻源 862-2535

ローソク ㈱辻源 862-2535
木炭 ㈱吉田産業秋田支店 863-3251

保温シート
秋田ファイバー㈱ 866-0058
㈱辻源 862-2535
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（Ｂ）食　料　品
区分 支　給　物　資 調　　達　　先 連絡先

主食用

弁当類
㈱秋田まるごと市場 866-8001

パン

乾麺（うどん、そば）

太平商事㈱ 862-5225
㈱秋田まるごと市場 866-8001
秋田県産㈱ 862-6431
服部コーヒーフーズ㈱秋田支店 865-1241

乳幼児ミルク
インスタント食品 ㈱秋田まるごと市場 866-8001
乾パン等（米穀を除く）

レトルト食品
㈱秋田まるごと市場 866-8001
服部コーヒーフーズ㈱秋田支店 865-1241

副食用

缶詰

㈲酒井商会 863-1311
㈱小田島アクティ秋田営業所 862-5526
コクヨ東北販売㈱秋田支店 862-6345
㈱秋田まるごと市場 866-8001
服部コーヒーフーズ㈱秋田支店 865-1241

漬物
㈱秋田まるごと市場 866-8001
服部コーヒーフーズ㈱秋田支店 865-1241
㈱小田島アクティ秋田営業所 862-5526

佃煮
㈱秋田まるごと市場 866-8001ちくわ

かまぼこ
ハム ㈱秋田まるごと市場 866-8001
ソーセージ 服部コーヒーフーズ㈱秋田支店 865-1241

バター・ジャム
㈱秋田まるごと市場 866-8001
服部コーヒーフーズ㈱秋田支店 865-1241
㈲酒井商会 863-1311

調味料

味噌
㈱秋田まるごと市場 866-8001
服部コーヒーフーズ㈱秋田支店 865-1241

醤油 ㈱秋田まるごと市場 866-8001
塩 ㈱アズマカンパニー 865-2243
砂糖 服部コーヒーフーズ㈱秋田支店 865-1241

飲料

容器入り水
太平物産㈱ 863-2441
コクヨ東北販売㈱秋田支店 862-6345
㈱秋田まるごと市場 866-8001

牛乳
㈱秋田まるごと市場 866-8001
服部コーヒーフーズ㈱秋田支店 865-1241

緑茶 ㈱秋田まるごと市場 866-8001
コーヒー ㈱秋田まるごと市場 866-8001
紅茶その他飲料 服部コーヒーフーズ㈱秋田支店 865-1241

菓子類
菓子

㈱カネタ・ツーワン秋田支店 862-4511
㈱ソユー 824-5111
㈱リョーカジャパン秋田支店 824-0261

珍味
㈱カネタ・ツーワン秋田支店 862-4511
㈱秋田まるごと市場 866-8001

※副食物は、変質、腐敗等のしにくい物に限る。
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（Ｃ）機 材・役 務
区分 支　給　物　資 調　　達　　先 連絡先

機材

非常用トイレ
コクヨ東北販売㈱秋田支店 862-6345

災害用品一式

鉄パイプ
㈱高井南茄園 863-1351
㈱吉田産業秋田支店 863-3251
㈱ヤマキチ商店 862-6171

土のう袋
㈱ヤマキチ商店 862-6171
㈱吉田産業秋田支店 863-3251

車輛運搬具等 国分秋田酒販㈱ 865-1788

役務

交通誘導員の配置
ALSOK秋田㈱ 888-2300
㈱シグマソリューションズ 864-1561

労力
労働組合法人秋田建築労働組合 865-2291
リコージャパン㈱東北営業本部秋田支社 823-0111
㈱シグマソリューションズ 864-1561

集荷・運搬 ㈱北日本オフィスエンジニアリング 862-6169
保管機能としての倉庫 国分秋田酒販㈱ 865-1788
ガラスの補修等 ㈱不二サッシ東北秋田営業所 862-8411
広告等のチラシ作成等 太陽印刷㈱ 823-8384

その他

ぬいぐるみ系 ㈱ソユー 824-5111
絵本 秋田協同書籍㈱ 862-8311
ペットフード

㈱金鳥園 862-6451
飼料等
ガラスの補修等 ㈱不二サッシ東北秋田営業所 862-8411
社員用駐車場の一部開放 太陽印刷㈱ 823-8384
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