■BCP 策定の目的(基本方針)
◎従業員とその家族の安否確

緊急時社員ハンドブック

認、安全確保を最優先する。
◎２次被害の防止に努める。

■対策本部設置場所
第 1 候補
住所

連絡先

■緊急連絡先(会社)

■近隣の医療機関

大洗まいわい市場
茨城県東茨城郡大洗町
港中央 11-2 大洗まい
わい市場
029-266-1147

【上長連絡先 1】
名前
部署
TEL
ﾒｰﾙ

【自宅周辺】
医療機関①
TEL
住所

大洗南中学校
茨城県東茨城郡大洗町
大貫町 1212-14
029-267-2924

【上長連絡先 2】
名前
部署
TEL
ﾒｰﾙ

医療機関②
TEL
住所

◎保全活動に携わる従業員が自
律的に行動することができる仕組
株式会社

第 2 候補
住所

みを構築する。
連絡先

ｏａｒａｉクリエイティブマネジメント
大洗まいわい市場

【メモ】

第 3 候補
住所
連絡先

㈱タヤマ大洗中央ｓｓ
茨城県東茨城郡大洗町
磯浜町 1870-2
029-267-3264

【メモ】
水害の場合は、第一候補は不可。

Version 1.0

【会社への連絡内容】
① 自身・家族の安否
② 自宅の状況
③ 現在の所在
④ 出社可能かどうか

【勤務先周辺】
医療機関①
TEL
住所

医療機関②
TEL
住所

大洗海岸病院
029-267-2191
茨城県東茨城郡大
洗町大貫町 915
あいざわクリニック
029-219-8151
茨城県東茨城郡大洗
町磯浜町 1015-1

■屋内で地震が起きた時

■屋外で地震が起きた時

■避難場所情報（経路の確認（記入しておきましょう））

■避難時のポイント

◎室内
出口を確保し、衣類・持ち物などで頭を
覆い、落下物から身を守ろう。

◎路上にいた場合
持ち物などで頭部を保護する。建物か
ら離れ、公園などの広い場所に避難す
る。頭上から看板やガラスの破片が降っ
てくる事もあるので気をつける。切れた
電線にも気をつけよう。

【自宅周辺】
【一時避難場所】

【避難時の服装】
□頭部を保護できるもの
□普段履き慣れた靴

◎廊下
壁の近くに身を寄せ、安全に注意す
る。
◎階段
廊下や広い場所に避難するか、姿勢を
低くして手すりに捕まり、揺れが収まる
のを待とう。
◎エレベータ内
全ての階ボタンを押す。閉じ込められ
たら救護を待とう。むやみに大声を出す
と体力を消耗するので気をつけよう。携
帯電話は電池の減りが早いため注意す
る。

◎地下にいた場合
慌てない。出口に人が殺到してパニッ
クになる可能性があるので注意する。
◎電車・バス
係の人に従う。線路脇には高圧電線
の通っている路線もあるので、勝手に線
路に飛び出さない。
◎駅のホーム
落下物が非常に多い。持ち物などで頭
を守り、柱かベンチに身を寄せる。自動
販売機には近寄らない。

【広域避難所】

【自宅から避難場所までのルート】
自宅
→
→
→
→ （避難場所）

【勤務先周辺】
【一時避難場所】
アウトレット駐車場
【広域避難所】

【勤務先から自宅までのルート】
会社名･拠点名
→
→

大洗南中学校
→
→ 自宅

【持ち出すもの】
□社判
□通帳
□現金
【避難】
□建物を出る前にブレーカーを落とし火
の元を確認する。
□車やバイクでの移動は緊急通行車両
の妨げになるので徒歩で移動する。
□できるだけ集団で移動する。
□すみやかに高台に避難する。
■普段カバンにあると役立つもの
・携帯電話（懐中電灯・ラジオ・テレビの
代わりに）
・飲料水、飴やチョコレート
・タオル、ティッシュ、ウエットティッシュ
・絆創膏
・笛、防犯ブザーなど音の出るもの

■出社基準

■帰宅基準

■帰宅する場合

■災害情報

◎被災当日、翌日の出社については原
則災害対策本部から全社員に通達さ
れる。

◎基本的に発災当日は動かないことを
原則とする。（地震の場合の余震、二
次災害、道路大混雑等のリスク大）
◎電車（および、バス）が止まったら帰宅
しない。
◎夜は帰宅しない。
◎一人で行動しない。
◎最終判断は災害対策本部の判断をあ
おぐ。
◎帰宅可能な場合は、上長の許可を得
てから行動する。
◎車通勤者は乗り合いで利用し帰宅さ
せる。
◎車通勤者は近くの者から帰宅させる。
◎場合によっては社内（または避難施
設）での宿泊をすることもあり得る。

①安全な避難路を確認し目的地を決める
◎郵便局、ガソリンスタンド、コンビニ、駅、役
所、道路状況など正確な情報を入手する。
◎単独行動は避ける。
◎ 友人もしくは、同じ目的を持った仲間を見
つけ行動を共にしましょう。

デマやうわさに惑わされることなく正しい
情報を入手する。根拠のない情報は真
に受けない。

■安否情報１

■安否情報２

■応急処置

災害時には携帯電話が繋がりにくくなり
ます。

◎災害伝言ダイヤルの運用方法
【従業員】
個人の電話番号（事前に会社へ届け
ている）に、自分の安否、出社可否、家
族の状況などを登録。

◎止血法
【直接圧迫法】
①出血している部分に直接清潔なガー
ゼや布などを当て上からグッと圧迫す
る。
②当てた布に血がひどくにじんできても
交換しないで上から新しい布を重ね
る。
【高揚法】
直接圧迫法で出血が止まらない場合
は、出血している患部を心臓よりも高い
位置に上げる。

◎もし通達が無い場合は以下の基準に
より判断すること。
【出社前（自宅）】
交通網が止まっていて復旧見込みが
立たない場合は、原則自宅待機とする。
自宅待機の旨を会社へ連絡する。
【通勤中】
①通勤中に被災して交通網が止まり、復
旧見込みが立たない場合は、個人の
判断として出社または自宅待機とす
る。
②自宅待機の旨を会社へ連絡する。

◎災害伝言ダイヤル１７１
171⇒録音：1（暗証番号を利用→3）
再生：2（暗証番号を利用→4）
→電話番号入力
→ガイダンス ⇒録音（30 秒）
伝言の再生
◎災害用伝言板サービス
災害時に安否情報の確認や伝言を残す
ことができます。（災害発生時のみ）
・docomo[I Menu]トップ
・au[EZweb]トップ
・SoftBank[Yahoo!ｹｰﾀｲ]トップ
＊補足
毎月 1 日､15 日､正月三が日､防災週間
（8/30～9/5）､ボランティア週間（1/15～
21）には各社共に無料体験ができます。

【会社】
会社の代表電話番号や部門の電話番
号に、会社又は部門の状況、従業員、お
客への連絡内容を登録する。
◎J-Anpi システム http://anpi.jp/
安否情報ポータルサイト
NTT、各携帯会社や新聞社などが保
有する被災者の安否情報を検索・確認
できるサービスです。
名前や電話番号で検索・確認できま
す。
名前：安否情報を知りたい方の名前を入
力。漢字又はかな対応（混在はで
きない）
電話番号：
固定電話は市外局番から、携帯電話
は 0x0 等から入力。

②安全に帰ることを第一に考える
◎ 交通機関の状況を随時情報収集しましょ
う。
◎帰宅の際にはなるべく大通りを利用する。
（大通りにはガソリンスタンドが多くある。ま
た、犯罪から身を守ることもできる）
◎暗闇のため夜間の歩行は行わない。
安全なところで夜を明かし、明るくなってか
ら歩行を再開しましょう。
③先を急がず定期的に休憩を！
◎長距離を歩くのでペース配分を決める。
（1 時間で 4km、1 日で 20km が限度）
◎歩き始めは体調を確かめながらゆっくりと
スタート
◎1 時間歩いて 10 分休憩が目安。
◎足に少しでも痛みや違和感を感じたらマッ
サージなどを行い、早めにケアをしよう。
◎雨天時は体力を消耗するので無理に歩か
ない。

◎刺し傷
刺さったものは絶対に抜かないこと！
・腕や足にクギや棒などが刺さり貫通し
てしまった場合は抜かないで病院へ
行く。
・刺さった物が長く、搬送の邪魔になる
場合は余分な所を切り取る。
◎やけど
とにかく冷やす！
・広範囲のやけどの場合、衣服を脱がさ
ないでそのまま水をかけて冷やす

◎津波情報：避難の要否即断
・テレビ・ラジオ・新聞
・PC や携帯によるニュースサイト・関連
HP
◎国関連
・政府
・国土交通省
・気象庁（各地の震度情報等）
◎地方自治体関連
・自治体広報
・防災広報
（自治体の災害情報メールサービスへの
登録）
◎民間情報

■急な大雨や雷・竜巻から身を守る
急な大雨や雷・竜巻（突風）から身を守
るために、積乱雲が近づくサインに注意
し、身を守る行動をとりましょう。
◎急な大雨による災害から身を守る
雨が降り始めたり、空や川に異変を感
じたら、すぐに水辺から離れる
浸水した場所に注意
◎雷による災害から身を守る
雷鳴が聞こえたら、建物の中や自動車
へ避難
木や電柱から４ｍ以上離れる

◎必要な情報
・安否情報、帰宅時支援情報、避難所情
報、炊き出し情報
・ライフライン情報：ガス、電気、水道、交
通機関（鉄道、道路・バス・空）、電話
・その他：医療機関、金融機関、商業施
設（大型店・チェーン店）、ガソリン、教
育施設（学校）、ボランティア、問合せ先

◎竜巻による災害から身を守る
頑丈な建物の中へ避難
屋内でも窓や壁から離れる

■AED の使い方
AED の音声ガイドに従って操作して下
さい。

■私の基本情報
氏名
生年月日
血液型
保険証 No.
アレルゲン

【家族の連絡先 1】
名前
TEL
ﾒｰﾙ
【家族の連絡先 2】
名前
TEL
ﾒｰﾙ
【家族の連絡先 3】
名前
TEL
ﾒｰﾙ

続柄

続柄

続柄

