
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中小ビルの 

災害対応マニュアル 
２０２０年版 

大震災などの災害発生に備えて 

収納されている手順に従って準備を進め 

不幸にして、被災したときは 

本書に基づき、落ち着いて行動してください 

令和２年６月２日 

一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会 

 

（一社）北 海 道 ビ ル ヂ ン グ 協 会  中 小 ビ ル 経 営 研 究 会  

仙台ビルデ ィ ン グ協会  仙台中小ビル経営研究会 

（一社）東 京 ビ ル ヂ ン グ 協 会  中 小 ビ ル 事 業 委 員 会  

（一社）神奈川ビルヂング協会  中小ビル経営問題研究会 

（一社）大阪ビルディング協会  大阪中小ビル経営者研究会 

 



 

 
出典；東京防災 

「もしも今、東京
．．

に大地震が起きたら」の東京
．．

を皆さんの街に置き換えて読んでください。 

 これは東京都が 2015 年に制作し、都内の全世帯に配布した防災ハンドブックの巻頭ページです。 

私たち東京ビルヂング協会中小ビル事業委員会が「中小ビルの災害対応マニュアル 2012 年版」を発行した当

時は、このようにまとまった防災本はなく、市販された色々な防災本や行政機関の発する資料類を収集し、中小

ビルに必要な情報を選りすぐって一冊にまとめました。 

その意味では、私たちの災害対応マニュアルは役割を終えたのかもしれないと考えました。しかし、「東京防災」

は一般家庭を対象にしており、法人としての備えや責務、行動の情報量は限定的です。また、法人、特に経営

資源が盤石とはいえない中小企業が所有・占有する中小ビルは、日中の発災時には多くの人員を収容しており、

その対応が地域に及ぼす影響は大きいと言えます。 

このように、中小ビルの所有者・管理者、テナント、来館者、すべての関係者にとって、ビルの防災知識と対策

を共有することは、個人の知識・行動と同じように大切であり、「中小ビルの災害対応マニュアル」の役割は終わる

どころか、暴風雨や洪水・大停電など、新たな災害対策を加えなければならないと考えました。 

ビルの防災対策は「本マニュアル」を、家庭の防災対策は「東京防災」など自治体の発行する防災本をご覧い

ただき、自分自身と家族、会社の仲間を災害から守りましょう。そして、みなさんに伝えたい想いは同じ 「今やろ

う！」 ということで「東京防災」の巻頭ページを転載しました。 

本冊子とは別に Word データーを提供しますので、ビルヂング協会連合会 URL からお使いのパソコンにダウ

ンロードして、自社用に書き換えてご利用ください。 

また、被災時は停電や事務機器の故障などパソコン内のデーターは見られず、印刷できないことが予想されま

す。制作したマニュアルは印刷して全従業員で共有し、非常用備蓄品と一緒に保管することをお勧めします。 

 

以上 
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1995 年の阪神大震災以降の記憶に残る災害 
 

2003 年（十勝沖地震）2004 年（新潟県中越地震）2007 年（能登半島地震・新潟

県中越沖地震）2008 年（茨城県沖地震・岩手宮城内陸地震）2011 年（東日本大震

災・長野県北部地震・福島県浜通り地震）2016 年（熊本地震・大分県中部地震） 

2018 年（大阪北部地震・北海道胆振東部地震とブラックアウト） 

 

2011 年（台風 12 号 奈良・和歌山で猛威）2013 年（台風 26 号 大島で土石流）

2014 年（広島豪雨 土砂災害）2016 年（台風 7 号 北海道で猛威）2017 年（九

州北部豪雨 河川氾濫）2018 年（西日本豪雨・台風 21 号 大阪で高潮や暴風） 

2019 年（九州北部豪雨・台風 15 号・19 号 千葉で暴風・大停電） 

 

災害対策の第一歩は「起こるだろう災害をイメージすること」 
 

緊急地震速報の種類 
地震動予報 緊急地震速報（予報） 最大震度 3 以上または M3.5 以上で発令 

地震動警報 緊急地震速報または 

緊急地震警報 

最大震度 5 弱以上で発令 

地震動特別警報 最大震度 6 弱以上で発令 

 

地震の震度と揺れの状況 

   
恐怖を覚える     物につかまる    立っていられない 

    
     這わないと動けない       耐震性の低い建物は壊れる可能性がある 

出典：気象庁 HP(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/) 

準備 災害をイメージする 
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長周期振動階級 

 
出典：気象庁 HP(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/) 

 

大雨・洪水警戒レベルと取るべき行動 

 
出典：東京都防災ホームページ 
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地震動予測地図 各地の震度６弱以上のリスク 
2018 年版（2019 年１月修正） 出典；地震調査研究推進本部 

       

 

  
30 年以内の発生確率が 1％ 未満でも発生した熊本地震があります。確率が低くても注意が必要

です。確率が 26％なら 100 年に１回程度地震が起きる可能性を示していますが、その 1 回が明

日かもしれません。 

以上 
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被災時には、停電や通信障害をはじめ、社会インフラが大混乱に陥ります。 

いざという時にネットや電話はつながらない。プリンターやコピー機は動かない。保管していたマ

ニュアルや地図は見つからない。だからこそ、ビル周辺の災害リスクを確認し、必要な情報は印刷

して本マニュアルと一緒に保管しましょう。 

1. インターネットで「わがまちハザードマップ」を検索。 

2. 「わがまちハザードマップ」の地域選択で地方と都道府県を選択。 

以下、「千代田区」を例に操作説明をします。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 市区町村を選択し、閲覧可能なハザードマップの「公開用 URL」を選択。 

4. ここでは「地域防災、危険度マップ情報を表示」を選択。 

5. 「地盤被害（液状化）マップ」公開 URL を開くと区内の液状化危険度マップが現れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害とビルへの影響 

-４- 



 

6. ４のメニューで「洪水ハザードマップ」公開 URL を開くと千代田区の防災サイト（左）が表

示され、「洪水ハザードマップ」を開くと区内の洪水危険個所（右）が現れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体によって「震災」「洪水」のほかに「内水」「高潮」「津波」ハザードマップや「過去の水

害履歴図」などがある場合は、必要に応じて閲覧し、印刷保管する。 

※ 内水とは、都市の排水能力（時間あたり約 50mm 相当）を超える、短時間・局地的豪雨

“ゲリラ豪雨”により、発生する都市型水害のこと。 

 

7. 各ハザードマップによりビル周辺のリスクを知り、ビルへの影響と対策を講じるとともに、万

一の際の避難経路、避難所を確認する。 

 

ハザードマップで調べたビル周辺のリスクを下表に記載して意識しましょう。 

我がビル周辺の災害リスク 
 A ビル B ビル C ビル 

地震リスク 旧耐震 ・ 新耐震 旧耐震 ・ 新耐震 旧耐震 ・ 新耐震 

液状化リスク 地域内 ・ 近接 ・ 無 地域内 ・ 近接 ・ 無 地域内 ・ 近接 ・ 無 

洪水リスク 地域内 ・ 近接 ・ 無 地域内 ・ 近接 ・ 無 地域内 ・ 近接 ・ 無 

内水リスク 地域内 ・ 近接 ・ 無 地域内 ・ 近接 ・ 無 地域内 ・ 近接 ・ 無 

高潮リスク 地域内 ・ 近接 ・ 無 地域内 ・ 近接 ・ 無 地域内 ・ 近接 ・ 無 

津波リスク 地域内 ・ 近接 ・ 無 地域内 ・ 近接 ・ 無 地域内 ・ 近接 ・ 無 

ビル数が足りない場合は、表を以下にコピーしてください。 

 

我がビルで警戒すべき災害 
わがビル所在自治体が想定している災害と被害の程度 ※記入例は千代田区所在の場合です。 

ビル名  

地震 首都直下（東京湾北部・多摩直下）地震 最大震度７ 

洪水 荒川の氾濫 水深 0.5ｍ以上３ｍ未満 

洪水 神田川・日本橋川の氾濫 水深 0.5ｍ以上 1ｍ未満 

  
ビルが離れており警戒すべき災害が異なる場合は、表をコピーして、ビルごとに作成ください。 
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私たち中小ビルには防災センターがなく、ビルに常駐する従業員も少ない場合が多いと思います

が、テナント・従業員の安全確保に対する想いは大型ビルと同じです。 

非常時にビル在館者の安全を守るためには、テナント自身の自助（自分自身の身は自分で守る）

と、ビル管理者・全テナントの共同による防災（共助）が不可欠です。 

しかし、災害対応は「ビルが何とかしてくれる」とテナントは誤解しているかもしれません。 

まず、この誤解を解き「テナント従業員を守る義務は、そのテナントの事業主に在る」ことを理解

してもらう必要があります。そのうえで、テナントの防災意識を高め、災害対応力を強化すること

が重要であり、私たちはそれを支援することでビルの総合防災力を高める必要があります。 

 

大地震に対応した自衛消防力の確保に係る消防法改正 
 

2009 年の消防法改正で、11 階以上で 1 万㎡以上。または、5 階以上 10 階以下で 2 万㎡以

上。4 階以下で 5 万㎡以上の事務所ビルは自衛消防組織の設置義務と防災管理者の選任義務が定

められました。（複合用途ビルなど、詳しい対象建物は消防法をご覧ください） 

 

私たち中小ビルは 10 階以下で 2 万㎡未満の事務所ビルが大半のため防災管理者の設置義務は

免れますが、防火管理者と消防計画の作成義務のあるビルがほとんどでしょう。 

その消防計画の中で自衛消防組織を設置し、実際に機能する場合は、その組織図を利用してく

ださい。しかし、自衛消防組織がない。あるいは機能していない。または、未完成の場合は次頁

以降の防災組織図を完成させ、テナントとの共同防火・防災体制の構築を図りましょう。 

 

防災組織図の活用 
 

1. 組織図は、本書に「全館用」と「自社用」。テナント用災害対応マニュアルに「テナント用」

の 3 種類があります。 

2. 「全館用」はビル全体の防災組織の全体図です。防災組織本部（総括防火管理者・ビル管理

者等）にて保管します。 

3. 「自社用」と「テナント用」組織図は、災害発生時に「慌てず」「落ち着いて」「次の行動」

に移るための手順を整えたものです。「少ない人数」で「まずやるべきこと」を「わかりやす

く」するために役割ごとの初期行動チェックリストを備えています。 

4. 防災組織図の各担当者は、自机の近傍に組織図を貼るなど、平時から災害発生時の自分の役

割を自覚するように指導してください。 

5. 「テナント用災害対応マニュアル」をテナントに配布後、「テナント用防災組織図」を作成い

ただき、回収して、全館用組織図を完成してください。 

6. テナントの入れ替え、防火管理者の異動など、消防計画の変更届と同期してこれらの組織図

も変更してください。 

 

以上 

  

テナントとの連携 
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消防計画の自衛消防隊がある場合は、その組織図を使用するか、本書に転記してください。 

この組織図は、中小規模のビル単位です。複数事業所や大規模ビルのものではありません。 

全体用は、ビル管理責任者を隊長として、テナントとの共同防災組織を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
階 テナント名 隊長 消火班 通報班 誘導班 救護班 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   隊長     

名前         

TEL         

  隊長代行    

名前         

TEL         

  消火班長   

名前         

TEL         

 通報・連絡班長   

名前         

TEL         

 避難誘導班長   

名前         

TEL         

   救護班長    

名前         

TEL         

 ビル管理会社  

名前         

TEL         

 ビル警備会社  

名前         

TEL         

全館防災組織図 

表は 2４テナントまで記入で

きます。 

それ以上の場合は、本ページ

を追加してください。 
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ビル被災時の従業員の役割分担と初期行動チェックリストを兼ねています。 

自社使用部分と共用部が初動チェックの対象です。共同防災の組織を完成させ、テナント防災隊長

と連携してビルの防火・防災を行います。 

  

   隊長     

名前          

TEL         

  隊長代行    

名前         

TEL         

  消火班    

名前         

TEL         

 通報・連絡班   

名前         

TEL         

  避難誘導班   

名前         

TEL         

   救護班    

名前         

TEL         

 館内のガス・電気などの裸火点検・遮断 

 漏水・漏油・ガス漏れなどの点検・止栓 

 火災発生時の初期消火（消火器・屋内消火栓を使用） 

 火災が止まらないときはその区域を封鎖して避難 

 テナント・建物設備の被害状況の把握・隊長に報告 

 エレベーター閉込者が居る場合は隊長・救護班に通報 

 けが人が居る場合は隊長・救護班に通報 

 火災発生の場合は、隊長・消火班・消防署へ通報 

119 または（    消防署 TEL          ） 

 避難経路の確保（避難階段等の障害物除去） 

 隊長の避難指示に従い、一時避難場所へ誘導 

ビル一時避難場所（                  ） 

 室内残留者の居ないことを確認・隊長に報告 

 安全が確認されたら、ビル内へ誘導 

 エレベーター閉込者の救出 

 応急手当の実施 

 負傷者を安全な場所へ移動 

 重症の場合は、消防署へ救急出動を要請 

 社内上位組織  

名前         

TEL         

地域組織（連絡先） 

 

役所           

警察           

消防           

電気           

水道           

ガス           

保健所          

             

             

自社防災組織図 
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地震が発生した時、オフィスにおける家具類の転倒・落下・移動防止対策は、従業員や来訪者の負傷

を防ぐことに加え、大切な業務データーや書類などの経営資源を守り、事業継続を図る上でも大切な

対策です。 

 
出典：東京消防庁 職場の地震対策 

 

チェックリストを元に、あなたのオフィスの地震対策レベルを診断しましょう 
№ オフィス内の地震対策 Check 対策 

１ 転倒や移動で入口（避難口）扉を塞ぐ恐れのある家具や事務機がある  移動または固定する 

２ 転倒や移動で通路（避難経路）を塞ぐ恐れのある家具や事務機がある  移動または固定する 

３ 通路（避難経路）を横切る電線ケーブルや荷物がある  移動または固定する 

４ 通路（避難経路）の床カーペットなどが剥がれ、浮いている  修繕する 

５ 上下２段式キャビネットの上下を連結していない  連結する 

６ ＴＶや卓上大型備品を固定するなど落下防止処置をしていない  固定する 

７ 家具の開き戸やキャビネット引出のラッチ（固定）が壊れている  修理する 

８ オフィス家具の上や高い所に荷物がある  片づける 

９ 時計・額縁・ボードなど壁掛け備品の落下防止が不十分である  固定する 

10 収納量をオーバーした本棚がある  収納量を適正化する 

11 避難誘導灯・非常口表示が物品の陰に隠れて見えない  物品を移動する 

12 机の下に荷物が詰まっていて、万一の際、身を隠すことが出来ない  片づける 

13 湯沸かしポットや給茶器が身近にある（火傷の恐れがある）  移動する 

14 窓ガラスを割ってしまいそうな物が窓の側にある  片づける 

15 書庫やキャビネットのガラス扉が割れて飛散する  飛散防止フィルムを貼る 

    

 

オフィスの地震対策 



 

 

 

 

 

 

 自社のオフィスはもちろん、テナントにも事務機やキャビネット等什器備品の固定を推奨するこ

とは、震災時の死傷事故を最小限にとどめ、震災後の復旧を早め、ビル事業の早期再開に資するも

のです。 

原状回復義務の考え方を弾力的に運用する 
 事務機やキャビネットなど什器備品の転倒防止対策を推奨するためには、床・壁・柱・天井に直

接ネジ留め固定が必要になる場合があります。 

しかし賃貸借契約書上、床・壁・柱・天井へ直接施工することを禁止しているか、退去時に原状

回復義務がある旨を明記している事例も多いと思います。したがって、テナントに「オフィス内の

地震対策」をお奨めする上で、床・壁・柱・天井に直接ネジ留め固定する場合は事前の申請・承諾

が必要であることを通知する必要があります。また、テナントは建物構造に関しての知識不足から、

アンカーボルトを強度的に弱い内装壁に留める。下地の弱い天井に突っ張り棒を立てる。など、地

震対策の効果を期待できない施工も考えられますので、事前申請時に施工内容を聞き、助言するこ

とも大切なテナントサービスです。 

さらに、原状回復義務を緩和することで確実な地震対策を進めるべきとの声もあります。床や壁

にネジ固定したとしても、原状回復工事で隠れてしまう範囲のことを重要視し過ぎて、テナントに

過剰なコスト（傷をつけない転倒防止器具使用など）を強いる結果、対策を躊躇させることは本末

転倒との考え方です。 

これらの諸問題を考慮して、テナントと共同でオフィス内の地震対策を進めることが、テナント

とのコミュニケーションを向上し、テナント満足度向上につながります。 

 

テナントと共に防災対策を進める 
 

◼ 対策モデルオフィスを自社オフィスに実現する。 
⚫ 従業員の安全確保のために、前ページの「オフィスの地震対策」に基づき対策を実施する。 

⚫ 地震対策グッズは、ＷＥＢ上に数多紹介されているので積極的に活用する。 

⚫ 対策済オフィスをテナントに見せ、具体的な対策のイメージを育てる。 

 

◼ テナントの相談相手として、テナントと一緒に防災対策を進める。 
⚫ 原状回復義務の範囲（ネジ固定など）緩和を検討する。 

⚫ 対策施工にあたっては事前相談や立ち合いを行う。 

⚫ 対策施工業者（管理会社などに相談して）を紹介する。 

⚫ テナントの施工に備えて、電動工具などを貸与することも検討する。 

 

◼ 「テナントの皆さまの災害対応マニュアル」と「防災ポケットブック」を贈呈し

て、災害に対するテナントの啓発に努める。 
⚫ ビルの防災知識ならびに対策を共有するために、テナント用マニュアルと常に携帯できる

ポケットブックを制作した。 

⚫ マニュアル・ポケットブックには、提供元会社名（ビル名）の押印欄を設けた。 

⚫ テナントサービスの一環として、マニュアルとポケットブックを贈呈して、テナントの防

災意識を高め、自主的な防災対策（什器の固定や備蓄など）を支援する。 

  

テナント地震対策の勧め -９- 
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 東京都をはじめ多くの自治体＊1では、災害時の帰宅困難者対策に関わる条例を定め、事業主*2に

努力義務を求めています。以下に、東京都帰宅困難者対策条例のポイントを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1. さいたま市・千葉県・神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・新潟市・静岡市・愛知県・名古屋市・大阪府・

大阪市・堺市・神戸市・岡山市・福岡県・熊本市。（２０１６年８月現在の情報です。詳しくは所在地の条例

などを確認ください） 

*2. 域内のすべての事業者を指し、建物内のすべてのテナント事業者が対象となる。 

*3. ここでいう施設や設備とは、テナント占有室内の間仕切り・什器備品を指す。 

*4. 努力義務とは「努力するだけで、なにもしなくてもよいのか」、否、努力を怠ったことで法的不利益を被る

可能性がある。また、消防計画に備蓄等の対策を講じると記載したにも拘らず、備蓄をしなかった場合は明

確な法令違反である。 

Point! 
◼ テナント事業主は、従業員の安全を確保する義務がある。 

◼ テナント事業主は、室内の什器備品等の転倒や移動の防止、避難経路の確保に努めなければな

らない。 

◼ テナント事業主は、従業員が一斉に帰宅することがないように努めなければならない。 

◼ テナント事業主は、従業員の３日分以上の飲料水・食料・災害対応物資を備蓄しなければなら

ない。 

◼ ビル事業者は、テナント事業主へ、安全配慮義務・備蓄義務のあることを周知することで、共

同防災認識の共有に努める。 

◼ ビル事業者は、大規模災害発生時に建物（ビル）が待機場所になることを想定し、館内滞留時

の運営ルールを定め、テナントへ周知する。 

 

  

帰宅困難者対策条例 

事業者の責務として定められた事項（第四条、第七条） 

 
第四条 【事業者の責務】 

１．事業者は社会的責任を認識し、従業員の安全と管理する施設や設備*3の安全の確保に努める 

２．事業者の努力義務*4 

⚫ 大規模災害発生時は、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携して帰宅困難者対策

に取組む 

⚫ あらかじめ従業員との連絡手段を確保する 

⚫ 家族その他の緊急連絡を要するものとの連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、

徒歩による帰宅経路の確認、その他必要な準備を行うよう従業員に周知する 

⚫ 大規模災害発生時の従業員の施設内での待機や安全に帰宅させるための方針等について、防災

計画において明らかにし、従業員へ周知するとともに、定期的に内容の確認・改善に努める 

第七条 【従業員の一斉帰宅抑制】 

⚫ 大規模災害発生時は、管理施設の安全性と周辺状況を確認の上、従業員に施設内での指示そ

の他の必要な措置を講ずることで、従業員が一斉に帰宅することの抑制に努める 

⚫ 従業員の施設内での待機を維持するため、従業員の三日分の飲料水食糧その他災害時におけ

る必要な物資を備蓄するように努める 
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最低 3 日間は救援物資が届かないことを前提に準備します。 

水・食料品や電池など期限のあるものは、定期的に期限を確認して入れ替えましょう。 

品 名 数量 保管場所 消費期限 

飲料水  3L/日×3 日×  人分（ビル常駐人数+α用意する）   年  月 

食料品  袋入りアルファ米など主食×3 日×2回×  人分   年  月 

乾パンなど非加熱食品×3 日×1回×  人分   年  月 

味噌汁・缶詰など副食×3 日×1回×  人分   年  月 

調味料 （塩・醤油・砂糖など）×適量    

    

調理補助 なべ・やかん（湯沸し用）最低 1個    

割りばし（またはフォーク・スプーン）×  人分    

中型カップとラップ（ラップを被せて使う）×  人分    

ボンベ式ガスコンロ    

予備ガスボンベ（または固形燃料など）    

ライター・マッチ    

 ナイフ（10 徳ナイフなど多用途のもの）    

     新聞紙（燃料、防寒、汚物処理など多用途に使える）    

    

衛生用品 45Ｌゴミ袋（洋便器に被せて便の処分にも使えます）    

便凝固・消臭剤（ゴミ袋の枚数分）   年  月 

ウェットティッシュ・生理用品・ペーパーなど    

    

情報収集 携帯電話充電器・接続アダプター    

懐中電灯・ヘッドランプなど    

     ランタン・ランプ（暗い場所用）    

 予備電池 単１・単２・単３・単４×適量   年  月 

    

暴風雨・水害対策用品    

   土のう・止水板・防水シート（開口部の浸水を防げる量）    

   ブルーシート（破損箇所を塞ぐほか多用途）    

   ナイロンロープ（飛散防止固定・河川からの水汲みなど）    

   養生テープ（窓ガラス飛散防止用）    

    

 

必須備蓄品 チェックリスト 
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 さらに安心。必須備蓄品は最低限の備えです。 

品 名 数量 保管場所 消費期限 

電池式ラジオ・テレビ    

ポータブル発電機と燃料    

非常用バッテリー（平常時に充電済み）    

携帯用拡声器    

トランシーバー（電池式か平常時に充電済み）    

バルーン式 LED投光器    

    

ポリタンク・非常用給水バッグ    

簡易トイレ（凝固消臭剤付）    

大型の段ボール箱（簡易囲い、仕切り、敷物などに利用）    

    

ヘルメット    

作業用レインコート    

タオル・手ぬぐい    

軍手    

長靴・安全靴    

マスク    

ゴーグル    

ガムテープ（破損部の応急処置ほか利用用途大）    

    

使い捨てカイロ    

使い捨てパンツ・ショーツ    

毛布・寝袋    

防寒用アルミシート（900×1500mm）    

エアーマット・敷マット    

    

    

    

    

    

    

    

 

安心備蓄品 チェックリスト 
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震災をはじめ、台風や豪雨、高潮、洪水などの備えの有無は、減災とその後の災害対応、復旧、

ビル事業継続の要です。 

品 名 数量 保管場所 

救助用 バール（大き目のもの・災害時は万能に使える）   

鉄パイプ（取っ手などの延長、重い機材の移動の際に使う梃子）   

ジャッキ（自動車用でも可）   

スコップ   

ハンマー   

のこぎり   

ボルトクリッパー（太い径の鋼材を簡単に切断 する事ができる）   

はしご（脚立でも伸長できるもの）   

カッター   

バケツ（水汲み用に使う）   

   

救急箱 包帯   

    ガーゼ   

    絆創膏   

    脱脂綿   

    粘着テープ   

    はさみ   

    ピンセット   

    体温計   

   

医薬品 消毒液   

    火傷薬   

    鎮痛剤   

    止血剤   

    胃腸薬   

    風邪薬   

    目薬   

   

   

   

   

 

防災機材 チェックリスト 
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図は、2018 年に行った「防災意識アンケート」の結果です。安否確認方法を確立していない

会員が 3 割も居り、確立している会員も過半数は携帯電話の音声かメールでの確認です。また、

安否確認訓練を行っていない会員は半数近くになります。 

東日本大震災の体験では、携帯電話の通話は使用できず、メールも制限されるなど携帯電話は必

ずしも確実な連絡手段とは言えないことから、確認方法の複線化と併せて、確実な手段を確立し、

従業員に周知してください。 

安否確認システム 
安否確認、情報収集、訓練など必要な機能を盛り込んだ「安否確認システム」があります。 

3 割近くの会員が採用しており、年 1 回以上の確認訓練を行っています。表に代表的なものを紹

介します。詳細は、商品名でネット検索してください。 

商品名 初期費用 月額使用料 一人あたり*1 提供先 

安否 Life Mail 150,000 円 80 円×人数 330 円/月 ㈱コムアンドコム 

Safety link 24 48,000 円 9,800 円 1,060 円/月 ㈱イーネットソリューションズ 

安否コール 105,000 円 15,000 円 1,675 円/月 ㈱アドテクニカ 

*1.社員数を 10 人として 5 年間の総支払を求め、10 人×60 か月で除した。 

*2..金額は、2019 年 12 月現在のもの。 

 

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 
 

以前のマニュアルでは、非常時に強い通信手段としてインターネットを利用した Twitter（ツイ

ッター）の活用を推奨しました。最近は SNS の種類も増え、Line（ライン）・Facebook（フェイ

スブック）など、スマートフォンの増加と共に利用者も増えています。 

これら SNS のメリットは特別な費用が掛からないことです。デメリットは全員がスマートフォ

ンであることや、個人アカウントを職場に知らせることです。したがって、SNS を安否確認手段

にするには全従業員の同意が必要です。 

※ SNS のはじめ方は、それぞれの WEB サイトを参照して下さい。 

 

◼ Line（ライン） 日本では 5000 万人以上が利用しているといわれます。 

既読表示機能があるため、相手からメッセージが返ってこない場合でも、とりあえずの安否確認

ができます。また、会社でグループチャットを作れば社員だけで情報を共有できます。 

 

◼ Twitter（ツイッター） ラインの次に利用者が多いと言われています。 

ツイートと呼ばれる１４０字以内で安否を投稿します。家族、社員やテナントの発信をフォロー

することで安否を確認します。また、ビルの情報をツイートすればテナントに情報発信できます。 

 

安否確認 
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Facebook（フェイスブック） Facebook は世界一の SNS だと言われています。 

Facebook 上の知人と安否情報をやりとりする「災害情報センター」機能があります。災害の影

響範囲内にいる Facebook 利用者に安否を確認する通知が届きます。「自分の無事を報告」という

ボタンをタップすることで、個人間で連絡をとりあうことなく Facebook 上のつながりで安否が

報告されます。また、ビルの情報を投稿すればテナントに情報発信できます。 

 

通信事業者が提供する安否確認サービス 
 

◼ 災害用伝言 ダイヤル 171  災害用伝言版 WEB171 

震度６以上の地震が発生した際に設置され、被災地から電話を使ってメッセージを録音・再生で

きる。災害時に安否確認の為に直接電話をすると、余計に電話やインターネットが使いづらくなり

ますので、災害用伝言版などのサービスを利用するようにしましょう。 

 

音声で伝える（ダイヤル 171） インターネットで伝える（WEB171） 

１７１にダイヤル https://www.web171.jp にアクセス 

録音は１をダイヤル 再生は２をダイヤル 相手の電話番号を市外局番から入力 

相手の電話番号を市外局番からダイヤル 画面に従い文字の伝言を登録 

携帯電話・スマートフォン（ドコモ・ａｕ・ソフトバンク・ワイモバイルなど）の災害用伝言サー

ビスは、電話機の機種によって操作が異なりますので、それぞれの機種にあった方法を、インター

ネットで調べ、あらかじめ設定しておいてください。 

【スマートフォンの場合】各社トップページから災害対策アプリをダウンロードしてください。 

【３Ｇ携帯の場合】   Ｚボタン →トップメニュー →災害用伝言版 で開きます。 

【４Ｇ携帯の場合】   メニュー画面 →アプリ →災害対策 →災害用伝言版 で開きます。 

 

複数の災害伝言板サービスを横断的に検索する 
 

◼ J-anpi 安否情報まとめてサイト 

PC やスマートフォン、携帯電話などから J-anpi サイトを起動し、「電話番号」または「氏名」

を入力することで、各社が提供する災害用伝言板を一括で検索し、結果をまとめて確認することが

できる無料のサイトです。 

 

◼ Google パーソンファインダー 

災害が発生した時にだけ提供される安否確認サービスで「パーソンファインダー」を検索してア

クセスします。「人を探している」か「安否情報を提供する」をタップし、探したい相手の名前か

携帯電話番号で検索するか、登録します。 
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気象警報には、「特別警報」「警報」「注意報」があり、それぞれ次の違いがあります。 

 

        これまでの「警報」の基準をはるかにこえる、数十年に一度の大災害が起こる 

おそれのある旨を警告して行う予報。 

 

重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。 

 

災害が起るおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。 

 

特に要注意は「特別警報」で、①大雨（土砂災害、浸水害）②暴風 ③暴風雪 ④大雪 ⑤波浪 

⑥高潮の気象情報に、⑦地震 ⑧大津波 ⑨火山噴火の 3 種類です。 

 

特別警報 発表基準 

大雨特別警報 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想さ

れる場合 

特に警戒すべき事項を明示して「大雨特別警報（浸水害）」のように表示 

大雪特別警報 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

暴風特別警報 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想さ

れる場合 

暴風雪特別警報 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹く

と予想される場合 

波浪特別警報 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想さ

れる場合 

高潮特別警報 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想さ

れる場合 

大津波警報  3m を超える津波が予想される場合 

噴火警報  居住地域に重大な被害を及ぼす噴火警戒レベル 4 以上が予想される場合 

緊急地震速報 震度 6 弱以上の地震動が予想される場合 

 

 

  

気象警報について 

特別警報 

警 報 

注意報 
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台風・洪水・高潮などの警戒警報が発令されたら建物の備え（安全）を点検します。 

建物の脆弱部をリストアップし、対策を決めておき、実施したらチェックします。 

風 水 建物外周の危険個所 対策 Check 

〇 〇 排水溝・側溝などの詰まり 掃除する  

〇 〇 置き看板・自転車など転倒飛散 固定する 補強する 撤去する  

〇  庭木・植栽など倒壊・飛散 補強する 撤去する  

〇  袖看板など損壊・脱落 補強する 修繕する  

〇  可動式の庇（オーニング）の損壊 たたむ 補強する  

〇  カーポート屋根など損壊 補強する  

〇  仮設足場など倒壊 補強する 風の影響を減ずる  

     

 

風 水 屋上・ベランダの危険個所 対策 Check 

〇  アンテナ類の倒壊 固定する 補強する  

〇  窓拭き用ゴンドラの破損 固定する  

〇  空調室外機の転倒破損 固定する 補強する  

 〇 雨水排水口の詰まり 掃除して排水を確保する  

 〇 ゴミ等が流されて排水口を塞ぐ 撤去する  

〇  簡易物置など箱物の倒壊・飛散 固定する 補強する  

〇  物干し、竿、鉢植えなど倒壊・飛散 固定する 撤去する  

〇 〇 屋上出入口からの吹込み 施錠する 防水する  

     
 

風 水 建物内部の危険個所 対策 Check 

〇  玄関扉のシャッター閉鎖 シャッターを閉鎖する  

〇  玄関扉のバタつき、破損 固定する 土のうを設置する  

 〇 玄関から浸水 土のう・止水板を設置する  

〇 〇 テナント窓の開放による浸水・破損 施錠を確認する  

〇  窓の飛散物による破損の恐れ 養生テープで飛散防止  

〇 〇 外気口など建物開口部から浸水 目視確認する 防水措置をする  

 〇 地下室に浸水の可能性はないか 土のう・止水板を設置する  

     
 

風 水 その他の危険個所 対策 Check 

〇 〇 停電 停電対策参照  

〇 〇 交通機関の運休 従業員の早期帰宅・休業  

     

     

     

     

 

  

風水害危険個所 チェックリスト 
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 2018 年の北海道ブラックアウトや 2019 年台風 15 号による広域停電など、震災のみならず地域停電のリス

クは高まっており、事業継続の観点からも長時間の停電に備える態勢の構築が望まれます。 

 そこで、中小ビルに適した非常用電源設備の選び方についてご説明します。 

◼ 電源の種類と特徴 

非常用電源の代表的なものは、発電機と蓄電池があります。 

発電機は設置工事の必要な中型以上のものから可搬式の小型まで多様な製品がラインナップされており

ますが、運転騒音、排気ガス、燃料貯蔵の問題から屋外使用が原則となります。 

蓄電池は屋内に設置できますが、KWh あたりの価格が高いというデメリットがあり、これらの得失を考慮す

ると、非常時の玄関ホール照明やスマホ充電には小型発電機を使用し、事務所内の照明やPC、TVなどに

は蓄電池を使用することが考えられます。 

◼ 非常時の電気容量 

 非常時に使用したい器具の消費電力（W）の総和が発電機の必要能力となり、消費電力に使用時間

を乗じたものの総和が蓄電池の必要容量になります。 

 

屋外に発電機を設置し、 

玄関にバルーン型投光器（100W）2 台、湯沸かしポット（450W）1 台、液晶

TV（140W）1 台、スマホ充電（15W）5 台を同時使用する場合の総和は

865W になります。 

図の小型発電機は、メーカー公称の定格出力は、交流 100V 900VA 参考価

格 13万円程度ですので、これ 1台で賄えることになります。 

 

事務所内に蓄電池を設置し、 

LED スタンド（10W）5 台、液晶 TV（140W）1 台、ノートパソコン（25W）1

台、デスクトップパソコン（200W）1 台、無線 LAN ルーター（10W）1 台、固定

電話（10W）3台を1日5時間、3日間使用する場合の消費電力は、455W×

5時間×3日間＝6,825Wh になります。 

図の鉛蓄電池は、メーカー公称の電池容量は、9408Wh 連続出力 2000W 総

重量 220Kg 参考価格 846 千円ですので、これ 1台で賄えることになります。 

 

業務用蓄電池の種類は、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池があります。鉛蓄電池は安価で長寿命ですが

大きく、重たいことがデメリットです。リチウムイオン蓄電池は、小型かつ軽量、高容量ですが、価格が高いこと

がデメリットです。 

図の 2製品は参考イメージであり、推奨するものではありません。詳しくは、取引先やインターネットなどでご

確認ください。 

 

非常用予備電源 
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あなたの目の届く場所へ掲示して、普段から手順を覚えましょう 
 

 

 

 

 

 けが人はいないか。大声で確認。けが人は応急手当を行う。 

 無事な社員は、ヘルメット・軍手着用を指示し、防災・減災行動の準備。 

 

 

 

 

 

 テナントはビルが安全か？不安なのです。パニックを防ぐために放送します。 

 放送文例を参考に落ち着いて、廊下などへ一時退避放送をします。 

 

 

 

 

 

 防災組織を呼集し、防災組織図のチェックリストに従い、各班の行動開始。 

 防災組織が機能しない場合は、無事な社員で最低限の目視確認。 

● 火元確認（元栓遮断） ● ＥＶの閉じ込め確認（救出） ● けが人の確認（救出） 

● 建物の被害調査（柱や梁に亀裂が無ければ倒壊の恐れは少ない） 

● 設備の被害調査（高架水槽・受水槽・水回りの漏水確認（止栓）・器具取付状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物の安全確認チェックリストに従い、安全度を確認する。 

 危険判断の場合は、放送文例を参考に落ち着いて避難誘導を行う。 

 安全が確認された場合は、放送文例を参考に館内待機を勧める。 

 

 

  

身を守れ ・ 出口を確保 

非常館内放送 

防災組織で被害確認 

安全確認 危険判断 

安全放送 避難放送 

被災 地震だ！ 慌てないガイド 
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あなたの目の届く場所へ掲示して、普段から手順を覚えましょう 
 

 

 

 

自動火災報知設備の受信盤で発報場所を確認。 

消火器・ライト・無線機などを持って現場へ急行。 
 

 

 

 

 

 

 落ち着いて 119 番へ通報。 

火事です。○○区○○町〇番地の○○ビル〇階建ての〇階が火事です。 

 現況をビル防災組織の責任者（自衛消防隊長・管理責任者等）へ通報。 

 消火器・消火栓などで初期消火。 

⚫ 消火器による消火活動は炎が天井に燃え移る前までです。 

⚫ 消火活動前に、自らの避難経路は確保します。 

 
 

 

 

 

 落ち着いて館内放送。 

〇階で火災が発生しました。 

すみやかに建物から避難してください。 

繰り返します。すみやかに避難してください。 

エレベーターは使用できません。 

落ち着いて階段を利用してください。 
 火元の影響が少ない、安全な避難階段（屋内・屋外など）を指示する。 

 
 

 

 

 

 

 防災組織を呼集し、テナント防災隊長に、負傷者・逃げ遅れなどを確認する。 

 防災組織が機能しない場合は、社員がテナントに確認する。 

 確認結果を消防隊に伝える。 

 

火災発見 大声で火事だ！ 

非常館内放送 

火災警報 発報！ 

避難確認 

火事だ！ 慌てないガイド 
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非常放送は、日頃から訓練して慣れておきましょう。落ち着いて放送することがポイントです。 

このシートは、必要事項を記入後、非常放送設備の近傍に掲示してください。 

 

 

 

 

一時退避場所とは、転倒や落下する什器備品が少なく、いつでも避難に移れる場所です。 

道路や室内に比べて安全と思われる廊下などで地震が収まるのを待ちます。 

 

 

 

 

近所の小中学校・公園など。様子を見て、集団で避難する際の集合場所です。 

 

 

 

 

大きな広場・大学など。火災の危険から身を守り、鎮火を待つ場所。 

 

地震警戒宣言等が発令されたとき 警戒宣言は東海地震に限られます 

 
 

  

館内の皆様にお知らせします。 

本日〇時〇分、地震（警戒・注意）警報が発表されました。 

火の始末をして、ガスの元栓を締めてください。 

倒れやすい家具は固定し、逃げ道を確保してください。 

エレベーターは使うことができません。 

警報が解除されるまで、階段を使ってください。 

後ほど、ビルの管理員が巡回します。 

テナントの皆様の対応を教えてください。 

一時集合場所は               です 

地域の避難場所は              です 

ビルの一時退避場所は            です 

非常放送 モデル文例 
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地震発生直後の非常放送 落ち着いて、二度繰り返す 

 
（ ）内はビル内の一時退避場所を挿入します。 

 

建物点検中の放送 必要に応じて繰り返す 

 

  

館内の皆様 

余震の強い揺れにご注意ください。 

室内は物が落ちてきたり、ガラス飛散の恐れがあります。 

落ち着いて、（廊下など）へ一時避難してください。 

ビルの安全は確認中です。 

エレベーターは、使えません。 

階段を使ってください。 

館内の皆様 

ただいま、係員が建物を点検しています。 

しばらく、その場所でお待ちください。 
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点検終了の放送（被災編３建物安全確認チェック済み）必要に応じて繰り返す 

 
 

火災・損壊による避難誘導放送 落ち着いて、二度繰り返す 

 
（  ）内はあらかじめ記入しておいてください。 

  

館内の皆様にお知らせします。 

建物の被害は軽微でした。 

引き続き、エレベーターは使えません。 

異動の際は、階段を使ってください。 

余震に備えて逃げ道を確保して、いつでも 

（廊下などへ）避難できるようにしてください。 

館内の皆様。 

ただいまの地震により（火災・被害）が発生しました。 

急いで建物から避難してください。 

繰り返します。急いで避難してください。 

エレベーターは、使えません。 

階段を使ってください。 

この地区の避難場所は（    ）です。 

避難の際は、物が落ちてきたりするので注意して下さい。 
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地域の避難勧告による放送 落ち着いて、二度繰り返す 

 
（  ）内はあらかじめ記入しておいてください。 

 

他に、「帰宅困難者への対応」「非常時のビル運営連絡」などありますが、ビル毎に事情が異

なるため、本文例を参考に、ビル毎にご用意ください。 

 

 

  

館内の皆様。 

ただいま当地区に避難命令が出ました。 

ビルは〇時をもって閉館いたします。 

避難準備を整え、落ち着いて行動してください。 

エレベーターは、使えません。 

階段をご使用ください。 

この地区の避難場所は（    ）です。 

避難の際は、物が落ちてきたりするので注意して下さい。 
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建物の被害状況を点検し、結果を総合的に評価して、建物の安全を確認します。 

該当する（出来る）項目に○印をつけ、実施したらチェックを、異常があれば場所を記入します。 

 
該当 エレベーターの安全確認を行なう Check 異常場所 

 エレベーターは停止しているか   

 閉じ込められた人はいないか   
 

該当 建物の安全確認を行なう Check 異常場所 

 窓ガラスの破損、落下はないか（建物の利用に支障がないか）   

 大型事務用品の転倒はないか（避難経路を塞いでいないか）   

 玄関扉・非常口・裏口など外扉は開くか   

 柱・床・階段の亀裂・ひび割れ・倒壊の恐れはないか   

 土台（基礎）の亀裂・ひび割れ・倒壊の恐れはないか   

 外壁・塀・看板等の亀裂・ひび割れ・倒壊の恐れはないか   

 危険部位の立入禁止処置をしたか   
 

該当 給排水設備の安全確認を行なう Check 異常場所 

 高置水槽の出口弁を閉鎖する（水槽の水を確保）   

 揚水ポンプのブレーカーを遮断する（揚水を停止）   

 受水槽の漏水箇所はないか（あれば応急処置）   

 館内に漏水箇所はないか（あれば直近上流側の弁を閉鎖）   

 各階の給水・トイレの使用を禁止する（使用可能なトイレ表示）   
 

該当 電気設備の安全確認を行なう Check 異常場所 

 照明・空調設備の破損や落下はないか（ブレーカー遮断）   

 電線やコンセントの損傷はないか（ブレーカー遮断）   

 電気事務機器の転倒破損はないか（電源コンセントを抜く）   

 電熱器具は、正常でも電源コンセントを抜く   

 危険部位の使用禁止処置をしたか   
 

該当 ガス設備の安全確認を行なう Check 異常場所 

 すべてのガス器具は、元栓を閉鎖する   

 ガス漏れ臭はないか（電気器具の操作は引火の怖れ）   

 ガスの元栓が遮断（閉鎖）していることを確認する   

 ガス器具の使用禁止処置はしたか   
 

 

該当 その他の安全確認 ビルの事情に合わせて追加してください Check 異常場所 

    

    

    

    

    

    

 

建物安全確認 チェックリスト 
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大規模停電や地域停電が発生した場合の対応について確認します。 

該当する（設備がある）項目に○印をつけ、実施したらチェック欄をマークします。 

 
該当 計画停電が実施される （地域停電の恐れが高い） Check 

 計画停電の開始前に内容（○時～○時）について館内放送を行う  

 エレベーターを手動停止し、使用禁止を掲示する（閉じ込め防止）  

 廊下・階段室に余分な物品が置かれていないか確認する（けがの防止）  

 自動ドアを手動に切り替え、操作方法を掲示する  

 電気錠は開錠されるので、テナント責任での施錠管理を告知する  

 自動火災警報は不動作になるので、館内の火気使用を禁止する  

 非常照明が停電後 30 分間点灯し、その後、切れることを告知する  

 復電と同時に動くと危険な機器（回転機など）を停止する  

 高架水槽は停電前に満杯にしておく（トイレ等の洗浄水確保）  

 トイレ、給湯室の水使用は制限するか、自粛をお願いする  

 充電機器は停電前に満充電する（パソコン、携帯電話など）  

 停電中の出入り口監視、館内巡視など警備を強化する  

 
該当 突然、停電した Check 

 停電の範囲を確認する（特定の部屋のみ ・ 自ビルのみ ・ 地域全体）  

 部屋のみの場合は、該当する配電盤のブレーカーを確認する  

 自ビルのみの場合は、ビルの電気主任技術者に連絡する  

 地域全体の場合は、電力会社の情報を確認する（スマホ・パソコンで検索可）  

 エレベーターは最寄り階に停止、開扉、無人を確認後、進入禁止を掲示する  

 自動ドアを手動に切り替え、操作方法を掲示する  

 電気錠は動作しないので、テナント責任での施錠管理を告知する  

 自動火災警報は動作しないので、館内の火気使用を禁止する  

 復電と同時に動くと危険な機器（回転機など）を停止する  

 トイレ、給湯室の水使用は制限するか、自粛をお願いする  

 停電中の出入り口監視、館内巡視などの警備を強化する  

 
該当 停電が終了（復電）した Check 

 出入り口監視、館内巡視などの警備を解除する  

 復電と同時に動くと危険な機器（回転機など）を再開する  

 自動ドアの運転を自動に切り替える  

 電気錠の動作を確認する  

 エレベーターの運転を自動に切り替える  

 停電終了の館内放送を行う（各制限の解除を告知する）  

   

   

   

   

   

  

停電対応 チェックリスト 
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テナントの被災状況、帰宅困難者の館内滞留の有無と人数や、その責任者などを訪問して確認し

ます。テナントとの緊急連絡網は「テナント防災組織図」を活用します。 

 

階 テナント名 
定員 

人数 

帰宅困難者 

滞留人数 

滞留 

責任者 
被災状況 
家具転倒やけが 

備考 
休業予定や避難先 

一時移転先など 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

2４社以上の場合は、用紙をコピーして追加してください。 

テナントの被災 チェックリスト 
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建物の営業再開が可能か、否かの判断をします。項目のすべてを満たす必要があるかどうかはビ

ルごとに異なりますので、判断材料としてご使用ください。 

 

地域の安全確認を行なう Check 

当地域の地震・台風などの警戒宣言が解除されているか  

当地域に避難命令・避難勧告・立入禁止措置が出ていないか  

当ビルのライフライン（電気・水道・ガス）が復旧しているか、使用できるか  

当ビル周辺の建物で、倒壊または火災の危険性がないか  

当ビル周辺、最寄駅までの道路は安全に通行（歩行）出来るか  

公共交通機関は概ね復旧し、最寄駅は利用できるか  

コンビニ・飲食店・病院などは概ね営業を再開しているか  

  
 

建物の管理体制を確認する Check 

出勤可能な従業員で、テナント対応などビル運営が可能であるか  

出勤可能な管理員で、設備機器の運転管理が可能であるか  

外部委託先（保守会社）との連絡・通信は確保されているか  

テナントとの連絡・通信は確保されているか  
 

建物の安全ならびに使用可否の判断を行なう Check 

屋上笠木・室外機・アンテナなどに損壊・ガタツキなど危険な箇所はないか  

建物外壁・階段に損壊・亀裂・ガタツキなど危険な箇所はないか  

窓ガラスに損壊・亀裂・ガタツキなど危険な箇所はないか  

庇・看板・外構・植栽に損壊・亀裂・ガタツキなど危険な箇所はないか  

玄関扉・非常口・室内扉は正常に開閉できるか  

エレベーターは正常に運転するか  

受水槽・高架水槽に破損・漏水はなく正常に使用できるか  

各階の給水・給湯・便器・排水は正常に使用できるか  

各階の分電盤ブレーカーは正常であり、漏電回路はないか  

各階の照明器具に落下の恐れはなく正常に使用できるか  

空調設備機器は正常に運転するか  

ガス器具栓の閉鎖を確認後、元栓を開き、全館でガス漏れ臭はないか  

ガス器具栓を開き、正常に点火するか  

防火設備（火災警報・消火栓・非常放送・防火戸）は正常に作動するか  

警備装置（自動錠・監視カメラ）は正常に作動するか  
 

その他の安全確認 ビルの事情に合わせて追加してください Check 

  

  

  

  

  

  

  

建物営業再開 チェックリスト 
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消防庁の許可をいただき「防災サバイバル手帳」より転載しました。 

被災時は、救急出動が集中し、道路も被災しているなど救急車は期待できません。 

重症の場合など、応急手当てのうえ、地域の災害拠点病院へ自力搬送も考えましょう。 

 

災害拠点病院 住所 電話番号 

   

   

   

   

インターネットで「災害拠点病院 都道府県名」で検索 

 

 
 

 
 

東京消防庁モバイルページ  
救急病院案内・応急手当など消防に関する最新情報 

応急手当 

日本語版 英語版（English） 
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出典； 消防庁 わたしの防災サバイバル手帳 
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災害発生時は、停電や事務機、パソコンの故障、業務の混乱などにより、館内に掲示すべき「お知ら

せ」や「諸注意」を印刷できなくなる恐れがあります。 

平時に、余裕をもって内容を検討し、自社用に修正のうえ、予め必要枚数を印刷して、非常用備蓄品

と一緒に収納しておくと万一の際にすぐ使用できます。 

 

◼ 地震警戒宣言のお知らせ 

警戒宣言は、大規模地震対策特別措置法に基づき行われる地震予知で、異常が確認された場合

に発令される宣言です。現時点では対象が東海地震に限られています。 

警戒宣言が発令された時のビルの対応を決めておくと良いでしょう。 

◼ 台風（気象情報）警戒宣言のお知らせ 

特別警報は、①大雨（土砂災害、浸水害）②暴風 ③暴風雪 ④大雪 ⑤波浪 ⑥高潮の警

報があります。 

警戒宣言が発令された時のビルの対応を決めておくと良いでしょう。 

◼ 交通機関運休時の対応 

 警戒宣言の発令に伴い、交通機関の計画運休が発表された時のビルとしての対応を決めておく

と良いでしょう。 

◼ ビル内残留者へのお願い 

被災時の帰宅困難者や非常時のテナント待機者など、ビル内に残留する方への注意、臨時の規

則などを喚起するためのお知らせです。 

館内滞留におけるルールはビル毎に異なるものと思いますので、例示された項目を参考に貴社

のルールを検討してください。 

◼ 〇〇のお知らせ 

 その他、工事のお知らせなど必要に応じて作成できるように白紙を用意しました。 

あらかじめ掲示物を作成しておけば慌てることもなく、テナントに周知することができます。 

 

 

  

掲示物 



 

 

当地域に地震警戒宣言が発令されました。 

これにより、当ビルは当分の間 

ビル正面入口を閉鎖いたします。 

 

テナントの皆様は通用口をご利用ください。 

また、室内の什器備品の固定・転倒防止 

非常口・避難経路の通行確保 

非常用備蓄品の点検・補充など 

従業員の安全を第一に 

再点検くださいますようお願い申し上げます。 

 

 
令和〇年〇月〇日 

○○ビル管理事務所 
  

地震警戒宣言のお知らせ 
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当地域に台風警戒宣言が発令されました。 

これにより、当ビルは当分の間 

ビル正面入口を閉鎖いたします。 

 

テナントの皆様は通用口をご利用ください。 

窓や外扉は開放厳禁です。 

施錠を確認してください。 

窓ガラスや枠の破損 隙間から雨水の侵入 

扉のガタつきによる破損などの恐れがあります。 

また、屋外の鉢植え・看板類・自転車などは 

飛ばされる恐れがありますので室内に保管ください。 

 
令和〇年〇月〇日 

○○ビル管理事務所 

  

台風警戒宣言のお知らせ 
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交通機関の計画運休が発表されました。 

当ビルは 〇月〇日〇時から 

〇日〇時まで 臨時休館いたします。 

 

通常の休館日と同様の管理体制になります。 

テナントの皆さまには 

ご迷惑をおかけいたしますが 

なにとぞご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 

 
令和〇年〇月〇日 

○○ビル管理事務所 
 

  

交通機関運休に伴う臨時休館 

-３５- 



 

 
 

○○による安全確保のため、当ビルは閉館しております。 

関係者以外の立ち入りは、原則として禁止します。 

止むを得ず残留される方は、下記を遵守ください。 
 

◼ 当ビル閉館後、ビル内に在留される場合は、至急、管理事務所まで申し出て下

さい。（在留者名簿を提出して下さい） 

◼ 当ビル閉館後の残留者の安全は保証できません。テナント様の責任においてご

判断ください。 

◼ 公的機関から当地区、当ビルに避難勧告が出た場合には、全員速やかに退去

していただきます。また、当ビルが独自に退去決定を行ったときも同様とします。 

◼ 当ビルは閉鎖・施錠いたしております。管理事務所に無断での開錠、入館を禁

止します。 

◼ 緊急時を除き、他のテナント様専有部分への立ち入りは厳禁します。 

◼ 館内は原則として火気厳禁です。当ビル係員の指示に従ってください。 

◼ 食料、飲料水、防寒、寝具などは、原則として各社・各自ご用意ください。 

◼ 万一の場合は、館内・地域の消火・救護活動にご協力をお願いします。 

 

 

 
令和〇年〇月〇日 

○○ビル管理事務所 
 

  

ビル内残留者へのお願い 
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令和〇年〇月〇日 

○○ビル管理事務所 

のお知らせ 
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