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所沢キャンパス祭 2021 防災・安全対策 
  

早稲⽥⼤学所沢キャンパス祭実⾏委員会 20201 
代表 尾﨑 篤 

  
【概要】  
  早稲⽥⼤学所沢キャンパス祭 2021(以下：キャンパス祭)における、⼤⾬等によるキャ
ンパス祭中⽌に関わる事項と重⼤な事故・災害が起きた場合、および軽傷程度の事故が起
きた場合の対応事項を提⽰いたします。  
  ⼤学との認識の齟齬を防ぐため、キャンパス祭においても【早稲⽥⼤学 所沢キャンパ 
ス安全衛⽣委員会 安全の⼿引き】に基本的に則り、作成いたしました。  
  
【補⾜】  
・安全の⼿引きには「⼀刻を争う場合は 119」とありますが、キャンパス祭では最優先連

絡先を正⾨警備室に設定します。  
 
  
1. キャンパス祭中⽌に関わる事項  
  
キャンパス祭の開催において、明確な中⽌規定は設けておりません。  
キャンパス祭当⽇の朝、SNS(主に Twitter) やメールで開催・中⽌をご案内いたします。  
  

所沢キャンパス祭公式 Twitter：@tokosai_waseda 
  
 
  
以下は、キャンパス祭が中⽌になる可能性がある状況(参考)です。  

キャンパス祭当⽇、開催・中⽌を判断する場合  

・キャンパス祭前⽇の災害により、⻄武池袋線の運転開始・再開の⾒込みが⽴たない  
・キャンパス祭当⽇に台⾵が接近している  
 (参考) 洪⽔警報は中⽌、⼤⾬警報・洪⽔注意報は開催 (当⽇朝 8 時の段階で判断)  
・その他、キャンパス祭を開催することにより怪我⼈の発⽣が考えられる場合  

  

キャンパス祭中に途中中⽌を判断する場合  

・キャンパス祭中に、台⾵接近により洪⽔警報が発令された  
・キャンパス祭中に、重⼤な事件・事故・災害が発⽣した  
・その他、キャンパス祭を実施することにより怪我⼈の発⽣が考えられる場合  
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中⽌にならない状況  

・キャンパス祭当⽇、⼈⾝事故や⾞両点検により⻄武池袋線が遅延している  
・交通渋滞により⼩⼿指-所沢キャンパス間のスクールバスが⼤幅に遅延している  

  
ここに記載しているものはあくまでも参考であり、キャンパス祭開催・中⽌の基準ではご
ざいません。キャンパス祭当⽇のご案内をご確認ください。また、キャンパス祭中⽌によ
り企画運営ができなかった場合でも、出店料・出演料の返⾦はございません。予めご了承
ください。  
   
また状況によっては、キャンパス祭を開催していても参加団体様の判断により企画中⽌す 
ることも可能です。その際、出店料・出演料の返⾦はございません。  
  

参加団体様の判断により企画中⽌できる状況  

・⾬によりステージが滑り、怪我の恐れがある場合(ステージ)  
・その他、企画運営により怪我⼈の発⽣が考えられる場合  

  
参加団体様の判断により企画中⽌する場合、各担当部⾨にメールしていただくか、キャン
パス祭当⽇に本部(100 号館⼊⼝)にお越しください。  
   
その他ご不明点等ございましたら、何なりとご質問ください。  
  
  
  
2. キャンパス祭中の重⼤な事故・災害発⽣時対応  
第⼀に⾃⾝の安全を確保する。その後、⼤声で周囲の⼈に協⼒を求めつつ、  
  

【最優先連絡 “正⾨警備室” 外線 04-2949-7519 内線 2000】  
(不審者・⽕災・命に危険がある重傷者・喧嘩・⼆次災害が起こりうる事故)  

  
それ以上の判断(119(消防))は当事者に委任。負傷者がいる場合は保健センターに連絡。  
  

【負傷者がいる “保健センター” 外線 04-2947-6706  内線 3000】  
  

判断に迷った場合は、即座に実⾏委員(幹部役員・各部⾨統括)へ連絡  
(要注意⼈物・屋台事故・軽傷者・ブレーカーが落ちた・その他)  

また正⾨警備室・保健センターに連絡した場合、実⾏委員にも必ず連絡してください。  
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〜 幹部・統括 連絡⼿段 〜  
・幹部役員・各部⾨統括に直接電話(下、連絡先)  
・近くの実⾏委員に連絡  
・本部へ直⾏する/近くの⼈に⾏かせる  

  
正⾨警備室・保健センター・実⾏委員に連絡する際、  

落ち着いて、どこで何があったのか  
を伝える。  
  
可能であるならば、以下を⾏う。ただし少しでも不可能と感じたら無理をしない。  
・(負傷者) 寝かせ、アイシング、AED などの準備 (必要に応じて救命⾏動)        

やけどは服の上から冷⽔等でアイシングする。  
・⼈よけ  
  
＜連絡先⼀覧＞  

 
＜避難⾏動＞  
① 避難経路  
 混乱を防ぐため、どの位置からでも原則”外に出る”ことを最優先とする。  

1. 100 号館内部での災害  
   外にでることを最優先にし、100 号館外の坂を歩いて下り、陸上競技場へ  

2. 100 号館外の坂での災害  

緊急連絡先 電話番号  メールアドレス  

参加団体局⻑ 鈴⽊玲穏  070-8418-2021  sankadantai1@gmail.com  
屋台部⾨統括  薬師寺⾵朋 080-5538-8813 sankakyoku.yatai@gmail.com  
ステージ部⾨統括  ⽊下⼤輔 080-8474-8418 tokosai.sankastage@gmail.com  
KCB 部⾨統括 横⼭ゆう 080-2816-5222  tokosaikcb2021@gmail.com  

フリーマーケット部⾨統括 ⼩野暸介 080-4144-0925 tokosai2021.furima@gmail.com 

代表 尾﨑篤  080-4087-0319  tokosai.daihyou@gmail.com  
副代表 出⼝聡眞  090-3938-1803  tokosai.vice@gmai.com  
所沢総合事務センター  04-2947-6710  ―  

緊急連絡先   内線   外線   
正⾨警備室   2 000   0 4 - 2949 - 7519   
保健センター所沢分室   3 000   0 4 - 2949 - 6706   
消防     1 19   
警察     1 10   
所沢市消防本部 ( 休⽇・夜間病院案内 )     0 4 - 2922 - 9292     
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基本的にそのまま坂を下るが、⽕などが⾏く⼿を阻んでいた場合は、内部
に⼊り A・B ゾーンを下り、100 号館を出て陸上競技場へ  

3. 101 号館の災害  
こちらも原則外に出ることを最優先に、⽕などの障害がない限り最短ルートで
外にでる。以降陸上競技場へ向かう  

4. その他  
その他室外での⽕災では遠回りでも安全なルートで陸上競技場へ向かう  

  
② 地震発⽣  

1. 危険位置から離れる。(屋内は窓や棚、屋外では屋台等の鉄⾻に注意)  
2. ⾃⼰防御⾏為を取る。(机の下にもぐる、バッグ等で頭を覆うなど)  
3. 揺れがある程度おさまったら、ドアを開け、出⼝を確保する。  
4. 避難 陸上競技場へ  

  
③ ⽕災  

1. ⾃⾝の安全を確保する  
2. 「⽕事だ！」と⼤声で叫び、周囲の協⼒を求める  
3. ⽕元となっている位置、教室番号等確認  
4. 【正⾨警備室】への連絡  
5. 負傷者確認 “可能な範囲内”で⾏い、負傷者がいればそれも連絡する。  

以降、必要な応急措置を⾏う。  
6. 避難 陸上競技場へ  

 ⽕の拡⼤が進⾏していて、諸⾏動の最中にも危険を感じれば、即座に陸上競技場へ。  
 消⽕活動は⾏わない。(実⾏委員のみで⾏います。)  
  
④ 負傷者がいる場合  

1. 正⾨警備室・保健センター・幹部へ連絡。症状により担架・⾞椅⼦も要請。  
2. 警備員・保健医が来るまで、救命初期対応。  

声かけ、寝かせ、患部保護、⼼臓マッサージ、AED など  
  

＜所沢キャンパス所在地＞(通報時に使⽤)  

早稲⽥⼤学所沢キャンパス 100 号館、101 号館  所沢市三ヶ島 2-579-15  

  

＜推奨アプリ＞  
 AED や応急⼿当てガイドとして、スマートフォンに

「MySOS (株式会社アルム提供)」を事前にインスト
ールすることを推奨します。  

  

＜その他資料＞ 必要に応じて活⽤  
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《避難場所⼀覧》  

 キャンパス  ⼀時避難場所  広域避難場所  

所
沢 

100 号館、101 号館  
野球場、陸上競技場  所沢航空記念公園  

スポーツホール  

  
《所沢キャンパス備蓄品倉庫》所沢キャンパスには、⼤震災などの災害に備えて以下の備
えがあります。  

① 備蓄倉庫(101 号館 2 階)  
② 防災倉庫(野球場 101 号館側)  
③ 図書館下倉庫(100 号館 324 機械室)  
④ コントロール室(100 号館 G 棟 3 階)  

パック⽑布、⼯具、なた、カッター、斧、つるはし、ハンマー、シャベル、ブルーシート、
軍⼿、防塵マスク、防寒着、⾬合⽻、安全靴、投光器、懐中電灯、発電機、救急箱、消毒
液、救急シート、レスキューフィルム、タオル、⾮常⽤下着、ポリタンク、飲料⽔、その他  

  
《所沢キャンパス周辺の総合病院(参考)》  
  

病院名  電話番号  住所  診療時間  

⻄埼⽟中央病院  04-2948-1111  所沢市若狭 2-1671  ⼟⽇なし  

圏央所沢病院  04-2920-0500  所沢市東狭⼭ヶ丘 4-2692-1  
8:00~12:00, 13:00~16:30  

⼟⽇も診療  

明⽣病院  
(めいせい)  04-2928-9110  埼⽟県所沢市⼭⼝ 5095  

⼟ 8:00~12:00  
⼟午後, ⽇診断なし(変更)  

  
掛かる病院は、保健センターや所沢市消防本部(04-2922-9292)の指⽰により決める。タク
シーが捕まらない可能性があるので注意。所沢市の病院での休⽇急患当番医は下 URL 参
照。  
( https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/moshimo/kyujituyakan/kyujitukyukantobaninogoannai.html )  
  
《消防署への通報》  
【通報のポイント】  
◎119 番通報は埼⽟⻄部消防局で受信されます。  
 ＊⼤学の住所(上記参照)、学内の号館(100 号館 or101 号館)、階数をきちんと伝える。  
 ＊状況を、「落ち着いて」「正確に」伝える。  
◎⼆次通報も⼤切である！通報の後から新たに負傷者が出た場合等、⼀次通報のときに伝
えられなかった状況が発⽣した場合、再度通報を実施します。  
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 ＊「⼆次通報です。」と⾔ってから情報を伝えてください。  
◎緊急の事柄、その場の状況を「できるだけくわしく」伝えてください。  
 ＊⽕災であれば「何が(どこが)燃えているのか」、救急であれば「負傷者(病⼈)の状態」を

伝えると、そのあとより有効な対応を取ることができます！  
  
〈⽕災の場合〉  
※消防署 119 に通報したときでも、必ず正⾨警備室に連絡しておくこと。  

埼⽟⻄部消防局からの問いかけ  通報内容例  

消防庁、⽕事ですか、救急ですか。  ⽕事です。  

何市、何町、何丁⽬、何番、何号ですか。  所沢三ヶ島 2 丁⽬ 579 番地 15 号早稲⽥⼤学所沢キ
ャンパスです。  

何が燃えていますか。  ◯号館△階の屋台でキャベツが燃えています。  

はい、わかりました。  よろしくお願いします。  

  
〈救急の場合〉  
※消防署 119 に通報したときでも、必ず正⾨警備室に連絡しておくこと。  

埼⽟⻄部消防局からの問いかけ  通報内容例  

消防庁、⽕事ですか、救急ですか。  救急です。  

どうしましたか。  学⽣が頭から⾎を流して倒れています。  

何市、何町、何丁⽬、何番、何号ですか。  所沢三ヶ島(みがしま)2 丁⽬ 579 番地 15 号早稲⽥⼤
学所沢キャンパスです。  

電話番号を教えてください。  キャンパス代表(正⾨警備室：04-2949-7519)  
もしくは携帯のいずれかを伝える。 

はい、わかりました。  よろしくお願いします。  

  
  

以上  


