
安全マニュアル2022年度版 補足
【2022年3月現在の情報】 大規模災害時には、大学が構成員の安否

を確認することが安全確保・災害復旧の
第一歩です。理学系では構成員の皆さん
に以下の対応をお願いしています。

①まず 自身の安全を確保してください！ ②落ち着いたら、研究室の責任者に安否を連絡する
学内にいる場合は 一次避難場所へ移動 研究室のメンバー同士、お互いの安否を確認しましょう
学外にいる場合は 安全な場所へ移動

①学務システム（UTAS）にログイン ②「現住所等変更入力」で、現住所とメールを入力する

安否確認サービスにメールアドレスを登録してください事前に

地震が発生したら

--------------------------------------------------------------------
Subject: [c0525033-1]【UTokyo/東京大学】安否状況確認について/Safety Confirmation 
〇〇〇〇さん宛てのメッセージ

環境安全担当理事
居住地もしくは通勤通学先の都道府県で震度５以上の地震もしくは大津波が発生しました。
ご自身の安全を確保の上、安否確認サービスに安否状況を回答してください。
-----------------------------------------------
To: Employees and Students of UTokyo 
From: Executive Vice President for Environment and Safety 
A major earthquake or large tsunami has occurred in the area where you live or your place of work/study. 
Once you have ensured your safety, please indicate your safety situation by replying to our safety confirmation service. 

安否/Condition? 
１: 無事/Safe 
２: 負傷/Injured 

避難場所/Evacuated？
３: 自宅/Home 
４: 本郷/Hongo Campus 
５: 駒Ⅰ/KomabaⅠCampus 
６: 駒Ⅱ/KomabaⅡCampus 
７: 柏/Kashiwa Campus 
８: 白金台/Shirokanedai Campus 
９: その他/The Other 

このメールの返信により回答できますが、該当する番号のみ記載ください。例「１３」
下記URL（PCの方はスマホ用URL）・アプリから回答してください。
Reply using the applicable numbers only. Example "13" or answer using the following link (for PC and smartphones) or 
the App

WEB回答URL(ケータイ用とスマホ用があります) (ケータイの方はこちら) https://ems8.e-ansin.com/tky11/ut-safety/mobile/ (
スマホの方はこちら) https://ems8.e-ansin.com/tky11/ut-safety/smart/ 

速やかに状況を報告してください。安否確認メールが届いたら

メールの転送設定を行ってい
る場合、転送先からの返信は
無効となります。その場合は
下のURLより回答ください。

全、半角どちらでも構いませ
ん。数字の間にスペースや記
号等は入れないでください。

メール返信ではなく記載の
URLから回答を登録してもOK
です。

震度5強
以上



Appendix: Health and Safety Guide 2022
【As of March 2022】

In the event of a large-scale disaster, the
first step in ensuring safety and restoring
disaster is for universities to confirm the
safety of their members.
In science, we ask our members to take
the following measures.

1. First of all, please ensure your own safety ! 
on campus :  move to a temporary evacuation site
off campus : move to a safe place 

1. Log in to UTAS.

Please register your e-mail address 
in the safety confirmation service.PREPARATION

In the event of an earthquake 

--------------------------------------------------------------------
Subject: [c0525033-1]【UTokyo/東京大学】安否状況確認について/Safety Confirmation 
〇〇〇〇さん宛てのメッセージ

環境安全担当理事
居住地もしくは通勤通学先の都道府県で震度５以上の地震もしくは大津波が発生しました。
ご自身の安全を確保の上、安否確認サービスに安否状況を回答してください。
-----------------------------------------------
To: Employees and Students of UTokyo 
From: Executive Vice President for Environment and Safety 
A major earthquake or large tsunami has occurred in the area where you live or your place of work/study. 
Once you have ensured your safety, please indicate your safety situation by replying to our safety confirmation service. 

安否/Condition? 
１: 無事/Safe 
２: 負傷/Injured 

避難場所/Evacuated？
３: 自宅/Home 
４: 本郷/Hongo Campus 
５: 駒Ⅰ/KomabaⅠCampus 
６: 駒Ⅱ/KomabaⅡCampus 
７: 柏/Kashiwa Campus 
８: 白金台/Shirokanedai Campus 
９: その他/The Other 

このメールの返信により回答できますが、該当する番号のみ記載ください。例「１３」
下記URL（PCの方はスマホ用URL）・アプリから回答してください。
Reply using the applicable numbers only. Example "13" or answer using the following link (for PC and smartphones) or 
the App

WEB回答URL(ケータイ用とスマホ用があります) (ケータイの方はこちら) https://ems8.e-ansin.com/tky11/ut-safety/mobile/ (
スマホの方はこちら) https://ems8.e-ansin.com/tky11/ut-safety/smart/ 

Please report the situation promptly. 

When you receive the safety confirmation email

If you have set the mail forwarding
settings, the reply from the forwarding
destination will be invalid. In that case,
please answer from the URL below.

Do not put spaces or symbols
between the numbers.

You can also register your
answer from the URL provided.

2. Click "Student Information" → "Change Current Address" to go 
to the personal information edit screen.  Enter your personal e-
mail address used on devices such as mobile phones. 

2. When you are calm, inform the person in charge 
of the laboratory about your safety and confirm the 
safety of each other among the members of the 
laboratory. Seismic 

intensity 5+ 


