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【１】えひめ自助・共助推進大会を開催します！
県では、県民の防災に関する関心と理解を深め、自助・共助の一層の促進を図るため、えひめ防
災週間（12 月 17 日～23 日）中の 12 月 19 日（水）にえひめ自助・共助推進大会を開催します。

○えひめ自助・共助推進大会について
【日時】平成 30 年 12 月 19 日（水）
13：00～16：30
※体験・展示ブース 12：00～17：00
【会場】ひめぎんホール
（サブホール、県民プラザ、県民広場）
同大会では、平成 30 年７月豪雨災害を踏まえ、災
害から自分や家族、地域を守るために、自分の安全
は自分で守る「自助」と、地域において互いに助け
合う「共助」の果たす役割の大切さについて改めて考えてもらう機会として、ＮＰＯ法人環境・防
災総合政策研究機構の松尾

一郎（まつお いちろう）さんによる「水害多発時代！タイムライン

防災で命を守る!!～平成 30 年７月豪雨災害を踏まえて～」と題した記念講演や、被災地の自治会
長や消防団員等による「平成 30 年７月豪雨災害における“自助・共助”」と題したパネルディス
カッションを行います。
また、会場のひめぎんホール内県民プラザでは各企業や団体による防災展示ブースを開設し、屋
外の県民広場では地震体験車や災害対策用車両を展示した体験ブースも設置し、日頃の防災意識を
高める大会となっておりますので、ぜひ会場にお越しください。

○昨年度の様子
▼記念講演とパネルディスカッション

▼多くの方が参観した防災展示ブース

▼屋外には災害対策用車両・地震体験車を設置

【２】えひめ防災週間について
１２月２１日は、昭和２１年に南海地震が発生した日で、県では「えひめ防災の日」と定めて
おり、１２月１７日から２３日までの１週間を「えひめ防災週間」としています。
これは、愛媛県防災対策基本条例において、県民や自主防災組織、事業者等の防災に対する関
心と理解を深め、防災活動の一層の充実を図るため定められたものです。
今年のえひめ防災週間中には、県民総ぐるみ地震防災訓練「シェイクアウトえひめ」や「えひ
め自助・共助推進大会」など県や市町等により様々なイベントや訓練が行われます。
この機会に、家具の転倒防止や食料・飲料水の準備など、家庭でできる防災対策に取り組むと
ともに、地域の自主防災活動にも積極的に参加し、南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備えま
しょう。

○県の行事等の予定
行事等

日 時

場 所

シェイクアウト

12 月 17 日（月）

えひめ

11：00～

内 容
地震を想定して、参加者が一斉に身を守るた

県内全域

めの安全確保行動訓練を実施
自助・共助の大切さについて理解を深めるた

えひめ自助・共助

12 月 19 日（水） ひめぎんホール

め、えひめ防災週間に開催

推進大会

13：00～16：30

（記念講演、活動事例発表、パネルディスカ

サブホール

ッションなどを実施予定）

機関名
本庁

行事等
ロビー展

日 時

場 所

12 月 17 日（月）

県庁第一別館 1

～12 月 25 日（月） 階ロビー

内 容
防災意識啓発パネルの展示、防災
啓発映像の上映、リーフレットの
配布
○管内各市防災マップ、地震ハザ

東予地方局

ロビー展

12 月 17 日（月）

西条総合庁舎

～12 月 23 日（日） １階ロビー

ードマップ等の展示
○防災関係パンフレットや資料
の展示、配布
○松山市内の小・中学校に通学す
る児童・生徒から募集した防災に

中予地方局

ロビー展

12 月 17 日（月）

松山庁舎１階

～12 月 21 日（金） 玄関ロビー

関するポスターの入賞作品２ ５
点を展示（松山市と共催）
○防災関連ポスター、パンフレッ
ト及び防災グッズの展示

機関名

行事等

日 時

場 所

内 容
〇災害対策本部中予地方本部の
地方司令部職員（班長及び副班長
を除く。）を対象に、勤務時間外

平成 30 年度

に南海トラフ地震が発生した場

第 2 回災害対
策本部中予

12 月 19 日（水）

地方本部参

7：00～8：30

集訓練・広域

10：30～12：00

防災拠点開

松山庁舎

合の参集状況を確認するため、今

７階大会議室

年度２回目の参集訓練及び広域
防災拠点開設訓練を実施

久万高原町
運動公園

設訓練

・訓練項目
(1)愛媛県防災メールによる情
報伝達・安否確認（７時）
(2)地方司令部職員参集
(3)広域防災拠点開設（防災テ
ント設営等）

南予地方局

南予地方局
八幡浜支局

防災啓発パ

12 月 17 日（月）

ネル展示

～12 月 21 日（金） １階ロビー

ロビー展

12 月 17 日（月）

宇和島庁舎

八幡浜庁舎

～12 月 23 日（日） １階ロビー

防災啓発パネルや備蓄物資の展
示のほか、各市町の防災マップの
掲示を予定

防災に関するパネルや平成 30 年
７月豪雨の被害状況の写真を１
階玄関ロビーに展示

○各市町の行事等の予定
機関名

行事等
松山市立北条南
中学校「命の教
育」
エバーグリーン

松山市

松山自主防災会
防災訓練
平成 30 年度防災
ポスター入賞作
品展示

第 16 回今治市防
今治市

災ポスター児童
生徒作品展

日 時

場 所

12 月 20 日（木）

松山市立北条南

13:25～14:15

12 月 23 日（日）
10：00～12：00

12 月 17 日（月）
～12 月 21 日（金）

中学校

松 山 市 立北 条南 中 学校 １年 生
（124 名）を対象に「命の教育」
として防災教育を実施

松山市竹原二丁

避難訓練、防災ビデオ、起震車

目 1-50

試乗体験、参加人員 20 名

愛媛県中予地方
局（松山庁舎）
１階ロビー
イオンモール今

12 月 17 日（月）

内 容

治新都市

～12 月 25 日（火） ２階イオンホー
ル

松山市内の小・中学校に通学す
る児童・生徒から募集した防災
に関するポスター入賞作品 25
点を展示
今治市内の小中学校の児童、生徒
に作品募集を行い、優秀作品につ
いては表彰後、全作品を展示

機関名

行事等
防災啓発用写
真、パネル・グ
ッズ展示

宇和島市

八幡浜市

防災パネル展示

12 月 18 日（火）

防災行事等の写真、パネル展示

～12 月 22 日（火） 玄関ロビー

及び防災啓発用のグッズの展示

12 月 17 日(月）

～12 月 23 日（日） ３階通路
12 月 25 日（火）

12 月 17 日（月）

防災パネル展示

上島町

防災グッズ展示

松野町

愛南町

「えひめ防災週間」の関連行事

新居浜市役所

として、防災啓発パネル等の展
示及びパンフレット等の配布

前
東予総合支所１階

小松総合支所１階
12 月 17 日（月）

大洲市役所

～12 月 26 日（水） 本庁１階ロビー
12 月 17 日（月）

伊予市役所

防災に関するポスターや、平成
16 年台風 21 号災害時の写真掲

防災に関するポスターや、各種
災害関係の雑誌を設置

防災意識啓発パネルの展示

防災意識啓発パネルの展示

～12 月 25 日（火） １階ロビー
12 月 17 日（月）

防災グッズの展示

示、各種災害関係の雑誌を設置

丹原総合支所１階

等の設置

伊予市

年７月豪雨災害の写真等の展示

５階危機管理課

ポスター、雑誌

防災パネル展示

防災に関するポスター、平成 30

西条市役所新館

～12 月 23 日（日）

大洲市

八幡浜市役所

～12 月 28 日（金） １階ロビー

ポスター、写真、
雑誌等の設置

防災意識啓発パネルの展示

～12 月 23 日（日） １階ロビー

防災グッズ展示

伊方町

宇和島市役所

写真等の展示

～えひめ防災の

内 容

今治市役所

12 月 17 日(月）

日・防災週間～

西条市

場 所

防災ポスター、

わが家の防災展
新居浜市

日 時

上島町消防本部庁舎

非常食、家具等転倒防止グッズ

～12 月 23 日（日） ２階ロビー

など防災グッズの展示

防災グッズ等展

12 月 19 日（水）

町所有の防災資機材、備蓄品、

示

～12 月 22 日（土） １階ロビー

富岡地区自主防災

12 月 22 日（日）

会総合防災訓練

防災パネル展示

８：30～14：00

12 月 14 日（金）
～12 月 24 日（月）

伊方町庁舎

非常用持出袋の展示
シェイクアウト訓練、避難訓練、

富岡集会所

他

情報伝達訓練、炊き出し訓練、
訓練振り返り

愛南町御荘文化
センターエント
ランスホール

防災意識啓発パネルの展示

○各市町の広報等の実施予定
機関名

広報

今治市

広報誌

宇和島市

広報誌

四国中央市

広報紙

日 時
広報いまばり
12 月 1 日号
広報うわじま
12 月号
広報四国中央
12 月号

場 所
市内全域

市内全域

内 容
えひめ防災の日、えひめ防災週間及
び防災意識の啓発
えひめ防災週間の周知等
えひめ防災の日、えひめ防災週間及

市内全域

びシェイクアウトえひめについて
周知

12 月 16 日（日）
西予市

防災行政無線

12 月 17 日（月）
12 月 20 日（木）夕

市内全域

えひめ防災の日の周知、防災意識の
啓発

12 月 21 日（金）朝
12 月 17 日（月）
久万高原町

防災行政無線

～12 月 23 日（日） 町内全域

えひめ防災週間に関する広報

の間で２日程度
松前町

広報誌
広報誌

砥部町

メールマガジ
ン

内子町

防災行政無線

伊方町

防災行政無線
防災行政無線

松野町
広報誌

防災行政無線

広報まさき 12 月号
広報 12 月号
（12 月 1 日配布）
12 月 16 日（日）
12 月 17 日（月）
18：00
12 月 17 日（月）
12 月 17 日（月）
～12 月 23 日（日）
12 月 17 日（月）
～12 月 23 日（日）
12 月 17 日（月）
～12 月 23 日（日）

鬼北町
広報誌

愛南町

広報誌

広報 12 月号

12 月号

町内全域

シェイクアウトえひめの周知

町内全域

シェイクアウトえひめの周知、えひ
め防災の日、えひめ防災週間の周

登録者

知、防災意識の啓発

町内全域

えひめ防災週間に関する広報

町内全域

防災意識啓発に関する広報

町内全域

町内全域

町内全域

町内各戸・各
職場

町内全戸

えひめ防災週間、シェイクアウトえ
ひめの周知

えひめ防災週間、シェイクアウトえ
ひめの周知
えひめ防災の日、えひめ防災週間、
シェイクアウトえひめの周知、防災
意識の啓発
えひめ防災週間・シェイクアウトえ
ひめの周知、防災意識の啓発

【３】「シェイクアウトえひめ」を実施します！
愛媛県では、地震発生時における安全確保行動の確認や防災意識の向上を図るため、えひめ防
災週間にあわせて、県下で一斉に「シェイクアウトえひめ（県民総ぐるみ地震防災訓練）」を実
施します。
この訓練は、その場で「（1）まず低く=DROP!」→「（2）頭を守り=COVER!」→「（3）動かな
い=HOLD ON!」の安全確保行動を約 1 分間行うもので、誰でも、どこでも参加できますので、地
震への備えのファーストステップとして、ぜひご参加ください。

▼訓練日時
平成 30 年 12 月 17 日（月曜日） 11 時 00 分～ 【１分間程度】
※ご都合に合わせて、「えひめ防災週間(12 月 17 日～23 日)」の間で日時を変更可能
▼訓練対象者
訓練参加を希望する個人、自主防災組織、学校、企業など誰でも参加可能
▼参加登録方法
次のリンクまたはＱＲコードから県ホームページにアクセスして、専用フォームから登録
してください。
※登録期限は、12 月 16 日（日曜日）17 時まで
【詳細と参加登録は県ホームページをご覧ください】

http://www.pref.ehime.jp/bosai/shakeout30/kunren.html
▼お問合せ
愛媛県 県民環境部 防災局 防災危機管理課 防災訓練係
TEL

089-912-2319

FAX

089-941-2160

Mail bousaikikikanri@pref.ehime.lg.jp

県ホームページの
ＱＲコード

【４】県の防災アプリ、メール、ＳＮＳで防災情報をいち早くゲット！
県内に対する防災情報をお手持ちの携帯電話やスマートフォン向けに提供しています。どなたで
もご利用いただけますのでぜひご活用ください。
▼御提供する防災情報
地震・津波情報、気象注警報、土砂災害警戒情報、国民保護情報、市町からの避難勧告・指示
情報や避難所開設情報など

防災情報や避難ルートを多言語で、地図で視覚的に表示できる、県公式スマートフォンアプリです。
▼利用の始め方

アプリストアからダウンロードしてインストール

または、「ひめシェルター」で検索
詳しくは、詳細ページ（http://www.pref.ehime.jp/bosai/hime-shelter.html）へ。
▼地図で情報を表示できます
現在地周辺の施設やハザードマップ、市町の避難場所、避難所（開設したものを明示）、施設への
参考ルート表示 など

お手持ちの携帯電話やパソコンに電子メールで配信する、登録制メールサービスです。スマートフ
ォンをお持ちでない方でもご利用いただけます。
▼利用の始め方
空メール（bousai.ehime-pref.@ehime-pref.ktaiwork.jp）を送信し、
自動返信されるメールから御登録ください。
（注意）自動返信メールが届かない場合は、ドメイン名「bousaimail.jp」
からの URL 付きメールが受信できるよう、携帯電話の受信設定を
確認・変更し、再度空メールを送信してください。

空メール送信先
アドレスの QR コード

詳しくは、詳細ページ（http://www.pref.ehime.jp/bosai/bosaimail.html）へ。

愛媛県防災ＳＮＳを開設しています！
県内の気象警報・注意報や土砂災害警戒情報などの災害情報の他、防災啓発情報などを配信して
います。

配信中♪

Twitter ＠EhimeBousai http://twitter.com/EhimeBousai
Facebook 愛媛県防災

https://www.facebook.com/EhimeBousai

▼注意事項
いずれも無料でご利用頂けますが、通信に要する費用（パケット料）は、ご利用される方の負
担となります。
▼お問合せ
愛媛県 県民環境部 防災局 防災危機管理課 防災情報係
TEL 089-912-2318
FAX 089-941-2160
Mail bousaikikikanri@pref.ehime.lg.jp

【５】県からのお願い・えひめ防災ニュースレターのお問い合わせ先
県では、みなさんの地域での防災に関する取り組みを紹介し、自主防災組織の活性化を図りた
いと考えています。
あなたの地域での防災の取り組みなどについて、教えてください。
▼募集内容
○あなたの地域でのユニークな防災活動に関すること（人・防災訓練・自主防災組織など）
○自主防災組織の取り組み事例
○こんな事で困っている、苦労している点または質問 など
※掲載資料、写真データの提供もお願いします。
▼お問い合わせ、情報提供および本ニュースレターについてのご意見は、
下記までお願いします。
愛媛県 県民環境部 防災局 防災危機管理課 南海トラフ対策グループ
TEL 089-912-2325
FAX 089-941-2160

みきゃんも皆から

Mail bousaikikikanri@pref.ehime.lg.jp

の情報を待っとる
けん！！

▼愛媛県ＨＰでの防災情報はこちら
えひめの防災・危機管理ホームページ↓
http://www.pref.ehime.jp/bosai/index.html

