
地震・津波災害への備え ～地震・津波からあなたと家族を守るために～ 宇和島市 令和４年３月【保存版】
壁などに貼り、いつでも確認できるよう
保存してください。

地震・津波災害は、人命や財産などに大きな被害をもたらします。「自分の命は自らが守る」意識を持ち、平時から、自宅などの災害リスクを宇和島市総合防災マップや防災アプリ（伊
達なうわじま安心ナビ「防災モード」）で確認いただき「とるべき行動」を決めておくほか、家屋の耐震・修繕や家具の固定、避難経路の確認や家庭備蓄など、すぐにできること
から防災・減災対策をはじめましょう。また、いざというときに必要な最低限の内容をまとめている「命のパスポート」を切り取り、常に携帯しておきましょう。

防災アプリ登録防災マップ

地震・津波から あなたと 家族を守る

宇和島市

ゆずりあいと助け合い！ 災害時要配慮者に心づかい

　大きな地震が発生した際には、慌てずに冷静な対応を行うことが「命を守る」ことにつながります。

地震発生時の行動

地震発生地震発生
■ 緊急地震速報
　緊急地震速報は、最大震度が５弱以上と予想された場合に、震度４以上が予想される地域をテレビやラジ
オ、携帯電話等を通じてお知らせするものです。緊急地震速報を発表してから強い揺れが到達するまでの時
間は、数秒から長くても数十秒と極めて短く、震源に近いところでは間に合わない場合があります。

■ 身の安全の確保
・クッションや座布団などで頭を保護する。
・丈夫な机の下で身を守る。
・倒れてくる家具や落下物に
注意。

■ コンロ近くにいる場合
・コンロの近くから離れ、揺れが収まったら落ち
ついて火を消す。

■ 非常脱出口の確保
・ドアや窓を開けて逃げ道を確保。

■ 火元の確認
・火元を確認し、ガスの元栓、電気のブレー
カーを落とす。

■ 靴を履く
・底が厚く丈夫で、履きなれた靴を履き、ガ
ラスの破片や散乱物から足を守る。

■ 家族の安全確認
・倒れた家具の下敷きになっていないか確認。

■ 火災時には協力して初期消火
・津波による浸水のおそれがな
い地域では、近隣で協力して
初期消火。

■ 引き続き余震に注意
・余震の発生が危惧されることから、倒壊し
た家屋などの危険な場所に近寄らない。

　■ 自主防災組織を中心に活動する
・集団生活のルールを守り、ゆずりあいと助け
合いの心で行動する。

揺れの発生

揺れが
おさまったら
ただちに

揺れが
おさまったら
ただちに

避難場所では避難場所では

まずは

身を守る

余震に

注意しながら

素早く行動

みんなで協力

緊急地震速報により、揺れの発生の前に情報を入手できる場合があります。緊急地震速報により、揺れの発生の前に情報を入手できる場合があります。

まずは身の安全を確保まずは身の安全を確保 南海トラフの地震では２～３分の揺れが続くといわれています。南海トラフの地震では２～３分の揺れが続くといわれています。

津波やがけ崩れ等の危険が予想される場所にいる場合はすぐに避難します。津波やがけ崩れ等の危険が予想される場所にいる場合はすぐに避難します。

避難後は助け合いの心で行動します。避難後は助け合いの心で行動します。

地震災害から「命を守ろう」！
　強い揺れを感じたときなどは、津波がくるものとして「すぐ避難」することが必要です。なお、市では、大
津波警報・津波警報・津波注意報の発表により、避難指示を発令しますが、対象者や対象区域が異なることに
注意してください。

大津波警報（特別警報）や津波警報が発表されたら
（揺れを感じない場合も）

津波注意報が発表されたら
（揺れを感じない場合も）

■沿岸部や川沿い、津波災害
警戒区域にいる人は直ちに
高台や津波緊急避難場所
などの安全な場所へ避難
する。

■海岸堤防等より海側の区域に
いる人（漁業従事者、沿岸の
港湾施設等で仕事に従事する
者、海水浴客等）は、直ちに
海岸から離れ安全な場所に避
難する。

■津波災害警戒区域にいる人は
いつでも避難できるように準
備する。

その後は・・・

■正しい情報をラジオ・テレビなどで入手しましょう。

津波から安全に避難するポイント
　■ 逃げ遅れたときは「遠く」よりも「高く」へ

　すでに浸水が始まり、高台に避難する時間的余裕
がないときは、市が指定している津波避難ビルや近
所の頑丈な高いビルに逃げ
ることを考えましょう。
　日頃から津波避難ビルを
確認しておきましょう。

　■ 地震が起きたら直ちに避難
　揺れが小さい時でも長い時間
の揺れ（１分以上）を感じたと
きは、津波警報等が発表されな
くても直ちに避難しましょう。

　■ 津波の特性を理解する
　津波は繰り返し襲ってきて、第一波よりも第二波以降の方が大きくなる可能性があります。１回目の津波
で安心せずに、警報・注意報が解除されるまで海岸に近づかないようにしましょう。
　また、津波の前触れとして、必ず引き潮があるとは限りません。大規模な地震や揺れが長い地震のあとには、
津波が来るものとして、直ちに避難しましょう。

津波から避難「より高く、より安全なところへ」！

↓「命のパスポート」を切り取り、常に携帯しておきましょう！

 津波災害警戒区域へ避難指示を発令します  海岸堤防等より海側へ避難指示を発令します 

３秒 1～2分 3分 5～１０分 ～３日１０分～数時間 避難生活になったら

テレビ・ラジオをつけろ！

市、自主防の情報を確認！
電話はなるべく使わない！

火元を確認！

靴を履く！
非常持ち出し品！

家族は大丈夫か！

生活必需品は自助・共助
による備蓄でまかなえ！



南海トラフ地震臨時情報 •南海トラフ地震の発生の可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価された
　場合に気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されます。 わが家は、避難の必要な地域？ わが家の行動表

■津波災害警戒区域
■土砂災害危険箇所
■その他（　　　　　　　　　　　）

■避難が必要でない地域
宇和島市危機管理課
TEL 0895-49-7006

■家族での話し合い
　災害時に家族が慌てずに行動できるよう、防災について、日頃から話し合い、情報を
共有しておきましょう。また、家族が離れているときに災害が発生した場合に備えて、
お互いの安否の確認方法等を考えておきましょう。

■自宅周辺の危険箇所等の確認
　総合防災マップ等を活用して、日頃おとずれる場所の災害リスクを確認するととも
に、近くの避難場所・避難所などを事前に把握しておきましょう。また、実際に避難場所等まで歩いてみて、安全
に避難できそうか、避難するのにどのくらいの時間がかかるのか確認しておきましょう。
　なお、避難先は、指定避難場所や指定避難所だけではありません。安全な親戚・知人宅やホテル・旅館などへ避
難することについても日頃から相談しておきましょう。

■非常持ち出し品の確認
　被害によっては、長期間の避難生活を余儀なくされることもあります。避難する時に持ち出す『非常持ち出し
品』はチェックリストを参考に必ず準備しておき、いつでも持ち出すことができる場所に置いておきましょう。

事前の備え 日頃から災害への備えに取組みましょう

1 週間程度の避難に備えて、
食料はどうする？

　南海トラフ地震は非常に広い地域に被害を及ぼすため、食
料品の流通、生産が混乱し、入手が困難になることが想定さ
れます。
　東日本大震災では被災者への支援物資が地震発生から
一週間たっても全く届かないといったケースがありました。
そのような事態に備えるため、家庭や地域でも７日分の食
料や飲料水などを備蓄しておきましょう。

家の中の安全対策

家具を固定するポイント

わが家の地震対策
寝室や子ども、お年寄りが居る部屋には家具を置かない ガラスの飛散を防止する

●阪神・淡路大震災では家具の転倒や
家屋の倒壊により、圧死・窒息死した
人の割合が80%を超えています。

●寝室や子ども、お年寄りが居る部屋に
は家具を置かないよう工夫しましょう。

　また、必要に応じて家屋の耐震改修
を行いましょう。

●阪神・淡路大震災では、割れた
ガラスの破片でけがをする人
が多く見られました。

●窓ガラスや食器棚などに、飛散
防止用のフィルムを貼っておき
ましょう。

●Ｌ字金具で壁に固定します。
●二段重ねの場合は、つなぎ目を金具で
連結します。

●家具と壁の間に隙間があると倒れやす
いので、家具の下に三角形の板を敷き
ます。

●Ｌ字金具で壁に固定します。
●棚板には滑り止めにふきんなどを敷き
ます。

●開き戸には留め金具をつけます。

●専用の転倒防止器具が用意されてい
ることがあるので、取扱説明書で確認
します。

●市販の冷蔵庫転倒防止ベルトで固定し
ます。

●調節足を回して、冷蔵庫を安定させます。

●一般のテレビには、背面に固定用の穴
が付いています。この穴を利用して
ロープを結び、金具に連結して壁・柱
に固定します。

防災アプリ（伊達なうわじま安心ナビ：防災モード）がさらに
充実し、便利になりました！
新機能
①現在地の避難情報・レベル確認
■高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保、避難情報対象外
②現在地の災害リスク確認
■津波災害警戒区域、土砂災害危険箇所など
③非常持ち出し袋の管理
■貴重品、避難用具など袋の中身をチェック
■賞味期限等から、最短の見直し日を設定
■設定した日付にプッシュ通知が届く！
④避難所開設状況及び避難人数の表示
■避難情報が発令されている場合のみ 防災アプリ登録

登録をお願いします

食べながら備える「ローリングストック（家庭内流通備蓄）」

いつも食べている食品を多めに買う、
「ローリングストック」がおすすめです。
古いものから消費し、食べた分を補充して
いけば賞味期限切れも起こりません。災害
時は冷蔵庫にある痛みやすいものから食べ
て、次に常温保存の食材を、最後に非常食を
消費します。ストック食材を活用して、災害
時でも食事ができるように備えましょう。

備える

食べる買い足す

「携帯トイレ」も
備蓄しよう！

そうだ!!
【非常持ち出し品チェックリスト】

※

南海トラフの想定震源域またはその周辺で 南海トラフの想定震源域のプレート境界面で
通常とは異なるゆっくりすべりが発生した可能性

（巨大地震警戒） （巨大地震注意）

防災対応をとる必要あり 必要なし

プレート境界のM8.0以上の地震（※１） M7.0以上の地震（※２） ゆっくりすべり（※３） それ以外

M6.8以上の地震が発生

※

※１想定震源域のプレート境界で M8.0 以上の
地震が発生

※２想定震源域、またはその周辺で M7.0 以上
の地震が発生
（ただし、プレート境界の M8.0 以上の地震を除く）

※３住民が揺れを感じることがない、プレート
境界面のゆっくりとしたずれによる地殻変
動を観測した場合など

南海トラフ地震臨時情報（調査中）
発生から5分～30分後

南海トラフ地震臨時情報南海トラフ地震臨時情報 南海トラフ地震臨時情報
（調査終了）

貴 重 品 生活用品 救急用具 衣 料 品
現金 厚手の手袋（軍手） 救急箱（絆創膏・消毒液、その他） 下着・靴下
預貯金通帳（コピー） 毛布（簡易ブランケット） 処方箋の控え（お薬手帳） 長袖・長ズボン
印鑑 缶切り 薬 防寒用ジャケット
保険証（コピー） ライター・マッチ・ろうそく 非常食品 雨具（レインコート）
運転免許証（コピー） ナイフ 乾パン（そのままたべられるも

の、３日分を見据えた準備）
携帯用カイロ

避難用具 携帯用トイレ 衛生用品
懐中電灯 歯ブラシ 缶詰 マスク
防災ラジオ（携帯ラジオ） 水筒 栄養補助食品 消毒液
予備の乾電池 ほ乳瓶 あめ・チョコレート 体温計
ヘルメット・防災ずきん スリッパ 飲料水（ペットボトル500㎖3本以上） 生理用品

防災
コラム

☑

避難場所

名称

TEL

所在地

避難場所家族の集合場所名 前

名 前 名 前

氏　　名

住　　所

生年月日

勤務先等

所属自主防連絡先 連絡先

自分の命は自ら守る
自らの地域はみんなで守る

災害時の安否確認方法
■
災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル

■
災
害
用
伝
言
板
　
　
　等
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■日頃からの地震への備え
　を再確認する等

地震発生後の防災対応の流れ

防災アプリで管理できるよ！

■日頃からの地震への備
　えを再確認する等
■津波からの避難が間に
　合わない事前避難対象
　地域に「高齢者等避難」
　を発令

■通常の生活。ただし、大規
　模地震が起きる可能性がな
　くなったわけではないこと
　に留意


