
出水期に向けた災害防止対策
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宇和島市



出水期に向けた災害防止対策

　宇和島市では、平成30年7月豪雨災害からの復旧途上であること、集中豪雨や台風の
襲来が懸念されることから、出水期における災害を防止するため、関係機関との連携・協
力による河川・道路等の点検パトロールを踏まえた復旧工事などのハード対策や市民の防
災意識の高揚、新型コロナウィルス感染症対策を踏まえたソフト対策をとりまとめました。

ハード対策 ソフト対策

①河川 ①防災意識の高揚

②道路 ②防災ラジオの点検

③砂防 ③宇和島市防災ポータル

④がけ ④宇和島市防災気象情報

⑤ため池 ⑤土砂災害警戒情報の緊急速報メール配信等

⑥漁港 ⑥宇和島市土砂災害等防災訓練の実施

⑦防災資機材、備蓄の点検・改善、災害対策車両（トイレカー）

⑧土のう（災害対策用）

⑨避難（新型ｺﾛﾅウィルス感染症対策）

⑩避難所（環境改善、新型コロナウィルス感染症対策）

⑪要配慮避難者への補助制度(新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策)



■河川

　災害復旧工事を実施中。（埋塞土砂や流木の撤去、大型土のう設置等の応急対策は実施済）

○県管理河川（立間川ほか73河川）　※災害査定分

　・73河川で工事完成

○市管理河川（高城谷川、荒巻川ほか１０５河川）　※災害査定分

　・42河川で工事完成

　・65河川で通水断面を確保済

（対策前） （対策後）

出水期に向けた災害防止対策（ハード①）

【建設課】TEL49-7026



■道路

○国道（５６号、３７８号）

　・対策済　　被災4箇所（国道378号）のうち完了4箇所

○県道（西谷吉田線ほか６路線）　※災害査定分

　・対策済　　被災１２箇所のうち完了12箇所

○市道（三ッ尾奥南線ほか２２３路線）　※災害査定分

　・160路線で工事済

　・6３路線で応急対策済

（対策前） 　（応急対策） 　（対策後）

出水期に向けた災害防止対策（ハード②）

　災害復旧工事を実施中。（道路等への土砂流出を防止するための大型土のうの設置、不安定土砂
の撤去、崩壊法面へのブルーシート対策工事等を実施済）

【建設課】TEL49-7026



■砂防

○(急)与村井地区

（対策前） 　　（対策後）

○(砂)先新浜川

（対策前） （対策中） 　　　　

出水期に向けた災害防止対策（ハード③）

　災害復旧工事を実施中。（土砂・流木の撤去、大型土のう、フェンスの設置等を実施済）

【建設課】TEL49-7026



■がけ

○災害関連緊急がけ崩れ対策事業（４カ所）

・擁壁工事済　４カ所

（対策前） 　　（応急対策） 　　　　（対策後）

○がけ防施設施工済み箇所の崩壊・破損等（４カ所）

　・落石防護柵復旧済　４カ所

（対策前） （対策後） 　　　　

出水期に向けた災害防止対策（ハード④）
【建設課】TEL49-7026



■ため池

鳥首池 本村中池

■農業用水施設の点検

出水期に向けた災害防止対策（ハード⑤）

　農地農業用施設災害復旧事業の申請を行ったため池のうち施工中のため池（２箇所）について、

目視による点検を実施し、クラック等の異常が確認された場合は施工業者と協議の上、ブルーシー

ト設置等の必要な対策を実施。

　その他、地元からの要望に応じて、土のう、ブルーシート等の資材を提供。

　災害が予測される場合は、制水弁を早めに全閉できるよう、各地元用水組合（65組合）に対し、
市から用水施設水路のバルブ全閉を指示できる体制を構築。
・吉　田　３９組合
・宇和島　23組合
・宇和海  　3組合

【農林課】TEL49-7022



■漁港

出水期に向けた災害防止対策（ハード⑥）

○パトロール

　被害を未然に防ぐため、年度末から年度当初に施設点検を行い、損傷や変位が確認された施設は
パトロールを行っており、可能な範囲で修繕等を行う予定。

【国永】 【蒋淵】

【水産課】TEL49-702４



■防災意識の高揚

出水期に向けた災害防止対策（ソフト①-1）

　台風や大雨によって引き起こされる風水害や土砂災害は、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、自宅の災害リスクを宇和島市総合防災
マップや洪水ハザードマップ、防災アプリ（伊達なうわじま安心ナビ＜防災モード＞）で確認し、とる
べき行動を決めておきましょう。
　また、避難とは「難」を「避」けることです。安全な場所にいる人は、必ずしも避難所に行く必要は
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、日頃から家族など
で検討・相談しておきましょう。

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006



■防災意識の高揚

出水期に向けた災害防止対策（ソフト①-2）

●「出水期への備え～マイ・タイムラインを作ろう！～」（広報うわじま6月号に折込）

　自分や家族がどのタイミングで何をするかをあらかじめ決めておけば、いざというときあわてずに
行動することができます。風水害に備えて、一人一人がどのように行動するかを時間の経過にそって
整理した防災行動計画「マイ・タイムライン」作成しましょう。

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006



■防災意識の高揚

出水期に向けた災害防止対策（ソフト①-3）

●広報うわじま6月号掲載「土砂災害防止月間～出水期への備え～」（P１０～P１１)

　地球温暖化に伴う気候変動により、熱帯低気圧の強度が増大するとともに、大雨の頻度も増加す
る可能性が高く、土砂災害の増加や激甚化が懸念されています。
　災害はいつ、どんな形でやってくるかわかりません。
　いざというときに、落ち着いて行動できるよう、日ごろから心構えをしておきましょう。

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006

市ＨＰ



■防災意識の高揚

出水期に向けた災害防止対策（ソフト①-4）

●総合防災マップ
　総合防災マップは、みなさんがお住まいの地域における災害リスクの情報とあわせて、避難場所・避難所等を
掲載し、宇和島市において発生のおそれがある「南海トラフ地震」や大雨等による「土砂災害」などに関する知識
をはじめ、災害に対する備えや心構えについても紹介しています。
　日頃から地震や津波、土砂災害等に対して備えていただき、万一の際には、あわてず落ち着いて避難できるよ
う、家庭や地域などでご活用ください。

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006

市ＨＰ



■防災意識の高揚

出水期に向けた災害防止対策（ソフト①-4）

●洪水ハザードマップ（須賀川、立間川水系、三間川、岩松川）
　洪水ハザードマップは、台風や大雨などによって洪水浸水が想定される箇所やその水深、避難所の位置など
を地図に示したものです。
　このハザードマップには、洪水浸水想定区域のほか、土砂災害（特別）警戒区域等の特に注意すべき場所など
をまとめて表示していますので、災害が発生したときに被害を最小限に抑えるために、このマップを活用して地域
や家庭での防災力の向上に努めてください。

須賀川 立間川

三間川 岩松川

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006

市ＨＰ



■防災意識の高揚

出水期に向けた災害防止対策（ソフト①-5）

●防災ハンドブックを活用した学習

　災害は、いつどんなときに起こるか分かりません。災害が起きても落ち着いて行動できるように、日頃からの備
えが大切です。
　この防災ブックには、災害への備えや災害時の安全対策など、みんなで考え、みんなで身に付けたいことがた
くさんつまっています。
　自分の命を守るために、そして大切な人たちを守るために、この防災ハンドブックを活用しましょう。

【小学校１・２・３年生用】 【小学校４・５・６年生用】 【中学生用】

【学校教育課】ＴＥＬ49-70３１



■防災ラジオの点検

出水期に向けた災害防止対策（ソフト②）

さあ、点検してみましょう！
電源ランプ(緑色)が点灯していない
●ＡＣアダプターをつないでください。
　⇒　ＡＣアダプターをコンセントにつないでください。

電源ランプ(緑色)が点滅している
●給電状態を確認してください。
　⇒　ＡＣアダプターを接続し直してください。
　⇒　乾電池を新しいものと交換してください。
　⇒　新品の電池を入れても、点滅する時は、電池の向き（＋－）を確認してください。

電源ランプ(赤色)が点滅している
●電波の受信状況が悪くなってます。
　⇒　たまに点滅する程度では問題ありません。ずっと点滅している場合は、受信状態が悪い可能性があります。
　　　①アンテナ/ケーブル切替スイッチが「アンテナ」になっていることを確認してください。
　　　②アンテナをいっぱいに伸ばし、角度を調整して受信状態を良くしてください。
　　　③電波の良い場所にラジオを移動させてください。

放送が聞こえない
●音量調整つまみが最小になっていませんか。
　⇒　音量調整つまみを右に回し、適度な音量に調整してください。

告知放送がないのに白いランプが点灯している
●給電状態を確認してください。※停電の時は点灯します。
　⇒　ＡＣアダプターを接続し直してください。

※自治会長・民生委員の皆さんの協力により、各家庭、特に高齢者等の家庭等を訪問･点検していただいています。

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006

　市民の皆さんが、市からの避難情報等を確実に聞くことができるよう、必ず各家庭の防災ラジオの
点検をお願いします。



■宇和島市防災ポータル

出水期に向けた災害防止対策（ソフト③）

　宇和島市総合防災情報管理システムの構築により、市民へ情報提供を行う「防災ポータル」を新たに導入し、
公開した避難情報、避難所情報は、防災ポータルへ自動連携するため、市民への迅速な情報提供が可能となり
ます。
　また、防災ポータルでは、web版ハザードマップ情報も公開しており、平時から市民の方々に自宅周辺などの
災害リスクを確認いただくことができます。
　さらに、本ポータルでは、多言語化対応や、文字サイズの変更設定による高齢者への配慮とともに、レスポン
シブデザインの採用により、画面サイズに応じたwebページを表示することで、同一ページをスマートフォンでも
閲覧可能です。

 https://city-uwajima.secure.force.com/

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006



■宇和島市防災気象情報

出水期に向けた災害防止対策（ソフト④）

　宇和島市の防災気象情報（株式会社ウェザーニューズ提供）を、お使いのパソコン、スマートフォ
ンから確認できます。

【PC版】 https://uwajima-city.bosai.info/
【スマートフォン版】ｈｔｔｐｓ://uwajima-city.bosai.info/s/

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006

①防災マップ
●地図上に次の情報を表示可能
 ・雨量情報
 ・水位情報
 ・雨雲の様子
 ・落雷情報
 ・アメダス
 ・ウェザーリポート
●リアルタイム観測一覧表
 ・雨量情報（市内2６地点）
 ・水位情報（市内5河川、7地点）

②防災情報
• 気象注意報、警報
• 土砂災害警戒情報
• 洪水予報
• 記録的短時間大雨情報
• 防災解説情報
• 竜巻注意情報
• 潮位情報
• 台風情報
• 地震情報（各地の震度、地震電文）
• 津波情報（津波予報、津波電文）

③一般気象情報
• ピンポイント予報
• 衛星画像
• 天気図
• 潮汐情報



■土砂災害警戒情報の緊急速報メールによる配信（愛媛県）

出水期に向けた災害防止対策（ソフト⑤）
【危機管理課】ＴＥＬ49-7006

　愛媛県では、土砂災害警戒情報の発表情報を緊急速報メールで配信しています。
　この緊急速報メールは、大雨による土砂災害発生の危険性が高まった時に、市内に一斉配信されますので、そ
の後、市が発令する避難指示等により、速やかに避難することを心がけておきましょう。

■避難情報の発令についても緊急速報メールで配信中（宇和島市）
　宇和島市では、土砂災害による人的被害ゼロを目指して、市内全域の土砂災害警戒区域などを対象とした避
難指示などを発令した際に、防災ラジオや屋外放送などに加えて、緊急速報メール（エリアメール）で配信してい
ます。

【配信する情報】
●災害種別　土砂災害
●対象区域　市内全域の土砂災害警戒区域等
●発令情報　（警戒レベル４）避難指示
　　　　　　（警戒レベル５）緊急安全確保

【緊急速報メール（エリアメール）とは？】
携帯電話事業者（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽天等）が無料で
提供するサービスで、登録制のＥメールと異なり、宇和島市内すべての
対応端末（スマートフォン、携帯電話）に一斉配信されます。

【その他】
国の全国瞬時警報システム（J-ALERT）からの情報（津波警報、大津
波警報）については、引き続き、防災ラジオや屋外放送、安心安全情
報メール等に加えて、緊急速報メール（エリアメール）により自動配信
します。

市ＨＰ

宇和島市：避難指示【土砂】発

令

市内全域の土砂災害警戒区

域等に対し、警戒レベル４「避

難指示」を発令しました。

土砂災害のおそれのある区域

にいる方は、避難場所や安全

な親戚・知人宅等に今すぐ避

難してください。

宇和島市災害対策本部



■宇和島市土砂災害等防災訓練の実施

＜訓練実施日＞ 令和４年６月５日（日）午前１０時から　(雨天決行)
＜対象地域＞ 市内の土砂災害警戒区域等、須賀川・岩松川・立間川水系・三間川の洪水浸水想定区域

出水期に向けた災害防止対策（ソフト⑥）

＜訓練の想定＞
　平成３０年７月豪雨で観測された記録的な大雨による土砂災害及び須賀川・岩松川・立間川水系・
三間川が氾濫の恐れがある状況を想定。

【訓練想定】

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006

キーワード「避難の声かけ、安全の確認」
　あらかじめ参加の申し込みをした対象区域に所在する要配慮者利用施設等が、市が
発信する防災情報に合わせ、地域の実情を踏まえた訓練を行います。
　市が発信する防災情報を通じて、自治会等の決め事を前提に、自分や家族が、どう
行動すべきかを確認し、地域が声をかけあう関係づくりのきっかけとしてください。

※新型コロナウイルス感染防止策を講じた上で実施。

市ＨＰ



■防災資機材、備蓄物資の点検・改善

出水期に向けた災害防止対策（ソフト⑦-１）

　宇和島市では、「宇和島市備蓄計画」に基づいて、災害応急対策に必要な資機材等を避難所等に
計画的に整備しています。

○ご協力をお願いします
　宇和島市では、大規模な災害に備えて、必要最低限の食料と飲料水（2食分）を整備し、市内の小
学校や公民館など大規模な避難所を基本に、分散して備蓄しています。
　しかしながら、災害の規模によっては、避難所などへの支援が遅れる恐れもありますので、市民の
皆さんも各ご家庭において、あらかじめ1週間程度の食料や水などの備蓄をお願いします。

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006

宇和島市備蓄計画の品目（平成30～令和２年度整備予定）※予定避難所環境改善等の資機材の品目
（平成３１年度整備、令和2年度～整備予定）※予定



■災害対策車両（トイレカー）

出水期に向けた災害防止対策（ソフト⑦-２）

　平成３０年７月豪雨災害の経験を踏まえ、大規模災害発生時における避難所等のトイレ対策として、迅速に使用
が開始できる衛生面と快適性を確保した自走式のトイレカーを導入（令和３年３月）しています。 
　災害時には市内はもとより、県内外の被災地に派遣するほか、平時においても市内で開催される各種イベント
などで使用いただくこととしており、公益活動を行う市内の団体（自治会、自主防災組織、防災士連絡会、ＮＰＯ
（市登録）、防災･防犯･交通安全活動団体、スポーツ･文化活動団体など）に貸し出しています。

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006

市ＨＰ



■土のう（災害対策用）

　吉田支所公用車駐車場 丸山クラブハウス

　

出水期に向けた災害防止対策（ソフト⑧）

【宇和島】
　・丸山クラブハウス　約1,５00袋　
　・伊吹北通1区 （フィットネスクラブ ビスタ前）　約200袋
　・宇和海中学校　約600袋　
　・宇和海支所　　約２00袋　
　・下波西集会所　約200袋

【吉田】　吉田支所公用車駐車場　約１，２００袋
　　　　吉田支所総務係を通じた消防団による対応

【三間】　三間支所総務係を通じた消防団による対応

【津島】　津島支所総務係を通じた消防団による対応

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006
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■避難（新型コロナウィルス感染症対策）

出水期に向けた災害防止対策（ソフト⑨）

　「避難」とは「難」を「避」けることです。安全な場所にいる人は、必ずしも避難所に行く必要はありません。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家族等で検討・相談しておきましょう。

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006

●避難先の検討
　避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な場合は安全な親戚・知人宅やホテル・旅館などへの避難も
　検討しておいてください。

●避難所への持参品
　非常持出品として、「マスク」、「アルコール消毒液」、「体温計」など衛生用品を準備しておきましょう。

●避難所での衛生管理の徹底
　手洗い、手指消毒、咳エチケットなどの基本的な感染対策の徹底をお願いします。

●避難所での体調管理
　避難所入所時や避難生活中は定期的に体温を計測するなど、自らの体調を継続的にチェック
　してください。  

　※発熱や咳などの症状が出ている（出た）場合には、直ちに申告し、指示を受けてください。



■避難所（環境改善、新型コロナウィルス感染症対策）

出水期に向けた災害防止対策（ソフト⑩）

　宇和島市では、Ｈ３０．７月豪雨災害において避難された皆様の声を参考に、避難所の資機材等の
整備に努めています。
　また、避難所における新型コロナウィルス感染症対策のための資機材等も整備しています。

○プライバシー対策（プライベートルーム）
○停電対策（非常用マグネシウム空気電池）
○睡眠対策（エアベッド）
○新型コロナウィルス感染症対策（非接触式電子温度計、電子体温計）
○新型コロナウィルス感染症対策（避難所用間仕切り）
○新型コロナウィルス感染症対策（アルコール消毒液、マスク等の衛生用品）

●避難所の環境改善 ●避難所の新型コロナウィルス感染症対策

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006



■要配慮避難者への補助制度（新型コロナウィルス感染症対策）

出水期に向けた災害防止対策（ソフト⑪）

　～特に配慮が必要な避難者の宿泊施設利用に対する補助金を拡充～

【危機管理課】ＴＥＬ49-7006

　新型コロナウイルス感染症対策として、災害時等に避難所での密集を避けるため、ホテル・旅館等を避難先と
して活用できる、特に配慮が必要な避難者等に対する補助制度を拡充し、移動経費も補助対象としました。

　①要介護度3～5の要介護認定者
　②75歳以上の者
　③身体障害者手帳所持者（1､2級）
　④療育手帳所持者（A）

⑤精神障害者保健福祉手帳所持者（1級）
⑥重度心身障害者医療費受給対象者
⑦妊産婦、乳幼児（1歳未満）
⑧要配慮者避難者の付添い者（要配慮避難者1人に対して1人）

【補助率】４／５以内（１００円未満切り捨て）

【補助金額】
　宿泊経費　1名１泊２日（食事付）あたり上限５，６００円　
　移動経費　宿泊施設の利用1箇所につき片道あたり上限１，５００円
　　　　　　※移動経費は、交付対象者のうち①または③～⑦のいずれかに該当する者

【宿泊施設】※土砂災害警戒区域等以外に立地
　宇和島グランドホテル、JRホテルクレメント宇和島、宇和島第一ホテル、宇和島ターミナルホテル、
　宇和島リージェントホテル、ホテルコーラル宇和島、宇和島オリエンタルホテル、ホテルイシバシ、
　宇和島シティホテル、木屋旅館、民宿奴、民宿段畑さの屋、民宿みま、三好旅館、よしのや旅館、
　西遊魚センター、ホテルアイリン

【申請期間】
　宿泊施設を利用した最後の日から30日以内、又は利用した年度の3月31日のうちいずれか早い日まで

【交付対象者】
　避難対象区域の土砂災害警戒区域等に居住しており、以下のいずれかに該当する方で、宿泊施設に宿泊し、宿泊料を支払っ
た方

市ＨＰ



出水期に向けた災害防止対策

●宇和島市では、平成30年7月豪雨災害や新型コロナウィルス感染症拡
大を受けて、他にも様々な対策を講じています。
　出水期に向けて不安な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

　危機管理課　　　TEL0895-49-7006

　吉田支所総務係　TEL0895-５２-1111

　三間支所総務係　TEL0895-５８-3311

　津島支所総務係　TEL0895-32-2721


