
機関名 活　動　概　要 日　時 場　所

小学生防災学習コ
ンクール表彰式

12月17日(土) 県庁

小学生防災学習コン
クール学校特別賞受
賞校みきゃん訪問

12月中旬（調整中） 調整中

シェイクアウトえひめ
12月19日
11：00～

県内全域

ロビー展
12月19日（月）
～12月23日（金）

県庁第一別館
１階ロビー

えひめ自主防災
フォーラム

12月21日(水) 県庁他

えひめ防災フェア 1月22日(日) エミフルＭＡＳＡＫＩ

ロビー展示
12月5日（月）
～12月9日（金）

東予地方局西条総合庁
舎１階ロビー

東予地方局
今治支局

ロビー展示
12月17日(土)
～12月23日(金)

今治支局
玄関ロビー

ロビー展示
12月12日（月）
～12月16日（金）

中予地方局
１階玄関ロビー

南予地方局 ロビー展示
12月19日(月)
～12月23日(金)

宇和島庁舎
１階ロビー

南予地方局
八幡浜支局

ロビー展示
12月17日(土)
～12月23日(金)

八幡浜庁舎
１階ロビー

子どもからお年寄りまで楽しめるプログラムや構内店舗と
連携した企画等を実施

地震を想定して参加者が一斉に身を守るための安全確保
行動訓練を実施

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

対象期間：「津波防災の日」から「えひめ防災週間」を含む幅広い期間（おおむね11月５日から12 月23日）

防災啓発パネル等の掲示を予定

地震等の防災に関するパネルを１階玄関ロビーに展示す
るとともに、防災に関するパンフレット、チラシを設置する。

県下の児童から応募のあった防災学習作品のうち、
学校特別賞の受賞校を訪問

東予地方局

内　容

県下の自主防災組織員や防災士等を対象に講演やパネ
ルディスカッション等を実施

県の「地震・津波対策キャンペーン」における関連行事等の実施予定（令和４年度）

平成30年7月豪雨災害の被害状況の写真やシェイクアウト
のポスターなど、防災関連のパネル等を展示

○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の入賞作品を展示（松山市と共催）
○防災関連パネル、パンフレット及び防災グッズを展示し、防災
意識の啓発を実施

中予地方局

本庁

防災関係パンフレットや資料の展示、配布

県下の児童から応募のあった防災学習作品の受賞者を表彰

○行事等の実施予定



市町名 活　動　概　要 日　時 場　所

みんなの消防フェスタ・
防災シンポジウム2022

11月6日
10：00～14：00

松山市総合コミュニティ
センター

潮見地区自主防災組織
連合会防災訓練

11月12日
13：00～16：00

潮見公民館

五明地区防災キャンプ
11月13日10：00
～11月14日9：00

松山市立五明小学校

新玉地区自主防災会連
合会防災訓練

11月19日
19：00～20：30

新玉中央公民館

高浜小学校防災教育
11月22日
9：00～12：00

高浜小学校

久枝地区自主防災会防
災訓練

11月23日
10：00～12：00

久枝小学校

マイ・タイムライン作成ワー
クショップ（垣生地区）

11月24日
19：00～21：00

垣生公民館

マイ・タイムライン作成ワー
クショップ（坂本地区）

12月10日
10：00～12：00

坂本公民館

第20回今治市防災ポス
ター児童生徒作品展

12月16日10：00
～12月22日21：00

イオンモール今治新都
市１階 honeys横

防災イベント
12月18日
11：00～16：00

イオンモール今治新都
市１階 honeys横

今治市ペット同行避難訓練
11月6日
9：00～11：00

岡山理科大学獣医学部
今治キャンパス体育館

津波防災の日パネル展
11月4日8：30
～11月10日17：15

今治市役所本館１階市
民ロビー

大西地区防災訓練
12月4日
9：00～11：30

大西公民館

令和4年職員参集訓練
11月05日
7:30～11:00

宇和島市役所
各支所及び出先施設

藤江地区夜間避難訓練
11月05日
18：30～19：30

藤江地区

御幸町　夜間避難訓練
11月05日
18：30～21：00

御幸町

令和4年度文京地区6校
合同地震津波避難訓練

11月15日
11：00～

文京地区

柿原地区合同防災研修会
11月18日
18：30～20：00

柿原自治会館（集会所）

長堀地区夜間避難訓練
11月23日
19：00～21：00

長堀地区（三島神社）

令和4年度奥南地区
防災フェスティバル

11月27日
8：30～16：00

奥南地区（奥南小学校）

宇和島市公民館
研究大会

12月4日
13：00～15：00

吉田公民館

ロビー展
12月17日(土)
～12月23日(金)

宇和島市役所内

シェイクアウトえひめ
12月19日(月)
11:00～

市内

防災に関する研修会
11月6日
13：30～15：30

みなと交流館

ポスター掲示
11月5日
～12月23日

市関係施設

職員参集（報告）、災害対策本部訓練（災害対策室：オペ
レーションルームの設営を含む。）

夜間避難訓練

夜間避難訓練

訓練放送、津波緊急避難場所への避難訓練

防災講演会（避難所運営、地域防災士との連携）

夜間避難訓練、防災シンポ（ディスカッション等）

訓練放送、避難訓練、学習発表会、防災シンポ（災害伝承
等）、応急手当訓練、消防車両等展示

防災講習会、防災シンポ（避難所運営マニュアル/運営訓
練に関する発表）

防災啓発パネルの掲示、啓発用DVDの上映

各市町の「地震・津波対策キャンペーン」における関連行事等の実施予定（令和４年度）

内　容

・伊藤みゆき気象予報士を招いた講演会の実施
・各種防災啓発ブースの出展

新たに作成した避難所ごとの運営マニュアルに基づいた
避難所開設・運営訓練

小学校の参観日を利用して、非常食作りや段ボールベッド
の組み立てなどを行う。希望者は避難所体験として体育館
に宿泊する。

○行事等の実施予定 対象期間：「津波防災の日」から「えひめ防災週間」を含む幅広い期間（おおむね11月５日から12 月23日）

坂本地区でマイ・タイムライン作成ワークショップを実施す
る

訓練放送、ポスター掲示・チラシ配布

垣生地区でマイ・タイムライン作成ワークショップを実施す
る

八幡浜市母子寡婦福祉連合会主催の、八幡浜市母子寡
婦会員を対象とした防災に関する研修会
（講師：市職員）

県作成の地震・津波対策ポスターの掲示

防災意識の高揚と自主防災組織の育成を目的として、避
難訓練及び避難所開設訓練を行う

津波災害等の写真、パネル及び防災啓発用のグッズの展
示

市内の小中学校の児童生徒から募集した全作品を展示

松山市

今治市

宇和島市

八幡浜市

救命講習

防災まち歩きを基に作成した防災マップを発表する

障がいのある方も含め、避難所開設運営訓練を実施する

ペット同行避難訓練、避難所開設・運営訓練、ペット係留・
クレート(ケージ)訓練及び防災講話の実施

マイタイムラインの作成補助、防災グッズの展示、今治市
緊急告知ラジオの出張販売、消防車両・自衛隊車両の展
示及び記念撮影を実施



市町名 活　動　概　要 日　時 場　所

わが家の防災展～えひ
め防災の日・防災週間

12月17日
～12月24日

消防防災合同庁舎ロ
ビー

角野小学校シェイクアウト 12月19日 角野公民館

別子校区防災訓練 11月23日 別子山公民館

若宮校区防災キャンプ 11月26日 ワクリエ新居浜

角野校区防災訓練 11月27日
角野小学校、角野公民
館

若宮校区防災訓練 11月27日 若宮公民館

令和4年度地震・津波防
災訓練

11月5日
8：00～11：30

禎瑞地区
禎瑞小学校

西条市総合防災訓練
12月4日
8：00～12：00

西条地区
西条北中学校　他

防災教育
11月5日
10：00～11：00

久米幼稚園

「親育ち講座」
11月26日
9：00～11：00

大洲市防災センター

防災講話と防災訓練
11月27日
10：00～12：00

未定

避難訓練
12月4日
9：30～12：30

豊茂公民館

防災研修会
12月11日
10：30～11：00

菅田町西地区集会所

伊予市 防災パネル展示等
12月17日
～12月23日

市庁舎内

第18回 四国中央市産業祭
11月19日10～15時
11月20日9～14時

伊予三島運動公園体育館

外国人向け防災研修
11月27日
9：00～12：00

消防防災センター

地震・津波避難訓練 11月6日 西予市三瓶町二及地区

農友地区減災訓練
11月6日
8：30～11：30

西予市野村町農友地区
（野村小学校）

中町防災訓練
11月13もしくは19
日

西予市宇和町卯之町
（中町）

シェイクアウト訓練 12月19日11：00～ 西予市内

東温市 東温市総合防災訓練
11月27日
8：00～12：00

拝志小学校、上林小学
校、市内全域

久万高原町総合防災訓練
11月23日
9：00～12：00

久万高原町各地域

ｼｪｲｸｱｳﾄ訓練
12月19日
11：00～

本庁及び関係各所・事
業所

砥部町 シェイクアウトえひめ 12月19日11：00～ 町内全域

シェイクアウトえひめ 12月19日11：00～ 内子町全域

防災学習会 12月11日 内子町

伊方町 防災ポスター展示
12月16日
～12月23日

伊方町役場2階ロビー

鬼北町（日吉地区）防災訓練
11月4日
13：20～15：00

鬼北町日吉地区

鬼北町（泉地区）防災訓練
12月4日
8：00～12：00

鬼北町泉地区

赤水自主防災会防災訓練
11月6日
9：00～10：30

赤水地区

あいなん幼稚園防災教室
11月8日
10：00～11：00

あいなん幼稚園体育館

愛南町商工会女性部防災研修会
11月10日
14：00～15：30

愛南町商工会本所

中浦自主防災会防災研修会
11月13日
10：00～12：00

中浦公民館

栄町東南自主防災会防災訓練
11月14日
19：00～21：00

栄町集会所

愛南町総合防災訓練
11月27日
9：30～13：00

内海地域
内海中学校

深泥自主防災会防災訓練
12月4日
9：00～11：00

深泥地区津波一時避難
場所

防災啓発ロビー展
12月13日
～12月23日

愛南町役場
１階ロビー

シェイクアウト訓練、避難訓練、ペット同行避難訓練、避難
所開設訓練、資機材取扱訓練、炊き出し訓練

校区の自主防災組織である、地震避難訓練に合わせ資機
材等の取り扱いや救急・救助訓練

地元主催による避難訓練。詳細については情報なし。

地元主催による避難訓練。避難終了後、野村小学校にお
いて、応用トイレの作成訓練、非常用貯水槽の運用訓練を
実施する。

地元主催による避難訓練。詳細については情報なし。

訓練の時間に合わせ、その場で安全確保行動を取る。

シェイクアウト、避難訓練、ペット同行避難訓練、避難所開
設運営訓練、体験・展示
幼稚園児と保護者に向けて、防災に関する講話や非常食
の試食を行う。

豊茂地区の住民を対象に避難訓練を行う。

防災ブースを設置し、トイレトレーラー及び段ボールベッド
の展示

校区の自主防災組織である、地震避難訓練に合わせ資機
材等の取り扱いや救急・救助訓練

津波避難訓練、安否確認訓練、情報伝達訓練
防災講話、展示見学

小中学生以下の子どもと保護者を対象に、防災の千恵『い
ざという時どうする？』というテーマで、防災に関する講話と
体験学習(消火・煙体験・避難所資機材組立)を行う。

若宮地区自主防災組織による防火知識と意識高揚のため
研修会を行う。

地震体験や消火体験等の防災学習
応急手当やAED講習等の救急研修

「えひめ防災週間」の関連行事として、防災啓発パネル等
の展示及びパンフレット等の配布

内　容

小学生を対象にした炊き出しや防災プログラムの実施、ト
イレカーの展示、救急・救助訓練などテントによるキャンプ
スタイルの防災訓練

校区の自主防災組織「角野校区防災会」が角野小学校4
年生を対象に校区の自主防災組織である、地震避難訓練
に合わせ資機材等の取り扱いや炊き出し訓練を実施

校区の自主防災組織である、地震避難訓練に合わせ資機
材等の取り扱いや救急・救助訓練

防災に関する講話を行う。

ｼｪｲｸｱｳﾄ訓練、避難訓練、安否確認訓練、情報伝達訓練
防災研修（防災講演、避難所運営説明、資機材取り扱い）

西予市

防災意識啓発の為のパネル展示

新居浜市

西条市

大洲市

四国中央市

愛媛県防災ヘリによるピックアップ訓練、要救助者輸送訓
練等
1部：シェイクアウト訓練
2部：避難所設置・運営訓練

鬼北町

防災に関するポスター展示

防災行政無線を利用した地震防災訓練の実施

久万高原町

防災学習会の実施
内子町

各関係機関に要請し、ｼｪｲｸｱｳﾄ訓練を実施予定

地震発生時の安全確保行動の確認

シェイクアウト訓練、津波避難訓練、救出救護訓練、避難
所運営訓練　等
津波一時避難場所に設置してある防災倉庫の資機材確認
及び設置訓練を予定

防災意識啓発パネル展示

愛南町

シェイクアウト訓練、津波避難訓練・防災研修

保護者対象に津波予測の映像等の視聴及び保護者・園児
対象にグループワークを実施予定

地震や津波についての備えについての研修

地震や津波についての備えについての研修

避難所で使用する資機材（段ボールベットやパーテーショ
ンなど）の組み立て訓練を予定


