
　いつ発生してもおかしくない東海地震，発生からすでに60年以上が経ち次の活
動が危惧される東南海地震と南海地震，愛知県内に多数存在する活断層，我々の
身の回りには注意すべき地震が多数予測されています。
　東海地震に関して，昭和53年に制定された大規模地震対策特別措置法以降，多く
の研究が実施されました。それらの研究を基に平成13年以降，東海地震の予知に関
する情報の提供時期や方法が，避難活動をより円滑に実施するため変更されまし
た。平成16年には東海地震の予知に関する情報も「東海地震に係る情報」としてま
とめられ，さらに平成23年３月から，「東海地震観測情報」を「東海地震に関連す
る調査情報」に名称変更し，きめ細やかな情報が気象庁から発表されることになり
ました。このハンドブックは，これら東海地震の予知に関する情報や突発的に発生
する地震により被る社会活動の変化や震災への対処方法・軽減方法をポケットサイ
ズでわかりやすくまとめました。また，災害による怪我等の応急処置の方法も図解
入りで詳しくまとめました。
　このハンドブックを熟読の上，いつ起こるかわからない震災から我が身を守る
ために活用してください。
　「その時は」必ずやって来るのです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知教育大学防災・防火委員会
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　我々の住む大地を作っている岩石は，力が加えられると歪みを生じます。この
歪みが地下で次第に蓄積し，ついに岩石が破壊されて断層が生じ，そのずれによ
り発生するものが地震波です。そして地震波が地表に到達し，地表を揺らす現象
が地震です。
　駿河湾から紀伊半島・四国沖に延びる南海トラフ沿いでは，フィリピン海プレー
トが本州の乗っているユーラシア（アムール）プレートの下に沈み込んでいます。
通常，これら2つのプレートは固着していて歪みを蓄積し続けます。この歪みがそ
この破壊強度を超えたとき大地震を発生させます。
　中部・近畿・四国地方では，過去に90～200年の周期でマグニチュード8程度
の大地震が発生し，大きな被害を受けたことが記録に残されています。それぞれ
発生する場所で，東海地震・東南海地震・南海地震という名前が付けられています。
1944年に東南海地震が，1946年に南海地震が発生していますが，東海地震は
1854年の安政東海地震以来，150年以上発生していません。
　東海地震が発生すると考えられている地域では，近年の観測結果からこの地域
の地殻にはかなりの歪みが蓄積されていることが推測されています。これに基づ
いて，近い将来，この地域に大地震が起こる可能性が高いと予測されるようにな
りました。この地震が過去のものと同程度の規模だとすれば，愛知県内の最大震
度は6強程度と予想されます。また，東海地震と東南海地震が同時に発生した場
合，震度7の地域も想定されています。より詳しい想定される震度は愛知県のホー
ムページで閲覧することができます。
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東海トラフ沿いの巨大地震と歴史地震

1“東海地震”はどうして起こるのか
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　東海地震は，発生の逼迫性と予想される震災の大きさから大規模地震対策特別
措置法という法律を作って，地震対策のための強化地域を選定し災害軽減のため
の対策と研究が行われています。その中の大きな柱に地震予知があり，国内で唯
一地震予知を目指している地震です。東海地震の発生が想定されている地域には，
気象庁などによりいろいろな観測機器が設置されていて，24時間態勢で異常を監
視しています。
　昭和53年に法律が作られた時の愛知県内の「東海地震に係る地震防災強化地域
（強化地域）」は鳳来町のみでしたが，平成13年に東海地震の想定震源域が見直さ
れ，翌年，本学のある刈谷市を含む愛知県の多くの市町村が新たに「強化地域」
に指定されました。さらに平成16年には，東海地震の予知に関する情報も帰宅困
難者発生の危惧から「東海地震に関連する情報」としてまとめられ，観測データ
を元に順次，気象庁から発表されます。そして，いよいよ東海地震の発生が判定会
において予知された場合，気象庁から「東海地震予知情報」が発表され，同時に
総理大臣から「警戒宣言」が発令されます。

気象庁が発表する「東海地震に関連する情報」

情報名

東海地震予知情報

東海地震注意情報

東海地震に関連
する調査情報

主な防災対応等 私たちの生活

2   東海地震に関連する情報 1
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　東海地震が発生するお
それがあると認められ，「警戒
宣言」が発せられた場合に
発表される情報

○警戒宣言
○地震防災警戒本部設置
○地震防災応急対策の実施

○危険な地域（津波・崖）から
の避難
○交通規制（道路・電車・バス等）
○百貨店・劇場等の営業停止
○小売店は，店主の判断で営業

○早期帰宅
○学校からの学生・生徒・児童
の帰宅
○旅行等の自粛

　単なる異常データ

○準備行動（準備体制）開始
の意志決定
○救助部隊，救急部隊，消火
部隊，医療関係者等の派遣
準備の実施
○住民に対する適切な広報

○防災対応は，特になし
○情報収集連絡体制

○防災対応は，特になし

　観測された現象が東海
地震の前兆現象である可
能性が高まった場合に発表
される情報

　東海地震に関連す
る現象について調査
が行われた場合に発
表される情報

臨
　
時

定
　
例
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3  「東海地震に関連する情報」と大学の対応
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4 緊急地震速報への対応

緊急地震速報について
　緊急地震速報とは，地震の発生直後に観測データから震源の位置や地震の規
模（マグニチュード）を直ちに推定し，各地での強い揺れの到達時刻や震度を
事前に知らせるものです。
　緊急地震速報において，大きな揺れが到達するまでの時間は数秒から数十秒
と想定されるので，主に以下のような避難行動が中心となります。

（様々な場面における具体的な対応行動：気象庁のパンフレットより）
1　家庭
　　・頭を保護し，丈夫な机の下などに隠れる。
　　・あわてて外へ飛び出さない。
　　・無理して火を消そうとしない。

2　不特定多数が出入りする施設
　　・係員の指示に従う。
　　・落ち着いて行動し，あわてて出口に走り出さない。

3　屋外
　　・ブロック塀の倒壊等に注意する。
　　・看板や割れたガラスの落下に注意する。

4　自動車運転中
　　・あわててスピードを落とさない。
　　・ハザードランプを点灯し，まわりの車に注意を促す。
　　・大きな揺れを感じたら，道路の左側に停止する。

5　鉄道・バス乗車中
　　・つり革や手すりにしっかりとつかまる。

6　エレベータ利用中
　　・最寄りの階で停止させ，すぐに降りる。

1
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情報名 大学構内にいるとき 大学外にいるとき

東海地震注意情報

○授業は，直ちに休講
○職員は，非常災害対策本部
の指示に従う
○公共交通機関は運行してい
るので，速やかに帰宅
○自宅への帰宅が困難な場合
は，大学構内の避難場所
（AUEスクエア）へ避難
○大学近隣の下宿生で，住居
に耐震性がない場合は，実
家へ帰宅するか，大学構内
のAUEスクエアへ避難

○その場所の管理者の指示に
従う

○公共交通機関は運行してい
るので，速やかに帰宅
○大学近隣の下宿生で，住居
に耐震性がない場合は，実
家へ帰宅するか，大学構内
のAUEスクエアへ避難
○海の近くにいる場合は，津
波から身を守るために高台に
避難
○正確な情報把握
○大学内に非常災害対策本部
を設置するので，職員は，自
発的に出勤し，所属班の業
務に従事する。

東海地震予知情報

○耐震性の弱い建物への立ち
入りを禁止

○公共交通機関は運行を中
止，主要道路も通行できなく
なるので移動が困難となる
○徒歩での帰宅の際は，地震
時の落下物に注意

○大学に留まることを決めた場
合は，AUEスクエアへ避難

○耐震性の弱い建物から出て，
耐震性のある建物又は屋外
の広い場所に避難
○公共交通機関は運行を中
止，主要道路も通行できなく
なるので移動が困難となる
○徒歩での帰宅の際は，地震
時の落下物に注意

○大学内に非常災害対策本部
を設置するので，職員は，自
発的に出勤し，所属班の業
務に従事する。
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5   突発的に地震が起こったとき

8

6   地震時の避難心得
避難経路について
○大学構内で普段自分がいる場所から避難場所への経路を確認しておきましょう。
○避難中の余震に備え，落下物や倒壊の恐れのある建物の近くを通らないようにしましょ
う。
○大学構内には，耐震性の弱い建物・ＲＩ施設・その他危険物がある施設があるので，
避難場所へは最短経路ではなく，安全な経路を通りましょう。

○授業中に大規模な地震が起きた場合，学生の皆さんは，授業担当教員又は大学職員
の避難誘導係の指示に従って，避難してください。

最寄り駅までの徒歩での経路について
○「警戒宣言」が発令されると公共交通機関は運行を中止します。また，「東海地震注
意情報」が発表されると帰宅者で公共交通機関は大変混雑することが予想されます。
○名鉄バスの増発もないと思われ，また，道路状況の悪化に
より，定刻通りの運行も困難になることが予想されますので，
徒歩で駅まで行ける者は，極力バスを利用しないでください。
○避難訓練の一環として，徒歩で最寄りの駅又は自宅までの
経路を確認しておきましょう。

○その場合，地震時に建物・塀などの崩壊，落下物がありそ
うな経路をさけるようにしましょう。

　マグニチュードは地震の規模を表す尺度で，1つの地震に1つの値しかありませ
ん。例えばM7.5のように表され，小数点以下の数字があります。これに対し，震
度はある場所での実際の地面の揺れを表す尺度で，震度0～7まで，震度5と6には
強・弱があり，全部で10階級です。震度には小数はありません。震度は，マグニチ
ュードの大きさ・震源からの距離・地盤の状況などによって変化しますので，観
測点毎に得られます。平成8年から計測震度に移行したことにより，愛知県内では
市町村単位より細かい震度が発表できるようになっています。巻末に震度と屋内
外の状況などをまとめた“気象庁震度階級関連解説表”を掲載します。

7   地震のマグニチュードと震度
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事　　象 主　　な　　行　　動　　等

地震発生

地震発生後
１～２分

地震発生後
３分

避難完了後

○まず，身を守る。
　●　 ガラスの飛散によるケガから頭・首を守るため，窓ガラスから頭を
遠ざけるような姿勢で机の下などに潜り，手で頭や首を保護します。

　●　 以下のような様々な危険から身を守る対応をとります。
（1）教室では，天井やテレビ，事務室・研究室では，書棚の転
倒の可能性があります。

（2）実験室では，薬品などで火災が発生
する可能性があります。

○すばやく火の始末
　●　 ガスの元栓・コンセント・実験器具
　●　 大きな揺れのときは，揺れが収まるのを待って
 から火を消します。
○非常脱出口の確保

　●　 地震によるひずみで扉が開かなくなる可能性があります。

○火元を確認
　●　 初期消火に努めますが，天井に炎が達するほどの手に負えない場
合は，速やかに避難します。

○まわりの人の安全を確認
　●　 声を掛け合って同室内の人の無事を確認します。
　●　 ケガ人の確認をします。
○作業中の実験器具等の停止

　●　 ガスを止め，漏電による火災を防ぐため，電源を切ります。

○隣接する部屋等で助け合う。
　●　 出火している部屋や建物があれば，初期消火に努めますが，手に
負えない場合は，速やかに避難する。

　●　 ケガ人の搬送を手伝います。
　●　 地震の安全が確保できる範囲で，救助及び災害拡大防止措置を
行います。

○余震に注意
　●　 大規模地震の場合，大きな余震が数多く発生します。余震に注意
しながら，避難します。

○大学への安否報告
　●　 避難が完了し，安全の確保ができたら速やかに大学に安否報告を
します。

　●　 大学にいる時に地震が発生し，避難した場合が，大学職員の指
示に従って行動します。



1
章

9

学生から大学への安否情報
○大学では，大規模災害時には，安否確認システムにより学生の皆さんの安否情報の収
集を行います。大規模地震が発生した場合、yahoo!安否確認サービスから、大学が指
定した学生メールアドレス及び本サービスに登録された個人メールアドレスあてに、安否
確認メールが届きます。携帯電話などでメールが使用できる場合は，下記（１）により
状況を連絡してください。

○電話の場合は，下記（２）の番号に連絡してください。

（１）メールの場合
　yahoo!安否確認サービスから発信する安否確認メールが届いた場合，本文に記載
されたURLをクリックし，該当する項目を選択し返信してください。
　なお，携帯電話などのメールアドレスは２件まで追加登録できますが，メールアドレスを
変更した場合は，本システムへも同様に変更手続きを行ってください。

（２）電話の場合
　　ア　電話番号
　　　１年生：0566-26-2176（学生担当）
　　　２年生：0566-26-2177（課外教育担当）
　　　３年生：0566-26-2184（奨学支援担当）
　　　４年生：0566-26-2185（奨学支援担当）
　　　大学院：0566-26-2187（保健・寮務担当）
　　　留学生：0566-26-2178（国際交流担当）
　　　緊急時：0566-26-2173（学生担当）
　　イ　内容
　　　①氏名　②学籍番号　③所属　④自身の安否情報
　　　⑤連絡先場所及び連絡先電話番号

（３）指導教員への連絡
　上記（1）（2）の方法で，大学へ安否情報を連絡できなかった場合，指導教員へ
連絡する。

（４）その他
　できるだけ，専攻等で緊急連絡網を作成し，併せて，大学への連絡責任者を設定し
ておきましょう。

職員から大学への安否情報
○電話又はメールにて，所定の緊急連絡網に従い，所属の部局へ状況を連絡してください。
○勤務中に大規模地震が発生した際，通常の勤務場所と異なる場所にいた場合は，安
否報告のため，直ちに所属の課等へ戻ってください。

10
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災害伝言ダイヤル
　地震など大災害発生時は，安否確認や見舞・問合せなどの電話が爆発的に増加
し，電話がつながり難い状況になります。NTTでは，この様な状況の緩和を図る
ため，災害時に限定して利用可能な「災害用伝言ダイヤル」を提供しています。
　「災害用伝言ダイヤルサービス“１７１”」は被災地内とその他の地域の方々と
の「声の伝言板」です。被災地の方が録音した安否情報などを他の地域の方が聞
くことができ，また被災地からの録音が優先されますが他の地域から被災地の方
へメッセージを送ることも可能です。

大学からの情報
　大学からの情報は，「災害用伝言ダイヤル」を使用して発信します。
情報は毎日更新します。
　次の３カ所の電話番号を設定します。

8   安否情報の確認

171  2  0566-26-2116
171  2  0566-26-2117
171  2  0566-26-2204

〔NTT災害用伝言ダイヤル〕
［録音方法］

171にダイヤルする
↓ガイダンスが流れる

録音の場合“1”
↓ガイダンスが流れる

［再生方法］

171にダイヤルする
↓ガイダンスが流れる

再生の場合“2”
↓ガイダンスが流れる

（○○○○）○○−○○○○

被災地の方の電話番号

被災地内外を問わず，被災地の方の電話番号を市外局番から
ダイヤルしてください
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　災害時には，自分や家族の安全を確保した上で，ボランティア活動に参加して
ください。その際には，以下の点に十分注意して活動してください。

 ● 活動前に，在住地等の社会福祉協議会でボランティア保険に加入すること。
 ● 家族や周囲の理解を得てから始めること。
 ● 自活できる準備をして参加すること。
 ● 相手のニーズに合わせて活動すること。
 ● 常に活動に必要な知識や技術を高めるように努力すること。
 ● できる範囲で無理をせず，細く長くつづけること。

10  震災ボランティア
非常持ち出し袋の準備

9   家での防災活動

種　　別 品　　　　目　　　　等

食料関係
※最低３日分

安全対策

衣　　類

貴 重 品

日 用 品

○水（１人１日３Ｌ，その他洗濯，トイレ用）
○乾パン・クラッカー・缶詰　○レトルト食品
○鍋・水筒・ナイフ・缶切り

○救急医療品　○防災ずきん・帽子　○常備薬の予備
○底の厚い靴　○ヘルメット　○軍手　○防塵マスク

○衣類・下着　○タオル・毛布　○寝袋　○雨具

○現金（小銭）　○印鑑　○預金通帳　○健康保険証
○身分を証明するもの

○携帯ラジオ　○懐中電灯　○ライター　○ロープ　○ラップ
○電池　○生理用品　○カイロ　○筆記用具　○ゴミ袋
○（ウェット）ティッシュ

寝室では，
　○寝室の家具は，転倒して怪我をしないように配置し，固定しましょう。
　○割れたガラスで怪我をしないようにスリッパを準備しましょう。
　○停電に備え，懐中電灯を準備しましょう。
　○枕元には携帯電話を。携帯電話は，灯りの代用になります。
　　また，万一，家が倒壊した場合，生存を伝えるホイッスルの代用にもなります。

家庭では，
　日頃から，家族間において以下の点を確認しておきましょう。
　　○時間帯別の集合場所と家族間の連絡方法
　　○災害時の家族の役割
　　○避難所と経路の確認
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区　分 注意情報発表時 警戒宣言発令時（又は地震発災時）

電気
（中部電力）

都市ガス
（東邦ガス）

水道（刈谷市役所
水道業務課）

金融機関
（学内にATM設置
の金融機関の例を
示します。この他の
金融機関について
は，それぞれ確認し
てください。）

名鉄
電車・バス

ＪＲ東海

名古屋市営
地下鉄・バス

電話
（NTT西日本ホーム
ページより）

通常どおり供給

通常どおり供給

通常どおり供給

ゆうちょ銀行ATM
　通常どおり稼働

岡崎信用金庫ATM
　通常どおり稼働

通常どおり運行
駅構内や車内放送により，
警戒宣言発令時には運行
を取りやめるので早期帰宅
を促す旨の放送を行う。

同　上

通常どおり運行

通常どおり通信可能

　通常どおり供給。地震発災後は，被害状況により供
給停止（停電）。

　警戒宣言発令時も通常どおり供給。
　震度５以上の大きな地震が発生した場合は，マイコ
ンメーターがガスを自動的に遮断し供給停止。

　警戒宣言発令時も通常どおり供給。また，宣言発令
後，速やかに広報車で生活用水を確保するよう広報する。

ゆうちょ銀行ATM
　警戒宣言発令時，局外のATMは原則として閉鎖。
局内のATMは可能な限り稼働。
　地震発災後は，営業可能な郵便局を指定し，限定的
かつ便宜的に窓口営業を行う。
岡崎信用金庫ATM
　警戒宣言発令時，店舗外のATMは全て閉鎖。
　本・支店設置のATMは店舗により，稼働又は閉鎖。
　地震発災後，本支店はその被災状況により，限定的
かつ便宜的に窓口営業を行う。

　警戒宣言発令時，名鉄電車は，最寄りの安全な駅
に停車し，運行を取りやめる。
　名鉄バスは，最寄りの安全な場所（バス停以外の場
所を含む。）で運行を取りやめる。

　警戒宣言発令時，地震防災対策強化地域内を走
行中の列車は，最寄りの安全な駅に停車し，運行を取
りやめる。
　強化地域外を走行中の列車は，強化地域内への進
入を禁止するとともに，地域外の折り返し運転を行う。

　警戒宣言発令時，地下鉄は最寄りの駅に停車し，運
行を取りやめる。
　バスは，最寄りの安全な場所又はバス停で運行を取
りやめる。

　被災時には次の対応をとる。
①　特設公衆電話の設置
②　長期広域停電時は，街頭公衆電話を開放
③　災害用伝言ダイヤル171番の提供

交　
　
　

通　
　
　

機　
　
　

関

注）本表は平成16年7月22日，23日，各機関への照会結果に基づき作成

11  東海地震等大規模地震注意情報・警戒宣言発令時の  ライフライン等の状況
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（1）避難場所の指定
　井ヶ谷キャンパスは，刈谷市の避難場所・広域避難場所として指定されています。
　必要に応じて，グラウンドや体育館を地域住民の避難場所等として提供します。

（2）刈谷市防災備蓄倉庫
　本学には，刈谷市防災備蓄倉庫が設置されています。
　※倉庫の場所は，巻末に掲載してある“学内防災マップ”で確認してください。

（3）本学の支援
　刈谷市の避難住民受入業務の支援を行います。

（4）刈谷市メール配信サービスについて
　「刈谷市メール配信サービス」とは台風・大雨時の警報，震度情報，東海地震に関
する情報，その他災害に関する情報及び不審者などの防犯学校情報を，登録してある
携帯電話やパソコンにメールで配信するサービスです。
１）登録できる人
　　どなたでも登録できます。
２）情報料
　　無料。ただし，登録やメール着信時のパケット通信料や回線利用料は本人の負担となります。
３）配信する情報
　　　・気象情報（大雨，洪水，大雪，暴風，暴風雪，波浪，高潮，津波の各警報，震度1

以上の震度情報，東海地震関連情報など）
　　　・防災情報（避難勧告，避難所開設状況，被害状況など）
　　　・防犯・学校情報（不審者情報など）
４）登録方法
　　携帯電話から
　　次のアドレスを入力し登録します。右のQRコードでも登録できます。
　　パソコンから
　　次のアドレスを入力し登録します。 刈谷市ホームページからも登録できます。
　　登録ページアドレス　http://city.kariya.mail-dpt.jp/
５）注意事項

　携帯電話のメールアドレスを登録する場合，「ドメイン指定受信」などの設定状況によ
り受信拒否されてしまう場合がありますので，次のアドレスからのメールを受信できるように
設定してください。

　　info-mail@city.kariya.lg.jp
　　利用上の注意事項などを熟読，同意のうえ登録してください。

※防災情報の詳細は刈谷市危機管理課（TEL 0566-62-1190），
　防犯・学校情報の詳細は刈谷市学校管理課（TEL 0566-62-1034）へ

12  刈谷市の防災・避難計画とのかかわり

▲QRコード


