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人権問題相談窓口

総合健康センター
学生支援センター
各学部の学生生活担当教員
教育学生支援部の「学生何でも相談窓口」及び各学部チーム
医学部学務課教務チーム
農学部事務課学務チーム
国際連携支援部国際連携課総務企画チーム

（International Relations Division General Affairs ＆ Planning）
附属学校の養護教諭
医学部の産業保健相談窓口
女性未来育成センター・ひめルーム相談室
教職員相談窓口
合理的配慮に関する相談
　アクセシビリティ支援室（学生）
　合理的配慮に関するなんでも相談（教職員）

＊大学ホームページ>大学生活>その他相談窓口
　>個人の尊重～人権侵害（ハラスメント等）の
　防止～に相談員の氏名と連絡先があります。

◎相談員にも相談できます



人権問題相談窓口

総合健康センター
学生支援センター
各学部の学生生活担当教員
教育学生支援部の「学生何でも相談窓口」及び各学部チーム
医学部学務課教務チーム
農学部事務課学務チーム
国際連携支援部国際連携課総務企画チーム

（International Relations Division General Affairs ＆ Planning）
附属学校の養護教諭
医学部の産業保健相談窓口
女性未来育成センター・ひめルーム相談室
教職員相談窓口
合理的配慮に関する相談
　アクセシビリティ支援室（学生）
　合理的配慮に関するなんでも相談（教職員）

＊大学ホームページ>大学生活>その他相談窓口
　>個人の尊重～人権侵害（ハラスメント等）の
　防止～に相談員の氏名と連絡先があります。

◎相談員にも相談できます



大学外で不審者につけられていると感じた
場合

考えています。

夜間や休日に構内で後をつけられたり,トイレ
付近に不審者がいた場合

構内で不審者と思われる人物を発見した場合や

これは変だなと思った場合は,すぐに近くの事務

室か守衛室に行ってください。
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【緊急通報・安否確認システム Safetylink24】
　震度5強以上の地震等の大規模災害の発生時
には,安否確認のメールが届きますので,必ず,
Safetylink24（https://ems.safetylink24.jp）にア
クセスし,安否情報を登録してください。

学内で盗難の被害にあったときは，すぐ
に所属学部の担当窓口又は学生生活支援
課に連絡してください。

学外で盗難の被害にあったときは，すぐ
に警察へ届けてください。（110番通報）

【災害用伝言ダイヤル（171）】
　携帯電話からも利用できる安否情報音声確認
ダイヤルです。伝言録音時間は1伝言あたり30秒以内です。事
前にメモをするなどして必要な情報（場所,状況等）を伝えましょ
う。なお,伝言保存期間は,録音してから2日（48時間）です。

○特別警報又は台風に伴う暴風警報発表時

・休講情報は修学支援システムの「お知らせ」,
 ホームページに掲載します。

・帰宅勧告はメール,電話等で周知します。

【連絡先】
法文学部
教育学部
社会共創学部
理学部
医学部
工学部
農学部
学生生活支援課
職員の場合は，所属部局の総務担当
チームに連絡してください。

夜間・休日は守衛室

089-927-9220
089-927-9377
089-927-9019
089-927-9546
089-960-5177
089-927-9690
089-946-9806
089-927-9099

089-927-9140
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・規模によらず，近くにいる人に知らせる。
・自身の安全を確保し，近くの事務室に連絡する。
 （夜間・休日であれば守衛室に連絡する。）
   ※連絡先は現場室内外に掲載
・緊急の場合，自らの判断で119番通報をする。
・単独ではなく協同して初期消火に努める。

火災を発見したら…

・近くの事務室に連絡する。
 （夜間・休日であれば守衛室に連絡する。）

火災報知器が鳴動したら…

火災発見

大声で知らせる

協同して初期消火

119番通報

【平日昼間】
事務室へ連絡
【休日・夜間】
守衛室へ連絡

（089-927-9140）
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守衛室へ連絡

（089-927-9140）

火報鳴動

近くの人
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　大規模な災害が発生した場合,愛媛大学は,地域の指
定避難所,避難場所となりますので,教職員,学生の協力
が必要です。また，気象庁は，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対象に緊
急地震速報（警報）を発表します。地震発生後大きな揺
れが到達する数秒から数十秒前に警報が発せられるも
のですが，震源地からの距離によっては，地震の揺れが
起きるまで一瞬ということもあります。「緊急地震速報」
が流れた場合，瞬時に「自分の身を守る」行動をとれるよ
う，「テレビ」や「携帯端末」に流れる警報音を「Youtube
等のwebサイト」で事前に視聴するなど確認しておいて
ください。

⑦平日昼間の①～⑤を実践し,安全な場所に避難する。
⑧震度6弱以上の地震が発生した場合は,大学に対策
本部が設置されるので,教職員は家族等の安全を確
保し,経路の安全を十分確認したうえで,大学に参集す
る。（震度6弱未満でも，大学から指示がある場合には
参集する。）学生は愛媛大学からの指示があれば，そ
の指示に従い冷静に行動する。

まずは身を守ることを
最大限に考える！

①地震発生から2分間，まずは自分の身を守る
②揺れがおさまったら，火の元の点検，火が出た場合は
周りに知らせて初期消火
③大学から安否確認メール（Safetylink24）が届いてい
る場合には，安全確認後に回答
　※震度5強以上の地震が発生した場合は，安否確認
のメールが自動送信される。（震度5強未満の場合で
も，状況に応じて送信します。）安否確認のメールが届
いたら，必ずメールに記載されたSafetykink24のURL
（https://ems.safetylink24.jp）にアクセスし，安否情
報を登録すること。
④家族の安否を確認する。（災害伝言ダイヤル（171）や携
帯メール使用）
⑤周辺の状況確認，スマホ，テレビ，ラジオの地震速報に
よる状況確認
⑥愛媛大学からの指示がある場合には、その指示に従い冷
静に行動する。
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nandemo@stu.ehime-u.ac.jp

sodan2@stu.ehime-u.ac.jp

毎日　昼12時～夜12時まで

法文学部
教育学部
社会共創学部
理学部
医学部
工学部
農学部

089-927-9220
089-927-9377
089-927-9019
089-927-9546
089-960-5177
089-927-9690
089-946-9806

医療機関でインフルエンザ・麻疹・新型コロナウイ
ルス感染症などの感染力が強い感染症と診断され
た場合（疑いを含む）は,大学に連絡してください。

【履修に関する相談】

総合健康センター 089-927-9193
【体調・受診に関する相談】
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新型コロナウイルス検査で陽性となった場合や濃
厚接触者となった場合は，必ず下記まで連絡してく
ださい。

【連絡先】 学生生活支援課
nandemo@stu.ehime-u.ac.jp
平日昼間 ： 089-927-9099, 8970
休日・夜間 ： 090-1001-0730, 0731

学生の場合

【連絡先】 国際連携課
kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp
平日昼間 ： 089-927-9157
休日・夜間 ： 090-7140-3265

留学生の場合

【連絡先】 人事課
corona@stu.ehime-u.ac.jp
日　中 ： 089-927-9030
夜間等 ： 090-3180-4692
　　　　090-7787-7599

教職員の場合

【新型コロナウイルスについて】

16 17
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