
避難場所一覧表 ◆
地域 名称 ＡＥＤ 電話番号 所在地 地図座標 対象自治会

茂原

中央公民館 ○ 22-5072 茂原101 3図C-1 本町1・2・3・4、森川町、南原、昌平町、ライ
オンズマンション茂原第1

2区集会所 茂原392 3図D-2 森川町

総合市民センター ○ 24-9511 町保13-20 2図B-4 町保東部、町保北、町保南、町保西、高師町、
ロータリーパレス茂原

茂原小学校 ○ 23-5155 茂原614 4図A-1
浜町、千代田町、千代田町第1、千代田町2丁目、
榎町1・2、高師1・2・4�、野巻戸、通町1・2、
早野明光、八千代1西・2、早野みはる野台

西小学校 ○ 22-3719 茂原1229-1 1図A-5 本町4、鷲巣、鷲巣住宅、上茂原、箕輪、箕輪駒
塚、上茂原団地、上茂原西団地、上茂原市営住宅

萩原小学校 ○ 24-2161 萩原町1-17 11図A-1 上林南、上林住宅、萩原町、ダイアパレス茂原、
高師11

東部小学校 ○ 23-5184 東部台1-9-1 11図B-3 東町1・2・3・4・5、早野新田、木崎、木崎西
部、東部台、六ツ野原曾根、大芝、笹塚、六ツ野
友の会、東茂原、ライオンズマンション茂原第2東部台文化会館 ○ 23-8711 東部台1-7-15 11図B-3

茂原市市民体育館 ○ 23-2811 高師2165 10図E-1 高師5・6・7・8、高師富士見、羽貫
茂原中学校 ○ 22-2320 高師427 11図A-1 高師12・14、高師国野
長生高等学校 ○ 22-3378 高師286 1図E-3 高師9・10・11、高師町
高師国野広場 高師409-1 2図B-2 高師国野
茂原高等学校 ○ 22-4505 高師1300 1図B-3 長谷、内長谷、長谷市営住宅、道表、中部
茂原樟陽高等学校 ○ 22-3315 上林283 11図A-1 上林中、上林北、上林緑、上林友の会
大芝自治会館 大芝土地区画整理地内 11図B-5 大芝
東茂原青年館 東茂原10-10 11図B-4 東茂原
実相寺 25-7466 高師1041 1図D-3 高師5・6・7・8
日立旧グラウンド 木崎1935-1 11図B-4 大芝、東茂原、笹塚

東郷

東郷小学校 ○ 22-2834 谷本142 9図C-4
千町南部、千町北部、谷本、小轡、七渡南部、七
渡北部、六ツ野北高根飛地、七渡大北原、千町八
間野、千町ニュータウン、七渡コスモス

東中学校 ○ 24-2141 東郷301 11図C-1 六ツ野西、六ツ野中央、六ツ野東、富士見東、富
士見西、富士見北、三井化学社宅、六ツ野桜曾根

千葉県生涯大学校外房
学園 ○ 25-8228 本小轡319-1 9図B-4 新小轡、東郷宮原、東郷八幡前、工業高校前、本

小轡（A、B）、砂台、杉屋団地�東栄団地、本小轡
東郷福祉センター ○ 25-5882 谷本1887-1 9図C-5 御用地、中島、関端

千町青年館 千町1519-4 9図D-4 千町南部、千町北部、千町ニュータウン、六ツ野
北高根飛地、千町八間野

七渡青年館 24-6499 七渡2006 9図B-2 七渡南部、七渡北部、七渡大北原、七渡コスモス
富士見公園 ○ 東郷2078 2図D-3 三井化学社宅

問 総務課 ☎20-1519

■避難場所　■避難場所兼避難所(宿泊可能）
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地域 名称 ＡＥＤ 電話番号 所在地 地図座標 対象自治会

鶴枝

鶴枝小学校 ○ 22-2829 上永吉955 13図A-2
上永吉、上永吉冬田、鶴枝団地、上永吉県営住
宅、下永吉北、下永吉南、下永吉中、猿袋、三ケ
谷、立木、台田、野牛

南中学校 ○ 23-8825 上永吉1185-2 12図E-1
下永吉北、下永吉南、下永吉中、猿袋、三ケ谷、
早野原、長清水、浅間下、コスモ茂原、早野向原、
南町、下永吉団地、若葉会

中の島小学校 ○ 22-3910 中の島町451 11図B-5 柳坪、中の島1・2・3・4・5・6・7・8、川田、
新柳坪1・�2、道目木　中の島幼稚園 ○ 24-8720 下永吉1056-2 11図A-5

中の島公園 中の島524 13図B-1 柳坪、中の島1・2・3・4・5・6・7・8、川田、
新柳坪1・�2　

道目木ポンプ場 下永吉466-5 11図A-4 道目木、笹塚、ライオンズマンション第2
上永吉青年館 24-8281 上永吉567 12図E-2 上永吉、台田、野牛
永吉自治会館 24-8313 下永吉2344 13図A-1 下永吉北、下永吉南、下永吉中
猿袋自治会館 猿袋734 13図B-2 猿袋
三ケ谷自治会館 24-5057 三ケ谷13-2 13図B-3 三ケ谷
立木青年館 23-7640 立木1285-5 12図E-3 立木

二宮

二宮小学校 ○ 22-3221 国府関1415-1 8図B-4 国府関、庄吉、芦網、二宮団地、真名団地、真
名、山崎、黒戸、山崎団地

真名自治会館 真名40 8図B-3 真名
黒戸自治会館 黒戸139 8図C-1 黒戸
二宮神社 山崎927 8図C-4 山崎、山崎団地

冨士見中学校 ○ 23-7145 押日1468 8図D-5 押日、押日二宮台、押日ランド、押日船着、内長
谷向原、内長谷、内長谷青葉、小林、緑園台

緑ケ丘コミュニティ
センター 23-8411 緑ケ丘1-41-6 10図B-1 緑ケ丘

緑ケ丘小学校 ○ 22-0789 緑ケ丘4-38 10図B-1 緑ケ丘
西陵中学校 ○ 22-8011 緑ケ丘1-53 10図B-1 緑ケ丘

豊田

豊田小学校 ○ 22-3779 長尾156 8図E-3 小林、腰当、長尾、つつじヶ丘、渋谷、大登、北
塚、腰当団地、つつじ野団地、渋谷団地、川代、
新茂原豊田福祉センター ○ 26-1105 長尾148 8図E-3

北塚自治会館 北塚588 9図B-1 北塚
新茂原青年館 24-4493 長尾2615 9図A-4 新茂原、川代
小林集会所 25-2013 小林578 8図D-4 小林
渋谷集会所 渋谷345 9図A-1 渋谷、渋谷団地、腰当団地、つつじ野団地
橘樹神社 長尾1463 8図D-2 大登、長尾

五郷 五郷小学校 ○ 24-1161 綱島1185 10図D-4
八丁寺団地、八幡原東原、綱島、早野上馬町、川
端若葉会、むつみ会、墨田、中善寺、八幡原、新
八幡原、八幡原菊の会、石神
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年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年10月20日
もばら生活ガイドブック
8FK970H0A
019
141
茂原住宅公園

FAX 043-261-7714

エリアマップ1図 C－2



地域 名称 ＡＥＤ 電話番号 所在地 地図座標 対象自治会

五郷

五郷福祉センター ○ 25-7880 綱島656 10図D-5 綱島、六田台、藤が丘団地、早野団地、浅間下、
早野西村、早野真先、早野向原、コスモ茂原

中善寺番場館 中善寺887-9 12図C-1 中善寺、石神
八幡原集会所 八幡原631 10図C-4 八幡原、石神、墨田
六田台コミュニティ
センター 六田台52 12図D-1 六田台、藤が丘団地

新八幡原会館 八幡原799 10図D-4 新八幡原、八幡原菊の会

早野中学校 ○ 25-0951 早野206-1 3図A-5
緑町、仲畑会、早野向宿、事業団早野、観音前
住宅、観音前第2、早野荒区、早野横須賀、早野
原、長清水、早野神代、早野住宅、早野新道、早
野神門前

白幡神社 早野1595-1 3図D-4 早野神代、早野新道、早野住宅、早野神門前

本納

本納中学校 ○ 34-2074 本納1623 6図A-3
本町、仲町・内宿、御船町、廻田、滝ノ谷、榎神
房、十五区、立野、橘台、新南地、川戸、高田・
下桂、北振・原代、萱場前・粥米、中谷・南谷、
野際・北塚、西野、本納中道、下谷、法目西、法
目南

本納公民館 ○ 34-2349 本納1600 6図A-4

高田青年館 高田99-1 6図A-2 高田・下桂、本納中道
第13区自治会館 法目1368-1 6図B-4 中谷・南谷
野際青年館 法目607 6図B-5 野際・北塚
西野自治会館 西野213 6図C-5 西野
向芝野菜集荷所 法目2486 6図C-3 北振・原代、萱場前・粥米、下谷
蓮福寺 34-5996 本納3101 6図A-4 仲町・内宿、御船町、廻田、新南地、川戸

新治

新治小学校 ○ 34-3154 下太田150 5図D-4 下太田、柴名、上太田、大沢、桂、吉井・吉井住
宅

吉井青年館 吉井下528-1 5図E-4 吉井・吉井住宅
上太田谷青年館 上太田1403-1 5図C-4 上太田
萬光寺 34-3582 下太田1565 5図D-5 下太田
安立寺 34-2826 桂209 5図D-2 桂
大沢寺 大沢424 5図B-3 大沢

豊岡

豊岡小学校 ○ 34-7757 弓渡255 6図E-5
弓渡、萱場、粟生野、御蔵芝、清水、南吉田、南
吉田南谷、南吉田深田、千沢、豊岡、本納川間、
新千沢、清水新和、豊岡親友会

豊岡福祉センター ○ 34-8321 粟生野2675-4 7図A-5 粟生野、御蔵芝、清水、豊岡、豊岡親友会
下村協同館 南吉田2141 9図E-2 南吉田
萱場上谷集会所 萱場3936-1 6図C-4 萱場
粟生野農村広場 粟生野4577 7図A-3 粟生野
辛神社 南吉田683-3 9図D-1 南吉田、南吉田南谷、南吉田深田
清水集会所 清水2490 7図C-5 清水、清水新和
千沢農村協同館 千沢726-1 7図E-4 千沢、新千沢
宝蔵寺 御蔵芝722 7図B-4 御蔵芝

■避難場所　■避難場所兼避難所(宿泊可能）
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AED設置箇所一覧表  ◆ （平成27年9月1日現在）�

番号 区分 施設名（設置箇所） 住所・連絡先 地図座標 使用可能時間 設置台数

1 市
茂原市役所
（庁舎1階：総合案内）
（庁舎2階：生活課脇）

道表1
☎23-2111 1図C-5 24時間(閉庁時は裏口へ) 2台

2 市 茂原市役所本納支所（事務室） 本納1741-1
☎34-2111 6図A-4 毎日8時30分～17時15分

1台

3 市 市民体育館（事務室） 高師2165
☎23-2811 10図E-1 毎日9時～21時（年末年始は不可）

4 市 富士見公園（管理棟） 東郷2078
☎22-4646 2図D-3 毎日8時30分～17時（年末年始は不可）

5 市 東中学校（職員室） 東郷301
☎24-2141 11図C-1

月曜～金曜　8時30分～17時
（祝日・振替休日および年末年始は不可）

6 市 冨士見中学校（職員室） 押日1468
☎23-7145 8図D-5

7 市 茂原中学校（職員室） 高師427
☎22-2320 11図A-1

8 市 南中学校（職員室） 上永吉1185-2
☎23-8825 12図E-1

9 市 本納中学校（職員室） 本納1623
☎34-2074 6図A-3

10 市 早野中学校（職員室） 早野206-1
☎25-0951 3図A-5

11 市 西陵中学校（職員室） 緑ケ丘1-53
☎22-8011 10図B-1

12 市 東郷小学校（職員室） 谷本142
☎22-2834 9図C-4

13 市 豊田小学校（職員室） 長尾156
☎22-3779 8図E-3

14 市 二宮小学校（職員室） 国府関1415-1
☎22-3221 8図B-4

15 市 茂原小学校（職員室） 茂原614
☎23-5155 4図A-1

16 市 西小学校（職員室） 茂原1229-1
☎22-3719 1図A-5

17 市 五郷小学校（職員室） 綱島1185
☎24-1161 10図D-4

18 市 鶴枝小学校（職員室） 上永吉955
☎22-2829 13図A-2

19 市 萩原小学校（職員室） 萩原町1-17
☎24-2161 11図A-1

20 市 中の島小学校（職員室） 中の島町451
☎22-3910 11図B-5

21 市 本納小学校（職員室） 本納1987
☎34-2031 6図A-4

22 市 新治小学校（職員室） 下太田150
☎34-3154 5図D-4

23 市 豊岡小学校（職員室） 弓渡255
☎34-7757 6図E-5

設置を公表している施設を掲載しています

問 総務課 ☎20-1519
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年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

2校

2015年10月20日
もばら生活ガイドブック
8FK970H0A
020
016
有限会社カーアシストジャパン

FAX 043-261-7714

24h 0120－24－0095
http://www.car-assist-japan.co.jp/

有限会社　カーアシストジャパン
（白子営業所）長生郡白子町北高根4032

エリアマップ11図　E－1

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年10月15日
案件名 ：シティマップ もばら生活ガイドブック
商品コード： 8FK970H0A
割付番号 ：０２３
コード番号：１２６
顧客名称 ：株式会社小平広告 御中

ポスティング会社 小平市
県内のポスティングは、当社にお任せください

株式会社小平広告
毎日200名のスタッフで、50ccスクーターを使用し雨の日も風の日も皆様か
らお預かりしたチラシをご希望地域の各ポストへ確実にお届けしております。
■東京都小平市回田町297-1
■TEL:042-300-3131 ■FAX:042-300-3136
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／なし
■URL:http://www.kodairakoukoku.co.jp/ ■E-mail:info@kodairakoukoku.co.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 043－261－7714

■画像著作権：確認済



番号 区分 施設名（設置箇所） 住所・連絡先 地図座標 使用可能時間 設置台数

24 市 東部小学校（職員室） 東部台1-9-1
☎23-5184 11図B-3 月曜～金曜　8時30分～17時

（祝日・振替休日および年末年始は不可）

1台

25 市 緑ケ丘小学校（職員室） 緑ケ丘4-38
☎22-0789 10図B-1

月曜～金曜　8時30分～17時
（祝日・振替休日および年末年始は不可）

26 市 豊岡幼稚園（職員室） 粟生野2653-1
☎34-8050 6図E-5

27 市 五郷幼稚園（職員室） 早野17-1
☎23-5185 10図D-4

28 市 新茂原幼稚園（職員室） 上林56-2
☎24-8710 9図A-4

29 市 中の島幼稚園（職員室） 下永吉1056-2
☎24-8720 11図A-5

30 市 中央学校給食共同調理場（事務室）小林1978☎24-6920 8図E-5 月曜～金曜8時30分～16時45分
（祝日および年末年始は不可）

31 市 図書館（事務室） 千代田町1-6-1（6階）
☎23-6151 2図B-5 毎日10時～19時

（年末年始は不可）

32 市 中央公民館（事務室） 茂原101
☎22-5072 1図C-5 毎日8時30分～17時

（土曜、日曜以外の祝日および年末年始は不可）

33 市 鶴枝公民館（事務室） 上永吉1012
☎25-1834 12図E-2 毎日8時30分～17時

（土曜、日曜以外の祝日および年末年始は不可）

34 市 本納公民館（事務室） 本納1600
☎34-2349 6図A-4 毎日8時30分～17時

（土曜、日曜以外の祝日および年末年始は不可）

35 市 本納公民館新治分館（事務室） 下太田59-1
☎34-3153 5図D-4 火曜、水曜9時～12時

木曜～日曜9時～15時（年末年始は不可）

36 市 美術館・郷土資料館（1Fロビー） 高師1345-1☎26-2131 1図A-4 毎日9時～17時
（臨時休館日および年末年始は不可）

37 市 社会教育センター/
青少年指導センター（事務室）

千代田町2-8-20
☎22-4466 4図A-1 月曜～金曜8時30分～17時

（祝日および年末年始は不可）

38 市 東部台文化会館（1F階段前） 東部台1-7-15
☎23-8711 11図B-3 毎日9時～21時

（偶数月と3月の第2木曜日および年末年始は不可）

39 市 総合市民センター（事務室） 町保13-20
☎24-9511 2図B-4

毎日8時30分～19時
（祝日および年末年始は不可）

40 市 豊岡福祉センター（事務室前） 粟生野2675-4
☎34-8321 7図A-5

41 市 五郷福祉センター（事務室） 綱島656
☎25-7880 10図D-5

42 市 豊田福祉センター（事務室） 長尾148
☎26-1105 8図E-3

43 市 二宮福祉センター（事務室） 国府関1683-1
☎26-3740 8図B-4

44 市 東郷福祉センター（事務室） 谷本1887-1
☎25-5882 9図C-5

45 市 福祉作業所あゆみの家（事務室） 本小轡319-1
☎24-9135 9図B-4 月曜～金曜9時～16時

（祝日および年末年始は不可）

46 市 東郷保育所（職員室） 谷本1795
☎22-2832 9図C-5 月曜～土曜8時～16時（土曜12時）

（祝日および年末年始は不可）

47 市 豊田保育所（職員室） 長尾2103-1
☎22-5056 8図E-3 月曜～土曜8時～16時（土曜12時）

（祝日および年末年始は不可）
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番号 区分 施設名（設置箇所） 住所・連絡先 地図座標 使用可能時間 設置台数

48 市 鶴枝保育所（職員室） 上永吉1013-1
☎22-4709 13図A-2 月曜～土曜8時～16時（土曜12時）

（祝日および年末年始は不可）

1台

49 市 二宮保育所（職員室） 国府関1536-1
☎22-4894 8図B-4 月曜～土曜8時～16時（土曜12時）

（祝日および年末年始は不可）

50 市 五郷保育所（職員室） 綱島102
☎22-5539 10図D-4 月曜～土曜8時～16時（土曜12時）

（祝日および年末年始は不可）

51 市 新治保育所（職員室） 下太田5
☎34-2286 5図D-4 月曜～土曜8時～16時（土曜12時）

（祝日および年末年始は不可）

52 市 中の島保育所（職員室） 下永吉787
☎24-1894 11図A-5 月曜～土曜8時～16時（土曜12時）

（祝日および年末年始は不可）

53 市 町保保育所（職員室） 高師555-28
☎22-2544 2図C-5 月曜～土曜8時～16時（土曜12時）

（祝日および年末年始は不可）

54 市 朝日の森保育所（職員室） 茂原1016
☎22-3126 3図C-1 月曜～土曜8時～16時（土曜12時）

（祝日および年末年始は不可）

55 市 本納保育所（職員室） 本納3302-1
☎34-3155 5図E-4 月曜～土曜8時～16時（土曜12時）

（祝日および年末年始は不可）

56 市 保健センター（事務室） 高師3001
☎25-1725 1図E-1 月曜～金曜8時30分～17時

（祝日および年末年始は不可）

57 組 長生郡市広域市町村圏組合 下永吉2101
☎23-0107 13図B-1 月曜～金曜8時30分～17時15分

（祝日および年末年始は不可）

58 組 長生郡市広域市町村圏組合
水道部

高師395-2
☎23-9481 2図B-2 月曜～金曜8時30分～17時15分

（祝日および年末年始は不可）

59 組 長生郡市広域市町村圏組合
消防本部中央消防署

茂原598
☎24-0119 3図E-1 24時間

60 組 長生郡市広域市町村圏組合
消防本部中央消防署本納分署

本納2149-1
☎34-2119 9図A-1 24時間

61 県 長生健康福祉センター
（長生合同庁舎2階事務室入口）

茂原1102-1
☎22-5167 3図B-1 月曜～金曜9時～17時

（祝日および年末年始は不可）

62 県 長生の森公園（事務室） 押日816-1
☎26-2474 8図C-3 毎日9時～17時

63 県 県立長生高等学校（校内） 高師286
☎22-3378 1図E-3 月曜～金曜8時30分～21時

（祝日および年末年始は不可）

64 県 県立茂原高等学校
(保健室側廊下)

高師1300
☎22-4505 1図B-3 月曜～金曜8時20分～16時50分

（祝日および年末年始は不可）

65 県 県立茂原樟陽高等学校
(職員室、体育館、工業棟)

上林283
☎22-3315 11図A-1 月曜～金曜8時15分～16時45分

（祝日および年末年始は不可） 3台

66 県 生涯大学校外房学園
（1階ロビー）

本小轡319-1
☎25-8228 9図B-4 月曜～金曜8時30分～17時30分

（祝日および年末年始は不可）

1台

67 県 茂原警察署（玄関） 早野新田7
☎22-0110 4図E-3 24時間

68 民
長生郡市温水センター
スポーツプラザイースト
（エントランスホール）

下永吉1815
☎25-2181 13図B-1

火曜～金曜10時30分～22時
土曜10時30分～21時
日・祝10時30分～19時

69 民 TOTOハイリビング㈱
（第1工場棟渡り廊下入口）

本納3210-1
☎34-3555 5図E-5 月曜～金曜8時30分～17時30分

70 民 茂原北陵高等学校（職員室） 吉井上128
☎34-3211 5図E-4 月曜～金曜8時30分～17時

（祝日および年末年始は不可）

71 民 ムーンレイクゴルフクラブ
（事務所）

長尾1647
☎22-8317 8図D-3 毎日7時～19時

72 民 JSS茂原スポーツクラブ
（コーチ室）

北塚1068
☎27-2580 9図A-2 月曜～木曜および土曜は9時30分～21時

日曜は9時～17時

73 民 真名カントリークラブ
（キャディマスター室内）

真名1744
☎24-5211 8図B-1 毎日8時～18時

74 民 ジャック&ベティ茂原店
（1階フロアー）

小轡770-3
☎27-1007 9図C-4 毎日8時～23時（店休日（不定）を除く）
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　市では、茂原市の防災・防犯に関する情報を携帯電話にメー
ルで配信する「もばら安全安心メールサービス」を実施していま
す。
　このサービスを利用することにより、茂原市の安全安心情報
をいちはやく入手することができます。

　防災情報については台風情報、市内の避難準備・避難所開
設情報などの防災関連情報を、また、防犯情報については市内
の不審者など発生情報を配信します。
　なお、情報料は無料です（パケット料金は利用者の負担となり
ます）。

もばら安全安心メールサービス
登録できる人 ◆

　携帯電話やインターネットに接続したパソコンを利用している
人なら、どなたでも登録が可能です。

サービスの内容 ◆
防災情報（台風、避難準備、避難所開設などの防災情報）
防犯情報（不審者など発生情報）

番号 区分 施設名（設置箇所） 住所・連絡先 地図座標 使用可能時間 設置台数

75 民 トーヨーカラー㈱茂原工場
（事務所入口）

東郷1430
☎22-2191 9図B-5 24時間（守衛が不在時は不可)

1台

76 民 パーラーアップル茂原店
（正面入口）

新小轡23-1
☎22-0100 9図A-3 毎日10時～22時40分

77 民 イオン茂原店
（1階エスカレーター前）

六ツ野2799-4
☎24-2511 4図B-1 毎日7時～24時（係員が不在時は不可）

78 民 妙中鉱業㈱（事務所1階） 大芝452
☎24-0140 13図B-1 月曜～金曜8時～17時（休業日は不可）

79 民 双葉電子工業㈱本社
（エントランスホール）

大芝629
☎24-1111 11図B-4 24時間

80 民
茂原ショッピングプラザアスモ
（1階センターコートインフォメー
ションコーナー）

高師1735
☎25-5511 1図C-2 毎日10時～21時（元旦を除く）

81 民 ㈱ジャパンディスプレイ
（正門警備所）

早野3300
☎23-1111 4図C-4 24時間

82 民 ㈱日立メディコ茂原分工場
（従業員入口）

三ケ谷1754
☎26-2981 13図A-2 月曜～金曜8時45分～17時15分

83 民 ㈱日立物流（事務所） 下永吉255
☎24-5171 11図A-4 24時間

（ただし、警備員が不在時は不可）

84 民 三井化学（株）茂原分工場
（正門警備室）

東郷1900
☎23-0111 2図C-2 24時間

（※機材のみ貸し出し可能）

85 民 三井化学（株）
茂原研究・開発センター（守衛所）

東郷1144
☎23-0120 9図B-5 24時間

（※機材のみ貸し出し可能）

86 民 グループホーム�ガーデンコート�
茂原（事務所）

高師2144-11
☎27-3336 1図D-1 24時間

87 民 大多喜ガス株式会社
（茂原サービスセンター）

茂原661
☎24-6151 4図C-3 月曜～土曜9時～17時30分

（祝日および年末年始は不可）

88 民 関東天然瓦斯開発㈱
茂原鉱業所（事務所1階）

茂原661
☎23-1313 4図C-3 月曜～金曜8時15分～17時

（祝日および年末年始は不可）

89 民 ㈱千葉銀行茂原支店
（1階ロビー）

茂原365-1
☎24-2111 3図D-1 月曜～金曜9時～15時

（祝日および年末年始は不可）

90 民 ㈱協和ハウジング本社
（1階ロビー）

東部台3-3-3
☎23-3323 11図C-3 月曜～金曜8時30分～19時

（年末年始は不可）

91 民 JR茂原駅 町保1
☎050-2016-1600 2図B-5 毎日4時50分～翌0時30分

※区分欄の市は茂原市が、県は千葉県が、組は長生広域組合が、民は民間施設・事業所が設置・管理しているものです。
※また、ＡＥＤを設置されている他の施設・事業所で公表にご協力いただける場合は、総務課防災対策室（☎20-1519）までお申し出ください。
○万一の際の使用については、ご了承いただいておりますが、使用にあたっては個々の指示に従ってください。
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会員登録するには？ ◆
　本サービスの会員登録をご希望する方は、市ウェブサイトの
「もばら安全安心メールサービス会員規約」を熟読のうえ、同意
していただく必要があります。同意していただいた方は下記の
方法により会員登録が可能です。
※空メールを送った時点で同意したものとみなされます。

防災情報がほしい方
「bousai-mobara-t@ktaiwork.jp」を宛名欄に記入し、空メー
ルを送信してください。

防犯情報がほしい方
「bouhan-mobara-t@ktaiwork.jp」を宛名欄に記入し、空
メールを送信してください。

バーコード認識機能つきの携帯電話をお持ちの方 ◆
　バーコード認識機能がついた携帯電話をお持ちの方は、次の
二次元コードからもメールを送信できます。

　空メール送信後、まもなく登録完了のメールが届きます。こ
れで完了です。
※各メールは、下記のアドレスから配信されます。迷惑メー
ル対策として、携帯電話で受信拒否の設定を行っている場
合は、ドメイン「ktaiwork.jp」または下記のメールアドレ
スからメールが届くよう受信許可の設定をお願いします。

【登録完了メール】
　防災「bousai-mobara-admin@ktaiwok.jp」
　防犯「bouhan-mobara-admin@ktaiwork.jp」

【情報メール】
　防災情報「bousai-mobara@ktaiwork.jp」
　防犯情報「bouhan-mobara@ktaiwork.jp」

登録解除方法 ◆
　メール配信を解除したい場合は、配信登録用アドレス（防
災情報は「bousai-mobara-t@ktaiwork.jp」、防犯情報は
「bouhan-mobara-t@ktaiwork.jp」）にあてて、本文に半角
小文字で「bye」とだけ記入したメールを送信してください。送
信後しばらくすると、登録解除のメールが届きます。

災害時の連絡先
防災行政無線

　防災行政無線の内容を電話で再確認できます。
問 �☎0120-438-119　携帯電話、PHSからは☎22-7290

火災のお問い合わせ
問 �広域消防本部テレホンサービス　☎25-4411

災害にそなえて　災害伝言 171
災害伝言171の利用方法
　利用ガイダンスに従い伝言を録音・再生する。
※固定電話でも携帯電話でも利用可能。声を30秒吹き込め
ます。利用期限は2日間。
※被災者の電話番号は携帯電話やIP電話の番号は使えません。

 伝言の録音方法  伝言の再生方法

� 171にダイヤルする� � 171にダイヤルする

� ↓� ガイダンスが流れます� ↓

� 録音の場合1� � 再生の場合2

� ↓� ガイダンスが流れます� ↓

被災者の電話番号（市外局番から）

ガイダンスが流れます

 　　録音  再生　　

　　・○○○○です。� � （氏　　名）
　　・私は◇◇◇◇な状況です。� （健康状態）
　　・家族は☆☆☆☆な状況です。� （安否状態）
　　・家は△△△△な状況です。� （家屋の状態）
　　・□□□□に避難しています。� （避難場所）
　　・出社　できる／できない状況です。� （出社可否）
録音失敗も1録音になります。あせらず、おちついて

防災情報用二次元コード 防犯情報用二次元コード

●登録・防災情報に関するお問い合わせは、�
　総務課防災対策室　☎20-1519

●登録・防犯情報に関するお問い合わせは、�
　生活課　☎20-1505
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