
防災ラジオ（防災行政無線）
問 交通防災課 ☎0297-21-2180

防災ラジオの有償配布
　災害発生時において、市民などへ適切な防災情報をより
確実に伝達するため、地域情報配信システムの配信情報を
受信することができる防災ラジオを有償配布しています。
【機能】
　防災行政無線の放送内容が防災ラジオから合成音声で流
れます。平常時には、AM・FMラジオとして使用できます。
【特徴】
●�市内全域をカバーできる受信感度の高いポケットベル
280MHz周波数帯を利用します。

●�電源オフやAM・FM放送を受信している状態でも、緊急
情報が優先して流れます。

●�最後に受信した放送は何度でも繰り返し聞くことができ
ます。

●�電源は、ACアダプター（家庭用コンセント）または、単
三形乾電池（３本）を使用します。

●�防災情報などが流れるときには、照明が点灯します。
【申込方法】
　「防災ラジオ配布申込書」に必要事項を記入のうえ、交通
防災課またはさしま窓口センターにお持ちください（土・
日曜日、祝日を除く８：30～17：15）。
● 対　象　�市内に住所を有する世帯主（１世帯につき１台）、�

市内に事業所を有する事業主（１事業所につき１台）
●負担金　3,000円
　　　　　※�生活保護を受けているかたは、負担金が免除

になりますので、生活保護受給者証明書を必
ず添付してください。

緊急時に備えて
問 交通防災課 ☎0297-21-2180

119番のかけ方
①火事ですか・救急ですか?
　➡「火事です」「救急です」
②何が燃えていますか?
　➡「家が燃えています」
③住所はどこですか?
　➡「坂東市□□○○番地（○○宅）です」
④近くに何か、目標物がありますか?
　➡「○○小学校、○側です」
⑤逃げ遅れ、けが人はいませんか?
　➡「逃げ遅れ、けが人はわかりません」
⑥あなたの名前と、今お使いの電話番号を教えてください。
　➡「坂東一郎です。番号は○○-○○○○です」

携帯電話からの「119番」通報
　携帯電話などからの通報も、固定電話からの通報と同様
に、いばらき消防指令センターで受信します。ただし、県
境に近い場所からの通報の場合、他県の消防本部に接続さ
れることがありますが、受信した消防本部からいばらき消
防指令センターに転送されますので、電話は切らずにお待
ちください。
　なお、いばらき消防指令センターは、茨城県内ほぼ全域
からの119番緊急通報を受け付けますので、通報時には必
ず市町名から「○○市○○町○○番地」と伝えてください。

火災の発生状況の問い合わせ先
茨城西南広域消防本部テレホンサービス
☎0280-23-0119

住宅用火災警報器の義務化
　茨城西南地方広域市町村圏事務組合の火災予防条例によ
り、住宅には住宅用火災警報器等の設置が義務付けられて
います。住宅用火災警報器等は、消防設備取扱店、電気店、
ホームセンターなどで購入することができます。皆さんの
大切な命を守るものですので、必ず設置しましょう。

寸法（本体のみ）：幅18cm、高さ11cm、奥行き４cm
質量（本体のみ）：重量520g

災害に備えて災害に備えて

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
025024
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普通救命講習会
　心肺蘇生やAEDの使い方、けがの手当てなど、応急手当
ができるようになることを目的とした講習会です。大切な
人を、家族を、命を守るため、知識と技術を学びましょう。
●実 施 日　毎月１回　日曜日　９：00～12：00 
●会　　場　児童福祉センターなど
●対 象 者　高校生以上のかた
●講習内容　 応急手当の基礎知識、救命に必要な応急手当

の基礎実技（AEDの使用・人工呼吸・胸骨圧
迫・異物の除去など）

※一定の技能を習得されたかたに、修了証が交付されます。

災害対策
問 交通防災課 ☎0297-21-2180

非常持出品
①貴重品
　現金、権利証書、預金
通帳、認印、免許証、健
康保険証など（コピーを
とれるものはとっておき
ましょう）
②非常食品
　カンパン、缶詰など火
を通さないでも食べられ
るもの、飲料水など
③医薬品
　かぜ薬、傷薬、胃腸薬
など（病人やお年寄りの
常用薬を忘れずに）
④そのほか
　 下 着、タオル、軍 手、
紙おむつ、携帯ラジオ、
懐中電灯など（予備電池
は多めに）

NTT災害用伝言ダイヤル171
　大規模災害などが発生すると被災地への電話が集中し、
かかりづらくなります。NTTの「災害用伝言ダイヤル」を
利用すると、家族や親戚の安否確認・連絡などが「声の伝
言板」を通じてできます。全国どこからでも伝言の録音・
再生は可能です（契約一切不要）。
　災害用伝言ダイヤルがご利用可能な電話は、加入電話、公
衆電話および災害時にNTTが避難所などに設置する特設公衆
電話になります。携帯電話などからも利用できますが、詳し
くはご契約されている通信事業者へご確認をお願いします。
※ダイヤル式電話をお使いの場合には、ご利用になれません。

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
027026
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防災ラジオ（防災行政無線）
問 交通防災課 ☎0297-21-2180

防災ラジオの有償配布
　災害発生時において、市民などへ適切な防災情報をより
確実に伝達するため、地域情報配信システムの配信情報を
受信することができる防災ラジオを有償配布しています。
【機能】
　防災行政無線の放送内容が防災ラジオから合成音声で流
れます。平常時には、AM・FMラジオとして使用できます。
【特徴】
●�市内全域をカバーできる受信感度の高いポケットベル
280MHz周波数帯を利用します。

●�電源オフやAM・FM放送を受信している状態でも、緊急
情報が優先して流れます。

●�最後に受信した放送は何度でも繰り返し聞くことができ
ます。

●�電源は、ACアダプター（家庭用コンセント）または、単
三形乾電池（３本）を使用します。

●�防災情報などが流れるときには、照明が点灯します。
【申込方法】
　「防災ラジオ配布申込書」に必要事項を記入のうえ、交通
防災課またはさしま窓口センターにお持ちください（土・
日曜日、祝日を除く８：30～17：15）。
● 対　象　�市内に住所を有する世帯主（１世帯につき１台）、�

市内に事業所を有する事業主（１事業所につき１台）
●負担金　3,000円
　　　　　※�生活保護を受けているかたは、負担金が免除

になりますので、生活保護受給者証明書を必
ず添付してください。

緊急時に備えて
問 交通防災課 ☎0297-21-2180

119番のかけ方
①火事ですか・救急ですか?
　➡「火事です」「救急です」
②何が燃えていますか?
　➡「家が燃えています」
③住所はどこですか?
　➡「坂東市□□○○番地（○○宅）です」
④近くに何か、目標物がありますか?
　➡「○○小学校、○側です」
⑤逃げ遅れ、けが人はいませんか?
　➡「逃げ遅れ、けが人はわかりません」
⑥あなたの名前と、今お使いの電話番号を教えてください。
　➡「坂東一郎です。番号は○○-○○○○です」

携帯電話からの「119番」通報
　携帯電話などからの通報も、固定電話からの通報と同様
に、いばらき消防指令センターで受信します。ただし、県
境に近い場所からの通報の場合、他県の消防本部に接続さ
れることがありますが、受信した消防本部からいばらき消
防指令センターに転送されますので、電話は切らずにお待
ちください。
　なお、いばらき消防指令センターは、茨城県内ほぼ全域
からの119番緊急通報を受け付けますので、通報時には必
ず市町名から「○○市○○町○○番地」と伝えてください。

火災の発生状況の問い合わせ先
茨城西南広域消防本部テレホンサービス
☎0280-23-0119

住宅用火災警報器の義務化
　茨城西南地方広域市町村圏事務組合の火災予防条例によ
り、住宅には住宅用火災警報器等の設置が義務付けられて
います。住宅用火災警報器等は、消防設備取扱店、電気店、
ホームセンターなどで購入することができます。皆さんの
大切な命を守るものですので、必ず設置しましょう。

寸法（本体のみ）：幅18cm、高さ11cm、奥行き４cm
質量（本体のみ）：重量520g

災害に備えて災害に備えて

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　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ので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A

027
107

株式会社アシスト 御中

保険サービス エリアマップ4図 C‐2
各種保険についてご相談ください

株式会社アシスト
自動車保険・火災保険・地震保険・傷害保険・生命保険
各種保険対応いたします。
■坂東市逆井1820-93
■TEL:0280-82-1025 ■FAX:0280-82-1026
■営業時間／9:00～17:00 ■定休日／土・日曜日・祝日

あり（3台）

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済



地震対策
問 交通防災課 ☎0297-21-2180

　地震はいつ起こるかわかりません。いざというときの備
えが大切です。地震が発生したとき、被害を最小限に抑え
るには、一人ひとりがあわてずに適切な行動をとることが
重要です。いざというとき、落ち着いて行動できるよう、
日頃から地震に対する心構えを身に着け、各家庭において
地震への備えをしておきましょう。

地震から身を守る10か条
①まずわが身の安全をはかりましょう
　何よりも大切なのは命。地震が起きたら、まず第一に身
の安全を確保しましょう。
②すばやく火の始末、あわてず、さわがず、冷静に
　揺れがおさまったら、調理器具や暖房器具などの火を確
実に消しましょう。
③脱出口を確保しましょう
　建物内にいるときは、ドアや窓を閉めたままだと、建物
がゆがみ出入口が開かなくなることがあります。
④火が出たらまず消火を
　「火事だ！！」と大声で叫び、隣近所にも協力を求め、初
期消火に努めましょう。
⑤外に逃げるときはあわてずに
　外に逃げるときは、瓦やガラスなどの落下物に注意し、
落ち着いて行動しましょう。
⑥狭い路地、塀ぎわ、がけや川べりには近寄らない
　ブロック塀・門柱・自動販売機などは倒れやすいので注
意しましょう。
⑦がけ崩れ、山崩れ、津波に注意
　山間部や海岸地帯で地震を感じたら、早めに避難体制を
とりましょう。

⑧避難は徒歩で、荷物は最小限に
　避難場所には小中学校などが指定されています。車を使
わずに徒歩で避難しましょう。
⑨みんなで協力して応急救護を
　お年寄りや身体の不自由なかた、けが人などに声をかけ、
みんなで助け合いましょう。
⑩正しい情報をつかみ、余震を忘れない
　うわさやデマにまどわされない。テレビ
やラジオで正しい情報を取得しましょう。

交通
問 交通防災課 ☎0297-21-2180

県民交通災害共済
　交通事故で、災害を受けたかたを救済する制度です。市
に住民登録されているかたは、どなたでも加入できます。
対象となる事故は日本国内の道路上などを運行中の自動車、
バイク、自転車等の接触や衝突などによる死傷事故です。
　加入希望者は、会費を添えて交通防災課へお申し込みく
ださい。
●会　費　年間　大人900円、中学生以下500円
●見舞金　死亡　100万円
　　　　　傷害見舞金（治療日数に応じて）2〜30万円
　　　　　身障見舞金（1・2級該当）50万円

交番・駐在所管轄一覧表
●境警察署　住所：境町長井戸51-27　☎0280-86-0110

名称 住所 電話番号 地図座標
岩井地区交番 岩井2892-3 0297-35-0053 1図B-4
飯島駐在所 幸田1473-7 0297-35-4324 6図B-3
沓掛駐在所 沓掛4993-5 0297-44-0110 3図D-5
猫実駐在所 猫実1474-1 0297-39-2154 6図B-5
矢作駐在所 矢作42-4 0297-38-2110 7図C-3

操作手順 伝言の録音 伝言の再生
① 171をダイヤル 171

② 録音または再生を
選ぶ

【ガイダンス】
こちらは災害用伝言ダイヤルセンターです。録音されるかたは１、再生されるかたは２、暗証番号を利用する録音は３、暗証番号を
利用する再生は４をダイヤルしてください。
（暗証番号なし） （暗証番号あり） （暗証番号なし） （暗証番号あり）

１

３

２

４
【ガイダンス】
４桁の暗証番号をダイヤルしてください。

【ガイダンス】
４桁の暗証番号をダイヤルしてください。

×××× ××××

③ 被災地域のかたの
電話番号を入力

【ガイダンス】
被災地域のかたはご自宅の電話番号を、または、連絡を取りたい被災地域のかたの電話番号を市外局番からダイヤルしてください。

０×××－××－××××
④ 伝言の録音・再生 メッセージを話す メッセージを聞く

利用方法

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
029028
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　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ので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A

028
125

有限会社岩井安田保険企画 御中

保険サービス エリアマップ2図 C‐2
暮らしと企業を守る、地域の総合保険コンサルタント

有限会社岩井安田保険企画
地域の皆様へ、確かな安心と満足をお届けします。
自動車保険、火災保険、レクリエーション保険、生命保険、企業向け各種保険、他
■坂東市岩井4555
■TEL:0297-35-1253 ■FAX:0297-35-1816
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／土・日・祝日
■URL:https://iwaiyasuda.com/ ■E-mail:jsa.iwaiyasuda@gol.com あり（3台）

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済
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避難場所一覧表
問 交通防災課 ☎0297-21-2180

NO 名称 住所 電話番号 地図座標
1 岩井第一小学校 岩井2029-1 0297-35-0019 1図B-3
2 岩井第二小学校 辺田1172-7 0297-35-6524 2図E-2
3 弓馬田小学校 馬立30-1 0297-35-1351 5図E-3
4 飯島小学校 幸田新田1468-1 0297-35-3764 6図B-3
5 神大実小学校 猫実805 0297-39-2311 6図B-5
6 七郷小学校 矢作87-1 0297-38-2436 7図C-2
7 中川小学校 小山108 0297-38-2449 7図B-2
8 長須小学校 長須1243 0297-35-5518 5図C-4
9 七重小学校 借宿683-2 0297-34-2301 5図D-1
10 岩井中学校 上出島1053 0297-34-3141 1図A-1
11 東中学校 猫実1093-2 0297-39-2313 6図B-4
12 南中学校 矢作326 0297-38-2602 7図C-2
13 岩井公民館 岩井3108 0297-35-8800 1図B-5
14 飯島コミュニティセンターいなほの里 大口新田50 0297-39-2988 6図C-4
15 馬立コミュニティセンターふれあい館 馬立680 0297-35-7922 1図E-1
16 新町コミュニティセンターホロニック 岩井4624-8 0297-35-0192 2図C-1
17 莚打コミュニティセンター芽吹の郷 莚打711-1 0297-38-0079 7図C-3
18 神大実分館 猫実794-2 0297-30-1800 6図B-5
19 市民音楽ホール（総合文化ホールベルフォーレ）岩井5082 0297-36-1100 2図B-2
20 岩井球場 鵠戸255 0297-35-1716 1図A-5
21 総合体育館 岩井3086 0297-35-1711 1図A-5
22 坂東清風高等学校・岩井高等学校 岩井4319-1 0297-35-1667 1図D-5

23 岩井保健センター 弓田2145-1 0297-35-3121
（健康づくり推進課内） 5図E-3

24 児童福祉センター 岩井4326-1 0297-35-8844 1図C-5
25 岩井福祉センター夢積館 辺田48 0297-36-1901 2図E-5
26 七郷コミュニティセンターみどりのさと 矢作90-1 0297-38-2101 7図C-2
27 猿島幼稚園 沓掛6083-3 0297-44-3221 3図E-5
28 放課後児童クラブ生子館 生子2743-1 0280-88-0821 4図B-5
29 生子菅小学校 生子2219 0280-88-0001 4図B-5
30 逆井山小学校 逆井1825-30 0280-88-1527 4図B-2
31 沓掛小学校 沓掛3775 0297-44-2016 3図D-5
32 内野山小学校 内野山849 0297-44-3159 6図B-1
33 猿島中学校 山2807 0297-44-3211・0280-88-0907 3図A-1
34 猿島公民館 山2730 0297-44-3154・0280-88-0835 3図B-1
35 猿島体育館 山2724 0280-88-0596 3図B-1
36 猿島武道館 山2724 0280-88-0596 3図B-1
37 坂東総合高等学校 逆井2833-115 0280-88-1011 4図A-2
38 猿島保健センター 山2717-1 0297-44-3907・0280-88-0100 3図B-1
39 生子菅地区農業構造改善センター 生子新田879-1 0280-88-0900 4図B-5
40 西村公民館 沓掛2401 0297-44-2934 3図C-4
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地震対策
問 交通防災課 ☎0297-21-2180

　地震はいつ起こるかわかりません。いざというときの備
えが大切です。地震が発生したとき、被害を最小限に抑え
るには、一人ひとりがあわてずに適切な行動をとることが
重要です。いざというとき、落ち着いて行動できるよう、
日頃から地震に対する心構えを身に着け、各家庭において
地震への備えをしておきましょう。

地震から身を守る10か条
①まずわが身の安全をはかりましょう
　何よりも大切なのは命。地震が起きたら、まず第一に身
の安全を確保しましょう。
②すばやく火の始末、あわてず、さわがず、冷静に
　揺れがおさまったら、調理器具や暖房器具などの火を確
実に消しましょう。
③脱出口を確保しましょう
　建物内にいるときは、ドアや窓を閉めたままだと、建物
がゆがみ出入口が開かなくなることがあります。
④火が出たらまず消火を
　「火事だ！！」と大声で叫び、隣近所にも協力を求め、初
期消火に努めましょう。
⑤外に逃げるときはあわてずに
　外に逃げるときは、瓦やガラスなどの落下物に注意し、
落ち着いて行動しましょう。
⑥狭い路地、塀ぎわ、がけや川べりには近寄らない
　ブロック塀・門柱・自動販売機などは倒れやすいので注
意しましょう。
⑦がけ崩れ、山崩れ、津波に注意
　山間部や海岸地帯で地震を感じたら、早めに避難体制を
とりましょう。

⑧避難は徒歩で、荷物は最小限に
　避難場所には小中学校などが指定されています。車を使
わずに徒歩で避難しましょう。
⑨みんなで協力して応急救護を
　お年寄りや身体の不自由なかた、けが人などに声をかけ、
みんなで助け合いましょう。
⑩正しい情報をつかみ、余震を忘れない
　うわさやデマにまどわされない。テレビ
やラジオで正しい情報を取得しましょう。

交通
問 交通防災課 ☎0297-21-2180

県民交通災害共済
　交通事故で、災害を受けたかたを救済する制度です。市
に住民登録されているかたは、どなたでも加入できます。
対象となる事故は日本国内の道路上などを運行中の自動車、
バイク、自転車等の接触や衝突などによる死傷事故です。
　加入希望者は、会費を添えて交通防災課へお申し込みく
ださい。
●会　費　年間　大人900円、中学生以下500円
●見舞金　死亡　100万円
　　　　　傷害見舞金（治療日数に応じて）2〜30万円
　　　　　身障見舞金（1・2級該当）50万円

交番・駐在所管轄一覧表
●境警察署　住所：境町長井戸51-27　☎0280-86-0110

名称 住所 電話番号 地図座標
岩井地区交番 岩井2892-3 0297-35-0053 1図B-4
飯島駐在所 幸田1473-7 0297-35-4324 6図B-3
沓掛駐在所 沓掛4993-5 0297-44-0110 3図D-5
猫実駐在所 猫実1474-1 0297-39-2154 6図B-5
矢作駐在所 矢作42-4 0297-38-2110 7図C-3

操作手順 伝言の録音 伝言の再生
① 171をダイヤル 171

② 録音または再生を
選ぶ

【ガイダンス】
こちらは災害用伝言ダイヤルセンターです。録音されるかたは１、再生されるかたは２、暗証番号を利用する録音は３、暗証番号を
利用する再生は４をダイヤルしてください。
（暗証番号なし） （暗証番号あり） （暗証番号なし） （暗証番号あり）

１

３

２

４
【ガイダンス】
４桁の暗証番号をダイヤルしてください。

【ガイダンス】
４桁の暗証番号をダイヤルしてください。

×××× ××××

③ 被災地域のかたの
電話番号を入力

【ガイダンス】
被災地域のかたはご自宅の電話番号を、または、連絡を取りたい被災地域のかたの電話番号を市外局番からダイヤルしてください。

０×××－××－××××
④ 伝言の録音・再生 メッセージを話す メッセージを聞く

利用方法

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
029028
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