
▶歯科医師会休日診療所

夜間の急病対応は？

広報まえばしか群馬県柔道整復
師会ホームページをご覧ください。

対象：15歳未満のお子さんの保護者
　　　など
※IP電話やダイヤル回線等をご利用の
　方は、携帯電話からおかけください。

　夜間の急な発熱や風邪、体調不良など、比較
的軽症の患者に対応するため、前橋医療セン
ター1階に、夜間急病診療所を開設しています。

　お子さんの病気への対処方法や応急
処置などを電話で相談できます。急な発
熱、嘔吐、腹痛などで医療機関を受診す
べきか迷った時など、お電話ください。所在地：朝日町4丁目9-5

診療時間：毎日（夜間）午後8時～午前0時
※新型コロナウイルス感染症が収束するまでは
　午後11時まで。
※健康保険証、福祉医療費受給資格者証
　（中学生以下の人など）、お薬手帳、現金をご
　持参ください。

いざ！！
いざ！！

休みのときの急病対応は？

子どもの急病対応は？

前橋市医師会ホームページをご覧ください。

※休日当番医は、広報まえばしや当日の新聞
　でもご案内しています。

※日曜のみ営業。祝日は最寄りの薬局に問い
　合わせてください。

所在地：岩神町2丁目19-9
☎027-237-3685

 ホームページ
https://maebashi.gunma.
med.or.jp/kyukyu/

 ホームページ
http://www.maeshi.
or.jp/kyuujitsu/

 ホームページ
https://www.maeyaku.or.jp/
maekaiei/pharmacy/annai/
annai.html

 ホームページ
http://www.sekkotuin.
or.jp/kyujitu/
k-maebashi.html

所在地：紅雲町1丁目2-15
☎027-223-8400

▶休日薬局（前橋市薬剤師会会営薬局） ▶休日当番接骨院・整骨院

▶休日当番医
（内科、小児科、外科、婦人科、耳鼻科、眼科）

▶救急病院案内テレホンサービス
　（24時間体制）   ☎027-221-0099

▶夜間急病診療所 ☎027-243-5111 ▶子ども医療電話相談  ☎＃8000

火災・救急の場合はどうする？

自然災害から身を守るためには？

通報は119番へ

▶自動体外式除細動器（AED）について

▶携帯電話からの通報

▶火災発生情報テレフォンサービス ☎0180-99-2223
　前橋市消防局管内で発生中の火災情報をお知らせしています。

119番通報３つの原則
❶番号は確実に  　❷火事か救急かを先に　  ❸早く・正しく・慌てずに

AEDは、心肺停止状態となった人に使用し、心臓の動きを正常に戻すことを試みる機器
です。操作方法は、AEDから音声ガイダンスで指示が出ます。高度な専門知識は必要なく、
誰でも安心して使うことができます。

■AEDの設置場所・貸し出し

市有施設と市内コンビニエンスストア
のAEDの設置場所は、前橋市ホーム
ページをご覧ください。また、前橋市保
健所では、市内地域行事などにも無償
で貸し出しを行っています。

■防災ラジオの
　購入方法

対象：市内に住所がある個人や事業所
販売場所：まえばしCITYエフエム
☎：027-233-0845
FAX：027-233-1845
所在地：本町2丁目12－1 
　　　   ḰBIX 元気21まえばし1階
金額：1台 5,000円
販売時間：平日の午前9時～午後6時

　災害が発生した場合は、その場所を確認してから通報してください。場所が分からない
ときは、交差点や橋、公共施設、店舗などの目標物を伝えます。また、住所・目標・状況を
はっきりと正確に知らせましょう。正しい通報がより速い出動につながります。

大規模な災害の恐れのある
ときに自動的に起動し、まえば
しCITYエフエム（84.5MHz）
から災害情報を大音量でお
知らせ。緊急放送時には光
（LED）が点灯するので、夜間
に避難する際、明かりとして
利用できます。

学校屋上などのスピーカーから
災害情報を発信します。

　災害から身の安全を守るためには、情報収集手段を知ることが大事です。

▶防災行政無線 ▶防災ラジオ
（災害時の緊急放送）
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発生したら、どうする？ ！冷蔵庫は食料品備蓄庫と考える

☎171をダイヤルした後、ガイダンスに従ってください

　一般家庭では、冷蔵庫の中や買い置きの食料品が1～2
週間分あるといわれます。非常時には冷蔵庫→冷凍庫→
その他の食品のように、順序を考えて食べていきます。

！生活用水の重要性

　断水になると最も困るのが生活用水。万が一に備えて、
常に風呂に水を張っておきましょう。

！オール電化住宅の必需品
　停電に備えてカセットコンロ・ガスボンベを用意しておき
ましょう。ガスが供給されなくなった場合は、カセットコンロ
が役立ちます。

！ひとり暮らしの備蓄

　コンビニ利用の多いひとり暮らしは、カップ麺やレトルト
食品、スナック菓子などをいつもより少し多めに買い置き
しておきましょう。

■使用期限をチェック！
電池、薬、使い捨てカイロなどにも使用期限があります。定期的に点検しましょう。

災害避難 災害避難

　大災害のときに、被災地との通話が困難になった
場合、災害用伝言ダイヤルが使用できます。

▶災害用伝言ダイヤル（171）について

●NTTドコモ　http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
●KDDI（au）　http://dengon.ezweb.ne.jp/
●ソフトバンク／ワイモバイル　http://dengon.softbank.ne.jp/

災害発生時などに、携帯電話を利用して安否情報を登録でき、携帯
電話やパソコンから確認することができます。

▶災害用伝言版サービス

防犯情報、防災情報、気象情報、市政情報、
火災情報を配信します。
〇登録方法
　　携帯電話やパソコンで次のメールアドレスにメールを
　送信してください。
　メールアドレス

touroku.maebashi-city@raiden.ktaiwork.jp

▶まちの安全ひろメール

アカウント名：maebashi_anzen
▶前橋市まちの安全twitter

正しい情報の収集と
自主的な避難を

　ラジオ・テレビで最新の災
害情報に注意をしましょう。
山間部や浸水のおそれのあ
る地域に住んでいる人は早
めに避難しましょう。

　増水した川や田んぼの様
子を見に行くのは大変危険
です。絶対にやめましょう。

　避難所までの経路は、事前
に確認しておきましょう。避難
所へ向かう道は、狭い路地や
壁ぎわ、川べりなどは避けま
しょう。

　避難する前に、ブレーカー
を落としガスの元栓を締め
ましょう。また、避難先や安否
情報を書いた
連絡メモを残し
ておきましょ
う。

　一人当たり3日分の食料等
が必要とされています。各自・
各家庭での備蓄を計画的に
行いましょう。

避難所へ徒歩で避難して
ください。車での避難は緊
急車両の通行を妨げる原
因となりますので、やめま
しょう。

　子どもやお年寄り、体の不自
由な人などは、避難に時間がか
かります。近所のお年寄りなど
の避難に協力をしま
しょう。また、日本語が
不自由な外国人の避
難に協力しましょう。

　もし避難に遅れ、危険が
迫ってきた場合は、近くの丈
夫な建物や自宅の2階以上に
避難しましょう。

危険な場所には
近づかない

事前に避難経路の
確認を 避難する前には

備蓄の備えを 車での避難は控えて 子どもやお年寄りなどの
避難に協力を 避難に遅れた場合には

こんなものを備蓄しておこう

非常食
レトルトご飯、缶詰、菓子など

水
飲料水は
1人1日3Lが目安

日用品
カセットコンロ、薬、救急箱、ラップ、
ティッシュペーパー、乾電池など

防災情報サービスを知っておこう

いますぐできる日常備蓄をしておこう

いざ！！
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避難所いざ！
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避難所いざ！！
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避難所いざ！！
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マイタイムラインシートを作成

避難所・避難場所について

　余裕を持って安全に避難するために、いざという時の自分の行動を考えておきましょう。一人ひとりで、家族で、
地域で、それぞれのルールを決めておくとよいでしょう。

避難について

・台風に関する情報
・雨に関する情報
・早期注意情報（警戒級の可能性）

・大雨・洪水注意報

・大雨・洪水警報
（上流域での大雨特別警報）

・避難準備・高齢者等避難開始

・避難勧告・避難指示（緊急）

・災害発生情報

3日前ー

2日前ー

1日前ー

半日前ー

主に市役所、市民サービスセンター・地区
公民館等。台風の直撃が予想されるなど、
現実に災害が発生する前に開設します。

①自主避難所
　主に公園。地震や土砂災害が発生した
場合に命を守る為、一時的に避難する場
所です。

②●指定緊急避難場所（一次避難所）
　主に学校の体育館。災害発生後の一定
期間、避難者が生活する場所になります。

③▲指定避難所（二次避難所）
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マイ・タイムライン

▶‥ 備えの例

▶今後の台風情報を
   調べ始める

▶避難する時に持って行くものを準備する
▶携帯電話を充電する
▶ハザードマップで避難所、
   避難手段を確認する

▶安全なところへ避難する

▶１週間分の薬を病院に受け取りに行く
▶家の周りに風で飛ばされるようなもの　　
はないか確認する

▶地域の気象情報や災害情報を調べ始める

d

※dボタンの位置はメーカーに
　よって異なります

氾濫発生

いざ！！

「避難」とは「難」を「避」けることです。
安全な場所にいる人は、避難所に行く
必要はありません

！

避難先は小中学校・公民館等だけではありません。
安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう

！
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マイタイムラインシートを作成

避難所・避難場所について

　余裕を持って安全に避難するために、いざという時の自分の行動を考えておきましょう。一人ひとりで、家族で、
地域で、それぞれのルールを決めておくとよいでしょう。
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・大雨・洪水警報
（上流域での大雨特別警報）

・避難準備・高齢者等避難開始

・避難勧告・避難指示（緊急）

・災害発生情報

3日前ー
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1日前ー

半日前ー

　主に市役所、市民サービスセンター・地区
公民館等。台風の直撃が予想されるなど、
現実に災害が発生する前に開設します。

①自主避難所
　主に公園。地震や土砂災害が発生した
場合に命を守る為、一時的に避難する場
所です。

②●指定緊急避難場所（一次避難所）
　主に学校の体育館。災害発生後の一定
期間、避難者が生活する場所になります。

③▲指定避難所（二次避難所）
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▶‥ 備えの例

▶今後の台風情報を
   調べ始める

▶避難する時に持って行くものを準備する
▶携帯電話を充電する
▶ハザードマップで避難所、
   避難手段を確認する

▶安全なところへ避難する

▶１週間分の薬を病院に受け取りに行く
▶家の周りに風で飛ばされるようなもの　　
はないか確認する

▶地域の気象情報や災害情報を調べ始める

d

※dボタンの位置はメーカーに
　よって異なります

氾濫発生

いざ！！

「避難」とは「難」を「避」けることです。
安全な場所にいる人は、避難所に行く
必要はありません

！

避難先は小中学校・公民館等だけではありません。
安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう

！

●指定緊急避難場所（一次避難所） ※市外局番（027）です。 （令和2年8月現在）

NO 施設・場所名 住所 連絡先 地図座標

1 県立前橋女子高等学校 紅雲町2-19-1 221-4188 P13-D-4
2 楽歩道前橋公園 大手町一丁目、三丁目地内、他 231-0002 P13-D-4
3 保健センター　 朝日町三丁目36-17 223-8844 P13-D-3
4 県立前橋商業高等学校 南町4-35-1 221-4486 P13-E-4
5 前橋市総合福祉会館 日吉町二丁目17-10 237-0101 P13-D-3
6 県立勢多農林高等学校 日吉町2-25-1 231-2403 P13-D-3
7 日吉町１号公園 日吉町一丁目地内 210-2010 P13-D-3
8 県立前橋清陵高等学校 文京町2-20-3 221-3073 P13-E-3
9 敷島公園 川原町、敷島町、上小出町地内 210-2010 P13-D-4

10 上小出国体公園 上小出町地内 210-2010 P13-D-4
11 昌賢学園まえばしホール 南町3丁目62-1 221-4321 P13-E-4
12 群馬大学共同教育学部附属小学校 若宮町2-8-1 231-5725 P13-D-4
13 群馬大学共同教育学部附属特別支援学校 若宮町2-8-1 231-1384 P13-D-4
14 山形公園 三俣町三丁目地内 210-2010 P13-D-3
15 大島公園 天川大島町地内 210-2010 P13-E-3
16 八幡山公園 朝倉町四丁目地内 210-2010 P13-E-3
17 上川淵公民館 後閑町35 265-0455 P13-E-3
18 県立前橋南高等学校 亀里町1 265-2811 P13-E-3
19 ヤマト市民体育館前橋 上佐鳥町460-7 265-0900 P13-E-3
20 前橋工科大学 上佐鳥町460-1 265-0111 P13-E-3
21 前橋工科大運動場 上佐鳥町460-1 265-0111 P13-E-3
22 ひろせ老人福祉センター 広瀬町2-16 261-0880 P13-E-3
23 下川淵公民館 鶴光路町59-3 265-0651 P13-E-3
24 県立群馬産業技術センター 亀里町884-1 290-3030 P13-E-3
25 芳賀公民館 鳥取町817 269-6724 P13-D-3
26 芳賀公園 小坂子町地内 210-2010 P13-D-3
27 桂萱公民館 上泉町141-3 261-0111 P13-D-3
28 群馬大学共同教育学部附属中学校 上沖町612 231-4651 P13-D-3
29 荻窪南公園 荻窪町地内 210-2010 P13-D-3
30 登利平桃ノ木川グラウンド 東片貝町417-4 210-2010 P13-D-3
31 前橋こども公園 西片貝町五丁目地内 210-2010 P13-D-3
32 県立前橋高等学校 下沖町321-1 232-1155 P13-D-3
33 県立前橋工業高等学校 石関町137-1 264-7100 P13-D-3
34 東公民館 箱田町543-1 251-2598 P13-E-4
35 東ふれあい公園 箱田町544-1 210-2010 P13-E-4
36 新前橋公園 新前橋町地内 210-2010 P13-E-4
37 大利根中央公園 大利根町一丁目地内 210-2010 P13-E-4
38 大利根緑地多目的広場 下新田町地内 254-0903 P13-E-4
39 元総社公民館 元総社町三丁目1-1 251-2243 P13-D-4
40 おおとも老人福祉センター 大友町1丁目12-10 252-3077 P13-D-4
41 さくら公園 大友町一丁目地内 210-2010 P13-D-4
42 明神東公園 元総社町地内 210-2010 P13-D-4
43 群馬工業高等専門学校 鳥羽町580 254-9000 P13-E-4
44 利根川ダム統合管理事務所 元総社町593-1 251-2021 P13-D-4
45 大渡公園 大渡町二丁目地内 210-2010 P13-D-4
46 総社公民館 総社町総社1583-2 251-4933 P13-D-4
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▲指定避難所（二次避難所） ※市外局番（027）です。
※指定避難所に関する問い合わせは代表（224-1111）へ

●指定緊急避難場所（一次避難所） ※市外局番（027）です。

（令和2年8月現在）

（令和2年8月現在）

NO 施設・場所名 住所 管理担当連絡先 避難対象地区 地図座標

1 桃井小学校 大手町二丁目16-4 221-3466
大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、本町一丁目、本町二丁目、
紅雲町一丁目、紅雲町二丁目、千代田町一丁目、千代田町二丁目、
千代田町三丁目、千代田町四丁目、千代田町五丁目

P15-D-4

2 中川小学校 三河町2丁目1-3 224-3819 本町三丁目、三河町一丁目、三河町二丁目、　朝日町一丁目、朝日
町二丁目、朝日町三丁目、朝日町四丁目 P15-D-3

3 敷島小学校 昭和町1丁目22-8 231-2634 昭和町一丁目、昭和町二丁目、昭和町三丁目、下小出町一丁目、 
下小出町二丁目（国道17号以西） P15-D-4

4 城南小学校 六供町1丁目13-2 221-2789 南町四丁目、六供町、六供町一丁目、六供町四丁目 P15-E-4

5 城東小学校 城東町1丁目35-7 231-2251 城東町一丁目、城東町二丁目、城東町三丁目、城東町四丁目、城東町
五丁目、日吉町一丁目、日吉町二丁目、三俣町一丁目、三俣町二丁目 P15-D-3

6 若宮小学校 若宮町4丁目12-24 231-3881 若宮町三丁目、若宮町四丁目、国領町一丁目、国領町二丁目 P15-D-4
7 天川小学校 文京町3丁目18-4 221-5991 文京町一丁目、文京町二丁目、文京町三丁目、天川原町、天川原町一丁目 P15-E-3

8 岩神小学校 岩神町4丁目4-1 231-6162 岩神町三丁目、岩神町四丁目、敷島町、緑が丘町、上小出町一丁
目、上小出町二丁目 P15-D-4

9 第一中学校 南町1丁目20-5 224-7731 表町一丁目、表町二丁目、南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目 P15-E-4

10 第三中学校 平和町2丁目13-24 231-1405 住吉町一丁目、住吉町二丁目、平和町一丁目、平和町二丁目、岩神町
一丁目、岩神町二丁目 P15-D-4

11 みずき中学校 日吉町3丁目9-2 231-3575 日吉町三丁目、日吉町四丁目、若宮町一丁目、若宮町二丁目、三俣町
三丁目 P15-D-3

12 第五中学校 文京町3丁目20-5 221-5975 文京町四丁目、天川大島町一丁目、天川大島町(北部)、天川町 P15-E-3
13 ヤマダグリーンドーム前橋 岩神町1丁目2-1 235-2000 避難対象地区を定めてない。 P15-D-4
14 市民文化会館 南町三丁目62-1 221-4321 避難対象地区を定めてない。 P15-E-4
15 広瀬小学校 広瀬町3丁目19 263-2236 広瀬町三丁目、西善町（北部） P15-E-3
16 山王小学校 山王町160-1 266-5171 山王町、山王町一丁目、山王町二丁目、中内町、東善町、西善町（東部） P15-E-3
17 わかば小学校 朝倉町165-1 261-7775 朝倉町一丁目、朝倉町二丁目、朝倉町三丁目、朝倉町四丁目 P15-E-3
18 上川淵小学校 朝倉町466 265-0650 朝倉町、後閑町 P15-E-3
19 第七中学校 宮地町260-1 265-0946 下佐鳥町、宮地町、公田町、亀里町、房丸町、西善町（西部） P15-E-3
20 春日中学校 上佐鳥町207 265-1941 上佐鳥町、橳島町 P15-E-3
21 ヤマト市民体育館前橋 上佐鳥町460-7 265-0900 避難対象地区を定めてない。 P15-E-3
22 広瀬中学校 後閑町437-1 265-3755 広瀬一丁目、広瀬町二丁目 P15-E-3
23 下川淵小学校 鶴光路町38-1 265-0656 横手町、鶴光路町、新堀町、下阿内町、力丸町、徳丸町、下川町 P15-E-3

NO 施設・場所名 住所 連絡先 地図座標

47 王山運動場 総社町一丁目8-2 252-1501 P13-D-4
48 総社2号団地公園 総社町一丁目地内 210-2010 P13-D-4
49 総社町5号公園 高井町一丁目地内 210-2010 P13-D-4
50 下小出中央公園 下小出町二丁目地内 210-2010 P13-D-4
51 南橘公民館 日輪寺町158 231-2376 P13-D-4
52 しきしま老人福祉センター 荒牧町1154-1 233-2121 P13-D-4
53 群馬大学 荒牧町4-2 220-7111 P13-D-4
54 関根公園 関根町三丁目地内 210-2010 P13-D-4
55 市立前橋高等学校 上細井町2211-3 231-2738 P13-D-3
56 北部運動場 上細井町2127-4 265-0900 P13-D-3
57 清里公民館 青梨子町339 251-9005 P13-D-5
58 県立前橋西高等学校 清野町180 251-8686 P13-D-5
59 清里方面運動場 青梨子町591 265-0900 P13-D-4
60 市立前橋特別支援学校 東上野町459-1 260-3001 P13-D-3
61 コーエィ前橋フットボールセンター 下増田町277 265-0900 P13-E-2
62 神沢の森公園 神沢の森地内 210-2010 P13-D-2
63 日本キャンパック大室公園 西大室町、東大室町地内 268-4910 P13-D-2
64 城南工業団地公園 東大室町地内 210-2010 P13-E-2
65 城南公民館 二之宮町1320 268-2111 P13-E-2
66 永明公民館(東部地区農村環境改善センター) 小屋原町1857-3 266-5775 P13-E-3
67 県立前橋東高等学校 江木町800 263-2855 P13-E-3
68 前橋総合運動公園 荒口町、荒子町、二之宮町地内 268-1911 P13-E-2
69 Gスポーツ大胡体育館 河原浜町478 283-0118 P13-D-2
70 宮城体育館 鼻毛石町1561 283-8735 P12-C-2
71 消防団第18分団4部 粕川町新屋350 220-4504 P13-D-2
72 膳城跡公園 粕川町膳地内 210-2010 P13-D-1
73 富士見公民館 富士見町田島866-1 288-6111 P12-C-3
74 富士見地区農村環境改善センター 富士見町小暮104-1 288-8780 P12-C-3
75 SUBARUふれあいの森 赤城 あかぎ木の家 富士見町赤城山1-2 287-8806 P12-B-2
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NO 施設・場所名 住所 管理担当連絡先 避難対象地区 地図座標

24 芳賀小学校 勝沢町719 269-5826 勝沢町、鳥取町、小神明町、端気町、高花台一丁目 P15-D-3
25 芳賀中学校 鳥取町796 269-5829 小坂子町、五代町、高花台二丁目、嶺町、金丸町 P15-D-3
26 桂萱小学校 上泉町178 231-3015 上泉町 P15-D-3
27 桃木小学校 上沖町732-1 233-2963 上沖町、下沖町、幸塚町 P15-D-3
28 桂萱東小学校 堤町471 269-0935 亀泉町、荻窪町、堀之下町、堤町、江木町 P15-D-3

29 桃瀬小学校 西片貝町3丁目343 224-5790 東片貝町、西片貝町三丁目、西片貝町四丁目、西片貝町五丁目、天
川大島町二丁目、天川大島町三丁目、野中町 P15-D-3

30 桂萱中学校 上泉町175 231-3066 西片貝町一丁目、西片貝町二丁目、石関町 P15-D-3
31 東小学校 箱田町1452-1 251-6421 箱田町、後家町、江田町 P15-E-4
32 大利根小学校 大利根町2丁目12-1 252-8111 大利根町一丁目、大利根町二丁目 P15-E-4
33 新田小学校 上新田町1160 252-1833 上新田町、下新田町 P15-E-4

34 東中学校 光が丘町3 251-5491 小相木町、小相木町一丁目、古市町、古市町一丁目、朝日が丘町、光
が丘町、新前橋町 P15-E-4

35 箱田中学校 前箱田町396-1 252-5711 前箱田町、前箱田町二丁目、川曲町、稲荷新田町、青葉町 P15-E-4

36 元総社小学校 元総社町1丁目33-11 251-2181
元総社町（国道17号以北、県道127号以南）、元総社一丁目、大友
町一丁目、大友町二丁目、大友町三丁目、石倉町、石倉町二丁目、石
倉町三丁目、石倉町四丁目、石倉町五丁目

P15-D-4

37 元総社南小学校 元総社町80-2 251-2790 元総社町（国道17号以南）、石倉町、石倉町一丁目、石倉町二丁目、
下石倉町、鳥羽町 P15-D-4

38 元総社北小学校 総社町総社3149 253-0026 総社町総社（県道15号以南）、元総社町二丁目、元総社町三丁目、問
屋町一丁目、問屋町二丁目 P15-D-4

39 元総社中学校 総社町総社3060 253-5481 元総社町（県道127号以北） P15-D-4

40 総社小学校 総社町総社1625 251-6662 総社町総社（JR上越線以東）、総社町一丁目、総社町二丁目、総社
町三丁目、大渡町一丁目、大渡町二丁目 P15-D-4

41 勝山小学校 総社町植野123 253-2456 総社町植野、総社町桜が丘 P15-D-4

42 第六中学校 総社町総社1762-1 251-6661 総社町総社（JR上越線以西、県道15号以北）、総社町高井、高井
町一丁目、総社町四丁目 P15-D-4

43 細井小学校 下細井町67-1 231-1780 北代田町、下小出町二丁目（国道17号以東）、龍蔵寺町、下小出
町三丁目 P15-D-4

44 桃川小学校 荒牧町1丁目46-11 231-1779 荒牧町、荒牧町一丁目、日輪寺町、川端町、田口町（国道17号以
東）、関根町一丁目 P15-D-4

45 荒牧小学校 荒牧町4丁目9-2 233-3080 荒牧町二丁目、荒牧町三丁目、荒牧町四丁目、田口町（国道17号以
西）、関根町二丁目、関根町三丁目、川原町 P15-D-4

46 南橘中学校 荒牧町975 231-5351 上小出町三丁目、青柳町、南橘町 P15-D-4
47 鎌倉中学校 上細井町2130 234-5757 上細井町、下細井町 P15-D-3
48 清里小学校 青梨子町446 251-9006 池端町、上青梨子町、青梨子町、清野町 P15-D-5
49 永明小学校 上大島町655 261-0409 上大島町、女屋町、上長磯町、東上野町、天川大島町（南部） P15-E-3
50 駒形小学校 駒形町1172 266-0028 駒形町、下増田町 P15-E-3
51 荒子小学校 荒子町1240 268-2913 下大屋町、泉沢町、富田町、神沢の森 P15-D-2
52 大室小学校 西大室町2817 268-2900 西大室町、東大室町 P15-D-2
53 二之宮小学校 二之宮町1841 268-2251 飯土井町、新井町、二之宮町 P15-E-2
54 笂井小学校 笂井町1160 266-0068 笂井町、小屋原町、上増田町 P15-E-2
55 木瀬中学校 小屋原町1811-1 266-0069 小島田町、下長磯町、下大島町 P15-E-3
56 荒砥中学校 荒子町1338 268-2004 荒口町、荒子町、今井町、鶴ヶ谷町 P15-E-2
57 大胡小学校 堀越町1161 283-2064 茂木町、大胡町 P15-D-2
58 滝窪小学校 滝窪町185-1 283-2056 滝窪町、横沢町 P15-D-2
59 滝窪小学校金丸分校 東金丸町136-1 283-4420 東金丸町 P15-C-3
60 大胡東小学校 河原浜町870-1 280-2332 河原浜町、樋越町、上大屋町 P15-D-2
61 大胡中学校 堀越町1152 283-2004 堀越町 P15-D-2
62 大胡公民館 河原浜町480 283-0118 ※土砂災害の恐れがある場合に開設 P15-D-2
63 宮城小学校 鼻毛石町1507-1 283-2327 鼻毛石町（県道101号以南）、大前田町、馬場町 P15-D-2
64 宮城中学校 鼻毛石町1564-1 283-2326 鼻毛石町（県道101号以北）、柏倉町、市之関町、三夜沢町、苗ヶ島町 P14-C-2
65 宮城公民館 鼻毛石町1711-8 283-6886 ※土砂災害の恐れがある場合に開設 P14-C-2
66 粕川小学校 粕川町女渕521-2 285-2004 粕川町稲里、粕川町新屋、粕川町込皆戸、粕川町深津、粕川町女渕 P15-D-1
67 月田小学校 粕川町月田273-1 285-2011 粕川町中之沢、粕川町室沢、粕川町月田 P15-D-1

68 粕川中学校 粕川町西田面138 285-2027 粕川町西田面、粕川町前皆戸、粕川町上東田面、粕川町下東田面、
粕川町一日市、粕川町中、粕川町膳 P15-D-1

69 原小学校 富士見町原之郷1933-1 288-2022 富士見町横室､富士見町原之郷､富士見町米野 P14-C-4
70 時沢小学校 富士見町時沢3164-1 288-2009 富士見町時沢､富士見町小暮（南部） P14-C-3
71 石井小学校 富士見町石井546-1 288-2615 富士見町石井(天神平を除く)､富士見町市之木場､富士見町山口 P14-C-3

72 白川小学校 富士見町小暮2425-63 288-2624 富士見町赤城山（南部）､富士見町皆沢､富士見町石井（天神平）
富士見町小暮（北部） P14-C-3

73 赤城少年自然の家 富士見町赤城山1-2 287-8227 富士見町赤城山（大洞） P14-B-2
74 富士見中学校 富士見町田島954-1 288-2620 富士見町田島､富士見町引田､富士見町小沢､富士見町漆窪 P14-C-3
75 富士見公民館 富士見町田島866-1 288-6111 ※土砂災害のおそれがある場合に開設 P14-C-3
76 大渡体育館 大渡町2-3-11 253-7811 ※避難対象地区を定めていない P15-D-4
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日常に新しい生活様式をとりいれましょう

あなたの日々の心がけが感染症予防につながります

心がけることで、ご自身のみならず、大事な家族や友人、隣人の命を
守ることにつながります。できることから取り入れてみましょう。

新型コロナウイ
ルス

いざ！！
いくつ出来てますか？チェックしましょう

通販を利用

1人または少人数ですいた時間に

電子決済の利用

サンプルなど展示品への接触は控えめに

買い物は…

会話は控えめに

混んでいる時間帯は避けて

徒歩や自転車利用も併用する

公共交通機関の利用は…

冠婚葬祭などの親族行事

持ち帰りや出前、デリバリーも

屋外空間で気持ちよく

大皿は避けて、料理は個々に

対面ではなく横並びで

料理に集中、おしゃべりは控えめに

お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

テレワークやローテーション勤務

時差勤務でゆったりと

オフィスはひろびろと

会議はオンライン

対面での打合せは換気とマスク

食事は…

娯楽・スポーツは…
「感染防止の 3 つの基本」

手洗いは、30秒程度かけ流水と石鹸
でていねいに洗う。

❸身体的距離の確保

外出時、屋内にいる時や会話をする
時、症状が無くてもマスクを着用する。
熱中症や2歳以下のお子さんの窒息な
どに気を付けましょう。

❷マスクの着用

人との間隔はできるだけ2m空ける。
会話する時は、可能な限り真正面を避
ける。

❶身体的距離の確保

新型コロナウイルスに関する相談窓口

窓口名

前橋市受診・相談センター

群馬県受診・相談センター

午前8時30分～午後9時
（土・日曜、祝日を含む）

24時間対応
（土・日曜、祝日を含む）

受付時間 電話番号

　027-220-1151

　0570-082-820 多人数での会食は避けて

発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

症状のある人は、まずはお医者さんに電話を！

　発熱などの症状がある人は、直接医療機関を受診せず、まずはかかりつけ医などに
電話で相談をしてください。かかりつけ医がいない人や電話する医療機関に迷う人は、
受診・相談センターへ電話をしてください。
　なお、感染拡大防止のため、受診の際はマスクの着用にご協力をお願いします。

※この掲載内容は、令和2年10月時点のものです。詳しくは、市公式ホームページをご覧ください。

■働き方のスタイルもチェック！

公園はすいた時間、場所を選ぶ

筋トレやヨガは、十分に人との間隔を　
もしくは自宅で動画を活用

ジョギングは少人数で

すれ違いのときは距離を

狭い部屋での長居はしない

歌や応援は、十分な距離かオンラインで
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熱中症や2歳以下のお子さんの窒息な
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人との間隔はできるだけ2m空ける。
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