




R2.4.27現在

℡: 0883-79-2146 ℡: 0883-79-5445

　日替わり野菜弁当 540円～ 　肉おろしぶっかけ 650円

　お刺身付き弁当 1,600円～ 　天ぷらぶっかけ 630円

　にぎり寿司弁当 2,700円～ 　とり天うどん 710円

　※前日・正午までにご予約ください。 　※テイクアウトのみです。

　※お弁当は2個以上で注文ください。 　※受付時間は10:30～14:30です。

　※配達は午後2時までならOKです。 　※定休日は月曜日、水曜日です。

℡: 0883-82-2359 ℡: 090-4787-0337

　弁当、寿司 550円～ 　串カツ10本盛り 1,250円

　法要仕出し 3,500円～ 　串カツ5本盛り 650円

　宴会料理 2,000円～ 　お好み焼き 600円

　※5個以上配達相談承ります。 　※テイクアウトのみになります。

　※前日までにご予約ください。 　※受付はお昼12時まで、お渡しは17時半からになります。

　※予算に応じて、メニュー相談承ります。 　※メニュー等、詳細はお問い合わせください。

℡: 0883-82-1333 ℡: 0883-83-9006

　行楽弁当 1,500円～ 　チャーハン弁当 850円　

　会席折詰 3,000円～ 　中華弁当 800円　

　オードブル 4,000円～ 　中華オードブル 3,500円～

　※配達相談承ります。 　※配達相談承ります。

　※予算に応じて、各種弁当・折詰有。 　※3時間前までにご予約ください。

　※前日までにご予約ください。 　※他にもメニューございます。お問い合わせください。

℡: 0883-82-3622 ℡: 0883-79-5575

　中華弁当 500円～ 　税込 　きまぐれ弁当 500円　

　テイクアウト 410円～ 　税別 　とくとく弁当 500円　

　※お弁当は3つから配達相談承ります。 　週替わり弁当 500円　

　※山間部の配達は行っておりません。 　※5個以上から配達相談承ります。

　※混み具合によって、配達が出来ない場合があります。 　※前日16時までにご予約ください。

　※HPはこちら→ https://kikkarou.com/ 　※数量限定で店頭でも販売しています。

東みよし町のテイクアウト・配達可能飲食店情報

おいしいお店のごはんを
いつもの食卓で！
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　　　　　　　　裏もあります！

税
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かめのや うどんの穂

高砂 串カツ 笑味寿

酒菜 虎ノ介 中華飯店 龍

中華料理 菊花楼 （有）梶乃



℡: 0883-76-1195 ℡: 0883-82-6005

　台湾ルーローハン 1,000円 　ピザ 690円～

　シンガポール海南鶏飯 1,000円 　ぷりずんライス 730円～

　ハワイ　ロコモコ 1,000円 　弁当 480円～

　※2個以上から配達相談承ります。 　※テイクアウトのみになります。

　※その他メニューあります、お気軽にご連絡ください。 　※営業時間は11時～20時まで。

　※電話注文は朝9時から受け付けております。

℡: 0883-82-5603 ℡: 0883-82-2562

　オードブル 5,400円～ 　寿し盛り合わせ 1,080円～

　弁当 1,080円～ 　さば棒寿し 970円～

　各種単品 430円～ 　巻き寿し 430円～

　※テイクアウトのみになります。 　※配達相談承ります。

　※オードブル、弁当は2日前までにご予約ください。 　※前日までにご予約ください。

　※他にもメニューございます。お問い合わせください。 　※オードブル・皿鉢等、予算によって相談承ります。

℡: 0883-82-1040 ℡: 0883-82-2188

　各種サンドイッチ 500円～ 　花びし弁当 1,250円

　ハンバーグ定食 700円～ 　幕の内弁当 1,000円

　アジフライ定食 500円～ 　チキン南蛮弁当 900円

　※テイクアウトのみです。 　※テイクアウトのみです。

　※受付時間は11時～16時です。 　※予約は1時間前にお願いします。

　※他にもメニューございます。お問い合わせください。 　※他にもメニューございます。お問い合わせください。

℡: 0883-87-8671 ℡: 0883-82-3169

　定食 980円～

　丼 550円～

　単品メニュー 400円～

　※お買い上げ5,000円以上から配達相談承ります。 　※テイクアウトのみです。

　※5品以上のご注文の際は、事前にご予約ください。 　※テイクアウトは16:30～19:00です。

　※他にもメニューございます。お問い合わせください。 　※1人前5本で、注文は5本単位でお願いします。
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※当紙は東みよし町HPでも掲載されています。
※予告なく変更になる可能性があります、ご了承ください。
※記載内容以外のメニューや条件、営業時間、定休日等はお店によって異なります。直接お店
　に電話でご確認ください。
※掲載希望の事業者様がいらっしゃいましたら、東みよし町商工会（0883-82-2177）ま
　でお問い合わせください。

東みよし町商工会
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　手羽（5本入り） 440円 税込

食奏 まぁ庵 童楽Bar ぷりずん

和風dining 華兆 御料理 松竹

ダッグ・アウト 居食屋 花びし

大黒屋笑弌



新型コロナウイルスによる感染症にかかる緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見

えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないという状況の下、医療現場をはじめとし

て全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕

組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
◎ 支給対象者
・基準日（令和２年４月 27 日）に、市区町村の住民基本台帳に記録されている方。

（基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、

いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区

町村の住民基本台帳に記録されることとなった方を含みます。）

※外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため対象外

です。
◎ 給付金額
・世帯構成員１人につき 10 万円

◎配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和２年４月 27 日以前に今お住まい

の市区町村に住民票を移すことができない方は、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓

口に「申出書」を提出していただくと、以下の措置が受けられます。

① 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取る

ことができます。今お住まいの市区町村に申請を行っていただきます。

② 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主（配偶者など）からの申請が

あっても支給しません。

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】

次の①～③のいずれかに該当する方

①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関（配偶者暴

力相談支援センター、一定条件を満たす民間支援団体、市町村等）の確認書が発行されていること

③令和２年４月 28 日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援

措置」の対象となっていること

詳しくは、東みよし町役場総務課特別定額給付金担当（0883-82-6303）または、お住まいの市区町村の

担当窓口にお問い合わせください。

☆感染拡大防止のため、できうるかぎり来庁することは避け、同封の
返信用封筒により申請してください。



給付金の

サギに注意!!

●通帳
●キャッシュカード

「怪しいな？」と思ったら遠慮なくご相談ください

令和２年５月総務省  給付金

お近くの警察署

お住まいの市区町村

市区町村や総務省などが以下を行うことは
絶対にありません

受給にあたり、手数料の振込みを求めること

現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること

メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを
求めること

●暗証番号
●口座番号

消費者ホットライン

特 別 定 額 給 付 金 に 関 す る お 知 ら せ

絶対に教えない！渡さない！

警察相談
専用電話

●マイナンバー

188
新型コロナウイルス給付金関連

（詐欺）

東みよし町

0120-213-188
消費者ホットライン

#9110

（局番なしの３桁）



●あなたがとるべき避難行動は？ <必ず取組みましょう>

ハザードマップ※で自分の家がどこに
あるか確認し、印をつけてみましょう。

家がある場所に色が塗られていますか？
色が塗られていなくても、周りと比べて
低い土地や崖のそばなどにお住まいの方
は、市区町村からの避難情報を参考に
必要に応じて避難してください

災害の危険があるので、原則として※、
自宅の外に避難が必要です。

いいえ

ご自身または一緒に避難する方は
避難に時間がかかりますか？

警戒レベル４が出た
ら、市区町村が指定
している指定緊急避
難場所に避難しま
しょう

はい

はい

避難行動判定フロー

ハザードマップと一緒に「避難行動判定フロー」を確認しましょう

ハザードマップは浸水や土砂災害が発生
するおそれの高い区域を着色した地図です。
着色されていないところでも災害が起こる
可能性があります。

※

●「自らの命は自らが守る」意識を持ち、
自宅の災害リスクととるべき行動を確認しましょう。

安全な場所に住んでいて身を寄せられ
る親戚や知人はいますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せら
れる親戚や知人はいますか？

はい いいえ

いいえ

はい いいえ

警戒レベル４が出た
ら、安全な親戚や知
人宅に避難しましょ
う(日頃から相談し
ておきましょう)

警戒レベル３が出た
ら、市区町村が指定
している指定緊急避
難場所に避難しま
しょう

警戒レベル３が出た
ら、安全な親戚や知
人宅に避難しましょ
う(日頃から相談し
ておきましょう)

解説は裏面を
ご覧下さい

平時に
確認

※浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊又は崩落して

しまうおそれの高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、

水・食糧などの備えが十分にある
場合は自宅に留まり安全確保をすること
も可能です。

※土砂災害の危険があっても、
十分堅牢なマンション等の上層階に
住んでいる場合は自宅に留まり
安全確保をすることも可能です。

例外



※ハザードマップの着色や凡例は市町村によって異なる場合があります。

浸水するおそれが
高い区域です

土砂災害のおそれが
ある区域です

■ハザードマップの見方 <必ず確認してください>

流速が早いため、
木造家屋は倒壊する
おそれがあります

地面が削られ家屋は
建物ごと崩落する
おそれがあります

②浸水深より居室は高いか

①家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないか

③水がひくまで我慢できるか、
水・食糧などの備えは十分か

■ハザードマップの見方 <もっと詳しく知りたい人向け>

※①家屋倒壊等氾濫想定区域や、③浸水継続時間はハザードマップに記載がない場合がありますので、
お住いの市町村へお問い合わせください。なお、重ねるハザードマップには記載がありません。

・次の３つが確認できれば浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です

■「避難」とは「難」を「避」けることです
安全な場所にいる人は、避難する必要はありません

避難行動判定フローの参考情報

※わからないことがありましたらお住まいの市区町村にお問い合わせください。

（参考）内閣府防災ホームページ「令和元年台風第19号等による避難に関するワーキンググループ」
（http://www.bousai.go.jp/fusuigai/typhoonworking/index.html）

■ 警戒レベル３や４が出たら、危険な場所から避難しましょう

検 索ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ

凡例
＜水害＞
洪水浸水想定区域
（浸水深）

＜土砂災害＞
土砂災害警戒区域：
土砂災害のおそれがある区域

土砂災害特別警戒区域：
建造物に損壊が生じ、住民等
の生命又は身体に著しい危害が
生じるおそれがある区域

■ 避難先は小中学校・公民館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

※ 緊急時に身を寄せる避難先は、市町村が指定する「指定緊急避難場所」や、安全な親戚・
知人宅など様々です。普段からどこに避難するかを決めておきましょう。

※「指定緊急避難場所」は、災害の種類ごとに安全な場所が指定されています。(小中学校、公民館など)
※ 災害が落ち着いた後に、自宅が被災し、帰宅できない場合には、しばらく避難生活を送るため、

「指定避難所」に行きましょう。
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