
℡: 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時までなら相談可能です。 　※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～ 　※テイクアウトのみになります。

　※5個以上配達相談承ります。 　※定休日は日曜日です。

　※前日までにご予約ください。 　※お渡し2時間前までにご予約ください。

　※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。

℡: 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。

おいしいお店のごはんを
いつもの食卓で！

東みよし町のテイクアウト・配達可能飲食店情報

R2.5.25現在
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　　　　　　　　　裏もあります！

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

食奏 まぁ庵 童楽Bar ぷりずん

和風dining 華兆 御料理 松竹



℡: 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。

℡: 0883-79-2046 　℡: 0883-82-5633

　日替わりランチ 500円　 　リアン弁当 780円～

　晩御飯おたすけセット(3～4人) 2,000円～ 　各種軽食 650円～

　家族で食べるオードブル(3～4人) 4,000円～ 　単品メニュー 330円～

　※配達相談承ります。 　※お弁当は３つから配達相談承ります。

　※前日、午前中までにご予約ください。 　※3時間前までにご予約ください。

　※予算に応じて、メニュー相談承ります。 　※ドリンク、デザートのテイクアウトも可能です。

 ℡: 0883-82-2014 ℡: 0883-82-6229

　巻寿司 350円～

　法要仕出し 3,000円～

　オードブルなど 4,000円～

　※配達相談承ります。 　※テイクアウトのみです。

　※前日までにご予約ください。 　※前日までにご予約ください。

　※予算に応じてメニュー相談承ります。 　※メニュー相談可能、お気軽にお問い合わせください。

℡: 0883-79-3212 ℡: 0883-79-5858

　鰻重 3,200円～

　鰻弁当 2,200円　

　ステーキ重 2,000円　

　※5個以上から配達相談承ります。 　※テイクアウトに加え、配達相談も承ります。

　※前日午前中までにご予約ください。 　※前日までにご予約ください。

　※テイクアウトは3個以上から承ります。 　※他にもメニューございます、お問い合わせください。

℡: 0883-82-2927

　各種ハンバーガー（ポテト付） 500円～ 　親どり（1本） 850円

　各種サンドイッチ 600円～ 　若どり（1本） 750円

　単品（からあげ、ポテト等） 400円　 　とりチリソース 650円

　※テイクアウトのみです。 　※テイクアウトのみです。定休日は火曜日です。

　※予約は1時間前までにお願いします。 　※予約は1時間前までにお願いします。

　※他にもメニューございます、お問い合わせください。 　※オードブル等もございます。お問い合わせください。

東みよし町商工会
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　牛タン弁当
　上焼肉弁当

1,620円
1,940円
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℡: 0883-82-3464 

※当紙は東みよし町HPでも掲載されています（右記QRコード参照）。
※ウェブページも開設予定です（6/10以降順次）。
※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。
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　ピクニックセット                               360円
　単品（のむみそ、 おにぎり、とり天）     90円
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　手羽（5本入り） 440円
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ダッグ・アウト 居食屋 花びし

大黒屋笑弌

(有)たけや Cafe Riang ～リアン～

仕出し 三月田 焼肉酒家 あぶり亭 本店

(有)味匠 藤本 吉野川オアシス(株)

茶飲処 茶蔵 骨付き鶏 みかもの大ちゃん







近年の災害事例

<風水害> 

〇平成29年7月九州
北部豪雨

○平成30年7月豪雨
 

○令和元年房総半
島台風 

○令和元年東日本
台風 

徳島県でも、

いつ大きな災
害が

起こるかわかり
ません 

<地震> 

○平成23年東日本
大震災

○平成28年熊本地
震 

○平成30年大阪府
北部地震 

○平成30年北海道
胆振東部地震 

災害が発生したら
あなたはどうしますか 

コロナ
ウイルス 地震風水害

　切迫する南海トラフ巨大地震や頻発化・激甚化する豪雨災害
など、大規模災害はいつ発生してもおかしくありません。
　全国的に新型コロナウイルス感染症がまん延する中、大規模
災害が発生した場合、避難所でクラスターによる爆発的な感染
拡大が起こるおそれがあり、「過去に例を見ない複合災害」への
備えが求められています。 

『過去に例を見ない複合災害への備え』 

3密
さん みつ
3密
さん みつ

換気の悪い密閉空間

多くの人が密集する場所

近距離での密接した会話

避難所が、3密にならないために・・・・

新型コロナウイルス感染症への備え 

今 ?



避難の必要性を検討 
自宅での安全確保ができる人は、必ずしも
避難所に行く必要はありません。（在宅避難）

災害情報・避難情報を基に
避難の必要性や避難先を検討

親戚や友人の家等

テント泊
車中泊

指定避難所
サブ避難所

ホテル
旅館等

徳島県  危機管理環境部  とくしまゼロ作戦課  ☎088-621-2710  FAX.088-621-2987

衛生用品

食料品

医薬品

貴重品

生活用品

避難用品

最低限の非常持出品チェックリスト■

3密（さんみつ）を回避する避難方法の検討 

事前の準備をしよう

□ 体温計
□ マスク
□ 消毒液
□ 飲料水
□ 非常用食料
□ ミルク・ほ乳びん（乳児用）
□ お薬手帳（コピー）
□ 常備薬
□ 健康保険証・免許証（コピー）
□ 現金（小銭）
□ ビニールシート
□ タオル、衣類
□ マッチ・ろうそく・ライター
□ ビニールシート袋、ごみ袋
□ 紙おむつ・おしりふき
□ 携帯用ラジオ
□ 懐中電灯
□ 予備電池・携帯用充電器

徳島　総合地図　　　　検索

ハザードマップ　ポータル　　検索

～自分たちの地域は自分たちで守る～

～自分の身は自分で守る～
非常持出袋や個人備蓄の準備

●災害時の安否確認手段の確保
すだちくんメールを活用してください。
 (https://s.ourtokushima.jp/) 

地域の防災倉庫や避難所の備蓄品を確保する。 自主防災組織等は市町村と連携を図り、できるだけ多くの避難所の開設・運営準備を行う。 

徳島県総合地図提供システム

ハザードマップポータルサイト（国土交通省）

✓

※車中泊はエコノミークラス症候群への対策にも
　配慮する必要があります。 
※サブ避難所とは、十分なスペースを確保するため、
　地域の集会所や消防団詰め所等、指定避難所以外に
　選定・確保する臨時的な避難所を指します。

自 助

共 助

県民みんなで複合災害に備え、「死者ゼロ」を目指しましょう ！

地域の災害リスクや
避難所・避難経路の確認

●住宅の耐震化
●家具の転倒防止や窓ガラスの飛散防止 

自宅の災害対策

●ハザードマップの確認、住居周辺の確認 

地域での備え 避難所の運営準備 

監修 ： 徳島大学環境防災研究センター

 3密を回避するために
様々な避難先を検討（分散避難）

衛生用品も
忘れずに

危険地域に住む人は
ためらわず避難
危険地域に住む人は
ためらわず避難

洪水浸水想定域

土砂災害警戒区域

洪水浸水想定域

土砂災害警戒区域

安全確保できれば

在宅避難
可能な限り

分散避難

★



NPO高知市民会議理事
山﨑水紀夫氏による避難所運営講座

お問い合わせ

NPO法人日本防災士会・徳島県支部
による避難所設営講座

NPO法人日本防災士会・徳島県支部
による避難所設営訓練

６月２７日（土）１３：００ ～

７月２５日（土）１０：００ ～

８月 １日（土）１４：００ ～



令和２年度 加茂東原遺跡発掘調査 
 

のお知らせ  
 
 

事 業 名 

令和２年度吉野川河川改修事業(加茂第２堤防)関連埋蔵文化財発掘調査業務 
 
遺 跡 名   加茂東原遺跡（かもひがしはらいせき） 
 
時  代   古墳時代・飛鳥時代 
 
調査場所   東みよし町加茂 
 
調査面積   2,100㎡ 
 
調査期間   令和２年７月１日～１１月３０日（５ヵ月） 

（作業時間：月～金 ８：３０～１７：１５） 
 
 
・吉野川河川改修事業(加茂第２堤防)関連埋蔵文化財発掘調査
業務に伴い，東みよし町加茂において，加茂東原遺跡の埋蔵文
化財調査を令和２年７月より実施いたします。 
なお，調査期間は，令和２年７月から１１月の５ヵ月間を予

定しています。 
 
・発掘調査では，人や車両の通行・防塵・防音など，周辺の皆
様の生活に支障のないよう安全に充分配慮致しますので，ご協
力を宜しくお願い致します。 
 
・お気づきの点がありましたら，次までご連絡下さい。 
 
  

公益財団法人 徳島県埋蔵文化財センター 
 

  事業課 
     氏家 敏之 

                       ℡  088-672-4545 

 
※発掘作業員さんの募集も行います。詳細は下記までご連絡ください。



埋蔵文化財調査に関する問い合わせ
■徳島県未来創生文化部 文化資源活用課

埋蔵文化財担当 TEL 088-621-3161徳県

迂回路に関する問い合わせ
■国土交通省徳島河川国道事務所

吉野川貞光出張所 TEL 0883-62-2396

三加茂B&G海洋センター

迂回路
※７月１日より切り替わります

令和元年度
埋蔵文化財調査済

古川樋門施工中

ぶぶるパークみかも

【お知らせ】埋蔵文化財調査に伴う迂回路切り替えについて

■大変、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の
程、よろしくお願い致します。

■迂回路は今後の埋蔵文化財調査等により変更
(付替）を予定しています。

令和２年度
埋蔵文化財調査範囲

環境衛生管理センター

町立体育館


