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茅野市では、避難指示等の重要な情報は、防災行政無線等でお伝えしていますが、別荘地エリアには子局（屋外のスピーカー）

が少ないうえに、 雨音が重なると聞こえづらくなります。

このため、 重要な情報は、 茅野市ホームページへの掲載のほか、 各メディアが行うデータ放送や防災行政無線放送メール

配信サービス及び茅野市LINE公式アカウントにおいて配信しておりますので、 ご活用下さい。 また、 機能を備えた携帯電

話に自動配信される緊急速報メールでもお伝えしています。 緊急速報メールは、 機種によっては受信できない場合があり

ますので、 お持ちの携帯電話での受信ができるか、 各携帯電話会社でご確認ください。

問い合わせ　防災課　防災係　　☎７２-２１０１ （内線１８２）

台風・大雨による浸水害・土砂災害から生命を守りましょう

防災行政無線放送メール配信サービス （登録ページ） 茅野市 LINE 公式アカウント

　災害の発生を抑えることは難しいことですが、日頃の備えを進めることにより、被害を減らすことは可能
です。市民の皆様一人ひとりが身近にある危険を知っていただくと共に、個人、家庭、地域で備えに取り組
むことが大切です。
　近年多発している地震や豪雨災害に備えて、茅野市は、令和元（2019）年版「防災ガイドブック」を作成
いたしました。ぜひ、この防災ガイドブックをご活用ください。

［災害に備えましょう。］ 　台風や豪雨の被害は、正確な気象情報を集めることで最小限にとどめることができます。気象庁の発表
する警報や注意報などの情報に注意して、いつでも適切な対応ができるようにしましょう。
　情報を集める手段としては、テレビ・ラジオ・インターネットなどがありますが、河川水位の変化や裏山の
亀裂といった身近な環境の変化にも注意するようにしましょう。
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風水害に備えて風水害に備えてはじめにはじめに

避難所に行く際の持ち出し品避難所に行く際の持ち出し品
災害時などで避難所に行く際には、最初の1日間をしのぐための物品を持参するようお願いします。
必要最低限の持ち出し品は次のものがあります。リュックサックなどにいれておきましょう。 

□ 非常食
　 （1人2～3食）

□ 飲料水
　 （500mlを1人2～3本）

□ 毛布・アルミブランケット

□ 携帯レインコート□ 懐中電灯 □ ウエットティッシュ□ ホイッスル

□ マスク□ 常備薬 □ 携帯トイレ
　 （1人３回分程度）

□ 現金
　 （千円札や小銭を数日分）

□ タオル

大雨によって、重大な災害の起こるおそ
れのある旨を警告して行う予報

身の回りの状況に注意し、必要によって避難の準
備をしてください。（市では、高齢者等避難を発令
する場合があります。）

大雨警報

大雨による土砂災害発生の危険度が高
まった時、市長が避難指示を発令する際
の判断や住民の避難の参考となるよう、
県と気象庁が共同で発表する情報

避難ができる態勢を整え、必要
によって避 難 をしてください。

（市では、避難指示を発令する
場合があります。）

土砂災害
警戒情報

予想される現象が特に異常であるため、
重大な災害の起こるおそれが著しく大き
い旨を警告する防災情報

命を守るための最善の行動を取ってください。　
（市では、緊急安全確保を発令する場合がありま

す。）
大雨特別警報

大雨によって、災害が起こるおそれがあ
る場合にその旨を注意して行う予報

テレビ、ラジオなどからの気象情報
に注意してください。大雨注意報

気象情報 情報の意味 住民の皆さんの行動の目安

大雨に関する気象情報

警戒レベルととるべき行動

警戒レベル５

警戒レベル４
危険な場所から
全員避難

警戒レベル３
危険な場所から
高齢者等は避難

警戒レベル２
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＜警戒レベル４までに必ず避難＞

（注）各種の情報は、警戒レベル１～５の順番で発表されるとはかぎりません。状況が急変することもあります。
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最新の正しい情報を確認しましょう

避難情報等にご注意ください

茅野市防災気象情報

http://www.u-kisho.jp/chino/

台風や大雨の恐れがある時などは、 常に最新の情報を確認しましょう。

停電した時に備え、 携帯ラジオ等をご用意ください。 茅野市近郊で大災

害が発生した時は、エルシーブイエフエム（LCV.FM周波数76.9MHz）が、

臨時災害放送局として災害に関する情報をお伝えします。

また、 茅野市内の最新の気象情報等は、 茅野市防災気象情報で確認でき

ます。 （パソコン、 スマートホン等でご覧になれます。）

警戒レベルととるべき行動 （令和3年5月に改正されました。）

●医　科
浅川クリニック内科循環器内科 玉川3080-3 82-6813
池田医院 ちの2808-1 73-0555
泉野診療所※ 泉野7088-1 79-3783
うえはらクリニック 仲町7-16 72-2636
往診クリニックちの ちの2664-1 82-4104
小口医院 宮川4441-3 72-2619
おもだか皮膚科 ちの3502-1 73-2525
金沢診療所※ 金沢2202-2 72-3227
北山診療所 北山4808-1 78-2310
葛井耳鼻咽喉科 ちの264-11 73-8133
くぼ泌尿器科クリニック 仲町14-24 75-1720
桜井内科医院 塚原1-14-45 72-6010
耳鼻咽喉科三田医院 玉川4589-1 73-9233
すがわら小児クリニック ちの257-3 75-0033
諏訪中央病院 玉川4300 72-1000
ちの皮フ科 本町西6-21 82-3210
ちのメンタルクリニック ちの266-2 82-8277
塚田医院 本町西3-7 72-9898
土橋整形外科歯科医院 塚原2-2-22 72-3226
尖石診療所 豊平4485-1 71-6211
ともみ内科医院 本町東3-5 82-0424
原田内科呼吸ケアクリニック 玉川4496-1 82-7055
兵藤整形外科医院 玉川4544-2 82-1333
平出クリニック内科・産婦人科 ちの628-1 72-1661
平岡産婦人科 ちの2543-9 72-6133
藤森眼科 本町西1-34 82-1010
細田眼科医院 本町西15-32 71-2727
みうら内科クリニック 塚原2-7-9 78-7710
矢嶋内科医院 ちの3494 72-2048
八ヶ岳メンタルヘルスサポート ちの3502-1 75-2088

ヨコイ眼科 宮川4470 72-2316
ライフクリニック蓼科 豊平3317-1 77-2050
リバーサイドクリニック 宮川3975 72-7010

（※は診療日が限定されています）

浅井歯科医院 中大塩15-59 82-5888
今井歯科医院 玉川5024-1 82-3066
江川歯科医院 ちの257-7 82-5400
上條歯科医院 仲町8-7 72-2687
行田歯科医院 仲町14-2 72-2639
こいけ歯科・矯正歯科 宮川4745-1 72-0258
こまつ歯科医院 塚原1-2-32 78-1184
五味歯科医院 ちの2575-1 73-5430
酒井歯科医院 本町西9-27 73-2822
清水歯科医院 玉川4650-1 72-5669
諏訪中央病院 玉川4300 72-1000
たんぽぽ歯科クリニック 宮川4535-4 82-4618
茅野歯科医院 塚原1-14-5 72-4225
ちの東部歯科クリニック 玉川4155-1 73-4911
土橋整形外科歯科医院 塚原2-2-22 82-0007
どんぐり歯科医院 玉川3779-1 72-6300
林歯科クリニック ちの555-1 72-5788
ふじもりデンタルオフィス 宮川1140-1 71-1361
堀歯科医院 塚原2-5-51 73-7139
矢崎歯科医院 米沢3-10 73-5678
やじま歯科医院 本町西3-22 75-5125
やつがね歯科医院 豊平3311-1 71-5454
吉水歯科医院 本町東3-46 72-3459

［諏訪地区小児夜間急病センター］ （午後7時～9時）
 診療日  火曜日・木曜日・土曜日・日曜日
 諏訪市四賀2299-1　☎54-4699

●歯　科

7/3
（日）

医科 桜井内科医院 塚原1-14-45 72-6010
薬科 矢崎薬局 塚原2-3783-1 73-6868
歯科 堀歯科医院 塚原2-5-51 73-7139

7/10
（日）

医科 リバーサイドクリニック 宮川3975 72-7010
薬科 りんどう薬局 宮川3990 73-9285
歯科 湖柳歯科医院 諏訪市湖岸通り5-17-1 53-0506

7/17
（日）

医科 みうら内科クリニック 塚原2-7-9 78-7710
薬科 てらさわ薬局 塚原2-7-28 78-7851
歯科 岳歯科医院 原村12526-1 79-6226

7/18
（月・祝）

医科 平出クリニック内科・産婦人科 ちの628-1 72-1661
薬科 ちの薬局 ちの字渋沢628-4 82-0088
歯科 落合歯科医院 諏訪市豊田2453 53-3800

7/24
（日）

医科 うえはらクリニック 仲町7-16 72-2636
薬科 笠原薬局 本町西21-4 72-2028
歯科 やつがね歯科医院 豊平3311-1 71-5454

7/31
（日）

医科 池田医院 ちの2808-1 73-0555
薬科 茅野横内薬局 ちの2808-2 82-5788
歯科 平林歯科医院 諏訪市大手1-16-2 52-1741

8/7
（日）

医科 すがわら小児クリニック ちの257-3 75-0033
薬科 薬局マツモトキヨシ上原店 ちの上原243-7 73-7263
歯科 三井歯科医院 富士見町落合9984 62-5965

8/11
（木・祝）

医科 原村診療所 原村6649-3 79-2716
薬科 フジモリ薬局はら店 原村6585-1 79-5751
薬科 ふたば玉川薬局 玉川4496-1 72-5488
歯科 池田歯科医院 諏訪市諏訪2-2-10 52-0177

8/14
（日）

医科 諏訪中央病院 玉川4300 72-1000
薬科 アイン茅野薬局 玉川字荒神前4183-7 82-1991
歯科 こいけ歯科・矯正歯科 宮川4745-1 72-0258

8/15
（月）

医科 諏訪中央病院 玉川4300 72-1000
薬科 わかば薬局 玉川4174-1 82-4108
歯科 クリーン歯科医院 諏訪市中洲福島5644-1 58-8121

8/16
（火）

医科 諏訪中央病院 玉川4300 72-1000
薬科 茅野土屋薬局 玉川4274-1 71-2122
歯科 今井歯科医院 玉川5024-1 82-3066

8/21
（日）

医科 くぼ泌尿器科クリニック 仲町14-24 75-1720
薬科 ヤジマ薬局 ちの3502-1 ベルビア内 72-2342
歯科 正田歯科クリニック 諏訪市湖南125-1 54-2575

8/28
（日）

医科 浅川クリニック内科循環器内科 玉川3080-3 82-6813
薬科 白樺薬局 玉川3086-1-2 82-6282
歯科 林歯科クリニック ちの555-1 72-5788

※休日当番医、当番薬局は都合により変更になることがあります。
　最新情報は茅野消防署（☎72-0119）へご確認ください。
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