
施設名 住所 避難地域 MAP
番号 備考

西小林地区体育館 南西方6212‐イ-3 西小林校区 3-E-2
永久津地区体育館 北西方4076 永久津校区 4-D-1
小林中学校体育館 細野565-1 小林校区 6-C-7
文化会館 駅南232 周辺住民及び全域 6-E-8
小林小学校体育館 細野184-1 小林校区 7-D-1
東方中学校体育館 東方3094-2 東方校区 7-A-7
中央公民館 細野38-1 周辺住民及び全域 7-D-2
市民体育館 細野38-1 周辺住民及び全域 7-D-2
真方地区体育館 真方4906-1 周辺住民 7-B-4
幸ヶ丘小学校体育館 南西方7772 幸ヶ丘校区 10-B-5
南地区体育館 細野979-1 南校区 11-A-7
細野地区体育館 細野4374 細野校区 11-C-7
三松地区体育館 堤3699-32 三松校区 18-A-4
上九瀬公民館 須木鳥田町3734-5 周辺住民 1-A-1 カット図B
下九瀬公民館 須木鳥田町3497-1 周辺住民 1-D-2
夏木地区多目的研修集会施設夏木館 須木鳥田町2858-2 周辺住民 1-C-3
堂屋敷集会施設 須木鳥田町3070-57 周辺住民 1-B-8 カット図A
中河間地区生活改善センター 須木中原2346 周辺住民 1-E-5
原地区集会施設 須木中原1819-2 周辺住民 1-E-5
高齢者コミュニティセンター城山館 須木下田662-1 周辺住民 2-D-4
下田地区農業構造改善センター永田館 須木下田1244-1 周辺住民 2-B-3
奈佐木地区多目的研修集会施設 須木奈佐木4214-1 周辺住民 9-A-7 カット図D
内山地域福祉センター 須木内山5203-1 周辺住民 9-D-6
野尻町いきいきコミュニティセンター 野尻町三ケ野山4093-4 栗須校区 14-C-1
紙屋老人福祉館 野尻町紙屋1994-1 紙屋校区 16-C-3
野尻町保健福祉センター 野尻町東麓1158-3 野尻校区 19-B-8

指定避難所一覧（優先開設）

施設名 住所 避難地域 MAP
番号 備考

永久津小学校体育館 北西方4440-8 永久津校区 3-D-8
永久津中学校体育館 北西方4578 永久津校区 3-D-8
東方小学校体育館 東方3216 東方校区 4-E-4
西小林小学校体育館 南西方6068-1 西小林校区 5-A-5
西小林中学校体育館 南西方6149 西小林校区 5-A-5
南小学校体育館 細野1265 南校区 6-D-7

地域・観光交流センター 細野1829-16 周辺住民及び全域 7-E-1
大規模震災時等

（帰宅困難者対応含む）
細野小学校体育館 細野3921 細野校区 11-C-7
細野中学校体育館 細野4374 細野校区 11-D-7
三松小学校体育館 堤3519 三松校区 12-D-6
三松中学校体育館 堤2331-3 三松校区 12-C-5
旧鳥田町小学校体育館 須木鳥田町3181 周辺住民 1-D-2
須木地区体育館 須木中原1738 須木校区 2-A-3
須木小学校体育館 須木下田1397-2 須木校区 2-B-3
須木中学校体育館 須木中原1730 須木校区 2-A-3

須木総合ふるさとセンター 須木中原1741-1 須木校区及び須木全域 2-A-3
大規模震災時等で土砂
災害の危険性がない場合

旧内山小中学校体育館 須木内山5052 周辺住民 9-D-6

指定避難所一覧（二次的開設）

10

避難所等一覧
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施設名 住所 避難地域 MAP
番号 備考

栗須小学校体育館 尻町三ケ野山4136-1 栗須校区 14-C-1
三ヶ野山地区体育館 野尻町三ケ野山4095-3 栗須校区 14-C-1
紙屋小学校体育館 野尻町紙屋1766-1 紙屋校区 16-C-4
紙屋中学校体育館 野尻町紙屋1754 紙屋校区 16-C-4
紙屋地区体育館 野尻町紙屋2897-6 紙屋校区 16-C-3
野尻中学校体育館 野尻町東麓2570-4 野尻校区 19-B-5
野尻町農村環境改善センター 野尻町三ケ野山4336-54 野尻校区及び野尻全域 19-A-4 大規模震災時等
野尻小学校体育館 野尻町東麓25 野尻校区 20-B-1

指定避難所一覧（二次的開設）

避難区分 施設名 住所 避難地域 MAP
番号 備考

地震 旧鳥田町小学校グランド 須木鳥田町3181 周辺住民 1-D-2
地震 須木小学校グランド 須木下田1397-2 須木校区 2-B-3
地震 須木中学校グランド 須木中原1730 須木校区 2-A-2
地震 須木総合ふるさとセンター 須木中原1741-1 周辺住民 2-A-3
地震 永久津小学校グランド 北西方4440-8 永久津校区 3-D-8
地震 永久津中学校グランド 北西方4578 永久津校区 3-E-8

地震・火山 西小林地区体育館 南西方6212-イ-3 西小林、幸ヶ丘校区 3-E-2
地震 東方小学校グランド 東方3216 東方校区 4-E-4
地震 西小林小学校グランド 南西方6068-1 西小林校区 5-A-5
地震 西小林中学校グランド 南西方6149 西小林校区 5-A-5
地震 南小学校グランド 細野1265 南校区 6-D-8
地震 小林中学校グランド 細野565-1 小林校区 6-C-7
地震 文化会館駐車場 駅南232 周辺住民 6-E-8
地震 小林高校グランド 真方124 周辺住民 6-C-8
地震 市立図書館駐車場 細野367-1 周辺住民 6-C-8
地震 ＪＡこばやし駐車場 細野1321 周辺住民 6-E-7
地震 小林総合運動公園 南西方2085 周辺住民 6-C-5
地震 小林小学校グランド 細野184-1 小林校区 7-D-1
地震 東方中学校グランド 東方3094-2 東方校区 7-A-7
地震 小林秀峰高校グランド 水流迫664-2 周辺住民 7-E-4
地震 中央ふれあい広場 細野1823-5 周辺住民 7-E-1
地震 旧内山小中学校グランド 須木内山5052 周辺住民 9-D-6
地震 幸ヶ丘小学校グランド 南西方7772 幸ヶ丘校区 10-B-5
地震 細野小学校グランド 細野3921 細野校区 11-C-7
地震 細野中学校グランド 細野4374 細野校区 11-C-7

地震・火山 細野地区体育館 細野4374 細野校区 11-C-7
地震 三松小学校グランド 堤3519 三松校区 12-E-6
地震 三松中学校グランド 堤2331-3 三松校区 12-C-5
地震 八幡原市民総合センターグランド 堤108-1 周辺住民 12-B-2
地震 栗須小学校グランド 野尻町三ケ野山4136-1 栗須校区 14-C-1
地震 三ヶ野山運動広場 野尻町三ケ野山1620-1 周辺住民 14-B-1
地震 紙屋小学校グランド 野尻町紙屋1766-1 紙屋校区 16-C-4
地震 紙屋中学校グランド 野尻町紙屋1754 紙屋校区 16-C-4
地震 野尻中学校グランド 野尻町東麓2570-4 野尻校区 19-B-5
地震 大塚原運動広場 野尻町三ケ野山4336-19 周辺住民 19-A-4
地震 野尻町保健福祉センター 野尻町東麓1158-3 周辺住民 19-B-8
地震 野尻小学校グランド 野尻町東麓25 野尻校区 20-B-1

指定緊急避難場所一覧



緊急速報
メ ー ル

体験サービス期間

連絡方法
の 確 認

緊急時の
連 絡 先

消防・救急は　119番　　警察は　110番消防・救急は　119番　　警察は　110番

http://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/SoftBank ≪災害用伝言板サービス≫ 

http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/ au ≪災害用伝言板サービス≫ 

http://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/index.htmlＮＴＴドコモ ≪ｉモード災害用伝言板サービス≫ 

http://www.ntt-west.co.jp/dengon/ ＮＴＴ西日本 ≪災害用伝言ダイヤル１７１≫ 

http://www.tca.or.jp/information/disaster.html社団法人電気通信事業者協会 ≪災害時の電話の利用方法≫ 

　市では、災害時の避難勧告などの緊急情報をより多くの人にお伝えするため、緊急時に市内にいる人の携帯電話へ「緊急
速報メール」の配信を行います。

○「緊急速報メール」とは、避難勧告などの緊急情報を市内にいる人の携帯電話（NTTドコモ、au、ソフトバンク）へ
一斉にメールを配信するものです。

　※機種により「緊急速報メール」を受信できない場合や受信設定が必要となる
　　場合がありますので、詳しくは、各携帯電話会社へお問い合わせください。

○配信する情報は、避難勧告や避難指示など、緊急かつ重要な情報です。
○携帯電話を利用する人の費用負担や事前のメールアドレス登録は必要ありません。

「緊急速報メール」により、緊急情報を配信します。

災害発生時は、家族や知人と連絡が取れなくなることがあります。 事前に話し合い、連絡方法を確認して
おきましょう。 なお、電話会社各社では、大規模な災害発生時に災害用伝言ダイヤルなどを利用できます。
事前に利用方法を確認しておきましょう。 

（時間は会社によって異なります。）

○毎月1日、15日（0：00～24：00）
◯正月三が日（1月1日　12：00～1月3日　24：00）
◯国の「防災週間」（8月30日～9月5日）及び「防災とボランティア週間」（1月15日～1月21日）

災害用伝言ダイヤルの使い方

災害用伝言ダイヤルとは？

伝 言 の 録 音 171-1-●●●●（●●-●●●●） 伝言保存期間 録音してから 48 時間

伝 言 の 再 生 171-2-●●●●（●●-●●●●） 伝 言 蓄 積 数 1電話番号あたり10伝言まで

伝言内容（時間） 1 伝言あたり 30 秒以内 利用可能電話 一般電話（プッシュ回線、ダイヤル回線）、
公衆電話、携帯電話（一部除く）等

NTTでは、災害発生時に、被災地への通話がつながりにくい状況の場合、
被災地内の安否等の情報を音声で録音、再生する「災害用伝言ダイヤル」を
設置します。

（被災地の方の電話番号）

（被災地の方の電話番号）

日常の心得 災害は、いつ発生するかわかりません。日ごろからの備えが大切です。
日ごろから気象情報について、テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなどを通じて把握するよう
努めましょう。

名　称

九州電力㈱都城営業所

電話番号

0120-986-705
九州電力㈱宮崎営業所 0120-986-704
西日本電信電話（故障の問合わせ） 局番なしの113

12

防災に関する知識・緊急連絡
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市では、防災・防犯情報を電子メールで配信しています。

ご利用にあたり

登録について

市 防災・防犯メール配信サービス

防災・防犯メールはテキスト形式で送信されます。
送信されてきたメールアドレスへの返信はできません。記載内容についてのお問合せは、危機管理課までお問い合わせください。

携帯電話やスマートフォンのカメラ機能で、下記のQRコードを読み取り、受信メールに従い登録をお願いします。

登録したのにメールが届かない方は、ドメイン拒否設定がされている場合があります。
自身の携帯電話から「city.kobayashi.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定いただくか、
最寄りの携帯電話の販売店にて受信設定を行ってください。

QRコードの読み取りができない方は、「t-kobayashi@sg-m.jp」宛てに空メールをお送りください。 
ご注意ください

洪水氾濫浸水想定区域

0.3m未満の区域
0.3m～0.5m未満の区域
0.5m～1.0m未満の区域
1.0m～3.0m未満の区域
3.0m～5.0m未満の区域
5.0m～10.0m未満の区域
10.0m以上の区域

本庄川・岩瀬川（想定最大規模）
土
砂
災
害

警
戒
区
域

土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域

土石流 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民
等の生命又は身体に危害が生ずるおそれ
があると認められる土地の区域

土砂災害警戒区域のうち、がけ崩れなどが
発生したときに、建物に損壊が生じ、住
民などの生命に著しい危害が生じるおそれ
がある区域

急傾斜地の
崩壊

土石流

急傾斜地の
崩壊

国道

主要地方道・県道

その他道路

郡市界

大字界

河川・池

信号機

市役所

警察署・交番・駐在所

支所・官公署

消防署

郵便局

小・中・高校

病院

その他学校

神社

寺院

国道番号
268

104

宮崎自動車道

スポーツ施設

　この「小林市総合防災マップ」は市民の皆様にとって毎日の安全・安心な生活に深く関わりのある防災情報や避難所などを紹介しております。新しく転入され
た方にもわかりやすく、以前からお住まいの皆様にも安全・安心を実感できる暮らしの一助となるよう、発行致しました。
●この冊子に掲載されている防災情報や避難所等に関するお問い合わせは、小林市役所までご連絡ください。また情報内容が変わっている場合もありますのでご了承ください。

　無断で複写、転載することはご遠慮ください。著作権者に無断で本誌の全部、または一部を複製及び転載することは著作権法により禁止されています。
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５０万分１地方図、２万５千分１地形図、数値地図５０ｍメッシュ（標高）及び
電子地形図２５０００を使用した。（承認番号 平29情使、第444－878号）
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50ｍメッシュ（標高）を使用した。（承認番号　第445-475号）
この地図の作成に当たっては、宮崎県知事の承認を得て、５，０００分の１森林基本図を使用し、調整したものである。（承認番号 使３０－３号 平成３１年２月１日）
この地図は、小林市長の承認を得て、同市発行の都市計画図１/２，５００、１/１０，０００及び野尻町全図１/５，０００を使用し、調整したものである。

（文書番号　平成３１年１月３０日付け 建 第６０３号）

【お断り】
本文中の地図は弊社地図データをもとに作成しております。また、住宅地図による現地調査情報、編集独自の細かな情報収集も加えて製作しております。
作成には細心の注意をはらい編集作業を行っておりますが、データ量は膨大であり日々変化する現状と地図面が一致しない場合があります。また目標名称等
は見易さを優先し正式名称などを一部割愛して表現しております。申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。

発行にあたって

発　行 小林市　総務部　危機管理課
小林市細野３００番地
TEL　　０９８４－２３－１１７５

制作・著作 株式会社ゼンリン　宮崎営業所
宮崎市高千穂通１丁目８番３６号　コスモ高千穂２F
TEL　　０９８５－２４－８８８７
ⓒ２０１９　ZENRIN　CO．，LTD．

小林市総合防災マップ　　平成３１年３月

指定避難所(優先開設) 指定避難所(二次的開設) 指定緊急避難場所
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凡例・発行にあたって



でん                 わ  

電　話

非常時・緊急時に連絡してほしい方や、利用してもらいたいわが家の情報です。
災害時に救助の方や、緊急時に救急隊・医療機関・市に情報を提供します。

  し                  めい
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    じゅう             しょ      
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でん                 わ  
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血液型
    じ    びょう

持病・アレルギー
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    い    りょう   き    かん  

医療機関

   か     ぞく

家族の
「

きん きゅう じょうほう

緊急情報」･
きゅうきゅう

救急メモ

※書ききれなかった内容や、知ってほしい情報 ( 介護情報・救急隊員への伝言など ) をお書きください。【メモ】

あいだ    がら  

間 柄 メ　モ

   か     ぞく   こう   せい

家族構成
れん   らく   さき

連絡先

  し                  めい

氏　名
    じゅう             しょ      

住　所

    じゅう             しょ      

住　所

  し                  めい

氏　名

  し                  めい

氏　名
でん                 わ  

電　話

  きん きゅう   じ     

緊急時
れん   らく  さき

連絡先

    か     ぞく 

家族が
はな

離ればなれに
なった

とき

時の
    ひ     なん   じょ 

避難所

わが家の防災・緊急情報メモ


