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避難所一覧

N0  地区名 施設名 所在地 広域MAP N0  地区名 施設名 所在地 広域MAP
1

矢部
地区

中島体育館 北中島２536 8-A-2 11 清和
地区

役場清和支所 大平３８５ 15-A-2
2 下矢部西部改善センター 猿渡４７９９－１ 13-A-5 12 清和体育館 大平３０５－１ 15-A-3
3 下矢部東部体育館 白小野１６８ 16-D-1 13 蘇陽

地区
役場蘇陽支所 今５００ 11-A-3

4 保健福祉センター千寿苑 千滝２３２ 13-E-4 14 馬見原公民館 馬見原２１８ 15-F-3
5 白糸第一体育館 新小８８６ 13-E-5
6 白糸第二体育館 菅２２８７ 17-B-3
7 白糸第三体育館 目丸２４72 16-D-4
8 下名連石老人憩いの家 下名連石４６３－１ 8-F-2
9 ＪＡかみましき名連川支所 黒川５６４－５ 9-B-5
10 皆和 男成１２５２－３ 14-B-4

指定緊急避難場所一覧
N0 地区名 施設名 所在地 広域MAP N0 地区名 施設名 所在地 広域MAP
1

矢部
地区

中島体育館 北中島２536 8-A-2 32
矢部
地区

下川井野公民館 下川井野１２８６ 14-A-5
2 中島東部体育館 金内１８８ 8-B-2 33 川内公民館 川野１７５１－１ 14-C-4
3 田小野コミュニティ供用施設 田小野３２７－１ 8-D-3 34 潤徳小学校体育館 入佐２６４ 13-F-2
4 原コミュニティ施設 原３０４ 8-C-5 35

清和
地区

井無田公民館 井無田１３８５－３ 10-B-3
5 島木改善センター 島木２３９１－２ 7-E-5 36 朝日体育館 井無田１１４４ 10-B-2
6 中島西部地区ふれあいセンター 北中島６８８ 7-D-1 37 小峰体育館 小峰１３８５ 14-E-5
7 中島西部体育館 北中島１７１７ 7-D-1 38 役場清和支所 大平３８５ 15-A-2
8 下矢部西部体育館 猿渡１８５０ 12-F-5 39 清和体育館 大平３０５－１ 15-A-3
9 下矢部西部改善センター 猿渡４７９９－１ 13-A-5 40 高松高齢者生産センター 市の原３１３－２ 15-B-4
10 下矢部東部体育館 白小野１６８ 16-D-1 41 安方婦人若者等活動促進施設 安方１７１ 10-D-5
11 牧野公民館 牧野１７９３－１ 16-D-1 42 西緑川多目的集会所 緑川３２１４ 17-F-3
12 藤木公民館 藤木８１０－２ 16-B-1 43 清流館 緑川１０４７ 18-A-5
13 北浜館 杉木４７２－１ 8-D-5 44 木原谷体育館 木原谷３５５ 17-D-2
14 矢部高校第２体育館 城平９５４ 13-F-3 45

蘇陽
地区

上差尾地区交流館 上差尾１０２８－１ 5-D-5
15 矢部中学校体育館 城平５２７ 13-E-2 46 百枝集落センター 上差尾２７３－２ 5-E-5
16 矢部小学校体育館 下馬尾１７ 13-E-3 47 菅尾コミュニティセンター 菅尾９８０ 10-E-5
17 中央公民館 下市３３－１ 13-E-3 48 菅尾老人福祉センター 菅尾１４７－１ 10-D-5
18 保健福祉センター千寿苑 千滝２３２ 13-E-4 49 役場蘇陽支所 今５００ 11-A-3
19 人権センター 浜町３０－１ 13-E-3 50 馬見原西部地区交流館 大野３４７ 15-D-3
20 浜町乳児保育園 上寺１９９３－１ 13-E-3 51 馬見原公民館 馬見原２１８ 15-F-3
21 白糸第一体育館 新小８８６ 13-E-5 52 蘇陽南小学校体育館 馬見原１６５ 15-F-3
22 旧白糸保育園 新小８５１ 13-E-5 53 長崎地区交流館 長崎７０６－５ 18-E-1
23 新藤公民館 新小５８９－１ 16-F-1 54 長谷地区交流館 長谷６７８－１ 6-A-3
24 白糸第二体育館 菅２２８７ 17-B-3 55 二瀬本コミュニティセンター 二瀬本２７ 11-B-1
25 白糸第三体育館 目丸２４72 16-D-4 56 花上多目的集会所 花上８４２ 11-C-2
26 津留公民館 津留１０２４－２ 16-E-4 57 橘地区交流館 橘１３５－２ 6-C-5
27 旧ＪＡ下名連石支所 下名連石５５４－２ 8-F-2 58 下山公民館 下山４４７－４ 6-D-4
28 下名連石老人憩いの家 下名連石４６３－１ 8-F-2 59 猿丸公民館 柳２７２－７ 1-F-2
29 稲生野公民館 御所１４８６ 9-D-1 60 東竹原老人憩いの家 東竹原２８５－１ 2-A-5
30 ＪＡかみましき名連川支所 黒川５６４－５ 9-B-5 61 高辻地区集会所 高辻５６４－２ 6-B-1
31 皆和 男成１２５２－３ 14-B-4

指定避難場所一覧

特別警報の
発 表 基 準

緊急地震速報
な ど を
特別警報に
位置づけます

特 別 警 報 をご存知ですか？

現象の種類 基　　　準

現象の種類 基　　　準

暴　風 暴風が吹くと予想される場合

高　潮 高潮になると予想される場合

波　浪 高波になると予想される場合

暴風雪 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合

津　波 高いところで3メートルを超える津波が予想される場合（大津波警報を特別警報に位置づける）

大　雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

大　雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合

火山噴火 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合
（噴火警報（噴火警戒レベル4または5）及び噴火警報（居住地域）を特別警報に位置づける）

特別警報は、自治体や報道機関を通じて
伝えられます。テレビやインターネット、
自治体から発信される情報の収集に努め
てください。

これまでどおり注意報、警報、その他の気象情報を活用し、早めの行動をとることが大切です。
普段から避難場所や避難経路を確認しておきましょう。

「特別警報が発表されない」は「災害が発生しない」ではありません。
特別警報が発表されないからといって安心することは禁物です。

数十年に一度の強度の台風や
同程度の温帯低気圧により

テレビ・ラジオ
インターネット・
気象庁ホームページ 防災無線・広報車

特別警報は、大規模な災害の発生が切迫していることをお知らせする新しい警報です。
普段からの備えと早め早めの行動があなたや身近な人の命を守ります。

特別警報が
発表されたら

◆尋常でない大雨や地震などが予想されています。
◆重大な災害が起こる可能性が非常に高まっています。
◆ただちに身を守るために最善を尽くしてください。

命を守るために情報の収集に努めてください

《気象庁ホームページ》 http://www.jma.go.jp
《特別警報について》 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/
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地震
（地震動）

震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合
（緊急地震速報（震度6 弱以上）を特別警報に位置づける）

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合にその危険性から逃れるための避難場所。
指定箇所数 61 箇所（災害の種類：洪水・崖崩れ・土石流・地震）

豪雨や地震で被災し、一定期間避難生活を送る必要が生じたときに滞在させる施設。
指定箇所数 14 箇所

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年2月5日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

018
061

プロパン西岡商店 御中

ガス・設備機器販売 役場本庁周辺図 A-3
信用と安全を売る店

LPガス・ガス器具・住宅設備器具・冷暖房設備設計施工
ガス配管設計施工・太陽光発電及熱温水器施工

***** 日本郵便切手販売 *****

■上益城郡山都町浜町１８５
■TEL：（0967）72－0173 ■FAX：（0967）72－0558

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年1月29日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

021
059

山口医院 御中

医療 MAP10 D-5

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝
08:30～12:30 － － － － － ● － －
09:00～12:00 ● ● ● ● ● － － －
14:00～17:00 ● ● ● ● － － － －

『診療科目』
皮膚科・婦人科
小児科・内科

■上益城郡山都町菅尾４９８
■TEL:0967-83-0506 ■FAX:0967-83-1040
医師 山口省之 山口房子 あり

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年1月29日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

022
039

有限会社坂梨薬局 御中

薬局 役場本庁周辺図 B-3

「健康でいたい」あなたを全力で応援します

（有）坂梨薬局

☆じっくり・ゆっくり・しっかり
相談できる薬局です。

■上益城郡山都町浜町１０９－５（山都町役場入り口）
■TEL:0967-72-0100
■FAX:0967-72-4343
■定休日／日曜日
■矢部調剤薬局 TEL:0967-72-1232

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年1月29日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

023
022

有限会社甲斐工業 御中

建設 MAP13 E-2

一級建築士事務所

有限会社甲斐工業

建築設計・施工・新築・増築・改築

■熊本県上益城郡山都町上寺１６４１－４
■TEL:0967-72-0437

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済

8437818_山都町総合防災マップ製作等業務委託-019-4
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