
地区名 町名等 一時集結所 
避難先 

中学校区 
施設名 市町名 

外江 

外江３区 外江公民館 県立県民文化会館 

鳥取市 

北中 

外江４区 外江小学校 醇風地区公民館 西中 

外江５区 外江小学校 
久松会館 北中 

遷喬地区公民館 北中 

外江６区 
外江７区 
外江８区 

外江小学校 県立県民文化会館 北中 

外江９区 外江小学校 

市教育センター 北中 

市福祉文化会館 北中 

市立遷喬小学校 北中 

県立図書館 北中 

外江10区 外江小学校 市武道館 北中 

外江11区 外江公民館 県立県民文化会館 北中 

外江12区 第三中学校 
市立西中学校 西中 

市立醇風小学校 西中 

清水町 市民体育館 県立鳥取東高等学校 東中 

芝町 市民体育館 

市立東中学校 東中 

市立岩倉小学校 東中 

修立地区公民館 東中 

避難先一覧表（外江地区） 



避難先一覧表（渡地区） 

地区名 町名等 一時集結所 
避難先 

中学校区 
施設名 市町名 

渡 

渡１区 第三中学校 市立北中学校、わらべ館 

鳥取市 

北中 

渡２区 渡小学校 市立久松小学校 北中 

渡３区 渡小学校 市立日進小学校、日進地区公民館 南中 

渡４区 
渡５区 
渡６区 

渡公民館 
市立稲葉山小学校 

東中 稲葉山体育館 
稲葉山地区公民館 

渡７区 渡公民館 県立鳥取西高等学校 北中 
渡８区 第三中学校 浜坂体育館 中ノ郷中 

渡１１区 渡小学校 
市立明徳小学校 西中 
明徳地区公民館 西中 

渡１４区 
渡１５区 

渡小学校 市立城北小学校 北中 

渡１６区 第三中学校 県立鳥取西高等学校 北中 

渡１８区 第三中学校 岩倉体育館 東中 

渡１９区 第三中学校 
千代水地区公民館 北中 
城北体育館 北中 
千代水体育館 北中 

東森岡 渡小学校 市立富桑小学校 西中 

西森岡 第三中学校 
富桑地区公民館 西中 
富桑体育館 西中 

夕日ヶ丘２丁目 竜ヶ山公園 県立岩美高等学校 岩美町 岩美中 



避難先一覧表（境地区）① 

地区名 町名等 一時集結所 
避難先 

中学校区 
施設名 市町名 

境 

弥生町 市民体育館 

市立賀露小学校 

鳥取市 

湖東中 

湖山体育館 湖東中 

湖山小学校体育館 湖東中 

米川町 市民体育館 

美保南地区公民館 南中 

美保南体育館 南中 

美保地区公民館 南中 

倉田地区公民館 南中 

浜ノ町 第二市民体育館 豊実体育館 高草中 

蓮池町 第二市民体育館 
市立高草中学校 高草中 

豊実地区公民館 高草中 

馬場崎町 境高等学校 

市立大正小学校 高草中 

市立東郷小学校 高草中 

東郷体育館 高草中 

大正町 境小学校 市立神戸小学校 江山中 

明治町 境小学校 

市立倉田小学校 南中 

倉田体育館 南中 

西円通寺児童館 南中 

京町 境小学校 市立美和小学校 江山中 

松ケ枝町 境小学校 鳥取砂丘こどもの国 中ノ郷中 

栄町 境小学校 大正体育館 高草中 



避難先一覧表（境地区）② 

地区名 町名等 一時集結所 
避難先 

中学校区 
施設名 市町名 

境 

湊町 境小学校 
市立江山中学校 

鳥取市 

江山中 
大和体育館 江山中 

日ノ出町 境小学校 津ノ井体育館 桜ヶ丘中 

本町 境小学校 大正地区公民館 高草中 

相生町 境小学校 

下味野隣保館 江山中 

下味野児童館 江山中 
倭文児童館 江山中 

末広町 境公民館 
古海児童館 高草中 
面影地区公民館 桜ヶ丘中 

若葉台地区公民館 桜ヶ丘中 
中町 境公民館 県立鳥取商業高等学校 湖東中 

元町 境公民館 
若葉体育館 桜ヶ丘中 

市立若葉台小学校 桜ヶ丘中 
東本町 第一中学校 市立中ノ郷小学校 中ノ郷中 

朝日町 第一中学校 
松保体育館 高草中 
とっとり出合いの森 高草中 

入船町 第一中学校 
湖南地区公民館 湖南学園 

湖南児童館 湖南学園 
東雲町 第一中学校 湖南体育館 湖南学園 

花町 第一中学校 市立湖東中学校 湖東中 
岬町 第一中学校 米里体育館 桜ヶ丘中 

昭和町 第一中学校 中ノ郷地区公民館 中ノ郷小 



避難先一覧表（上道地区） 

地区名 町名等 一時集結所 
避難先 

中学校区 
施設名 市町名 

上道 

上道１区 
上道２区 
上道７区 

１区、２区 
 上道小学校 
７区 
 境高等学校 

県立鳥取産業体育館 

鳥取市 

南中 

市立美保南小学校 

上道３区 上道小学校 市立湖南学園 湖南学園 

上道４区 境高等学校 県立鳥取湖陵高等学校 湖東中 

上道５区 第一中学校 

布施総合運動公園 高草中 上道６区 上道公民館 

上道８区 第一中学校 



避難先一覧表（余子地区） 

地区名 町名等 一時集結所 
避難先 

中学校区 
施設名 市町名 

余子 

中野町 
境高等学校 
市民体育館 

県立鳥取商業高等学校 

鳥取市 
湖東中 

市立湖山西小学校 
末恒体育館 

湖山西体育館 
末恒小学校 

県立鳥取緑風高等学校 
湖山西地区公民館 

市立湖南中学校 湖南学園 

福定町 境港総合技術高校 
県立鳥取工業高等学校 

鳥取市 桜ヶ丘中 
市立津ノ井小学校 

竹内町 
余子小学校 
境港総合技術高校 
第二中学校 

市立面影小学校 鳥取市 桜ヶ丘中 
市立国府東小学校 

鳥取市 
国府町 

国府中 
鳥取市国府地区保健センター 
市立国府中学校 

国府町中央公民館 
国府町体育館 

高松町 誠道小学校 
河原町総合体育館 

鳥取市 
河原町 

河原中 市立西郷小学校体育館 

市立散岐小学校体育館 

美保町 
余子公民館 市立福部小学校 

鳥取市 
福部町 

福部中 
竹内団地 



避難先一覧表（誠道地区） 

地区名 町名等 一時集結所 
避難先 

中学校区 
施設名 市町名 

誠道 

誠道１区 誠道公民館 岩美中学校体育館 

岩美町 岩美中 

誠道２区 
誠道３区 
誠道５区 

誠道公民館 岩美北小学校体育館 

誠道６区 誠道小学校 中央公民館 

誠道７区 誠道小学校 旧小田小学校 

誠道19区 
薮田 

誠道小学校 岩美中学校体育館 

夕顔 誠道小学校 本庄体育施設 



避難先一覧表（中浜地区） 

地区名 町名等 一時集結所 
避難先 

中学校区 
施設名 市町名 

中浜 

三軒屋町 竜ヶ山公園 

岩美西小学校体育館 

岩美町 岩美中 

網代コミュニティセンター 
大岩交流センター 

一寸法師の館 

夕日ヶ丘１丁目 竜ヶ山公園 
町民体育館 
東コミュニティセンター 

田後コミュニティセンター 

麦垣町 中浜小学校 
岩美南小学校 

岩美町文化センター 

新屋町 中浜小学校 
郡家西小学校体育館 

八頭町 

中央中 
郡家保健センター 

中央中学校体育館 
財ノ木町 中浜公民館 県立八頭高等学校 

小篠津町 
中浜小学校 
竜ヶ山公園 

八東保健センター 

八東中 
丹比小学校 
八東中学校 

八東体育文化センター 
佐斐神町 中浜公民館 船岡保健センター 

船岡中 
幸神町 幸神体育館 

船岡公民館 
船岡トレーニングセンター 


