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別添４ 
広域避難所地図一覧 広域避難所地図 

外江地区 別添４－１ 
日進小学校、日進地区公民館 
（吉方温泉１－１３１）  （外江４区、５区）  UTM：53SMV30502831 

鳥取市文化センター 
（吉方温泉３－７０１）  （外江４区、５区）  UTM：53SMV39542793 

人権交流プラザ（中央人権福祉センター） 
（幸町１５１）  （外江６区、７区）  UTM：53SMV29062831 

明徳小学校、明徳地区公民館 
（行徳１－２０１－３、行徳１－２１０－２ ） 

公民館 

 （外江６区、７区）  UTM：53SMV29502839 
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富桑地区公民館 
（行徳３－７０５）  （外江６区、７区）  UTM：53SMV29322897 

富桑小学校 
（西品治１３４）  （外江８区、９区、西工業団地）  UTM：53SMV29222925 

富桑体育館 
（西品治２８３－１）  （外江８区、９区、西工業団地）  UTM：53SMV29022945 

城北体育館 
（丸山町３１０－１）  （外江８区、９区、西工業団地）  UTM：53SMV29863093 

城北小学校 
（田園町４－３２４）  （外江８区、９区、西工業団地）  UTM：53SMV29413044 

中ノ郷体育館 
（覚寺１１０）  （外江８区、９区、西工業団地）  UTM：53SMV30653089 
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中ノ郷小学校 
（円護寺２６８）  （外江１０区）  UTM：53SMV30743085 

南中学校 
（興南町９１）  （外江１２区）  UTM：53SMV30182728 

美保小学校 
（吉成１－１０－２５）  （外江１２区）  UTM：53SMV29582699 

中ノ郷地区公民館 
（覚寺１１８）  （外江３区）  UTM：53SMV30663085 

稲葉山小学校 
（卯垣２－６５７）  （外江３区）  UTM：53SMV32082774 

稲葉山体育館、稲葉山地区公民館 
（卯垣５－５７）  （外江３区）  UTM：53SMV32602782 
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美保地区公民館 
（吉成２－５－２２）  （外江３区）  UTM：53SMV29682717 

東中学校、岩倉地区体育館 
（立川町６－１６４）  （外江１１区）  UTM：53SMV32062719 

鳥取産業体育館 
（天神町５０－２）  （芝町）  UTM：53SMV29362785 

城北地区公民館 
（田園町４－２２３－１）  （芝町）  UTM：53SMV29343037 

岩倉地区公民館 
（立川町６－１７４）  （清水町）  UTM：53SMV32012712 

岩倉小学校 
（立川町７－１１０）  （清水町）  UTM：53SMV32422694 
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美保南小学校 
（宮長２００－１）  （清水町）  UTM：53SMV29442643 

美保南地区公民館、美保南体育館 
（叶２８６、叶２８６－１２） 

美保南体育館 

公民館 

 （清水町）  UTM：53SMV29302587 

広域避難所地図 
渡地区 別添４－２ 鳥取市立武道館 

（東町１－３２６）  （渡１区）  UTM：53SMV30922929 

久松小学校 
（東町２－２０１）  （渡１区）  UTM：53SMV30772935 

鳥取市教育センター 
（寺町１５０）  （渡２区）  UTM：53SMV30642856 
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久松会館 
（東町３－３７１－２）  （渡３区、４区）  UTM：53SMV30622975 

醇風地区公民館 
（西町５－３５３－１） 

公民館 

 （渡３区、４区）  UTM：53SMV30312947 

修立地区公民館 
（吉方町１－２０１）  （渡３区、４区）  UTM：53SMV31012825 

鳥取市教育センター 
（寺町１５０）  （渡３区、４区）  UTM：53SMV30642856 

とりぎん（県民）文化会館 
（尚徳町１０１－５）  （渡５区、６区、７区、１６区）  UTM：53SMV30812896 

鳥取東高校 
（立川町５－２１０）  （渡８区、１１区）  UTM：53SMV31442761 
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西中学校 
（寿町９０７）  （渡１４区、１５区）  UTM：53SMV29792941 

遷喬小学校 
（本町１－１０８－１）  （渡１８区、１９区）  UTM：53SMV30442891 

遷喬地区公民館 
（本町１－１０８－２）  （渡１８区、１９区）  UTM：53SMV30442888 

醇風小学校 
（西町５－３５３－１） 

公民館 

 （東森岡）  UTM：53SMV30322942 

北中学校 
（東町３－３７１－１）  （西森岡）  UTM：53SMV30632980 

青谷町体育館 
（青谷町善田２９）  （夕日ヶ丘２丁目）  UTM：53SMV08893031 
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青谷町農林漁業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞセンター 
（青谷町露谷５０）  （夕日ヶ丘２丁目）  UTM：53SMV08993014 

青谷町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ公民館（多目的ﾎｰﾙ） 
（青谷町青谷８８７）  （夕日ヶ丘２丁目）  UTM：53SMV09443118 

青谷地区公民館 
（青谷町青谷４０８０－１）  （夕日ヶ丘２丁目）  UTM：53SMV09103099 

広域避難所地図 
境地区 別添４－３ 

面影小学校 
（雲山４２）  （弥生町）  UTM：53SMV31102667 

桜ヶ丘中学校 
（桜谷２２７）  （弥生町）  UTM：53SMV31812538 
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面影地区公民館 
（桜谷１６２－６）  （米川町）  UTM：53SMV31652550 

倉田体育館 
（八坂４９－１）  （米川町）  UTM：53SMV28882339 

倉田小学校 
（八坂５４－１）  （米川町）  UTM：53SMV28822326 

江山中学校 
（倭文６５）  （馬場崎町）  UTM：53SMV27592289 

美和小学校 
（竹生６４）  （馬場崎町）  UTM：53SMV27762369 

大正地区公民館 
（古海５５６）  （馬場崎町）  UTM：53SMV28112812 
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豊実体育館 
（野坂９２７）  （大正町）  UTM：53SMV25232705 

豊実地区公民館 
（野坂９５０）  （大正町）  UTM：53SMV25242709 

布勢総合運動公園 
（布勢１４６－１）  （明治町）  UTM：53SMV25382883 

美穂地区公民館 
（朝月２２）  （京町）  UTM：53SMV27672470 

大正小学校 
（古海２９１－３）  （栄町）  UTM：53SMV28182817 

布勢総合運動公園 
（布勢１４６－１）  （湊町）  UTM：53SMV25382883 
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大正体育館 
（古海７０８－１）  （日ノ出町）  UTM：53SMV28262890 

大和地区公民館 
（倭文７６－１）  （本町）  UTM：53SMV27542286 

大和体育館 
（倭文１２１－２）  （相生町）  UTM：53SMV27602280 

布勢総合運動公園 
（布勢１４６－１）  （末広町）  UTM：53SMV25382883 

東郷体育館 
（北村３２－１）  （元町）  UTM：53SMV26802643 

東郷地区公民館 
（西今在家２０７）  （元町）  UTM：53SMV25602529 
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東郷小学校 
（篠坂６－１）  （元町）  UTM：53SMV26032543 

湖南学園中学校 
（六反田１－５）  （浜ノ町、蓮池町）  UTM：53SMV21142754 

大郷会館（湖南体育館、湖南地区公民館分館） 
（金沢１６－２）  （浜ノ町、蓮池町）  UTM：53SMV21382868 

松保体育館 
（里仁５６０－１）  （松ヶ枝町）  UTM：53SMV26102885 

布勢総合運動公園 
（布勢１４６－１）  （中町）  UTM：53SMV25382883 

（旧）湖南中学校 
（吉岡温泉町７８９－１）  （東本町）  UTM：53SMV20942716 
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神戸小学校（中砂見９３６） 
神戸地区公民館（下砂見７５１）  （朝日町、入船町）  UTM：53SMV24311958 

神戸地区公民館 

神戸小 

高草中学校 
（徳尾１０８－１）  （東雲町、花町）  UTM：53SMV27942906 

世紀小学校 
（徳尾４０７）  （東雲町、花町）  UTM：53SMV27272906 

明治小学校、明治地区公民館 
（松上１５９、松上１６７－１）  （岬町、昭和町）  UTM：53SMV21482243 

公民館 

広域避難所地図 
上道地区 別添４－４ 湖山西体育館 

（湖山町西１－５１２）  （上道１区、２区）  UTM：53SMV24813129 
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鳥取商業高校 
（湖山町北２－４０１）  （上道１区、２区）  UTM：53SMV25293093 

賀露小学校 
（賀露町７７８）  （上道７区）  UTM：53SMV27123218 

賀露地区公民館、海洋の家体育館 
（賀露町南５－１７１８－３）  （上道７区）  UTM：53SMV26713245 

湖山小学校 
（湖山町南１－６５６）  （上道３区）  UTM：53SMV25443060 

湖山地区公民館 
（湖山北１－２０２－１）  （上道３区）  UTM：53SMV25563065 

鳥取湖陵高校 
（湖山町北３－２５０）  （上道４区）  UTM：53SMV25313116 
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鳥取緑風高校 
（湖山町南３－８４８）  （上道５区、８区）  UTM：53SMV25432978 

湖東中学校 
（湖山町北６－３２３）  （上道５区、８区）  UTM：53SMV25863100 

湖山体育館 
（湖山町北６－３３０－２５）  （上道５区、８区）  UTM：53SMV25963102 

末恒地区公民館 
（伏野１９８６－３２）  （上道６区）  UTM：53SMV21443171 

末恒小学校 
（伏野２２５６－６１）  （上道６区）  UTM：53SMV21623175 

広域避難所地図 
余子地区 別添４－５ 
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千代水体育館 
（商栄町４２２） 

公民館 

 （中野１区）  UTM：53SMV28213065 

浜坂小学校 
（浜坂１－１４－１）  （中野１区）  UTM：53SMV29043201 

鳥取工業高校 
（生山１１１）  （中野２区）  UTM：53SMV32312412 

千代水地区公民館 
（商栄町４２３－２）  （中野３区）  UTM：53SMV28203068 

浜坂体育館 
（浜坂２－９－１０）  （中野３区）  UTM：53SMV28513199 

浜坂地区公民館 
（浜坂４－１１－２１）  （中野３区）  UTM：53SMV28473220 
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米里体育館 
（古郡家８１－４）  （中野３区）  UTM：53SMV30822426 

津ノ井小学校 
（桂木２３８－１）  （中野４区）  UTM：53SMV32002420 

津ノ井体育館 
（桂木３０７－１１）  （中野４区）  UTM：53SMV31872386 

中ノ郷中学校 
（浜坂東１－２２－１７）  （中野５区）  UTM：53SMV29903197 

米里小学校 
（古郡家７５－１）  （中野５区）  UTM：53SMV30912429 

若葉台小学校 
（若葉台南２－１７－１）  （中野５区）  UTM：53SMV32972291 
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米里地区公民館 
（古郡家７９－４）  （福定町）  UTM：53SMV30912429 

津ノ井地区公民館 
（桂木３０７－１１）  （福定町）  UTM：53SMV31882386 

若葉台地区公民館、若葉台体育館 
（若葉台南２－１６－１）  （福定町）  UTM：53SMV33172299 

大茅地区公民館 
（国府町栃木４７１－３）  （福定町）  UTM：53SMV42192538 

成器体育館 
（国府町中河原６９）  （福定町）  UTM：53SMV39392233 

国府東体育館 
（国府町谷３）  （福定町）  UTM：53SMV36212443 
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谷地区公民館 
（国府町糸谷１３）  （竹内１区）  UTM：53SMV36032471 

国府町コミュニティセンター 
（国府町庁３８０）  （竹内１区）  UTM：53SMV34122569 

福部未来学園中学校 
（福部町高江４８５－３）  （竹内１区）  UTM：53SMV34913369 

宮ノ下小学校 
（国府町宮下２６）  （竹内２区）  UTM：53SMV33942639 

福部未来学園小学校 
（福部町高江１８８）  （竹内２区）  UTM：53SMV34923359 

河原第一小学校 
（河原町渡一木１７９－１）  （竹内２区）  UTM：53SMV27401779 



2018/11/29 

20 

国府地区保健センター 
（国府町糸谷１５－１）  （竹内３区）  UTM：53SMV36102477 

福部町コミュニティセンター（福部地区公民館） 
（福部町細川１３３８）  （竹内３区）  UTM：53SMV35073376 

福部町体育館 
（福部町細川１３４１）  （竹内３区）  UTM：53SMV35053377 

国府中学校 
（国府町町屋７２０）  （竹内４区）  UTM：53SMV34222578 

あおば地区公民館 
（国府町土地区画整理記念館） 
（国府町新町２－２４６－４）  （竹内４区）  UTM：53SMV32692659 

河原町コミュニティセンター 
（河原町渡一木２７７－１）  （美保町、竹内団地）  UTM：53SMV27551802 
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河原地区公民館 
（河原町長瀬４５－１）  （美保町、竹内団地）  UTM：53SMV27331869 

国英地区公民館 
（河原町山手４５９－１）  （美保町、竹内団地）  UTM：53SMV28561755 

河原町総合体育館 
（河原町曳田２０－１）  （高松町）  UTM：53SMV27321708 

八上地区公民館 
（河原町曳田１８６－２１）  （高松町）  UTM：53SMV26811660 

河原中学校 
（河原町曳田２９８）  （高松町）  UTM：53SMV27281716 

広域避難所地図 
誠道地区 別添４－６ 
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岩美北小学校体育館 
（浦富２１８８）  （誠道２、３区）  UTM：53SMV39433845 

岩美中学校体育館 
（浦富７０７）  （誠道１、１９区）  UTM：53SMV39283701 

岩美町中央公民館 
（浦富１０３８－６） 

中央公民館 

 （誠道６区）  UTM：53SMV39673708 

岩美高校（体育館） 
（浦富７０８－２）  （誠道７区、夕顔）  UTM：53SMV39373682 

広域避難所地図 
中浜地区 別添４－７ 岩美西小学校体育館 

（大谷２３４３）  （三軒屋町）  UTM：53SMV36433744 
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網代コミュニティーセンター 
（網代２２４）  （三軒屋町）  UTM：53SMV36193829 

大岩交流センター 
（大谷２４１０） 

大岩交流センター 

 （三軒屋町）  UTM：53SMV36583733 

一寸法師の館 
（蒲生１１１５－２）  （三軒屋町）  UTM：53SMV45083188 

岩美町民体育館 
（浦富１０３８－６） 

岩美町民体育館 

 （夕日ヶ丘１丁目）  UTM：53SMV39683712 

東コミュニティーセンター 
（陸上３３） 
岩美町東 

コミュニティーセンター 

 （夕日ヶ丘１丁目）  UTM：53SMV42083977 

田後コミュニティーセンター 
（田後１５９）  （夕日ヶ丘１丁目）  UTM：53SMV37673875 
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中央公民館 
（浦富１０３８－６）  （夕日ヶ丘１丁目）  UTM：53SMV39673707 

中央公民館 

岩美南小学校 
（新井４１９－２）  （麦垣町）  UTM：53SMV39863563 

岩美町文化センター 
（新井１３－１）  （麦垣町）  UTM：53SMV39833583 

郡家西小学校体育館 
（郡家５４１）  （新屋町）  UTM：53SMV31891832 

郡家保健センター 
（宮谷２５４－１）  （新屋町）  UTM：53SMV32391968 

八頭中学校体育館 
（郡家２９６）  （新屋町）  UTM：53SMV32161882 
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八東保健センター 
（徳丸５７８）  （小篠津町）  UTM：53SMV40111375 

旧丹比小学校（丹比小学校） 
（北山２１１）  （小篠津町）  UTM：53SMV41341346 

八東小学校（旧八東中学校） 
（北山５１）  （小篠津町）  UTM：53SMV41691340 

八東体育文化センター 
（富枝１０－１）  （小篠津町）  UTM：53SMV41651335 

八頭高校 
（久能寺７２５）  （財ノ木町、佐斐神町）  UTM：53SMV31441818 

船岡保健センター 
（船岡殿１５９）  （幸神町）  UTM：53SMV31821567 
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船岡小学校 
（船岡５３６）  （幸神町）  UTM：53SMV31821661 

船岡トレーニングセンター 
（坂田４０９－１）  （幸神町）  UTM：53SMV31211629 


