
区分
避難
区域

市町名 施設名 所在地

日進小学校
日進地区公民館

　〃　　（外江5区） 鳥取市文化センター
人権交流プラザ（中央人権福祉ｾﾝ
ﾀｰ）

幸町151

明徳小学校 行徳1丁目201-3

明徳地区公民館 行徳1丁目210-2

富桑地区公民館 行徳3丁目705

富桑小学校 西品治134

富桑体育館 西品治283-1

城北体育館 丸山町310-1

城北小学校 田園町4丁目324

西工業団地 中ノ郷体育館 覚寺110
　〃　　（外江10区） 中ノ郷小学校 円護寺268

南中学校 興南町91

美保小学校 吉成1丁目10-25

中ノ郷地区公民館 覚寺１１８

稲葉山小学校 卯垣2丁目657

稲葉山地区公民館・稲葉山体育館 卯垣5丁目57

美保地区公民館 吉成2丁目5-22

東中学校 立川町6丁目164

岩倉体育館 立川町6丁目164

鳥取産業体育館 天神町50-2

城北地区公民館 田園町4丁目223-1

岩倉地区公民館 立川町6丁目174

岩倉小学校 立川町7丁目110

美保南小学校 宮長200-1

美保南地区公民館 叶286

美保南体育館 叶286-12

鳥取市武道館 東町1丁目326

久松小学校 東町2丁目201
　〃　（渡2区） 鳥取市教育センター 寺町150

久松会館 東町3丁目371-2

醇風地区公民館 西町5丁目353-1

修立地区公民館 吉方町1丁目201

鳥取市教育センター 寺町150
　〃　（渡5区）

　〃　（渡6区）

　〃　（渡7区）

　〃　（渡16区）

　〃　（渡8区）

　〃　（渡14区）

　〃　（渡15区）

　〃　（渡18区）

　〃　（渡19区）

森岡町（東森岡） 渡小学校 ④ 醇風小学校 西町5丁目353
　　〃　（西森岡） 第三中学校 ⑤ 北中学校 東町3丁目371-1
中海干拓地 ― - ― ― - -

青谷町体育館 青谷町善田29

青谷町農林漁業ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞセンター 青谷町露谷50
青谷町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ（多目的ホー
ル）

青谷町青谷667

青谷地区公民館 青谷町青谷4080-1
面影小学校 雲山42
桜ヶ丘中学校 桜谷227
面影地区公民館 桜谷162-6
倉田体育館 八坂49-1
倉田小学校 八坂54-1
江山中学校 倭文65
美和小学校 竹生64
大正地区公民館 古海556
豊実体育館 野坂927
豊実地区公民館 野坂950

明治町 布勢総合運動公園 布勢146-1
京町 美穂地区公民館 朝月22
栄町 大正小学校 古海291-3

湊町 布勢総合運動公園 布勢146-1
日ノ出町 大正体育館 古海708-1
本町 大和地区公民館 倭文76-1

相生町 大和体育館 倭文121-2

末広町 布勢総合運動公園 布勢146-1
東郷体育館 北村32-1
東郷地区公民館 西今在家207
東郷小学校 篠坂6-1

浜ノ町 湖南学園中 六反田1-5

松ヶ枝町 境小学校 ③ 松保体育館 里仁560-1
中町 境公民館 ② 布勢総合運動公園 布勢146-1
東本町 （旧）湖南中学校 吉岡温泉町789-1

朝日町 神戸地区公民館 下砂見751

入船町 神戸小学校 中砂見936

東雲町 高草中学校 徳尾108-1鳥取③

鳥取③

鳥取①

鳥取①

鳥取①

鳥取①

鳥取①

鳥取②

大郷会館
（湖南地区公民館分館、湖南体育
館）

金沢16-2

第一中学校 経路３ ⑤

経路１

③

境公民館

②
元町

第二市民体育館
蓮池町

鳥取①
鳥取市

米川町

Ａ-③

経路１ ②

馬場崎町 境高等学校

大正町

境小学校

経路１ ①

境地区

弥生町 A-①

市民体育館

経路１ ③

⑤
遷喬小学校
遷喬地区公民館

本町１丁目108-1
本町１丁目108-2

経路３

経路３

⑤

鳥取市

渡小学校

夕日ヶ丘２丁目集会所

県民文化会館
（とりぎん文化会館）

尚徳町101-5

第三中学校 ⑤

鳥取東高校 立川町5丁目210

渡小学校 ④
西中学校 寿町907

④
　〃　（渡3区）

　〃　（渡4区）

渡公民館 ④

　〃　（渡11区）
渡地区

渡町（渡1区）

A-②

第三中学校

第三中学校

経路1 ③　〃　　（外江3区）

外江公民館

　〃　　（外江11区）

市民体育館 経路１ ①

清水町

経路１ ②

鳥取市

吉方温泉1丁目131
吉方温泉1丁目131
吉方温泉3丁目701

　〃　　（外江6区）

　〃　　（外江7区）

　〃　　（外江8区）

〃　　（外江9区）

　〃　　（外江12区） 第三中学校

外江町（外江4区）

A-①

芝町

外江小学校

夕日ヶ丘2丁目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別添３

地区名 一時集結所 避難経路
避難退域

時
検査会場

避難先

広域避難先等一覧

外江地
区



区分
避難
区域

市町名 施設名 所在地
地区名 一時集結所 避難経路

避難退域
時

検査会場

避難先

花町 世紀小学校 徳尾407
岬町 明治小学校 松上159
昭和町 明治地区公民館 松上167-1
上道町（上道1区） 湖山西体育館 湖山町西1丁目512
上道町（上道2区） 鳥取商業高校 湖山町北2丁目401

賀露小学校 賀露町778

賀露地区公民館 賀露町南5丁目1718-3

海洋の家体育館 賀露町南5丁目1718-3

湖山小学校 湖山町南1丁目656

湖山地区公民館 湖山町北1丁目202-1
　〃  　（上道4区） 境高等学校 鳥取湖陵高等学校 湖山町北3丁目250

鳥取緑風高校 湖山町南3丁目848

湖東中学校 湖山町北6丁目323
　〃  　（上道8区） 湖山体育館 湖山町北6丁目330-25

末恒地区公民館 伏野1986-32

末恒小学校 伏野2256-61

千代水体育館 商栄町422

浜坂小学校 浜坂1丁目14-1
　〃　　(中野2区） 鳥取工業高校 生山111

千代水地区公民館 商栄町423-2

浜坂体育館 浜坂2丁目9-10

浜坂地区公民館 浜坂4丁目11-21

米里体育館 古郡家81-4

津ノ井小学校 桂木238-1

津ノ井体育館 桂木307-11

中ノ郷中学校 浜坂東1丁目22-17

米里小学校 古郡家75-1

若葉台小学校 若葉台南2丁目17-1
米里地区公民館 古郡家79-4

津ノ井地区公民館 桂木307-11

若葉台地区公民館 若葉台南2丁目16-1

若葉台体育館 若葉台南2丁目16-1

大茅体育館 国府町栃本463

成器体育館 国府町中河原69

国府東小学校 国府町谷3

谷地区公民館 国府町糸谷13

国府町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 国府町庁380

福部未来学園中学校 福部町高江485-3

宮ノ下小学校 国府町宮下26

福部未来学園小学校 福部町高江188

河原第一小学校 河原町渡一木179-1

国府地区保健センター 国府町糸谷15-1
福部町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ（福部地区公民
館）

福部町細川1338

福部町体育館 福部町細川1341

国府中学校 国府町町屋720

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

河原町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 河原町渡一木277-1
河原地区公民館 河原町長瀬45-1

国英地区公民館 河原町山手459-1

河原町総合体育館 河原町曳田20-1

八上地区公民館 河原町曳田186-21

河原中学校 河原町曳田298
誠道町（誠道2区）

　〃  　（誠道3区）

　〃  　（誠道1区）

　〃　  （誠道19区）

　〃  　（誠道6区） 中央公民館 浦富1038-6
　〃　  （誠道7区）

　〃　  （夕顔）

岩美西小学校体育館 大谷2343

網代コミュニティセンター 網代224

大岩交流センター 大谷2410

一寸法師の館 蒲生1115-2

岩美町民体育館 浦富1038-6

東コミュニティセンター 陸上33

田後コミュニティセンター 田後159
中央公民館 浦富1038-6

岩美南小学校 新井419-2

岩美町文化センター 新井13-1

郡家西小学校体育館 郡家541

郡家保健センター 宮谷254-1
八頭中学校体育館 郡家296

八東保健センター 徳丸578
旧丹比小学校 北山211
八東小学校（旧八東中学校） 北山51

八東体育文化センター 富枝10-1
財ノ木町

佐斐神町

船岡保健センター 船岡殿159

船岡小学校 船岡536

船岡トレーニングセンター 坂田409-1

鳥取①

鳥取③

鳥取③

鳥取①

鳥取③

鳥取③

鳥取①

鳥取③

八頭町

美保町
竹内団地

中浜公民館

経路３

八頭高等学校 久能寺725

幸神町 幸神体育館

Ａ－④

新屋町

⑤

三軒屋町 三軒屋町会館 ②

夕日ヶ丘１丁目 夕日ヶ丘１丁目集会所

経路３

麦垣町

中浜小学校

岩美町

岩美北小学校体育館 浦富2188

岩美中学校体育館 浦富707

誠道小学校

岩美高等学校(体育館) 浦富708-2

④

中浜小学校

誠道地
区

誠道公民館

経路１

中浜地
区

小篠津町

夕日ヶ丘１丁目集会所

⑤

高松町 誠道小学校

　〃　　（竹内2区）

①

経路３

③

経路３

鳥取①

鳥取市

　〃　　(中野3区）

　〃　　(中野4区）

　〃　　（中野5区）

福定町

竹内町（竹内1区）

　〃  　（上道5区）
第一中学校

　〃  　（上道6区） 上道公民館

経路１

境港総合技術高等学校

余子小学校
境港総合技術高等学
校
第二中学校

上道小学校

経路１

　〃　　（竹内3区）　

余子地
区

中野町(中野1区）

　〃  　（上道7区） 境高等学校

　〃  　（上道3区） 上道小学校

境高等学校
市民体育館

余子公民館

　〃　　（竹内4区）

⑤

Ａ－③

鳥取市

経路３ ④

①


