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第１表　防災協定等
令和2年2月3日

No 名　　称 協定団体 協定年月日 備考

鳥取県

県内全市町村

三朝町

三朝町内所在郵便局

三朝町

三朝町内所在郵便局

三朝町

三朝町消防団

中部森林組合

三朝町消防団

三朝町教育委員会

中部ふるさと広域連合

中部市町

鳥取県

各市町村（三朝町）

鳥取県隊友会連合会

鳥取県

各市町村（三朝町）

鳥取県警友会連合会

三朝町

三朝町建設業協会

三朝町

岡山県鏡野町

三朝町

岡山県真庭市

三朝町

国土交通省中国地方整備局

三朝町

京都府城陽市

三朝町

中国電力株式会社倉吉営業所

三朝町

茨城県大洗町

岡山県鏡野町

三朝町

(社法)福生会

三朝町

(社法)三朝町社会福祉協議会

三朝町

(社法)みのり福祉会

鳥取県

各市町村（三朝町）

山陰ＥＬＶリサイクル協議会

災害時における要援護者の一時避難の
ための施設利用に関する協定書

平成24年11月8日 三朝温泉　三喜苑

平成23年11月8日

災害時における連絡体制及び協力体制
に関する取扱い

平成26年3月24日 令和元年6月3日内容変更

災害時における要援護者の一時避難の
ための施設利用に関する協定書

平成24年11月8日

災害時における相互応援に関する協定 平成23年12月2日

消防相互応援協定書 平成20年3月27日

災害時における情報交換に関する協定
書

平成23年7月1日

災害時における応急対策業務に関する
協定書

平成18年12月19日

消防相互応援協定書 平成19年2月5日

緊急事態における隊友会の協力に関す
る協定

平成18年3月28日

緊急事態における警友会の協力に関す
る協定

平成18年11月15日

火災予防及び児童生徒の安心安全に関
する協定書

平成17年7月4日 消防団

鳥取県中部広域消防協定 平成17年12月27日 北栄合併による

道路等の通行障害や損傷箇所の情報提
供に関する協定書

平成16年4月1日

消防相互応援協定書 平成16年6月1日

災害時の相互応援に関する協定書 平成8年3月29日

災害時における三朝町内所在郵便局と
三朝町間の相互協力に関する覚書

平成16年4月1日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18
災害時における要援護者の一時避難の
ための施設利用に関する協定書

平成24年11月28日 みのりかじか

13

14

15

16

17

災害時における相互応援に関する協定

19
災害時における被災車両の撤去等に関
する協定書

平成25年3月26日
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No 名　　称 協定団体 協定年月日 備考

三朝町

鳥取県生活協同組合

鳥取県

三朝町

西日本電信電話㈱

三朝町

ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター

鳥取県中部定住自立圏（三朝町）

湖東定住自立圏

中部市町村（三朝町）

（社）鳥取県ＬＰガス協会中部支部

三朝町

一般社団法人鳥取県産業廃棄物協会

三朝町

鳥取県中部清掃事業協同組合

鳥取県清掃事業協同組合

三朝町

日本郵便株式会社三朝郵便局

三朝町

鳥取県リサイクル協同組合

全国環境整備事業協同組合連合会

三朝町

鳥取県環境整備事業協同組合

三朝町

株式会社　エフエム山陰

株式会社　山陰放送

20
鳥取県生活協同組合との災害時におけ
る応急生活物資等の支給に関する協定
書

平成25年5月7日

21
特定公衆電話の設置・利用及び通信の
確保等の協力に関する協定書

平成25年9月30日

22
災害時における物資供給に関する協定
書

平成25年10月16日

23 災害発生時相互協力に関する協定書 平成25年10月17日

24 緊急用ＬＰガスの調達に関する協定書 平成26年4月24日

25
地震等大規模災害時における災害廃棄
物の処理等の協力に関する協定書

平成26年10月27日

26
災害時における災害廃棄物処理等の協
力に関する協定書

平成27年2月3日

27
災害発生時における郵便局の協力に関
する協定

平成29年9月1日

28
大規模災害時における災害廃棄物の処
理等の協力に関する協定書

平成29年9月14日

29
大規模災害時における災害し尿等の収
集及び運搬の協力に関する協定書

平成29年9月14日

30
災害時における情報発信及び防災啓発
に関する協定書

令和2年2月3日
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第２表　除雪路線

【１種区間】

集　落 除雪路線 (Km) 摘　要 集　落 除雪路線 (Km) 摘　要

恋谷線 1.59 横手本泉線 1.57 本泉含む

下河原荒尾線 0.32 粟谷線 0.32 一部２種路線

山　田 山田中央線 1.21 大瀬中央線 1.30

山田横手線 0.09 一部２種路線 川端線 0.33

三朝横手線 0.33 大瀬本泉線 0.75 大瀬含む

本泉勘平線 0.59

【２種区間　町道　（１／２）】

集落 除雪路線 (Km) 摘　要 集落 除雪路線 (Km) 摘　要

東小鹿中央線 0.76 三　朝 三谷線 0.11

東小鹿上荘線 0.34 沢向１号線 0.08

小鹿田線 0.10 沢向上荘線 0.14

井手ノ原線 0.23 宮ノ谷線 0.13

西小鹿下荘線 0.28 市ヶ坪線 0.14

崎庄線 0.11 山田下荘線 0.46

西小鹿岩本線 0.08 粟谷線 0.38 一部１種に計上

上庄線 0.12 農道 粟谷支線 0.10

岩　本 西小鹿岩本線 0.08 山田横手線 0.16 一部１種に計上

井　土 井土線 0.20 県代行(H23) 徳　本 横手支線 0.07

高橋本線 0.32 徳本住宅線 0.17 私道0.07含む

高橋支線 0.03 金盛線 0.32

農免農道線 0.26 農道 堂ノ前線 0.39

波伯山 余戸波伯山線 0.31 大瀬本線 0.85

吉　田 吉田村中線 0.24 大瀬１号線 0.16

三　徳 門前線 0.16 大瀬２号線 0.11

宝太神線 0.28 大瀬５号線 0.18

山崎線 0.23 大瀬７号線 0.02

片　柴 田中庄線 0.04 大瀬栗尾谷線 0.18

片柴本線 0.50 大瀬神社線 0.22

増野線 0.32 上高原線 0.31

余戸波伯山線 0.55 中高原線 0.18

新宮中垣線 0.40 高原中央線 1.24

川坂線 0.25 鉛　山 実光神倉線 2.76 要望に対応

桜ヶ丘線 0.44 福　吉 福吉線 2.47

桜ヶ丘支線 0.08 垣ノ内線 0.08

大　付 大付線 0.08 私道0.04含む 小河内寺前線 0.11

砂原線 0.36 笏賀本線 1.50 大規模含む

三朝砂原線 0.28 本笏賀線 0.21

坂根線 0.06

三　朝 横　手

大　瀬

横　手

本　泉

東小鹿

山　田

西小鹿

横　手

高　橋

大　瀬
坂　本

余　戸

桜ヶ丘

小河内

砂　原
笏　賀
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【２種区間　町道　（２／２）】

集落 除雪路線 (Km) 摘　要 集落 除雪路線 (Km) 摘　要

花倉線 0.32 助谷中央線 0.35

新花倉線 0.16 助谷大畑線 0.15

福田中央線 0.30 助谷下通り線 0.23

家ノ下線 0.05 大島線 0.33

下　谷 下谷本線 1.42 大島２号線 0.10

吉　尾 吉尾本線 1.32 消雪0.10有り 久原本線 0.78

坂戸線 0.48 久原１号線 0.05

鎌田本線 0.57 久原２号線 0.12

森中央線 0.91 久原推ヶ坪線 0.12 農道0.04含む

森１号線 0.16 高取線 0.15

天神住宅１号線 0.33 曹源寺本線 0.66

天神住宅２号線 0.38 曹源寺中央線 0.38

本泉森線 0.47 曹源寺屋敷通り線 0.03

三朝中学校線 0.59 保育園前含む 上田曹源寺線 0.98

大瀬本泉線 0.05 穴鴨本線 0.59 バス路線

若宮１号線 0.28 南小学校線 0.04

今泉１号線 0.05 浅田線 0.06

今泉２号線 0.24 今泉含む 浅田支線 0.15

今泉若宮線 0.87 農村公園線 0.04

今泉本線 0.29 穴鴨曹源寺線 0.42

今泉3号線 0.09 穴鴨中央線 0.23

上ノ山線 0.27 穴鴨谷線 0.35

湯谷本線 0.34 下西谷 下西谷森脇線 0.14

湯谷下通線 0.21 下　畑 下畑線 0.4

湯谷村通り線 0.37 集道0.03含む 大　谷 若杉線 1.40 一部県代行

赤松本泉線 0.20 福　本 福本本線 0.96 県代行

牧本線 0.76 バス路線 加　谷 加谷本線 0.38 県代行

牧中央線 0.29 木地山線 0.09 県代行

宮ノ本線 0.09 中古屋小坂線 0.75 県代行

牧団地線 0.12

赤松本泉線 1.32

赤松線 0.28

赤松２号線 0.13 農道0.06含む

久鳥線 0.12

大柿本線 0.31

大柿２号線 0.04

恩地中央線 0.47

恩地中通線 0.11

笏　賀

助　谷
福　田

久　原鎌　田

森

曹源寺
天　神

本　泉

穴　鴨

若　宮

今　泉

湯　谷

牧

木地山

赤　松

大　柿

恩　地
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【国・県道】

集落 摘　要 集落 摘　要

坂　本 町代行0.42km ―

柿　谷 町代行1.26km ―

― ―

― 福吉 町代行0.40㎞

― ―

― ―

―

参考：冬季閉鎖区間（全面通行止め）

【県道】

延長

2.0㎞

6.9 ㎞

3.0 ㎞

1.2 ㎞

1.2 ㎞

2.2 ㎞

7.3㎞

【町　道】

区間 延長

7.0 ㎞

1.5 ㎞

1.6 km

除雪路線 除雪路線

桑原坂本線 三朝中線

三朝温泉木地山線(柿谷) 倉吉福本線

三朝温泉木地山線(井土) 羽出三朝線

国道179号 木地山倉吉線

木地山倉吉線 木地山（集落より奥）

国道482号 大谷曹源寺線

烏取鹿野倉吉線 本泉大瀬線

三朝東郷線

福本関金線 三朝町福山～倉吉市関金町滝川　

路線名 区間 閉鎖予定期間

 三朝中線（大規模林道含む） 中津（集落より奥）

積雪のあった日から
翌年３月31日、または
安全な通行が確保され
るまで

常藤関金線 三朝町福本～倉吉市関金町滝川

三朝温泉木地山線 柿谷（集落より奥）

　　　〃 西尾（集落より奥）

俵原青谷線 俵原（牧場方面）

路線名 閉鎖予定期間

実光神倉線 神倉～鉛山 積雪のあった日から
翌年３月31日、または
安全な通行が確保される
まで

高清水高原線 木地山(人形峠旧国道)

田代下畑線 田代～下畑

5



平成31年1月1日現在

No 事業所名称 所在地 製造所等の別

1 依山楼岩崎 三朝365-1 地下タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所

2 ＪＡ中央サービス  大瀬給油所 大瀬1045-7 給油取扱所、移動タンク貯蔵所

3 ＪＡ中央サービス  竹田給油所 曹源寺57-2 給油取扱所

4 三朝ロイヤルホテル 大瀬1210 地下タンク貯蔵所

5 ブランナールみささ 三朝388-1 地下タンク貯蔵所

6 社会福祉法人福生会　三朝温泉三喜苑 横手396 地下タンク貯蔵所

7 渓泉閣 山田180 地下タンク貯蔵所

8 鳥取県中部医師会立　三朝温泉病院 山田690 地下タンク貯蔵所

9 斉木別館 山田70 地下タンク貯蔵所

10 内外精機工業株式会社　鳥取工場 神倉927 屋内貯蔵所

11 万翠楼 山田5 地下タンク貯蔵所

12 三朝館 山田174-1 屋内タンク貯蔵所

13 三朝石油 山田687-2 給油取扱所、移動タンク貯蔵所

14 松原燃料店 山田772-2 屋内貯蔵所

15 鳥取中央農業協同組合　三朝ライスセンター 森79 地下タンク貯蔵所

第３表　危険物施設
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第４表－１　指定避難所

面積（㎡） 収容人員

1 小鹿地区多目的研修会施設 高橋167-3 908 137

2 三徳地区多目的研修会施設 片柴913 796 120

3 三朝町総合スポーツセンター 山田214-1 3,413 517 イエローゾーン内

4 三朝町総合文化ホール 大瀬999-2 3,074 465 イエローゾーン内

5 三朝町高勢公民館 小河内978-2 651 98 イエローゾーン内

6 三朝町農林漁業者健康増進施設 本泉430 1,386 420

7 竹田地区町民体育館 穴鴨191-2 737 223

No 避難場所 所在地
施設の現況

備　考
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第４表－２　指定緊急避難場所

面積（㎡） 収容人員

1 小鹿地区多目的研修会施設 高橋167-3 908 137

2 三徳地区多目的研修会施設 片柴913 796 120

3 三朝温泉観光商工センター 三朝973-1 386 116

4 みささ村公民館 山田608 368 111

5 三朝町総合スポーツセンター 山田214-1 3,413 517

6 みささこども園 横手37-1 1,396 211

7 三朝町立福祉センター 横手50-4 1,626 246
福祉避難所、ボランティア
センターを兼ねる

8 三朝町総合文化ホール 大瀬999-2 3,074 465

9 三朝小学校・体育館 大瀬1170-1 716 216

10 三朝町高勢公民館 小河内978-2 651 98

11 三朝中学校・体育館 本泉430 1,138 344

12 三朝町農林漁業者健康増進施設 本泉430 1,386 420

13 賀茂保育園 本泉916 1,014 153

14 賀茂地区公民館 本泉359-1 143 43 森林組合所有

15 三朝町竹田公民館 穴鴨168-1 341 51

16 竹田地区町民体育館 穴鴨191-2 737 223

17 旧東小学校校庭 地震等発生時に利用

18 ふるさと健康むら 地震等発生時に利用

19 三朝陸上競技場 地震等発生時に利用

20 三朝小学校校庭 地震等発生時に利用

21 三朝中学校・校庭 地震等発生時に利用

22 桜づつみ中の島公園 地震等発生時に利用

23 旧南小学校校庭 地震等発生時に利用

No 避難場所 所在地
施設の現況

備　考
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第５表　集落公民館等
平成30年4月1日現在

No 所在地 集合場所 備　考

1 中　津 中津集落 公民館なし

2 神　倉 神倉公民館

3 東小鹿 東小鹿公民館

4 西小鹿 西小鹿公民館

5 西　尾 岩本公民館

6 高　橋 高橋公民館

7 西　尾 井土公民館

8 西　尾 波泊山公民館

9 吉　田 吉田とちの館

10 俵　原 俵原公民館

11 吉　原 吉原集落 公民館なし

12 三　徳 成公民館 土石流レッドゾーン：土砂災害時使用不可

13 三　徳 三徳山集落 公民館なし

14 三　徳 合谷公民館

15 坂　本 坂本公民館

16 片　柴 片柴公民館

17 余　戸 余戸公民館

18 吉　田 桜ヶ丘公民館

19 砂　原 大付公民館

20 砂　原 砂原公民館

21 三　朝 三朝ふれあい会館

22 三　朝 恋谷公民館 恋谷団地

23 山　田 山田１区公民館

24 山　田 山田２区公民館

25 横　手 横手１区公民館

26 横　手 横手２区公民館

27 横　手 徳本公民館 急傾斜レッドゾーン：土砂災害時使用不可

28 大　瀬 大瀬公民館

29 鉛　山 鉛山公民館 急傾斜レッドゾーン：土砂災害時使用不可

30 柿　谷 柿谷公民館

31 柿　谷 実光公民館

32 柿　谷 太郎田公民館

33 福　吉 福吉公民館 急傾斜レッドゾーン：土砂災害時使用不可

34 笏　賀 笏賀公民館
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No 所在地 集合場所 備　考

35 小河内 小河内公民館

36 福　田 福田公民館

37 下　谷 下谷交流センター 急傾斜レッドゾーン：土砂災害時使用不可

38 吉　尾 吉尾公民館

38 吉　尾 吉尾公民館

39 鎌　田 鎌田公民館

40 森 森公民館

41 森 天神公民館

42 本　泉 本泉交流センター

43 若　宮 若宮公民館

44 今　泉 泉の里とんがりハウス

45 湯　谷 湯谷公民館

46 牧 牧ふれあい交流館

47 赤　松 赤松公民館

48 大　柿 大柿公民館

49 恩　地 恩地公民館

50 助　谷 助谷公民館

51 久　原 久原公民館 急傾斜レッドゾーン：土砂災害時使用不可

52 曹源寺 曹源寺公民館

53 木地山 木地山公民館

54 加　谷 加谷公民館

55 穴　鴨 穴鴨公民館

56 下西谷 下西谷公民館

57 上西谷 上西谷公民館

58 福　本 福本公民館

59 福　山 福山地区集落センター

60 田　代 田代公民館

61 下　畑 下畑公民館

62 大　谷 三軒屋公民館 急傾斜レッドゾーン：土砂災害時使用不可

63 大　谷 大谷公民館
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第６表　ヘリコプター発着適地
平成31年4月1日現在

１　県に報告してあるヘリコプター発着適地

No 名　　　　称 所在地 面積(㎡) 付近の高い物体

1 町営三朝陸上競技場 本　泉 10,080 掲揚台　約10ｍ 西 35ｍ

2 旧東小学校校庭 余　戸 8,000 校舎等　約12ｍ 東・西・北 40ｍ

3 旧南小学校校庭 穴　鴨 7,700 校舎等　約12ｍ 南・東 30ｍ

4 三徳川親水公園 山　田 12,250 橋等　　約10ｍ 東・北 100ｍ

5 ふるさと健康むら空地 横　手 4,800 特になし

6 桜づつみ中の島公園 牧 4,000 電線等　約10ｍ 北 50ｍ

7 三朝町緊急用ヘリポート 中　津 2,165 特になし

２　ヘリコプター発着適地として利用の可能性がある場所

No 名　　　　称 所在地 面積(㎡) 付近の高い物体

1 三朝中学校運動場 本　泉 8,000 樹木等　約10ｍ 北・南・東 40ｍ

2 三朝小学校校庭 大　瀬 6,300 校舎等　約12ｍ 四方 30ｍ

3 森地区真砂土採取場 森 ― 特になし

4 水田（農閑期のみ） 全　町 ― 特になし

物体までの距離等

物体までの距離等

―

―
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第７表　災害時要配慮者施設
平成31年4月1日現在

土砂災
害警戒
区域内

浸水想
定区域

内

1 〇 みのりかじか 山田653-1
高齢者
入所施設

43-5088 43-5098 健康福祉課 24時間

2 〇 ○ 三喜苑 横手396
高齢者
入所施設

43-3322 43-3321 健康福祉課 24時間

3 〇 仁の里 山田108-5
高齢者
入所施設

43-5007 43-5018 健康福祉課 24時間

4 〇 三朝温泉病院 山田690 病院 43-1321 43-2732 健康福祉課 24時間

5 みささこども園 横手37-1 保育所 43-5770 43-5771 町民課

6 〇 竹田保育園 穴鴨201-1 保育所 44-2183 44-2183 町民課

7 ○ なの花 大瀬1012
高齢者
入所施設

43-1711 43-1712 健康福祉課 24時間

8 ○ 社会福祉協議会 横手50-4
高齢者
利用施設

43-3388 43-3378 健康福祉課

9 〇 賀茂保育園 本泉916 保育所 43-0555 43-0555 町民課

10 〇 〇 湯川医院 三朝967-1 病院 43-3399 43-3396 健康福祉課

11 〇 〇 三朝中学校 本泉430 学校 43-1397 43-1396 教育総務課

12 〇 〇 三朝小学校 大瀬1170-1 学校 43-0001 43-2911 教育総務課

備 考

区　　分

No 施 設 名 称 所 在 地
施設の
内　容

ＴＥＬ ＦＡＸ 連絡担当課
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第８表　地域防災拠点

地　　区 施　設　名 所　在　地

小鹿地区 小鹿地区多目的研修会施設 三朝町高橋167番地３

三徳地区 三徳地区多目的研修会施設 三朝町片柴913番地

三朝地区 みささ村公民館 三朝町山田608番地

高勢地区 三朝町高勢公民館 三朝町小河内978番地２

賀茂地区 賀茂公民館 三朝町本泉359番地１

竹田地区 三朝町竹田公民館 三朝町穴鴨168番地

13



第９表　県内・外のヘリコプター

所属機関 基 地 機 種 愛 称 備 考

鳥取県消防防災航空隊 鳥取空港 アグスタAW139 だいせん

鳥取県警察航空隊 鳥取空港 アグスタAW109SP さきゅう

鳥取県ドクターヘリ 米子空港 エアバスH135 KANSAI・おしどり

アグスタAW139 みほづる１号

アグスタAW139 みほづる２号

公立豊岡病院組合 公立豊岡病院 エアバスEC135 KANSAI・こうのとり
関西広域連合によ
る運用

島根県 島根県立中央病院 川崎式BK117C-2型 県中西部をカバー

米子空港
第八管区海上保安本部
美保航空基地
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第１０表　特別警報の基準値一覧

48時間
降水量

3時間
降水量

注1）

注2）
注3）

境 71cm
米子 66cm
鳥取 107cm
倉吉 77cm
大山町 347cm

注1）
注2）

50年に一度の値は統計値であり、一の位の大小まで厳密に評価する意味はない。
大雪特別警報は、府県予報区程度の広がりを持って50年に一度の積雪深となり、かつ、その
後も警報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合に発表される。個々の地点で50
年に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないことに留意。

暴風特別警報
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低
気圧により暴風が吹くと予想される場合

暴風雪特別警報
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

大雨以外の特別警報の発表基準（大雪特別警報の基準値は、令和元年10月30日現在）
特別警報 発表基準 基準値

中・西部

大雪特別警報

数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される
場合

大雨特別警報発表基準（値は、令和元年5月8日現在）

一次細分
区域

市町村を
まとめた

地域

二次細分
区域

（市町村）

220

50年に一度の値は、各市町村にかかる5km格子の50年に一度の値の平均値をとったもので
ある。
50年に一度の値は統計値であり、一の位の大小まで厳密に評価する意味はない。
大雨特別警報は、一定程度の広がりを持って50年に一度の大雨となり、かつ、更に雨が降り
続くと予想される地域のうち、重大な災害が発生するおそれが高まっている市町村に発表さ
れる。個々の市町村で50年に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないことに
留意。

基準

50年に一度の値
雨量基準（ミリ） 土壌

雨量指
数

倉吉地区 三朝町

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、
もしくは、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

367 129
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第１１表　警報・注意報の基準値一覧　

＊1
　（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

＊1
　（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

※2　気温は米子特別地域気象観測所の値

着雪 12時間降雪の深さ：平地15cm以上，山地25㎝以上　気温：-2℃～2℃
※1　気温は鳥取地方気象台の値

低温 最低気温-4℃以下 ※２

霜 10月31日までの早霜　4月1日以降の晩霜　最適音3℃以下
着氷

濃霧（視程） 100m
乾燥 最小湿度40％で実効湿度65％

なだれ

①積雪の深さ30cm以上あり降雪の深さ40cm以上
②山沿いの積雪の深さ60cm以上あり次のいずれか

１　最高気温が8℃以上 ※1

２　かなりの降雨

注
意
報

強風（平均風速） 12m/s
風雪（平均風速） 12m/s　雪を伴う
大雪 平地　12時間降雪量の深さ15cm，　山地　12時間降雪量の深さ25cm
雷 落雷等により被害が予想される場合
融雪

種類 基準

警
報

暴風（平均風速） 20m/s
暴風雪（平均風速） 20m/s　　雪を伴う
大雪 平地　12時間降雪量の深さ25cm，　山地　12時間降雪量の深さ40cm

倉吉地区 三朝町
三徳川流域=14.9，
加茂川流域=8.4

三徳川流域
　　　=（5，14.9），

加茂川流域
　　　=（5，8.4）

天神川
［竹田橋・小田］

大雨・洪水・高潮以外の警報・注意報発表基準（鳥取県　中・西部　倉吉地区）

流域雨量
指数基準 複合基準

*1 指定河川洪水予報
による基準市町村を 市町村

倉吉地区 三朝町
三徳川流域=18.7，
加茂川流域=10.5

－
天神川

［竹田橋・小田］

洪水注意報発表基準（値は令和元年11月14日現在）

洪水警報発表基準（値は令和元年11月14日現在）
流域雨量
指数基準 複合基準

*1 指定河川洪水予報
による基準市町村を 市町村

土壌雨量
指数基準

倉吉地区 三朝町 12 117 8 99

大雨警報・注意報発表基準（値は令和元年11月14日現在）
大雨警報基準 大雨注意報基準

市町村を
まとめた地域

市町村
表面雨量
指数基準

土壌雨量
指数基準

表面雨量
指数基準
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