
（別紙３：第４部２関連）

2020.11.11現在

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

4 三朝町総合文化ホール 大瀬999-2 3,074 465

5 三朝町高勢公民館 小河内978-2 651 98

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

8 三朝町竹田公民館 穴鴨168-1 341 51

面積(㎡) 区分

1 三喜苑 横手396 4,243
高齢者
入所施設

2 みのりかじか 山田653-1 671
高齢者
入所施設

3 社会福祉協議会 横手50-4 1,625
高齢者
入所施設

所在地
施設の現況

備　考
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指定避難所一覧

福　祉　避　難　所

No 避難場所 所在地
施設の現況

備　考

No 避難場所



（別紙４：第４部２関連）

車　種 用　途 車　　　名
排気量
(cc)

車両番号
登録

年月日
備考

1 中型 乗合 日野リエッセ 4,720 鳥取さ200-328 H17.9 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ

2 〃 乗合 トヨタコースター 5,300 鳥取さ200-187 H14.7 教育支援ﾊﾞｽ

3 普通 乗用 トヨタサイ 2,360 鳥取と300-4057 H22.3 町長車

4 普通 貨物 三菱キャンター 2,998 鳥取さ800-7975 H30.3 1号車（原子力防災）

5 軽 乗用 スズキジムニー 650 鳥取た580-4789 H24.8 交通安全広報車

6 普通 特種 日産エクストレイル 1,990 鳥取さ800-6179 H24.10 交通安全広報兼水防車

7 普通 乗用 トヨタエスティマハイブリッド 2,360 鳥取て300-9219 H21.7 2号車

8 〃 乗用 トヨタハイエースワゴン 2,693 鳥取ぬ300-7671 H26.11 3号車

9 〃 乗用 トヨタカローラフィールダー 1,490 鳥取や500-8096 H30.7 4号車

10 〃 乗用 トヨタカローラフィールダー 1,490 鳥取む500-4493 H26.11 5号車

11 軽 貨物 ダイハツハイゼットカーゴ 650 鳥取え480-2979 H21.6 6号車

12 〃 貨物 日産クリッパー 650 鳥取き480-3570 H24.8 7号車

13 〃 乗用 スズキジムニー 650 鳥取は580-4755 H29.7 8号車

14 〃 貨物 スバルサンバー 650 鳥取え480-85 H21.1 9号車

15 〃 乗用 ダイハツミラ 650 鳥取こ580-6828 H21.12 10号車

16 〃 乗用 ダイハツミライース 650 鳥取に580-3083 H27.5 11号車

17 〃 貨物 ダイハツハイゼットカーゴ 650 鳥取え480-7051 H22.2 12号車

18 〃 乗用 スズキワゴンＲ　 650 鳥取こ580-7619 H21.12 13号車

19 〃 貨物 スズキキャリィトラック 650 鳥取き480-8462 H25.5 14号車

20 〃 乗用 ダイハツミライース 650 鳥取に580-3082 H27.5 15号車

21 大型 特殊（除雪） 日立ショベルローダ 3,620 鳥取る000-565 H28.2 9t

22 〃 特殊（除雪） 日立ショベルローダ 1,820 鳥取る000-702 H31.3 4t

23 〃 特殊（除雪） 日立ショベルローダ 2,920 鳥取る900-141 H31.3 6t

24 〃 特殊（除雪） ニッセキロータリー 12,500 鳥取る900-25 H13.1 ﾛｰﾀﾘｰ(13t)

25 普通 特殊（除雪） いすずエルフ（黄色） 2,990 鳥取さ800-7556 H28.11 2t

26 〃 特殊（除雪） 日野デュトロ 4,000 鳥取さ800-7908 H29.12 2t

27 建設水道課 〃 貨物 三菱キャンター 5,240 鳥取さ100-1102 H13.1 2t

28 〃 乗用 スズキエスクード 1,371 鳥取さ800-8096 H30.7

29 〃 乗用 三菱パジェロイオ 1,830 鳥取ぬ500-689 H18.3

30 〃 貨物 三菱キャンター 5,240 鳥取さ400-7672 H15.4 上水

31 軽 貨物 スズキエブリ 650 鳥取く480-986 H25.10 下水

32 〃 貨物 スズキエブリ 650 鳥取く480-7543 H26.10 上水

33 〃 貨物 スズキエブリバン 650 鳥取い41-7885 H14.4 上水

34 〃 貨物 ダイハツハイゼットカーゴ 650 鳥取こ480-5197 H29.8 地籍調査

35 軽 貨物 三菱キャブオーバー 650 鳥取480え9055 H22.5 環境ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ

36 〃 乗用 三菱アイミーブ ― 鳥取す580-8290 H23.3 電気自動車

37 健康福祉課 軽 乗用 日産クリッパー 650 鳥取き480-8313 H25.5

38 普通 特種 いすずエルフ 2,990 鳥取さ800-5522 H22.6 図書館車

39 〃 貨物 三菱バン 2,830 鳥取さ100-1797 H14.3 給食車

総務課
危機管理局
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町民課

教育委員会

財政課

町有車両一覧

No 所　轄　課

所　　　管　　　車　　　両

総務課

2020.11.11現在



（別紙５：第４部２関連）

【災害対策基本資機材】 2020.11.11現在

№ 品　　　名 数　　量 保管場所 備　　　考

1 カラーコーン（赤） 5個 水防倉庫

2 カラーコーン（黄色） 10個 水防倉庫

3 コーンウエイト 10個 水防倉庫

4 コーンバー 5本 水防倉庫

5 インバーター発電機 3台 水防倉庫

6 イージーアップテント 5張 水防倉庫

7 担架 1器 水防倉庫

8 水銀灯（特大） 2台 消防倉庫 脚、ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ、鎖

9 LED灯光器（中型） 5台 消防倉庫

10 LED灯光器（小型） 12台 消防倉庫

11 ハロゲンライト 2台 消防倉庫

12 コードリール 20個 消防倉庫

13 ラジオ付き懐中電灯 10個 防災倉庫

14 拡声器 3個 役場庁舎内

15 乾電池（各規格） 適量 役場庁舎内

16 PPロープ 136巻 みささ村公民館 φ６×300ｍ巻

17 ブルーシート 1,400枚 みささ村公民館 3.6m×5.4ｍ

【避難所資機材】 2020.11.11現在

№ 品　　　名 数　　量 保管場所 備　　　考

1 段ボールベッド 20式 文化ホール

2 段ボール間仕切り 20式 文化ホール

3 使い捨てマスク 20,000枚 防災倉庫

4 ディスポ手袋 800双 防災倉庫 ニトリルゴム製

5 除菌ウエットティッシュ 適量 防災倉庫

6 フェイスシールド 適量 防災倉庫

7 使い捨て防護服 適量 防災倉庫

8 アルコール消毒液 適量 役場庁舎

9 次亜塩素酸水消毒液 適量 役場庁舎

10 非接触型体温計 7個 役場庁舎

備蓄・資機材一覧
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（別紙５：第４部２関連）

【消防資機材】 2020.11.11現在

№ 品　　　名 数　　量 保管場所 備　　　考

1 小型ポンプ（林野火災用） 3台 水防倉庫

2 吸管 1本 水防倉庫

3 ホース入りリュック 2個 水防倉庫

4 背負子 3個 水防倉庫

5 ジェットシューター 20器 水防倉庫

6 ジェットシューター分水器 1器 水防倉庫

7 ホースブリッジ 6個 水防倉庫

8 組立水槽　一式 4個 水防倉庫

9 リアカー 3台 水防倉庫

10 火点標的 3基 水防倉庫

11 消火器(練習用) 4本 水防倉庫

12 演習用看板 2枚 水防倉庫

13 指揮本部用テーブル 2台 水防倉庫

【水防資機材】 2020.11.11現在

№ 品　　　名 数　　量 保管場所 備　　　考

1 スコップ（角） 3丁 水防倉庫

2 スコップ（剣） 10丁 水防倉庫

3 掛矢 3丁 水防倉庫

4 大ハンマー 3丁 水防倉庫

5 タコ槌 3丁 水防倉庫

6 かなづち 4丁 水防倉庫

7 なた 2丁 水防倉庫

8 おの 3丁 水防倉庫

9 つるはし 4丁 水防倉庫

10 かま 5丁 水防倉庫

11 のこぎり 2丁 水防倉庫

12 唐くわ 7丁 水防倉庫

13 バール 3丁 水防倉庫

14 クリッパー 1丁 水防倉庫

15 ざる 22個 水防倉庫

16 ねこ車 2台 水防倉庫

17 ブルーシート 100枚 水防倉庫 3.6m×5.4ｍ

18 土のう袋 1,000枚 水防倉庫 100枚/1包

19 鉄線 適量 水防倉庫

20 ナイロンロープ 適量 水防倉庫

21 トラロープ 適量 水防倉庫

22 PPロープ 適量 水防倉庫

23 軍手 適量 水防倉庫
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（別紙５：第４部２関連）

【原子力防災資機材】 2020.11.11現在

№ 品　　　名 数　　量 保管場所 備　　　考

1 ポケット線量計（ガンマ線用） 90台 防災倉庫 空間測定用

2 ポケット線量計（中性子線用） 10台 防災倉庫 空間測定用

3 中性子サーベイメータ 2台 防災倉庫 空間測定用

4 GM管式サーベイメータ 4台 防災倉庫 表面測定用

5 NaIサーベイメータ 4台 防災倉庫 表面測定用

6 ZnSサーベイメータ 8台 防災倉庫 表面測定用

7 不織布防護服 130着 防災倉庫

8 アノラック型防護服 90着 防災倉庫

9 防護マスク(半面) 50個 防災倉庫

10 防護マスク(全面) 33個 防災倉庫

11 防護マスクフィルター 180個 防災倉庫

12 ゴーグル 50個 防災倉庫

13 帽子 90個 防災倉庫

14 手袋（チオックス） 97双 防災倉庫

15 手袋（綿製） 96双 防災倉庫

16 靴下 90足 防災倉庫

17 長靴カバー 90足 防災倉庫

18 レガテープ 20個 防災倉庫

19 衛星携帯電話 2台 役場庁舎内

20 ヨウ素剤 750錠 役場庁舎内

21 エアーテント 6張 旧南小学校体育館

※資機材は鳥取県からの貸与品
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（別紙５：第４部２関連）

【鳥取県　連携備蓄品】 2020.11.11現在

№ 品　　　名 数　　量 保管場所 備　　　考

1 乾パン（クラッカー） 729缶 防災倉庫

2 アルファ米 646食 防災倉庫

3 アルファ米お粥 280食 防災倉庫

4 液体ミルク 24缶 役場庁舎内

5 ほ乳ビン 12個 防災倉庫

6 使い捨てほ乳ビン 96個 防災倉庫

7 保存水 804㍑ 防災倉庫

8 飲料水用ポリ容器 115個 防災倉庫

9 救急医療セット 21ｾｯﾄ 防災倉庫

10 タオル 264枚 防災倉庫

11 生理用品 132個 防災倉庫

12 紙おむつ（大人用） 174枚 防災倉庫

13 紙おむつ（子供用） 58枚 防災倉庫

14 トイレットペーパー 100ﾛｰﾙ 防災倉庫

15 簡易トイレ 14ｾｯﾄ 防災倉庫

16
トイレ処理セット(袋・凝固
剤）

1,440ｾｯﾄ 防災倉庫 簡易トイレ用

17 懐中電灯 61個 防災倉庫

18 ラジオ 17個 防災倉庫

19 毛布 260枚 役場倉庫
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（別紙６：第４部２関連）

2020.11.11現在

No 種　別 名　　称 締結先 締結年月日

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

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

三朝町

ヤフー株式会社
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防災協定締結一覧

31 その他 災害に係る情報発信等に関する協定 令和2年7月1日

10 その他 消防相互応援協定書 平成19年2月5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

3 その他

1 災害復旧 災害時の相互応援に関する協定書

平成16年4月1日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8年3月29日

平成16年4月1日

4 その他 消防相互応援協定書 平成16年6月1日

2 その他

平成17年7月4日5 その他 火災予防及び児童生徒の安心安全に関する協定書

6 救急・救助 鳥取県中部広域消防協定 平成17年12月27日

7 その他 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

9 災害復旧 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

8 その他 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

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

11 その他 消防相互応援協定書 平成20年3月27日

12 その他

13 その他 災害時における相互応援に関する協定 平成23年11月8日

14 災害復旧 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

15 その他 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

16 要援護者支援
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

18 要援護者支援
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

17 要援護者支援

19 災害復旧

21 通信確保
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

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

20 物資調達
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

22 物資調達 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 その他 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 物資調達 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 災害復旧
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 災害復旧 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 その他 災害発生時における郵便局の協力に関する協定

28

29

30

災害復旧

その他

報道要請

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

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

災害時における情報発信及び防災啓発に関する協定書

平成29年9月1日

平成29年9月14日

平成29年9月14日

令和2年2月3日


