
総務課 本庁舎１階玄関ホール

総務課 本庁舎２階ギャラリー

総務課 議会棟２階議会事務局前

総務課 第２庁舎9F食堂前

東部県税事務所 東部庁舎１階県民ホール

八頭県土整備事務所 八頭庁舎本館１階玄関ホール横

中部総合事務所
地域振興局

１号館Ａ棟１階玄関ホール

中部総合事務所 福祉保健局

西部総合事務所
地域振興局総務室

西部総合事務所本館1階ロビー

日野振興センター日野振興局 日野振興センター本庁舎１階県民ホール

日野振興センター日野振興局 日野振興センター本庁舎３階ＥＶ前

消防学校 消防学校

消防学校 消防学校

消防防災航空センター 消防防災航空センター

東部福祉保健事務所 東部福祉保健事務所　２階和室

東部福祉保健事務所
東部福祉保健事務所
２階事務室受付前

福祉相談センター 福祉相談センター待合スペース横

倉吉児童相談所 倉吉児童相談所

米子児童相談所 米子児童相談所警備員室

西部福祉保健局
福祉企画課

本館２階ホール

西部福祉保健局
福祉企画課

福祉企画課内

喜多原学園 喜多原学園体育館

喜多原学園 喜多原学園男子寮

砂丘事務所 砂丘事務所前

山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館

林業試験場 林業試験場

畜産試験場 事務所棟１階廊下

畜産試験場 種雄牛舎

水産試験場 第一鳥取丸

栽培漁業センター 管理棟１階玄関ホール

境港水産事務所 ２号上屋２階中廊下

ＡＥＤ設置県立施設一覧（平成２９年７月現在）

設置施設名所管所属



境港水産事務所 はやぶさ内

教育センター 本館玄関

埋蔵文化財センター 本所１階ギャラリー

埋蔵文化財センター 積善分館仮設作業棟

埋蔵文化財センター 気高調査事務所

埋蔵文化財センター 青谷調査室

西部総合事務所
生活安全課

大山自然歴史館

人権・同和対策課 人権ひろば21

文化政策課 わらべ館　受付

文化政策課
米子コンベンションセンター
総合受付

文化政策課 県民文化会館ロビー

文化政策課
倉吉未来中心
アトリウム運営事務室入り口

スポーツ課 鳥取産業体育館　鳥取屋内プール

スポーツ課 倉吉体育文化会館

スポーツ課 米子産業体育館

スポーツ課 武道館

スポーツ課 ライフル射撃場

スポーツ課 東山水泳場

福祉保健課 鳥取県立福祉人材研修センター

長寿社会課 鳥取県立皆生尚寿苑

障がい福祉課 障害者体育センタ－

障がい福祉課 鹿野かちみ園

障がい福祉課 鹿野第二かちみ園

総合療育センター 外来

皆成学園 １号棟

医療政策課 鳥取看護専門学校

医療政策課 倉吉総合看護専門学校

子育て応援課 鳥取砂丘こどもの国

林政企画課 とっとり出合いの森管理棟ホール内

農業大学校 職員室前廊下

緑豊かな自然課
布勢総合運動公園
陸上競技場　事務所前

緑豊かな自然課
布勢総合運動公園
テニス場　医務室

緑豊かな自然課
布勢総合運動公園
補助競技場　放送室

緑豊かな自然課
布勢総合運動公園
球技場　審判更衣室

総合療育センター 病棟



緑豊かな自然課
布勢総合運動公園
野球場　１Fロビー

緑豊かな自然課
布勢総合運動公園
多目的広場　更衣室

緑豊かな自然課
布勢総合運動公園
県民体育館　事務所前

緑豊かな自然課 道の駅　燕趙園　売店

緑豊かな自然課 中国庭園　燕趙園　受付

緑豊かな自然課
東郷湖羽合臨海公園
カヌーセンター　出口

緑豊かな自然課
東郷湖羽合臨海公園
ハワイ夢広場　受付

緑豊かな自然課
東郷湖羽合臨海公園
あやめ池スポーツセンター　ロビー

緑豊かな自然課 氷ノ山自然ふれあい館

生産振興課 とっとり花回廊

かにっこ館 事務室

産業人材育成センター倉吉校
本館１階職員室

産業人材育成センター米子校
１階渡り廊下

産業振興課 とっとりバイオフロンティア

空港管理事務所 国内線ターミナルビル

空港港湾課 みなとさかい交流館１階ｴｽｶﾚｰﾀｰ横

病院局 鳥取県立中央病院玄関ホール

病院局 鳥取県立中央病院救急外来

病院局 鳥取県立中央病院胸部外科外来

病院局 鳥取県立中央病院血液浄化室

病院局 鳥取県立中央病院リハビリ室

病院局 鳥取県立中央病院ＣＴ室

病院局 鳥取県立中央病院中央検査室

病院局 鳥取県立中央病院救急車

病院局 鳥取県立中央病院本館３階東病棟

病院局 鳥取県立中央病院本館４階東病棟

病院局 鳥取県立中央病院本館４階西病棟

病院局 鳥取県立中央病院本館５階東病棟

病院局 鳥取県立中央病院本館５階西病棟

病院局 鳥取県立中央病院本館６階東病棟

病院局 鳥取県立中央病院本館６階西病棟

病院局 鳥取県立中央病院本館７階東病棟

病院局 鳥取県立中央病院本館７階西病棟

病院局 鳥取県立厚生病院　外来1階

病院局 鳥取県立厚生病院　外来2階

病院局 鳥取県立厚生病院　2階病棟

病院局 鳥取県立厚生病院　3階病棟



病院局 鳥取県立厚生病院　4階病棟

病院局 鳥取県立厚生病院　5階病棟

病院局 鳥取県立厚生病院　6階病棟

病院局 鳥取県立厚生病院　7階病棟

病院局 鳥取県立厚生病院　人工透析室

社会教育課 県民ふれあい会館

社会教育課 船上山少年自然の家玄関

社会教育課 船上山少年自然の家打合せ室

社会教育課 大山青年の家

社会教育課 大山青年の家

図書館 図書館１F

博物館 県立博物館

文化財課 むきばんだ史跡公園

鳥取東高等学校 保健室前

鳥取東高等学校 第２グラウンド

鳥取東高等学校 第１体育館

鳥取西高等学校 玄関付近

鳥取西高等学校 体育館付近

鳥取西高等学校 野球グラウンド

鳥取商業高等学校 艇庫

鳥取商業高等学校 管理教室棟

鳥取商業高等学校 小体育館階段下

鳥取工業高等学校 管理棟１階正面玄関

鳥取工業高等学校 体育館

鳥取湖陵高等学校 保健室前

鳥取湖陵高等学校 第一体育館前

鳥取湖陵高等学校 農場

鳥取湖陵高等学校 野球グラウンド

鳥取緑風高等学校 管理教室棟職員室

鳥取緑風高等学校 管理棟職員玄関

青谷高等学校 事務室

青谷高等学校 玄関

岩美高等学校 事務室付近

八頭高等学校 北体育館

八頭高等学校 南体育館

八頭高等学校 第１校舎

智頭農林高等学校 管理棟

智頭農林高等学校 第一体育館

智頭農林高等学校 沖代農場実習棟



倉吉東高等学校 第２グラウンド

倉吉東高等学校 事務室

倉吉東高等学校 第１体育館

倉吉西高等学校 事務室受付カウンター横

倉吉西高等学校 第１体育館入口

倉吉農業高等学校 管理棟２階教務室

倉吉農業高等学校 祥雲寮玄関ホール

倉吉農業高等学校 畜産管理室入口

倉吉総合産業高等学校 体育館玄関

倉吉総合産業高等学校 職員室前廊下

倉吉総合産業高等学校 野球グラウンド監督室

鳥取中央育英高校 事務室前廊下

鳥取中央育英高校 育陵会館前渡廊下

米子東高等学校 管理・教室棟１階風除室３

米子東高等学校 第２体育館

米子東高等学校 第１グラウンド

米子西高等学校 米子西高等学校

米子高等学校 管理棟１階進路指導室前廊下

米子高等学校 第1体育館正面入口右壁面

米子南高等学校 北管理教室棟玄関

米子工業高等学校 事務室前ホール

米子工業高等学校 野球グラウンド

米子白鳳高等学校 保健室前廊下

境高等学校 玄関ホール

境高等学校 第二体育館入口

境港総合技術高等学校 旧境水産高等学校

境港総合技術高等学校 管理・特別教室棟１階

境港総合技術高等学校 体育館１

境港総合技術高等学校 海洋練習船「若鳥丸」生徒食堂

日野高等学校 本校舎玄関ホール

日野高等学校
黒坂施設農業実習棟２階
農場管理実習室前

日野高等学校 野球グラウンド

鳥取盲学校 正面玄関内

鳥取盲学校 寄宿舎　玄関内

鳥取聾学校（本校） 玄関

鳥取聾学校（本校） 体育館

鳥取聾学校ひまわり分校 ランチルーム前廊下

鳥取養護学校 保健室



鳥取養護学校 特別教室棟自立支援室前

白兎養護学校 １階職員玄関前廊下

白兎養護学校 １階体育館入口

白兎養護学校 ２階高等部職員室入口

倉吉養護学校 事務室前

倉吉養護学校 高等部棟玄関

倉吉養護学校 図書室横

皆生養護学校 特別教室棟多目的ホール

米子養護学校 米子養護学校

琴の浦高等特別支援学校 玄関

琴の浦高等特別支援学校 寄宿舎玄関


