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告 示 

 

鳥取県告示第 205 号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、県道の区域を次のように決定したので、同項の

規定により告示する。 

その関係図面は、平成20年３月31日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において

一般の縦覧に供する。 

 

平成 20 年３月 31 日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

路 線 名
 

区    間
 敷地の幅員 

（メートル） 

敷地の延長 

（メートル）

米子環状線 
米子市和田町字上大灘東北 3151－15 地先から同市葭津字跡

落 32－１地先まで 
6.0～61.0 2,301.0

                                            

 

鳥取県告示第 206 号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、一般国道の区域を次のように変更したので、同

項の規定により告示する。 

その関係図面は、平成20年３月31日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において

一般の縦覧に供する。 

 

平成 20 年３月 31 日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

路 線 名
 

区     間
 変 更

前後別

敷地の幅員 

（メートル） 

敷地の延長 

（メートル）

変更前 14.4～14.7 16.0
１７８号 

岩美郡岩美町大字岩本字五輪鼻山 1318－４地先から同地

先まで 変更後 17.0～23.0 16.0

変更前 11.0～48.0 796.0
１７９号 

倉吉市上井字新土手 358－５地先から同市海田西町一丁

目 297 地先まで 変更後 22.0～44.0 800.0

変更前 16.0～21.5 16.0日野郡日野町福長字井ノ原山西平ラ1182－16地先から同

地先まで 変更後 23.0～39.0 16.0

変更前 8.0～16.5 516.0
１８０号 

日野郡日野町上菅字井ノ尻リ 687－１地先から同町上菅

字石堂 820－２地先まで 変更後 10.3～24.0 512.0

変更前 9.5～10.0 25.0日野郡江府町大字江尾字町尻リ滝下 12－３地先から同地

先まで 変更後 9.5～11.5 25.0

変更前 24.0～24.0 93.0
１８１号 

米子市福市字井手添 2096 地先から同市兼久字八反坪 460

－９地先まで 変更後 25.8～26.3 93.0

変更前 25.0～37.0 331.0
１８３号 

日野郡日南町新屋字ツク谷右平 1095－１地先から同字

1093－１地先まで 変更後 25.0～82.0 300.0
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変更前 24.5～39.5 38.0
３１３号 

倉吉市鴨河内字花ノ木 1704 地先から同市鴨河内字大境

1751－１地先まで 変更後 24.5～41.0 38.0

変更前 6.8～12.1 436.0
３７３号 

八頭郡智頭町大字篠坂字櫻セ道ノ下タ 420－４地先から

同大字字櫻セ河原 378－２地先まで 変更後 11.2～19.2 437.0

変更前 17.8～24.4 302.0米子市和田町字上灘屋敷東3610－10地先から同市和田町

字浜田灘東１－１地先まで 変更後 22.0～37.0 302.0

変更前 22.0～40.0 37.0
４３１号 

西伯郡日吉津村大字日吉津1372－１地先から同大字1365

－１地先まで 変更後 22.0～41.0 37.0

変更前 9.0～28.0 264.0日野郡江府町大字下蚊屋字三王原 402－46 地先から同字

394－３地先まで 変更後 19.0～35.0 252.0

変更前 10.0～18.0 177.0日野郡江府町大字下蚊屋字水汲場 587 地先から同字 446

－３地先まで 変更後 10.0～22.0 192.0

変更前 12.0～34.0 297.0

４８２号 

日野郡江府町大字江尾字市ヶ坂2391地先から同大字字市

ヶ坂道ノ上 452－１地先まで 変更後 12.0～39.2 305.0

 

路 線 名 
変 更

前後別
区     間 

敷地の幅員

（メートル） 

敷地の延長

（メートル）

変更前
日野郡日野町本郷字平林335地先から同地先ま

で 
15.5～16.5 10.0

変更後
日野郡日野町本郷字平林335－１地先から同地

先まで 
15.5～24.0 10.0

変更前
日野郡日野町本郷字天王行岸 629－１地先から

同地先まで 
14.5～14.5 11.0

変更後
日野郡日野町本郷字天王谷2126地先から同地

先まで 
22.0～22.0 11.0

変更前
日野郡日野町本郷字天王行岸 629－１地先から

同字 630－１地先まで 
14.5～18.0 33.0

１８０号 

変更後
日野郡日野町本郷字天王行岸629－11地先から

同字630－１地先まで 
14.5～50.0 33.0

倉吉市和田字清水尻 496－１地先から同地先ま

で 
25.0～42.0 50.0

変更前
倉吉市和田字清水尻496－１地先から東伯郡北

栄町田井字灘浜484－２地先まで 
6.7～44.0 6,001.0３１３号 

変更後
倉吉市和田字清水尻496－１地先から同地先ま

で 
25.0～46.0 50.0

                                            

 

鳥取県告示第 207 号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、県道の区域を次のように変更したので、同項の

規定により告示する。 

その関係図面は、平成20年３月31日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において

一般の縦覧に供する。 
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平成 20 年３月 31 日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

路 線 名
 

区     間
 変 更

前後別

敷地の幅員 

（メートル） 

敷地の延長 

（メートル）

変更前 11.0～22.0 32.0
溝口伯太線 

西伯郡南部町北方字川の南 1006 地先から同字 1005

－１地先まで 変更後 12.0～22.0 32.0

変更前 6.0～7.6 74.0八頭郡智頭町大字大呂字ハセツコフ 968－８地先か

ら同字 968－３地先まで 変更後 6.0～25.3 74.0

変更前 6.6～25.4 132.0
津山智頭八東線 

八頭郡智頭町大字八河谷字迎ノ上ミ 217－２地先か

ら同字 226－３地先まで 変更後 7.3～30.5 133.0

変更前 6.0～10.4 179.0
智頭勝田線 

八頭郡智頭町大字西谷字黒田上ヱ 948－７地先から

同大字字前田 1201－１地先まで 変更後 9.2～22.6 178.0

変更前 11.0～18.0 80.0日野郡日南町矢戸字大入坂口大谷分レノ下タ1411地

先から同字 1407 地先まで 変更後 15.0～23.0 80.0

変更前 13.5～24.0 35.0
安来伯太日南線 

日野郡日南町茶屋字登り立690－２地先から同字690

－３地先まで 変更後 23.0～28.0 35.0

変更前 7.0～22.0 537.0
新見多里線 

日野郡日南町豊栄字原場ノ上エ2128地先から同町豊

栄字杉谷山 1298－24 地先まで 変更後 7.0～25.5 529.0

変更前 18.5～20.0 37.0日野郡日南町上萩山字面田上 490－３地先から同地

先まで 変更後 18.5～56.0 37.0

変更前 8.0～23.0 162.0
横田多里線 

日野郡日南町上萩山字アダ善蔵 2154 地先から同字

779－２地先まで 変更後 12.0～32.0 162.0

変更前 9.5～14.4 435.0東伯郡湯梨浜町大字松崎字上町 590－１地先から同

町大字藤津字上坪 474－５地先まで 変更後 11.4～33.0 440.0

変更前 7.5～23.4 260.0
倉吉青谷線 

東伯郡湯梨浜町大字藤津字一里塚 255－１地先から

同大字字ニノ清水 1051－１地先まで 変更後 10.5～58.3 256.0

変更前 7.0～11.5 3.0
倉吉由良線 東伯郡北栄町瀬戸字亀尻 53 地先から同地先まで 

変更後 8.5～11.5 3.0

変更前 23.1～35.3 61.0鳥取市国府町楠城字向河原 536－５地先から同地先

まで 変更後 23.1～71.7 61.0

変更前 3.5～4.1 11.0岩美郡岩美町大字銀山字八小屋右ノ谷側 799－９地

先から同地先まで 変更後 7.6～8.0 11.0

変更前 4.1～4.5 11.0

鳥取国府岩美線 

岩美郡岩美町大字銀山字奥狩倉 477 地先から同地先

まで 変更後 4.5～8.8 11.0

変更前 4.7～28.0 600.0
西伯根雨線 

西伯郡伯耆町福居字赤坂 1813－１地先から同町福居

字上ミ宮ノ前 1925 地先まで 変更後 10.3～32.5 614.0

変更前 14.0～19.0 17.0鳥取市国府町上地字イトバドイ 226－９地先から同

地先まで 変更後 16.5～27.5 17.0

変更前 17.0～17.0 64.0八頭郡八頭町明辺字梵字27－１地先から同字27－６

地先まで 変更後 17.0～60.5 64.0

変更前 5.4～5.5 6.0

岩美八東線 

八頭郡八頭町稗谷字小円道842－４地先から同字845

－１地先まで 変更後 5.6～7.7 6.0
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変更前 7.0～26.0 356.0
倉吉福本線 

倉吉市八幡町字久米谷 3325－５地先から同市富海字

赤岩 944－２地先まで 変更後 13.0～43.0 350.0

変更前 9.3～28.2 156.0
郡家国府線 

八頭郡八頭町稲荷字塚ヶ鼻 215－１地先から同町稲

荷字小縄手 182－５地先まで 変更後 11.5～28.2 156.0

変更前 7.5～12.6 28.0鳥取市用瀬町赤波字宮ヶ鼻西平 2362－１地先から同

地先まで 変更後 7.5～14.8 28.0

変更前 3.6～12.4 195.0鳥取市用瀬町赤波字高岩 1502－２地先から同地先ま

で 変更後 3.8～30.4 195.0

変更前 5.4～14.6 99.0

智頭用瀬線 

八頭郡智頭町大字市瀬字ダケ 3325 地先から同字

3324－１地先まで 変更後 5.7～14.6 99.0

変更前 9.9～15.5 87.0鳥取市上味野字上り立77－１地先から同字80－１地

先まで 変更後 15.5～16.0 87.0

変更前 10.5～18.4 192.0鳥取市上味野字上ノ出口 229 地先から同市竹生字前

田 67－２地先まで 変更後 13.2～21.6 192.0

変更前 10.5～11.0 28.0鳥取市竹生字前田65－２地先から同字63－１地先ま

で 変更後 13.7～14.5 28.0

変更前 8.8～11.1 41.0鳥取市倭文字内島51－１地先から同字40－４地先ま

で 変更後 12.0～15.2 41.0

変更前 7.9～8.0 49.0鳥取市倭文字隈田 159－１地先から同市倭文字風呂

屋 152－５地先まで 変更後 12.5～15.0 49.0

変更前 7.8～11.0 66.0

鳥取河原線 

鳥取市倭文字風呂屋149－１地先から同字154－５地

先まで 変更後 11.8～18.0 66.0

変更前 22.0～41.0 35.0鳥取市河原町小倉字出口 689－２地先から同市河原

町小倉字水火 314－１地先まで 変更後 37.5～52.5 35.0

変更前 23.0～26.0 9.0
鳥取河原用瀬線 

鳥取市用瀬町美成字堂々690－３地先から同地先ま

で 変更後 23.0～34.0 9.0

変更前 11.0～26.0 8.0
東伯関金線 

倉吉市上米積字下田 430 地先から同字 463－２地先

まで 変更後 11.0～26.0 8.0

変更前 7.2～9.5 60.0
倉吉川上青谷線 

鳥取市青谷町桑原字スルイ776－１地先から同字519

－１地先まで 変更後 9.3～14.7 60.0

変更前 12.0～21.7 100.0
若桜湯村温泉線 

八頭郡若桜町大字赤松字内町家ノウエ 2084－４地先

から同大字字太助屋敷 2088－２地先まで 変更後 12.0～37.7 100.0

変更前 3.0～3.0 21.0日野郡日南町笠木字生賀野路 3014－１地先から同地

先まで 変更後 19.0～28.0 21.0

変更前 59.0～70.0 10.0
多里伯太線 

日野郡日南町笠木字万石 2793－１地先から同地先ま

で 変更後 62.0～72.0 10.0

変更前 8.0～10.5 29.0
横田伯南線 

日野郡日南町福万来字伴蔵山ヨリ川平 1967－１地先

から同地先まで 変更後 10.5～13.0 29.0

変更前 4.0～8.7 35.0倉吉市関金町山口字良源寺 1945－28 地先から同字

1945－１地先まで 変更後 4.0～40.0 35.0

変更前 6.0～12.0 35.0倉吉市関金町関金宿字上割 2369－１地先から同地先

まで 変更後 8.0～15.0 35.0

変更前 29.0～31.5 20.0

常藤関金線 

倉吉市関金町関金宿字上割 2397－４地先から同地先

まで 変更後 29.0～53.0 20.0
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変更前 8.4～15.3 53.0
加茂用瀬線 

鳥取市用瀬町江波字大根木谷 987－１地先から同地

先まで 変更後 11.5～27.4 53.0

変更前 11.0～12.2 63.0
岩美停車場線 

岩美郡岩美町大字浦富字竹ヶ下 1031－６地先から同

字 1030－22 地先まで 変更後 13.1～13.5 63.0

変更前 16.0～37.7 702.0海田倉吉停車場

線 

倉吉市海田東町字外薬師 96－３地先から同市上井字

宮ノ前 185－14 地先まで 変更後 16.0～37.7 688.0

変更前 6.3～7.8 72.0
鳥取砂丘線 

鳥取市浜坂七丁目２－５地先から同市浜坂七丁目２

－14 地先まで 変更後 10.3～12.0 72.0

変更前 7.9～8.3 32.0
高路古海線 鳥取市古海字東三反長 662－１地先から同地先まで

変更後 9.9～18.0 32.0

変更前 8.4～9.3 35.0
津ノ井国府線 

鳥取市津ノ井字内砂田264－６地先から同字265－19

地先まで 変更後 9.7～15.3 35.0

変更前 6.8～22.0 1,157.0
上井北条線 

倉吉市上井字小河原 332－５地先から同市小田字下

河原 655 地先まで 変更後 9.8～41.0 1,162.0

変更前 7.0～9.0 83.0
津原穴沢線 

倉吉市別所字西峰 666－３地先から同市別所字穴田

395－１地先まで 変更後 8.0～13.0 83.0

変更前 5.9～18.4 390.0
法万大栄線 

東伯郡琴浦町大字法万字馬坂 70－4 地先から同大字

字大畑 1043－３地先まで 変更後 9.4～21.9 385.0

変更前 8.0～21.0 83.0
木地山倉吉線 

東伯郡三朝町大字小河内字サイカ 344－31 地先から

同字 344－47 地先まで 変更後 12.5～35.0 83.0

変更前 11.7～24.0 265.0上石見黒坂停車

場線 

日野郡日南町神戸上字才ノ原山 3313－３地先から同

町神戸上字千谷坂 2374－３地先まで 変更後 12.0～38.0 265.0

変更前 9.8～17.2 84.0
東郷羽合線 

東伯郡湯梨浜町大字松崎字掘 683－１地先から同字

684－１地先まで 変更後 9.8～16.0 68.0

変更前 6.2～20.4 233.0西伯郡大山町名和字山崎 1362－１地先から同町名和

字小門 2313－１地先まで 変更後 11.0～43.0 230.0

変更前 11.0～34.0 515.0西伯郡大山町名和字西菖蒲谷 957－１地先から同町

御来屋字上平林 200－１地先まで 変更後 15.0～50.0 542.0

変更前 14.0～41.0 136.0

旧奈和西坪線 

西伯郡大山町西坪字原口 565－11 地先から同町西坪

字矢ヶ坪 549－１地先まで 変更後 14.0～37.0 132.0

変更前 7.5～13.0 55.0東伯郡北栄町下神字四渡 1308－１地先から同町下神

字狭間 207－８地先まで 変更後 12.0～22.5 55.0

変更前 4.0～12.1 539.0
亀谷北条線 

東伯郡北栄町弓原字美子ノ神 338－６地先から同町

北尾字上大橋 95－１地先まで 変更後 6.9～15.2 540.0

変更前 10.5～14.5 7.0日吉津伯耆大山

停車場線 

西伯郡日吉津村大字日吉津 384－５地先から同大字

465－10 地先まで 変更後 10.5～13.0 7.0

変更前 4.8～7.0 473.0
豊房名和線 

西伯郡大山町門前字長野1145－１地先から同字1190

－１地先まで 変更後 5.5～20.5 468.0

変更前 4.8～19.7 285.0
麻生国府線 

八頭郡八頭町市場字上古市場 462－５地先から同町

市場字中土井 247－１地先まで 変更後 11.0～23.4 285.0

変更前 5.5～25.0 410.0
菅沢日野線 

日野郡日野町黒坂字下モ和田河原 225－３地先から

同町下黒坂字森ノ脇 342－２地先まで 変更後 15.5～31.0 409.0

変更前 8.1～12.6 17.0
河原郡家線 

八頭郡八頭町米岡字先前田 223－１地先から同地先

まで 変更後 10.5～14.5 17.0
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変更前 10.0～11.5 90.0
上大立横田線 

倉吉市沢谷字屋敷通 240 地先から同字 241－１地先

まで 変更後 10.0～16.0 90.0

変更前 17.2～17.3 17.0
鳥取国府線 

鳥取市立川町二丁目 401 地先から同市立川町二丁目

402 地先まで 変更後 17.2～21.1 17.0

変更前 5.3～15.2 188.0鳥取市東大路字前田158－２地先から同字164－１地

先まで 変更後 8.7～15.2 188.0

変更前 6.7～9.7 98.0
鳥取郡家線 

鳥取市久末字桜木402－１地先から同字401－２地先

まで 変更後 9.3～11.2 98.0

変更前 7.0～39.0 636.0網代港大岩停車

場線 

岩美郡岩美町大字岩本字矢代 247－１地先から同町

大字大谷字三反田９－１地先まで 変更後 14.0～44.0 630.0

変更前 4.0～4.5 23.0西宇塚那岐停車

場線 

八頭郡智頭町大字西宇塚字ヒエ田 758－39 地先から

同字 758－11 地先まで 変更後 4.5～7.8 23.0

変更前 9.8～39.2 836.0
上大立大栄線 

倉吉市岡字滝ノ前 590 地先から同市福積字六反田

906－１地先まで 変更後 13.6～43.0 837.0

変更前 11.5～12.0 37.0
赤松淀江線 

米子市淀江町西原字上井崎112－５地先から同字112

－１地先まで 変更後 11.5～66.5 37.0

変更前 22.0～24.5 11.0坊領淀江停車場

線 

米子市淀江町福岡字洞ノ原1441－40地先から同地先

まで 変更後 23.0～29.0 11.0

変更前 9.6～10.1 100.0鳥取市安長字池田278－１地先から同字278－２地先

まで 変更後 8.6～9.1 100.0

変更前 8.3～16.6 297.0
伏野覚寺線 

鳥取市松並町一丁目 230－２地先から同市松並町二

丁目 103－４地先まで 変更後 15.0～20.2 297.0

変更前 8.2～22.6 100.0
志子部船岡線 

八頭郡八頭町見槻字梅ヶ坪 212－６地先から同町見

槻字瓢 385－２地先まで 変更後 9.6～22.6 106.0

変更前 17.0～21.4 62.0
河原インター線 

鳥取市河原町高福字長通り776－９地先から同字780

地先まで 変更後 19.9～26.1 62.0

変更前 2.0～4.3 122.0鳥取河原自転車

道線 

鳥取市国安字下河原338－４地先から同字389－２地

先まで 変更後 2.0～4.7 127.0

 

路 線 名 
変 更

前後別
区     間 

敷地の幅員

（メートル） 

敷地の延長

（メートル）

日野郡日南町茶屋字笠木田 2320－７地先から

同町茶屋字中河原田 3646－１地先まで 
5.0～8.0 254.0

変更前
日野郡日南町茶屋字笠木田4600地先から同町

茶屋字中河原田3646－１地先まで 
14.5～33.0 276.0安来伯太日南線 

変更後
日野郡日南町茶屋字笠木田4600地先から同町

茶屋字中河原田3646－１地先まで 
14.5～33.0 276.0

変更前
鳥取市西品寺字土手外ノ三 495－２地先から同

市行徳二丁目 919 地先まで 
5.6～19.4 1,171.0

秋里吉方線 

変更後
鳥取市西品寺字土手外ノ三495－２地先から同

市古市字御棚ノ内三563－１地先まで 
5.6～19.4 617.0

横田伯南線 変更前
日野郡日南町福万来字龍頭152地先から同町福

万来字上ミ尾和田 142 地先まで 
3.2～50.0 414.0
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 変更後
日野郡日南町福万来字龍頭152地先から同町福

万来字上ミ尾和田142－１地先まで 
12.5～52.0 410.0

鳥取市福井字前田 250 地先から同字 234－１地

先まで 
12.3～36.5 131.0

変更前
鳥取市福井字前田250地先から同字234－１地

先まで 
7.4～23.3 214.0金沢伏野線 

変更後
鳥取市福井字前田250地先から同字234－１地

先まで 
12.3～36.5 131.0

変更前
東伯郡北栄町北尾字弓ノ木 75－３地先から同

地先まで 
21.8～21.9 10.0

上井北条線 

変更後
東伯郡北栄町北尾字弓ノ木75－３地先から同

町北尾字二ノ坪90－１地先まで 
11.8～24.9 144.0

倉吉市津原字寺屋敷386地先から同市谷字後谷

216－５地先まで 
12.0～51.0 511.0

変更前
倉吉市谷字屋敷306－１地先から同市谷字籾附

204－１地先まで 
5.8～9.9 315.0津原穴沢線 

変更後
倉吉市津原字寺屋敷386地先から同市谷字後谷

216－５地先まで 
12.0～51.0 511.0

変更前
倉吉市上井字長瀬205地先から同市上井字源平

田 355－４地先まで 
10.5～40.0 549.0

倉吉停車場線 

変更後
倉吉市上井字長瀬205地先から同市上井字毘沙

田288－１地先まで 
10.5～40.0 538.0

変更前
西伯郡大山町下市字茅見東平 449－１地先から

同字 448－１地先まで 
15.5～34.5 73.0

高橋下市停車場

線 
変更後

西伯郡大山町下市字茅見東平449－３地先から

同字448－11地先まで 
15.5～43.5 73.0

日野郡日野町久住字大澤道上エ 929－１地先か

ら同町久住字畑ヶ田下モ堀 1320 地先まで 
6.0～17.0 121.0

変更前
日野郡日野町久住字大澤鑪床953－１地先から

同町久住字門畑ケ田1315地先まで 
14.5～27.5 122.0菅沢日野線 

変更後
日野郡日野町久住字大澤鑪床953－1地先から

同町久住字門畑ケ田1315地先まで 
14.5～27.5 122.0

変更前
米子市夜見町字砂浜三 3097－24 地先から同市

彦名町字藪中下一 4198－２地先まで 
3.5～41.0 2,890.0

米子環状線 

変更後
米子市夜見町字砂浜三3097－24地先から同市

葭津字北跡落132－１地先まで 
3.0～57.0 5,905.0

変更前
日野郡日野町濁谷字寄安井手ノウヘ 1155－１

地先から同地先まで 
24.5～31.0 16.0

板井原濁谷線 

変更後
日野郡日野町濁谷字寄安井手ノウヘ1155－４

地先から同字1155－１地先まで 
24.5～41.5 16.0

                                            

 

鳥取県告示第 208 号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり一般国道の供用を開始するので、同

項の規定により告示する。 
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その関係図面は、平成20年３月31日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において

一般の縦覧に供する。 

 

平成 20 年３月 31 日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

路 線 名 区     間 供用開始の期日 

１７８号 
岩美郡岩美町大字岩本字五輪鼻山 1318－４地先から同地先

まで 
平成20年３月31日 

１７９号 
倉吉市上井字新土手 358－５地先から同市海田西町一丁目

297 地先まで 
〃 

日野郡日野町福長字井ノ原山西平ラ1182－16地先から同地

先まで 
〃 

日野郡日野町本郷字平林 335－１地先から同地先まで 〃 

日野郡日野町本郷字天王谷 2126 地先から同地先まで 〃 

日野郡日野町本郷字天王行岸629－11地先から同字630－１

地先まで 
〃 

１８０号 

日野郡日野町上菅字井ノ尻リ 687－１地先から同町上菅字

石堂 820－２地先まで 
〃 

日野郡江府町大字江尾字町尻リ滝下 12－３地先から同地先

まで 
〃 

１８１号 
米子市福市字井手添 2096 地先から同市兼久字八反坪 460－

９地先まで 
〃 

１８３号 
日野郡日南町新屋字ツク谷右平1095－１地先から同字1093

－１地先まで 
〃 

３１３号 
倉吉市鴨河内字花ノ木1704地先から同市鴨河内字大境1751

－１地先まで 
〃 

３７３号 
八頭郡智頭町大字篠坂字櫻セ道ノ下タ 420－４地先から同

大字字櫻セ河原 378－２地先まで 
〃 

米子市和田町字上灘屋敷東3610－10地先から同市和田町字

浜田灘東１－１地先まで 
〃 

４３１号 
西伯郡日吉津村大字日吉津1372－１地先から同大字1365－

１地先まで 
〃 

日野郡江府町大字下蚊屋字三王原402－46地先から同字394

－３地先まで 
〃 

日野郡江府町大字下蚊屋字水汲場587地先から同字446－３

地先まで 
〃 ４８２号 

日野郡江府町大字江尾字市ヶ坂2391地先から同大字字市ヶ

坂道ノ上 452－１地先まで 
〃 

                                            

 

鳥取県告示第 209 号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり県道の供用を開始するので、同項の

規定により告示する。 
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その関係図面は、平成20年３月31日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において

一般の縦覧に供する。 

 

平成 20 年３月 31 日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

路 線 名 区     間 供用開始の期日 

溝口伯太線 
西伯郡南部町北方字川の南1006地先から同字1005－１地先

まで 
平成20年３月31日 

八頭郡智頭町大字大呂字ハセツコフ 968－８地先から同字

968－３地先まで 
〃 

津山智頭八東線 
八頭郡智頭町大字八河谷字迎ノ上ミ 217－２地先から同字

226－３地先まで 
〃 

智頭勝田線 
八頭郡智頭町大字西谷字黒田上ヱ 948－７地先から同大字

字前田 1201－１地先まで 
〃 

日野郡日南町矢戸字大入坂口大谷分レノ下タ1411地先から

同字 1407 地先まで 
〃 

安来伯太日南線 
日野郡日南町茶屋字登り立690－２地先から同字690－３地

先まで 
〃 

新見多里線 
日野郡日南町豊栄字原場ノ上エ2128地先から同町豊栄字杉

谷山 1298－24 地先まで 
〃 

日野郡日南町上萩山字面田上 490－３地先から同地先まで 〃 

横田多里線 日野郡日南町上萩山字アダ善蔵 2154 地先から同字 779－２

地先まで 
〃 

東伯郡湯梨浜町大字松崎字上町 590－１地先から同町大字

藤津字上坪 474－５地先まで 
〃 

倉吉青谷線 
東伯郡湯梨浜町大字藤津字一里塚 255－１地先から同大字

字ニノ清水 1051－１地先まで 
〃 

倉吉由良線 東伯郡北栄町瀬戸字亀尻 53 地先から同地先まで 〃 

秋里吉方線 
鳥取市西品寺字土手外ノ三 495－２地先から同市古市字御

棚ノ内三 563－１地先まで 
〃 

鳥取市国府町楠城字向河原 536－５地先から同地先まで 〃 

岩美郡岩美町大字銀山字八小屋右ノ谷側 799－９地先から

同地先まで 
〃 鳥取国府岩美線 

岩美郡岩美町大字銀山字奥狩倉 477 地先から同地先まで 〃 

西伯根雨線 
西伯郡伯耆町福居字赤坂 1813－１地先から同町福居字上ミ

宮ノ前 1925 地先まで 
〃 

鳥取市国府町上地字イトバドイ 226－９地先から同地先ま

で 
〃 

八頭郡八頭町明辺字梵字27－１地先から同字27－６地先ま

で 
〃 岩美八東線 

八頭郡八頭町稗谷字小円道842－４地先から同字845－１地

先まで 
〃 
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倉吉福本線 
倉吉市八幡町 3325－５地先から同市富海字赤岩 944－２地

先まで 
〃 

郡家国府線 
八頭郡八頭町稲荷字塚ヶ鼻 215－１地先から同町稲荷字小

縄手 182－５地先まで 
〃 

鳥取市用瀬町赤波字宮ヶ鼻西平 2362－１地先から同地先ま

で 
〃 

鳥取市用瀬町赤波字高岩 1502－２地先から同地先まで 〃 智頭用瀬線 

八頭郡智頭町大字市瀬字ダケ3325地先から同字3324－１地

先まで 
〃 

鳥取市上味野字上り立 77－1地先から同字 80－1地先まで 〃 

鳥取市上味野字上ノ出口 229 地先から同市竹生字前田 67－

２地先まで 
〃 

鳥取市竹生字前田 65－２地先から同字 63－１地先まで 〃 

鳥取市倭文字内島 51－１地先から同字 40－４地先まで 〃 

鳥取市倭文字隈田159－１地先から同市倭文字風呂屋152－

５地先まで 
〃 

鳥取河原線 

鳥取市倭文字風呂屋149－１地先から同字154－５地先まで 〃 

鳥取市河原町小倉字出口 689－２地先から同市河原町小倉

字水火 314－１地先まで 
〃 

鳥取河原用瀬線 

鳥取市用瀬町美成字堂々690－３地先から同地先まで 〃 

東伯関金線 倉吉市上米積字下田 430 地先から同字 463－２地先まで 〃 

倉吉川上青谷線 
鳥取市青谷町桑原字スルイ776－１地先から同字519－１地

先まで 
〃 

若桜湯村温泉線 
八頭郡若桜町大字赤松字内町家ノウエ 2084－４地先から同

大字字太助屋敷 2088－２地先まで 
〃 

日野郡日南町笠木字生賀野路 3014－１地先から同地先まで 〃 
多里伯太線 

日野郡日南町笠木字万石 2793－１地先から同地先まで 〃 

日野郡日南町福万来字龍頭 152 地先から同町福万来字上ミ

尾和田 142－１地先まで 
〃 

横田伯南線 
日野郡日南町福万来字伴蔵山ヨリ川平 1967－１地先から同

地先まで 
〃 

倉吉市関金町山口字良源寺1945－28地先から同字1945－１

地先まで 
〃 

倉吉市関金町関金宿字上割 2369－１地先から同地先まで 〃 
常藤関金線 

倉吉市関金町関金宿字上割 2397－４地先から同地先まで 〃 

加茂用瀬線 鳥取市用瀬町江波字大根木谷 987－１地先から同地先まで 〃 

岩美停車場線 
岩美郡岩美町大字浦富字竹ヶ下1031－６地先から同字1030

－22 地先まで 
〃 

海田倉吉停車場

線 

倉吉市海田東町字外薬師 96－３地先から同市上井字宮ノ前

185－14 地先まで 
〃 
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鳥取砂丘線 
鳥取市浜坂七丁目２－５地先から同市浜坂七丁目２－14 地

先まで 
〃 

高路古海線 鳥取市古海字東三反長 662－１地先から同地先まで 〃 

津ノ井国府線 
鳥取市津ノ井字内砂田264－６地先から同字265－19地先ま

で 
〃 

上井北条線 
倉吉市上井字小河原332－５地先から同市小田字下河原655

地先まで 
〃 

津原穴沢線 
倉吉市別所字西峰666－３地先から同市別所字穴田395－１

地先まで 
〃 

法万大栄線 
東伯郡琴浦町大字法万字馬坂 70－４地先から同大字字大畑

1043－３地先まで 
〃 

木地山倉吉線 
東伯郡三朝町大字小河内字サイカ344－31地先から同字344

－47 地先まで 
〃 

上石見黒坂停車

場線 

日野郡日南町神戸上字才ノ原山 3313－３地先から同町神戸

上字千谷坂 2374－３地先まで 
〃 

東郷羽合線 
東伯郡湯梨浜町大字松崎字掘683－１地先から同字684－１

地先まで 
〃 

西伯郡大山町名和字山崎 1362－１地先から同町名和字小門

2313－１地先まで 
〃 

西伯郡大山町名和字西菖蒲谷 957－１地先から同町御来屋

字上平林 200－１地先まで 
〃 旧奈和西坪線 

西伯郡大山町西坪字原口 565－11 地先から同町西坪字矢ヶ

坪 549－１地先まで 
〃 

東伯郡北栄町下神字四渡 1308－１地先から同町下神字狭間

207－８地先まで 
〃 

亀谷北条線 
東伯郡北栄町弓原字美子ノ神 338－６地先から同町北尾字

上大橋 95－１地先まで 
〃 

日吉津伯耆大山

停車場線 

西伯郡日吉津村大字日吉津384－５地先から同大字465－10

地先まで 
〃 

倉吉停車場線 
倉吉市上井字長瀬205地先から同市上井字毘沙田288－１地

先まで 
〃 

高橋下市停車場

線 

西伯郡大山町下市字茅見東平449－３地先から同字448－11

地先まで 
〃 

豊房名和線 
西伯郡大山町門前字長野1145－１地先から同字1190－１地

先まで 
〃 

麻生国府線 
八頭郡八頭町市場字上古市場 462－５地先から同町市場字

中土井 247－１地先まで 
〃 

菅沢日野線 
日野郡日野町黒坂字下モ和田河原 225－３地先から同町下

黒坂字森ノ脇 342－２地先まで 
〃 

河原郡家線 八頭郡八頭町米岡字先前田 223－１地先から同地先まで 〃 

上大立横田線 倉吉市沢谷字屋敷通 240 地先から同字 241－１地先まで 〃 

鳥取国府線 
鳥取市立川町二丁目 401 地先から同市立川町二丁目 402 地

先まで 
〃 
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鳥取市東大路字前田158－２地先から同字164－１地先まで 〃 
鳥取郡家線 

鳥取市久末字桜木 402－１地先から同字 401－２地先まで 〃 

網代港大岩停車

場線 

岩美郡岩美町大字岩本字矢代 247－１地先から同町大字大

谷字三反田９－１地先まで 
〃 

西宇塚那岐停車

場線 

八頭郡智頭町大字西宇塚字ヒエ田758－39地先から同字758

－11 地先まで 
〃 

上大立大栄線 
倉吉市岡字滝ノ前590地先から同市福積字六反田906－１地

先まで 
〃 

赤松淀江線 
米子市淀江町西原字上井崎112－５地先から同字112－１地

先まで 
〃 

米子環状線 
米子市和田町字上大灘東北 3151－３地先から同市葭津字北

跡落 132－１地先まで 
〃 

坊領淀江停車場

線 
米子市淀江町福岡字洞ノ原 1441－40 地先から同地先まで 〃 

板井原濁谷線 
日野郡日野町濁谷字寄安井手ノウヘ 1155－４地先から同字

1155－１地先まで 
〃 

鳥取市安長字池田 278－１地先から同字 278－２地先まで 〃 

伏野覚寺線 鳥取市松並町一丁目230－２地先から同市松並町二丁目103

－４地先まで 
〃 

志子部船岡線 
八頭郡八頭町見槻字梅ヶ坪 212－６地先から同町見槻字瓢

385－２地先まで 
〃 

鳥取河原自転車

道線 
鳥取市国安字下河原338－４地先から同字389－２地先まで 〃 
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