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告 示 

鳥取県告示第222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28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28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－トル） 

敷地の延長 

（メ－トル） 

179号 東伯郡三朝町大字曹源寺字河原165－７地先から同

字165－８地先まで 

変更前 12.9～13.1 28.0 

変更後 14.4～28.0 28.0 

181号 米子市諏訪字上出口281地先から同市八幡字東六反

田673－２地先まで 

変更前 9.0～11.4 327.0 

変更後 9.0～19.1 327.0 

日野郡日野町根雨字天王697地先から同町根雨字山

崎380地先まで 

変更前 9.2～13.0 70.0 

変更後 10.8～13.0 70.0 

日野郡江府町大字小江尾字堂ノ後665－３地先から

同字667－９地先まで 

変更前 10.5～17.3 35.0 

変更後 10.5～15.7 35.0 

日野郡江府町大字佐川字棚田976－３地先から同字

978－５地先まで 

変更前 11.0～19.6 113.0 

変更後 11.0～21.0 113.0 

日野郡江府町大字武庫字才ノ前鳥居町445－２地先

から同大字字熊ノ前428－８地先まで 

変更前 8.3～17.3 94.0 

変更後 10.0～17.3 94.0 

373号 八頭郡智頭町大字大内字木下620－11地先から同字

630－１地先まで 

変更前 7.0～10.0 93.0 

変更後 7.0～13.0 93.0 

八頭郡智頭町大字駒帰字具津掛400－１地先から同

字398－１地先まで 

変更前 11.9～32.6 72.0 

変更後 22.2～32.6 72.0 

482号 鳥取市佐治町福園字中嶋158－５地先から同字156

－６地先まで 

変更前 7.3～8.3 43.0 

変更後 7.9～20.0 43.0 

鳥取市用瀬町別府字権田ケ坪65地先から同地先ま

で 

変更前 12.1～15.3 46.0 

変更後 13.9～21.5 46.0 

八頭郡八頭町船岡字橋ノ下モ309－５地先から同地

先まで 

変更前 17.1～20.0 2.0 

変更後 17.1～28.4 2.0 

日野郡江府町大字下蚊屋字山王原402－48地先から

同地先まで 

変更前 21.3～35.6 10.0 

変更後 22.6～43.8 10.0 

日野郡江府町大字下蚊屋字山王原392地先から同字

391－１地先まで 

変更前 9.0～18.7 46.0 

変更後 12.9～21.1 46.0 

日野郡江府町大字下蚊屋字背戸ノ谷374－９地先か

ら同字374－３地先まで 

変更前 6.8～22.4 78.0 

変更後 7.9～25.9 78.0 

日野郡江府町大字下蚊屋字背戸ノ谷373－１地先か

ら同地先まで 

変更前 14.7～65.9 75.0 

変更後 14.7～149.3 75.0 

日野郡江府町大字助澤字岡岩28－４地先から同字

28－31地先まで 

変更前 13.7～41.0 195.0 

変更後 17.2～58.8 188.0 

日野郡江府町大字江尾字市ヶ坂道ノ上452－１地先

から同大字字馬場489－１地先まで 

変更前 11.0～37.9 375.0 

変更後 11.1～41.3 371.0 
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路 線 名 
変 更 

前後別 
区  間 

敷地の幅員 

（メ－トル） 

敷地の延長 

（メ－トル） 

180号 

変更前 

西伯郡南部町落合字中河原353－３地先から同町落

合字三本木屋敷西315－９地先まで 
12.4～45.8 44.0 

西伯郡南部町落合字中河原345地先から同町福成字

落河原上2026－１地先まで 
3.1～10.9 3,429.0 

変更後 
西伯郡南部町落合字中河原353－３地先から同町落

合字三本木屋敷西315－９地先まで 
12.4～45.8 44.0 

変更前 

西伯郡南部町倭字堂ノ脇343－１地先から同字343

－７地先まで 
11.3～17.5 15.0 

西伯郡南部町倭字堂ノ脇343－７地先から同町阿賀

字市庭342－６地先まで 
3.0～10.9 703.0 

変更後 
西伯郡南部町倭字堂ノ脇343－１地先から同字343

－７地先まで 
11.3～17.5 15.0 

373号 
変更前 

八頭郡智頭町大字福原字才ノ元７－２地先から同

町大字中原字上ヱ山765－１地先まで 
8.8～31.1 124.0 

変更後 
八頭郡智頭町大字福原字才ノ元上ヘ387－１地先か

ら同町大字中原字上ヱ山765－１地先まで 
8.8～41.3 124.0 

                                                    

鳥取県告示第223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28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28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－トル） 

敷地の延長 

（メ－トル） 

溝口伯太線 西伯郡南部町猪小路字下宇田瀬634－１地先から同

町猪小路字深田上807－６地先まで 

変更前 11.5～30.9 183.0 

変更後 13.2～30.9 183.0 

津山智頭八東

線 

八頭郡八頭町日田字藤木763－１地先から同町日田

字向田427－１地先まで 

変更前 7.2～11.8 27.0 

変更後 8.6～13.2 27.0 

八頭郡八頭町日田字六反田264－３地先から同地先

まで 

変更前 8.7～8.7 8.0 

変更後 12.3～13.0 8.0 

新見日南線 日野郡日南町生山字清水田355－４地先から同町生

山字樋ノ口408－11地先まで 

変更前 12.0～19.5 227.0 

変更後 12.2～49.8 227.0 

新見多里線 日野郡日南町湯河字出立1035－11地先から同地先

まで 

変更前 9.6～10.1 57.0 

変更後 11.0～38.6 57.0 

鳥取鹿野倉吉

線 

東伯郡三朝町大字三徳字蜜坊1043－４地先から同

字1041－３地先まで 

変更前 7.5～12.4 21.0 

変更後 7.5～12.3 21.0 

東伯郡三朝町大字三徳字田谷1500－１地先から同

大字字馬場1532－２地先まで 

変更前 12.6～24.1 103.0 

変更後 18.1～35.1 103.0 

倉吉市大原字保木1091－１地先から同地先まで 変更前 14.9～22.9 36.0 

変更後 35.0～43.7 36.0 

秋里吉方線 鳥取市天神町50－３地先から同市天神町50－２地 変更前 19.0～22.4 46.0 
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先まで 変更後 20.4～22.4 46.0 

赤碕大山線 西伯郡大山町豊房字草谷2052－116地先から同地先

まで 

変更前 17.6～27.1 17.0 

変更後 24.0～35.8 17.0 

倉吉赤碕中山

線 

倉吉市河来見字上條598地先から同市河来見字万條

1185地先まで 

変更前 3.4～10.0 296.0 

変更後 4.4～23.6 293.0 

西伯郡大山町羽田井字萩原1844－10地先から同地

先まで 

変更前 8.4～10.3 28.0 

変更後 8.4～31.4 28.0 

西伯郡大山町羽田井字萩原1844－10地先から同地

先まで 

変更前 5.7～10.6 15.0 

変更後 6.3～14.3 15.0 

西伯郡大山町羽田井字萩原1844－10地先から同地

先まで 

変更前 10.3～17.5 41.0 

変更後 10.3～25.8 41.0 

倉吉福本線 倉吉市広瀬字瀬戸987－３地先から同地先まで 変更前 9.8～27.2 33.0 

変更後 18.4～30.0 33.0 

智頭用瀬線 鳥取市用瀬町赤波字縄手134地先から同市用瀬町赤

波字セントバ３－２地先まで 

変更前 7.3～13.5 115.0 

変更後 7.7～9.9 85.0 

倉吉江府溝口

線 

倉吉市関金町野添西鴨国有林564は地先から同地先

まで 

変更前 20.0～27.3 8.0 

変更後 20.0～35.2 8.0 

倉吉市関金町野添西鴨国有林564は地先から同地先

まで 

変更前 15.4～19.8 7.0 

変更後 17.6～28.1 7.0 

倉吉市関金町泰久寺字山根垣内933－２地先から同

市関金町今西字天神原1401地先まで 

変更前 7.5～10.0 362.0 

変更後 8.8～15.1 362.0 

日野郡江府町大字御机字中ソ原836－１地先から同

地先まで 

変更前 15.0～54.9 108.0 

変更後 16.6～69.2 108.0 

米子境港線 境港市佐斐神町字青木841－２地先から同市佐斐神

町字行渕744－１地先まで 

変更前 24.7～48.6 264.0 

変更後 25.1～48.6 264.0 

阿毘縁菅沢線 日野郡日南町折渡字中鈩山258－16地先から同地先

まで 

変更前 17.8～22.1 80.0 

変更後 17.8～26.1 80.0 

倉吉川上青谷

線 

鳥取市青谷町桑原字池尻552－９地先から同地先ま

で 

変更前 9.9～15.9 46.0 

変更後 10.2～25.3 46.0 

東伯郡湯梨浜町大字高辻字河原500地先から同町大

字川上字河原田1021－１地先まで 

変更前 9.2～28.2 717.0 

変更後 11.3～30.2 717.0 

東伯郡湯梨浜町大字川上字御祓谷226－１地先から

同地先まで 

変更前 10.4～24.8 43.0 

変更後 13.9～28.3 43.0 

東伯郡湯梨浜町大字川上字境谷205地先から同字

209－２地先まで 

変更前 4.9～14.7 24.0 

変更後 5.6～14.7 24.0 

岸本江府線 西伯郡伯耆町金屋谷字桝水高原784－６地先から同

地先まで 

変更前 14.2～51.4 99.0 

変更後 23.4～51.4 99.0 

豊房御来屋線 西伯郡大山町豊房字尾原2046－165地先から同地先

まで 

変更前 10.5～28.1 41.0 

変更後 10.5～31.4 41.0 

若桜下三河線 八頭郡若桜町大字岩屋堂字高山ノ上420－３地先か

ら同町大字吉川字フタ通り1467－１地先まで 

変更前 7.9～19.7 124.0 

変更後 9.1～28.7 124.0 

米子広瀬線 米子市奥谷字羽森627－１地先から同市石井字市場

303－３地先まで 

変更前 9.7～17.2 300.0 

変更後 10.2～17.2 300.0 

米子市新山字清水937－１地先から同市新山字大谷

山926－２地先まで 

変更前 5.1～12.7 302.0 

変更後 11.6～51.7 261.0 
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若桜湯村温泉

線 

八頭郡若桜町大字諸鹿字カ子ケ森907－１地先から

同地先まで 

変更前 9.9～17.7 9.0 

変更後 9.9～19.1 9.0 

多里伯太線 日野郡日南町福寿実字良貞開799－１地先から同町

福寿実字落合新田1035－１地先まで 

変更前 6.0～40.2 538.0 

変更後 8.0～55.2 539.0 

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

先から同字1966－１地先まで 

変更前 6.4～14.4 218.0 

変更後 10.2～16.8 220.0 

日野郡日南町福万来字伴蔵山ヨリ川平1966－１地

先から同町福万来字和田原川西家ノ上ミ1978－４

地先まで 

変更前 10.7～20.9 86.0 

変更後 15.1～32.8 86.0 

常藤関金線 倉吉市関金町山口字良源寺1945－１地先から同地

先まで 

変更前 4.5～8.3 79.0 

変更後 8.8～19.8 79.0 

倉吉東伯線 東伯郡琴浦町大字浦安字清水元466－１地先から同

町大字保字桜ヶ坪169－３地先まで 

変更前 9.1～39.2 402.0 

変更後 11.7～39.2 402.0 

福頼市山伯耆

大山停車場線 

米子市諏訪字山根623地先から同市諏訪字六田242

－１地先まで 

変更前 4.5～10.0 133.0 

変更後 5.8～14.5 134.0 

高路古海線 鳥取市古海字二町田396－２地先から同字394－１

地先まで 

変更前 13.3～29.2 69.0 

変更後 16.5～29.2 69.0 

上浅津田後線 

 

東伯郡湯梨浜町大字田後字高坪214－１地先から同

字215－１地先まで 

変更前 16.0～17.6 15.0 

変更後 16.0～17.7 15.0 

津原穴沢線 倉吉市別所字阿部川29－３地先から同市尾原字立

原527－５地先まで 

変更前 8.0～12.1 199.0 

変更後 9.4～16.2 199.0 

福永由良線 東伯郡琴浦町大字金谷字藪ノ下タ361－１地先から

同地先まで 

変更前 3.6～5.5 26.0 

変更後 3.6～6.3 26.0 

東伯郡琴浦町大字金谷字三反田306－１地先から同

字308－２地先まで 

変更前 3.5～4.9 27.0 

変更後 3.8～6.0 27.0 

東伯郡琴浦町大字金谷字三反田309－２地先から同

字309－１地先まで 

変更前 3.5～6.1 29.0 

変更後 3.5～6.1 29.0 

木地山倉吉線 東伯郡三朝町大字小河内字坂根347－１地先から同

地先まで 

変更前 10.6～18.9 80.0 

変更後 18.9～37.1 80.0 

東福原樋口線 米子市夜見町字古屋敷五2517地先から同市夜見町

字旧道西五2176地先まで 

変更前 6.2～12.3 75.0 

変更後 6.2～21.9 65.0 

米子市西福原六丁目1011－４地先から同市西福原

六丁目1009－１地先まで 

変更前 12.7～12.7 5.0 

変更後 9.0～9.0 5.0 

松河原名和線 西伯郡大山町豊成字西唐崎3192地先から同町豊成

字下山863－１地先まで 

変更前 8.4～11.5 37.0 

変更後 15.4～26.2 37.0 

三朝温泉木地

山線 

東伯郡三朝町大字柿谷字下田ノ原682－１地先から

同字678－３地先まで 

変更前 3.8～17.0 78.0 

変更後 4.4～36.3 78.0 

八束水勝見線 鳥取市気高町八幡字宮ノ前228－４地先から同地先

まで 

変更前 5.5～5.7 6.0 

変更後 5.5～6.5 6.0 

高橋下市停車

場線 

西伯郡大山町下市字築地ノ峰東通398－１地先から

同字400－３地先まで 

変更前 11.5～21.9 105.0 

変更後 9.0～21.9 105.0 

下市赤碕停車

場線 

西伯郡大山町石井垣字西平峰373－８地先から同町

石井垣字山田平359－１地先まで 

変更前 7.9～23.0 402.0 

変更後 10.1～28.4 402.0 

河原郡家線 八頭郡八頭町福本字天王木東分49－15地先から同

町郡家字中島609－２地先まで 

変更前 10.0～33.0 27.0 

変更後 10.0～34.0 27.0 
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八頭郡八頭町福本字天王木中分56－１地先から同

町福本字天王木東分51－12地先まで 

変更前 10.2～10.6 24.0 

変更後 10.6～22.6 24.0 

八坂鳥取停車

場線 

鳥取市興南町27地先から同地先まで 変更前 23.6～23.8 3.0 

変更後 25.0～25.0 3.0 

上大立大栄線 倉吉市上福田字雨堤866－２地先から同市今在家字

野田平464－59地先まで 

変更前 8.4～27.9 897.0 

変更後 8.4～38.3 891.0 

米子環状線 米子市陰田町431－８地先から同市陰田町424－６

地先まで 

変更前 5.7～14.4 98.0 

変更後 6.5～29.9 98.0 

鳥取砂丘細川

線 

鳥取市福部町湯山字高浜2164－804地先から同市福

部町海士字高浜889－740地先まで 

変更前 6.6～34.1 2,870.0 

変更後 13.5～34.1 2,870.0 

 

路 線 名 
変 更 

前後別 
区  間 

敷地の幅員 

（メ－トル） 

敷地の延長 

（メ－トル） 

溝口伯太線 

変更前 

西伯郡南部町朝金字足切281－６地先から同町朝金

字大石橋160－５地先まで 
14.6～39.0 43.0 

西伯郡南部町市山字大井手855地先から同町天萬字

塩河原331－１地先まで 
2.5～13.3 2,019.0 

変更後 
西伯郡南部町朝金字足切281－６地先から同町朝金

字大石橋160－５地先まで 
14.6～39.0 43.0 

鳥取鹿野倉吉

線 
変更前 

東伯郡三朝町大字片柴字五反田1916地先から同大

字字上天満1049－３地先まで 
6.7～15.4 146.0 

変更後 

東伯郡三朝町大字片柴字五反田1916地先から同大

字字上天満1049－３地先まで 
6.7～30.2 201.0 

東伯郡三朝町大字片柴字五反田1933地先から同字

1051－２地先まで 
6.9～12.0 72.0 

秋里吉方線 変更前 鳥取市江津字大正260－３地先から同地先まで 10.8～11.4 5.0 

変更後 
鳥取市秋里字松下617－２地先から同市江津字大正

260－３地先まで 
10.8～17.9 97.0 

岸本江府線 
変更前 

日野郡江府町大字小江尾字堂ノ後667－２地先から

同字662－２地先まで 
5.4～13.2 54.0 

変更後 
日野郡江府町大字小江尾字堂ノ後667－２地先から

同字667－９地先まで 
11.5～23.5 57.0 

米子広瀬線 

変更前 

米子市奈喜良字釈加半西518－１地先から同市新山

字頭無１－１地先まで 
9.9～46.8 301.0 

米子市古市字頭無106－２地先から同字93－１地先

まで 
10.1～41.0 108.0 

変更後 
米子市奈喜良字釈加半西518－１地先から同市新山

字頭無１－１地先まで 
10.1～29.1 315.0 

仙隠岡田線 
変更前 

倉吉市北野字タワノ上759－３地先から同市北野字

ドウ々平752－１地先まで 
12.7～22.4 152.0 

変更後 

倉吉市北野字タワノ上759－３地先から同市北野字

ドウ々平752－１地先まで 
12.7～35.4 152.0 

倉吉市北野字ドウ々平753－２地先から同市北野字

下河原37－３地先まで 
11.2～29.4 1,003.0 

倉吉環状線 変更前 倉吉市富海字青木715－２地先から同字730地先ま 17.5～39.9 16.0 
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で 

変更後 
倉吉市富海字東野前783－２地先から同市富海字青

木730地先まで 
17.5～39.9 24.0 

                                                    

鳥取県告示第224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。 

その関係図面は、平成28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28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 

179号 東伯郡三朝町大字曹源寺字河原165－７地先から同字165－８地先まで 平成28年３月31日 

181号 米子市諏訪字上出口281地先から同市八幡字東六反田673－２地先まで 〃 

日野郡日野町根雨字天王697地先から同町根雨字山崎380地先まで      〃 

日野郡江府町大字小江尾字堂ノ後665－３地先から同字667－９地先まで 〃 

日野郡江府町大字佐川字棚田976－３地先から同字978－５地先まで 〃 

日野郡江府町大字武庫字才ノ前鳥居町445－２地先から同大字字熊ノ前

428－８地先まで 
〃 

373号 八頭郡智頭町大字大内字木下620－11地先から同字630－１地先まで 〃 

八頭郡智頭町大字駒帰字具津掛400－１地先から同字398－１地先まで 〃 

八頭郡智頭町大字福原字才ノ元上ヘ387－１地先から同町大字中原字上

ヱ山765－１地先まで 
〃 

482号 鳥取市佐治町福園字中嶋158－５地先から同字156－６地先まで 〃 

鳥取市用瀬町別府字権田ケ坪65地先から同地先まで 〃 

八頭郡八頭町船岡字橋ノ下モ309－５地先から同地先まで 〃 

日野郡江府町大字下蚊屋字山王原402－48地先から同地先まで 〃 

日野郡江府町大字下蚊屋字山王原392地先から同字391－１地先まで 〃 

日野郡江府町大字下蚊屋字背戸ノ谷374－９地先から同字374－３地先ま

で 
〃 

日野郡江府町大字下蚊屋字背戸ノ谷373－１地先から同地先まで 〃 

日野郡江府町大字助澤字岡岩28－４地先から同字28－31地先まで 〃 

日野郡江府町大字江尾字市ヶ坂道ノ上452－１地先から同大字字馬場489

－１地先まで 
〃 

                                                    

鳥取県告示第225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。 

その関係図面は、平成28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28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 西伯郡南部町猪小路字下宇田瀬634－１地先から同町猪小路字深田上

807－６地先まで 

平成28年３月31日 
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津山智頭八東線 八頭郡八頭町日田字藤木763－１地先から同町日田字向田427－１地

先まで 
〃 

八頭郡八頭町日田字六反田264－３地先から同地先まで 〃 

新見日南線 日野郡日南町生山字清水田355－４地先から同町生山字樋ノ口408－

11地先まで 
〃 

新見多里線 日野郡日南町湯河字出立1035－11地先から同地先まで 〃 

鳥取鹿野倉吉線 東伯郡三朝町大字三徳字蜜坊1043－４地先から同字1041－３地先ま

で 
〃 

東伯郡三朝町大字三徳字田谷1500－１地先から同大字字馬場1532－

２地先まで 
〃 

倉吉市大原字保木1091－１地先から同地先まで 〃 

東伯郡三朝町大字片柴字五反田1916地先から同大字字上天満1049－

３地先まで 
〃 

秋里吉方線 鳥取市天神町50－３地先から同市天神町50－２地先まで 〃 

鳥取市秋里字松下617－２地先から同市江津字大正260－３地先まで 〃 

赤碕大山線 西伯郡大山町豊房字草谷2052－116地先から同地先まで 〃 

倉吉赤碕中山線 倉吉市河来見字上條598地先から同市河来見字万條1185地先まで 〃 

西伯郡大山町羽田井字萩原1844－10地先から同地先まで 〃 

西伯郡大山町羽田井字萩原1844－10地先から同地先まで 〃 

西伯郡大山町羽田井字萩原1844－10地先から同地先まで 〃 

倉吉福本線 倉吉市広瀬字瀬戸987－３地先から同地先まで 〃 

智頭用瀬線 鳥取市用瀬町赤波字縄手134地先から同市用瀬町赤波字セントバ３－

２地先まで 
〃 

倉吉江府溝口線 倉吉市関金町野添西鴨国有林564は地先から同地先まで 〃 

倉吉市関金町野添西鴨国有林564は地先から同地先まで 〃 

倉吉市関金町泰久寺字山根垣内933－２地先から同市関金町今西字天

神原1401地先まで 
〃 

日野郡江府町大字御机字中ソ原836－１地先から同地先まで 〃 

米子境港線 境港市佐斐神町字青木841－２地先から同市佐斐神町字行渕744－１

地先まで 
〃 

阿毘縁菅沢線 日野郡日南町折渡字中鈩山258－16地先から同地先まで 〃 

倉吉川上青谷線 鳥取市青谷町桑原字池尻552－９地先から同地先まで 〃 

東伯郡湯梨浜町大字高辻字河原500地先から同町大字川上字河原田

1021－１地先まで 
〃 

東伯郡湯梨浜町大字川上字御祓谷226－１地先から同地先まで 〃 

東伯郡湯梨浜町大字川上字境谷205地先から同字209－２地先まで 〃 

岸本江府線 西伯郡伯耆町金屋谷字桝水高原784－６地先から同地先まで 〃 

日野郡江府町大字小江尾字堂ノ後667－２地先から同字667－９地先

まで 
〃 

豊房御来屋線 西伯郡大山町豊房字尾原2046－165地先から同地先まで 〃 

若桜下三河線 八頭郡若桜町大字岩屋堂字高山ノ上420－３地先から同町大字吉川字

フタ通り1467－１地先まで 
〃 

米子広瀬線 

 

 

米子市奈喜良字釈加半西518－１地先から同市新山字頭無１－１地先

まで 
〃 

米子市奥谷字羽森627－１地先から同市石井字市場303－３地先まで 〃 
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 米子市新山字清水937－１地先から同市新山字大谷山926－２地先ま

で 
〃 

若桜湯村温泉線 八頭郡若桜町大字諸鹿字カ子ケ森907－１地先から同地先まで 〃 

多里伯太線 日野郡日南町福寿実字良貞開799－１地先から同町福寿実字落合新田

1035－１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地先から同字1966－

１地先まで 
〃 

日野郡日南町福万来字伴蔵山ヨリ川平1966－１地先から同町福万来

字和田原川西家ノ上ミ1978－４地先まで 
〃 

常藤関金線 倉吉市関金町山口字良源寺1945－１地先から同地先まで 〃 

倉吉東伯線 東伯郡琴浦町大字浦安字清水元466－１地先から同町大字保字桜ヶ坪

169－３地先まで 
〃 

福頼市山伯耆大

山停車場線 

米子市諏訪字山根623地先から同市諏訪字六田242－１地先まで 
〃 

高路古海線 鳥取市古海字二町田396－２地先から同字394－１地先まで 〃 

矢矯松原線 鳥取市松原字東前田西ノ切77－４地先から同字77－１地先まで 〃 

上浅津田後線 東伯郡湯梨浜町大字田後字高坪214－１地先から同字215－１地先ま

で 
〃 

津原穴沢線 倉吉市別所字阿部川29－３地先から同市尾原字立原527-５地先まで 〃 

福永由良線 東伯郡琴浦町大字金谷字藪ノ下タ361－１地先から同地先まで 〃 

東伯郡琴浦町大字金谷字三反田306－１地先から同字308－２地先ま

で 
〃 

東伯郡琴浦町大字金谷字三反田309－２地先から同字309－１地先ま

で 
〃 

木地山倉吉線 東伯郡三朝町大字小河内字坂根347－１地先から同地先まで 〃 

東福原樋口線 米子市夜見町字古屋敷五2517地先から同市夜見町字旧道西五2176地

先まで 
〃 

仙隠岡田線 倉吉市北野字タワノ上759－３地先から同市北野字ドウ々平752－１

地先まで 
〃 

松河原名和線 西伯郡大山町豊成字西唐崎3192地先から同町豊成字下山863－１地先

まで 
〃 

三朝温泉木地山

線 

東伯郡三朝町大字柿谷字下田ノ原682－１地先から同字678－３地先

まで 
〃 

八束水勝見線 鳥取市気高町八幡字宮ノ前228－４地先から同地先まで 〃 

下市赤碕停車場

線 

西伯郡大山町石井垣字西平峰373－８地先から同町石井垣字山田平

359－１地先まで 
〃 

河原郡家線 八頭郡八頭町福本字天王木東分49－15地先から同町郡家字中島609－

２地先まで 
〃 

八頭郡八頭町福本字天王木中分56－１地先から同町福本字天王木東

分51－12地先まで 
〃 

八坂鳥取停車場

線 

鳥取市興南町27地先から同地先まで 
〃 

上大立大栄線 倉吉市上福田字雨堤866－２地先から同市今在家字野田平464－59地

先まで 
〃 

米子環状線 米子市陰田町431－８地先から同市陰田町424－６地先まで 〃 
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倉吉環状線 倉吉市富海字青木715－２地先から同字730地先まで 〃 

鳥取砂丘細川線 鳥取市福部町湯山字高浜2164－804地先から同市福部町海士字高浜

889－740地先まで 
〃 

 

 

 


