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  平成 31年３月 31日 日曜日  鳥 取 県 公 報  号外第 44号  

告 示 

鳥取県告示第181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31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31年３月31日 

鳥取県知事 平  井  伸  治 

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）

179号 変更前 東伯郡三朝町大字久原字高河原622－１地先から同

地先まで 

17.3～21.5 32.0 

変更後 18.6～31.3 32.0 

180号 変更前 日野郡日野町本郷字井手口大道下タ2616地先から

同町本郷字堰ノ上ミ道ノ上エ543－５地先まで 

14.0～22.7 124.0 

変更後 14.0～32.5 124.0 

181号 変更前 日野郡日野町板井原字下モ山19－９地先から同字

19－11地先まで 

24.8～43.5 88.0 

変更後 24.8～59.2 88.0 

変更前 西伯郡伯耆町根雨原字小船720－１地先から同地先

まで 

19.7～33.6 37.0 

変更後 31.3～34.7 37.0 

373号 変更前 八頭郡智頭町大字郷原字下垣内48－１地先から同

大字字小火打谷口22－３地先まで 

8.5～8.9 29.0 

変更後 10.1～20.3 29.0 

変更前 
八頭郡智頭町大字福原字双ケ滝上平493－１地先か

ら同字493－５地先まで 
14.2～23.3 87.0 

変更後 
八頭郡智頭町大字福原字双ケ滝上平493－１地先か

ら同字491－１地先まで 
15.8～29.7 87.0 

431号 変更前 境港市高松町字月見浜1482－２地先から同市新屋

町字寄会前3268－８地先まで 

22.0～33.1 467.0 

変更後 22.0～36.4 467.0 

482号 変更前 鳥取市佐治町高山字屋ブキ826－１地先から同字

844－９地先まで 

6.9～30.7 183.0 

変更後 6.9～30.7 183.0 

変更前 鳥取市佐治町尾際字花尻口678－３地先から同市佐

治町尾際字城河原716－１地先まで 

10.5～29.3 174.0 

変更後 13.8～40.5 174.0 

変更前 東伯郡三朝町大字下西谷字栩サコ527－６地先から

同字526－２地先まで 

12.8～29.6 31.0 

変更後 12.8～38.6 31.0 

鳥取県告示第182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31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31年３月31日 

鳥取県知事 平  井  伸  治 

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 西伯郡南部町原字下河原３－５地先から同地先ま 14.8～29.4 20.0 
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  平成 31年３月 31日 日曜日  鳥 取 県 公 報  号外第 44号  

変更後 で 10.1～10.9 20.0 

境美保関線 変更前 境港市大正町91地先から同市大正町46地先まで 14.5～37.4 38.0 

変更後 14.5～29.5 38.0 

津山智頭八東

線 

変更前 八頭郡智頭町大字新見字塚向1119－１地先から同

字1114－３地先まで 

9.2～12.0 89.0 

変更後 17.6～30.4 89.0 

智頭勝田線 変更前 八頭郡智頭町大字西谷字小茅野258－４地先から同

大字字ヌマノ351－14地先まで 

5.6～11.5 62.0 

変更後 7.7～11.5 62.0 

新見多里線 変更前 日野郡日南町湯河字出立1029－１地先から同地先

まで 

12.2～24.1 85.0 

変更後 13.4～29.2 85.0 

変更前 日野郡日南町湯河字野野内772－１地先から同字

773－１地先まで 

10.0～25.6 109.0 

変更後 10.0～38.5 109.0 

鳥取鹿野倉吉

線 

変更前 鳥取市良田字間城谷490－１地先から同字517－１

地先まで 

8.7～10.1 153.0 

変更後 8.8～23.0 153.0 

鳥取国府岩美

線 

変更前 鳥取市国府町木原字保木10－15地先から同市国府

町雨滝字保木裾315－３地先まで 

8.3～24.4 104.0 

変更後 10.8～25.5 104.0 

変更前 鳥取市国府町雨滝字向土居820－６地先から同市国

府町雨滝字細入198地先まで 

9.5～25.5 125.0 

変更後 18.2～55.9 125.0 

岩美八東線 変更前 八頭郡八頭町姫路字川下モー714－27地先から同字

714－３地先まで 

5.9～14.2 114.0 

変更後 15.0～31.5 114.0 

変更前 八頭郡八頭町志谷字峠501－２地先から同地先まで 16.7～28.8 34.0 

変更後 16.7～29.5 34.0 

智頭用瀬線 変更前 鳥取市用瀬町赤波字小石ケ谷1970－１地先から同

市用瀬町赤波字尾崎778－７地先まで 

3.8～15.1 88.0 

変更後 4.6～19.2 88.0 

倉吉江府溝口

線 

変更前 日野郡江府町大字御机字大平原837－２地先から同

大字字木谷838－13地先まで 

8.6～11.1 6.0 

変更後 9.2～11.3 6.0 

米子広瀬線 変更前 米子市末広町126地先から同市末広町292地先まで 29.5～39.6 77.0 

変更後 25.8～39.6 77.0 

若桜湯村温泉

線 

変更前 八頭郡若桜町大字来見野字笹尾1352－12地先から

同大字字詰ケサコ70－１地先まで 

8.8～11.8 41.0 

変更後 9.1～23.8 41.0 

西伯伯太線 変更前 西伯郡南部町徳長字藤ケ森598-１地先から同町徳

長字カシヤ548－１地先まで 

24.4～30.9 62.0 

変更後 31.2～45.4 62.0 

福頼市山伯耆

大山停車場線 
変更前 

西伯郡伯耆町坂長字西南原2566－１地先から米子

市諏訪字上門畑194－１地先まで 
4.1～56.9 2096.0 

米子市諏訪字東チンゴ原1893－１地先から同市諏

訪字西チンゴ原1399－６地先まで 
13.3～27.5 157.0 

変更後 
西伯郡伯耆町坂長字西南原2566－１地先から米子

市諏訪字上門畑194－１地先まで 
9.0～69.8 2416.0 

倉吉江北線 変更前 倉吉市宮川町188－９地先から同市宮川町182－３

地先まで 

20.5～23.9 26.0 

変更後 20.5～27.5 26.0 

岩美停車場線 変更前 岩美郡岩美町大字浦富字竹ケ下1030－27地先から

同字775－２地先まで 

9.1～11.5 7.0 

変更後 10.1～11.8 7.0 

岩美停車場河

崎線 
変更前 

岩美郡岩美町大字新井字川原田191－８地先から同

大字字上古川219－３地先まで 
8.5～15.2 207.0 

変更後 岩美郡岩美町大字新井字川原田191－８地先から同 10.0～29.1 207.0 
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  平成 31年３月 31日 日曜日  鳥 取 県 公 報  号外第 44号  

大字字上古川219－３地先まで 

岩美郡岩美町大字新井字上古川218－５地先から同

大字字工塚谷92－10地先まで 
11.0～28.8 119.0 

金沢伏野線 

変更前 

鳥取市三津字村内371－１地先から同市三津字苧畑

ノ二316地先まで
10.4～48.8 225.0 

鳥取市三津字芋畑ノ一260地先から同市三津字苧畑

ノ二290地先まで
5.5～11.2 85.0 

変更後 
鳥取市三津字村内371－１地先から同市三津字苧畑

ノ二316地先まで
10.4～48.8 225.0 

矢矯松原線 変更前 鳥取市松原字大目236－６地先から同字242地先ま

で 

8.0～8.8 173.0 

変更後 11.3～12.9 173.0 

鷹狩渡一木線 変更前 鳥取市河原町曳田字川戸土居123－13地先から同市

河原町曳田字土居尻108－８地先まで 

6.0～28.3 94.0 

変更後 8.9～35.0 99.0 

杣小屋曳田線 
変更前 

鳥取市河原町曳田字川戸土居120－２地先から同字

120－１地先まで 
8.5～8.7 10.0 

変更後 
鳥取市河原町曳田字川戸土居120－２地先から同地

先まで 
8.5～8.6 4.0 

木地山倉吉線 変更前 東伯郡三朝町大字小河内字サイカ344－36地先から

同字344－40地先まで 

19.9～34.0 67.0 

変更後 27.1～65.7 67.0 

猪子原上石見

停車場線 

変更前 日野郡日南町福塚字下モ坂根33－２地先から同町

福塚字松本28－１地先まで 

9.3～31.8 167.0 

変更後 13.3～31.8 165.0 

小河内加茂線 変更前 鳥取市佐治町福園字上へ原東平205－１地先から同

地先まで 

12.2～15.0 18.0 

変更後 12.8～17.2 18.0 

矢口鹿野線 変更前 鳥取市気高町下坂本字前田1580地先から同市気高

町下坂本字下榎木1429地先まで 

12.6～12.8 200.0 

変更後 13.2～16.6 200.0 

岩屋谷米子線 
変更前 

西伯郡伯耆町坂長字長者原2519地先から同地先ま

で 
5.1～11.7 5.0 

変更後 
西伯郡伯耆町坂長字長者屋敷2550－１地先から同

町坂長字長者原2519地先まで 
9.2～34.1 230.0 

松河原名和線 変更前 西伯郡大山町長野字下長野2125地先から同町豊成

字下長野1679－１地先まで 

4.4～26.7 125.0 

変更後 5.2～37.4 125.0 

変更前 西伯郡大山町松河原字宮木233地先から同地先まで 5.7～5.9 24.0 

変更後 

西伯郡大山町松河原字宮木233地先から同地先まで 5.7～5.9 24.0 

西伯郡大山町松河原字瓶割坂212－23地先から同字

206－３地先まで 
2.0～4.0 56.0 

淀江インター

線 

変更前 西伯郡大山町安原字寺内境734地先から同町安原字

朝引749－２地先まで 

16.4～241.0 178.0 

変更後 16.4～37.2 178.0 

河内槇原線 変更前 鳥取市河内字浅原155－１地先から同市槇原字才木

782－５地先まで 

8.0～12.9 180.0 

変更後 12.1～32.0 180.0 

菅沢日野線 変更前 日野郡日野町黒坂字久住谷東平ラ479－４地先から

同地先まで 

6.7～8.6 7.0 

変更後 10.3～11.4 7.0 

変更前 日野郡日野町黒坂字久住谷東平ラ479－５地先から

同地先まで 

10.0～13.6 46.0 

変更後 11.1～17.1 46.0 

変更前 日野郡日野町黒坂字久住谷西平ラ557-50地先から 11.9～15.4 31.0 
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  平成 31年３月 31日 日曜日  鳥 取 県 公 報  号外第 44号  

変更後 同字557－54地先まで 13.2～20.1 31.0 

米子環状線 変更前 米子市陰田町901－３地先から同市陰田町905－１

地先まで 

7.5～9.7 68.0 

変更後 7.5～15.0 68.0 

大坪隼停車場

線 

変更前 八頭郡八頭町西御門字下屋敷172地先から同字178

－15地先まで 

5.4～7.0 23.0 

変更後 6.7～9.9 23.0 

桑原坂本線 
変更前 

東伯郡三朝町大字坂本字上ミ河原792地先から同字

795－１地先まで 
4.0～5.0 10.0 

変更後 
東伯郡三朝町大字坂本字奥田568地先から同大字字

上ミ河原795－１地先まで 
3.5～11.5 1018.0 

板井原濁谷線 変更前 日野郡日野町三土字中村56－１地先から同字52－

１地先まで 

4.1～5.4 20.0 

変更後 4.1～6.3 20.0 

変更前 日野郡日野町三土字中村49地先から同町三土字井

津ノ元33地先まで 

3.6～6.6 43.0 

変更後 4.0～13.7 43.0 

変更前 日野郡日野町三土字槻ケ市７－２地先から同町三

土字段畑１－１地先まで 

6.4～23.7 71.0 

変更後 6.4～42.9 71.0 

倉吉環状線 変更前 倉吉市和田東町字堂庵寺919－１地先から同地先ま

で 

28.5～34.6 49.0 

変更後 29.2～37.7 49.0 

米子岸本線 変更前 米子市古市字六反田58－１地先から同市橋本字徳

道西470－３地先まで 

15.2～55.7 488.0 

変更後 13.4～34.3 488.0 

志子部船岡線 変更前 八頭郡八頭町志子部字家ノ上617－１地先から同地

先まで 

5.1～22.5 58.0 

変更後 15.3～25.4 58.0 

鳥取県告示第183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31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31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 東伯郡三朝町大字久原字高河原622－１地先から同地先まで 平成31年３月31日 

180号 日野郡日野町本郷字井手口大道下タ2616地先から同町本郷字堰ノ上ミ

道ノ上エ543－５地先まで 
〃 

181号 日野郡日野町板井原字下モ山19－９地先から同字19－11地先まで 〃 

西伯郡伯耆町根雨原字小船720－１地先から同地先まで 〃 

373号 八頭郡智頭町大字郷原字下垣内48－１地先から同大字字小火打谷口22

－３地先まで 
〃 

八頭郡智頭町大字福原字双ケ滝上平493－１地先から同字491－１地先

まで 
〃 

431号 境港市高松町字月見浜1482－２地先から同市新屋町字寄会前3268－８

地先まで 
〃 

482号 鳥取市佐治町高山字屋ブキ826－１地先から同字844－９地先まで 〃 

鳥取市佐治町尾際字花尻口678－３地先から同市佐治町尾際字城河原

716－１地先まで 
〃 
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  平成 31年３月 31日 日曜日  鳥 取 県 公 報  号外第 44号  

東伯郡三朝町大字下西谷字栩サコ527－６地先から同字526－２地先ま

で 
〃 

鳥取県告示第184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31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31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 

津山智頭八東線 八頭郡智頭町大字新見字塚向1119－１地先から同

字1114－３地先まで 
平成31年３月31日 

智頭勝田線 八頭郡智頭町大字西谷字小茅野258－４地先から同

大字字ヌマノ351－14地先まで 
〃 

新見多里線 日野郡日南町湯河字出立1029－１地先から同地先

まで 
〃 

日野郡日南町湯河字野野内772－１地先から同字

773－１地先まで 
〃 

鳥取国府岩美線 鳥取市国府町木原字保木10－15地先から同市国府

町雨滝字保木裾315－３地先まで 
〃 

鳥取市国府町雨滝字向土居820－６地先から同市国

府町雨滝字細入198地先まで 
〃 

岩美八東線 八頭郡八頭町姫路字川下モー714－27地先から同字

714－３地先まで 
〃 

八頭郡八頭町志谷字峠501－２地先から同地先まで 〃 

智頭用瀬線 鳥取市用瀬町赤波字小石ケ谷1970－１地先から同

市用瀬町赤波字尾崎778－７地先まで 
〃 

倉吉江府溝口線 日野郡江府町大字御机字大平原837－２地先から同

大字字木谷838－13地先まで 
〃 

若桜湯村温泉線 八頭郡若桜町大字来見野字笹尾1352－12地先から

同大字字詰ケサコ70－１地先まで 
〃 

西伯伯太線 西伯郡南部町徳長字藤ケ森598-１地先から同町徳

長字カシヤ548－１地先まで 
〃 

福頼市山伯耆大山停車

場線 

西伯郡伯耆町坂長字西南原2566－１地先から米子

市諏訪字上門畑194－１地先まで 
〃 

倉吉江北線 倉吉市宮川町188－９地先から同市宮川町182－３

地先まで 
〃 

岩美停車場線 岩美郡岩美町大字浦富字竹ケ下1030－27地先から

同字775－２地先まで 
〃 

矢矯松原線 鳥取市松原字大目236－６地先から同字242地先ま

で 
〃 

鷹狩渡一木線 鳥取市河原町曳田字川戸土居123－13地先から同市

河原町曳田字土居尻108－８地先まで 
〃 
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木地山倉吉線 東伯郡三朝町大字小河内字サイカ344－36地先から

同字344－40地先まで 
〃 

猪子原上石見停車場線 日野郡日南町福塚字下モ坂根33－２地先から同町

福塚字松本28－１地先まで 
〃 

小河内加茂線 鳥取市佐治町福園字上へ原東平205－１地先から同

地先まで 
〃 

矢口鹿野線 鳥取市気高町下坂本字前田1580地先から同市気高

町下坂本字下榎木1429地先まで 
〃 

岩屋谷米子線 西伯郡伯耆町坂長字長者屋敷2550－１地先から同

町坂長字長者原2519地先まで 
〃 

松河原名和線 西伯郡大山町長野字下長野2125地先から同町豊成

字下長野1679－１地先まで 
〃 

西伯郡大山町松河原字瓶割坂212－23地先から同字

206－３地先まで 
〃 

河内槇原線 鳥取市河内字浅原155－１地先から同市槇原字才木

782－５地先まで 
〃 

菅沢日野線 日野郡日野町黒坂字久住谷東平ラ479－４地先から

同地先まで 
〃 

日野郡日野町黒坂字久住谷東平ラ479－５地先から

同地先まで 
〃 

日野郡日野町黒坂字久住谷西平ラ557－50地先から

同字557－54地先まで 
〃 

大坪隼停車場線 八頭郡八頭町西御門字下屋敷172地先から同字178

－15地先まで 
〃 

米子環状線 米子市陰田町901－３地先から同市陰田町905－１

地先まで 
〃 

桑原坂本線 東伯郡三朝町大字坂本字奥田568地先から同大字字

上ミ河原795－１地先まで 
〃 

板井原濁谷線 日野郡日野町三土字中村56－１地先から同字52－

１地先まで 
〃 

日野郡日野町三土字中村49地先から同町三土字井

津ノ元33地先まで 
〃 

日野郡日野町三土字槻ケ市７－２地先から同町三

土字段畑１－１地先まで 
〃 

倉吉環状線 倉吉市和田東町字堂庵寺919－１地先から同地先ま

で 
〃 

米子岸本線 米子市古市字六反田58－１地先から同市橋本字徳

道西470－３地先まで 
〃 

志子部船岡線 八頭郡八頭町志子部字家ノ上617－１地先から同地

先まで 
〃 
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