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告 示 

 

鳥取県告示第225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24年３月30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24年３月30日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

路 線 名 区    間 
敷地の幅員 

（メ－トル） 

敷地の延長 

（メ－トル） 

津山智頭八東線 
八頭郡八頭町佐崎字深サコ山495－４地先から同字495－６

地先まで 
15.6～81.2 98.0 

                                                    

 

鳥取県告示第226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24年３月30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24年３月30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） 

180号 

日野郡日野町門谷字長畑1649－１地先から同字

1660－４地先まで 

変更前 11.2～14.5 54.0 

変更後 17.5～26.0 54.0 

日野郡日野町門谷字長畑1660－５地先から同字

1658－１地先まで 

変更前 13.3～20.2 58.0 

変更後 15.9～30.2 58.0 

181号 

日野郡日野町板井原字大井呑西畑830－34地先

から同町板井原字大井呑484－１地先まで 

変更前 8.7～73.5 549.0 

変更後 8.7～73.5 549.0 

日野郡日野町金持字古川1509地先から同字

1508－１地先まで 

変更前 15.1～15.7 34.0 

変更後 19.2～22.6 34.0 

183号 
日野郡日南町矢戸字カナクソ田1376地先から同

町矢戸字榎田1169－14地先まで 

変更前 7.6～13.4 220.0 

変更後 12.1～16.8 220.0 

313号 

倉吉市福吉町二丁目1711－１地先から同市福吉

町二丁目1588－４地先まで 

変更前 11.9～19.2 35.0 

変更後 11.9～32.6 35.0 

倉吉市耳字上ミ田722地先から同市耳字上河原

803－２地先まで 

変更前 11.0～16.0 537.0 

変更後 11.0～16.5 537.0 

373号 
八頭郡智頭町大字郷原字中土居138－８地先か

ら同字150－８地先まで 

変更前 7.2～20.0 132.0 

変更後 7.4～18.2 132.0 
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482号 

日野郡江府町大字下蚊屋字向坂61－１地先か

ら同地先まで 

変更前 15.5～16.0 22.0 

変更後 24.1～29.9 22.0 

八頭郡八頭町福井字岩ヶ渕17－２地先から同町

福井字上柳原69－４地先まで 

変更前 5.3～10.4 245.0 

変更後 6.3～15.8 245.0 

                                                    

 

鳥取県告示第227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24年３月30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24年３月30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 
西伯郡南部町清水川字北田１－３地先から同町

阿賀字平塚西294－１地先まで 

変更前 5.6～55.8 1,814.0 

変更後 8.0～84.5 1,923.0 

津山智頭八東線 

八頭郡智頭町大字郷原字中土居151－１地先か

ら同字140－３地先まで 

変更前 6.6～19.6 70.0 

変更後 8.1～37.2 77.0 

八頭郡八頭町東字西御膳306地先から同字328地

先まで 

変更前 7.5～15.3 223.0 

変更後 10.9～15.3 226.0 

智頭勝田線 
八頭郡智頭町大字西谷字宮ノ下604－４地先か

ら同大字字西山719－１地先まで 

変更前 5.8～11.9 112.0 

変更後 10.2～13.2 112.0 

横田多里線 
日野郡日南町上萩山字ヲモ田原507－１地先か

ら同町上萩山字山形道ノ上へ568－１地先まで 

変更前 8.1～30.2 273.0 

変更後 8.9～30.2 273.0 

倉吉青谷線 
東伯郡湯梨浜町大字野花字岩根588－１地先か

ら同大字字野花川435－５地先まで 

変更前 6.0～39.1 615.0 

変更後 10.8～39.1 608.0 

三朝中線 
東伯郡三朝町大字神倉字宿谷１地先から同地先

まで 

変更前 4.1～10.8 29.0 

変更後 4.5～29.6 29.0 

倉吉赤碕中山線 
倉吉市福光字下折口48－１地先から同市福光字

屋敷田107－３地先まで 

変更前 14.1～28.1 222.0 

変更後 14.1～34.6 219.0 

名和岸本線 
西伯郡大山町茶畑字境目54－５地先から同字49

－１地先まで 

変更前 8.2～10.6 73.0 

変更後 10.2～13.2 73.0 

東伯野添線 
東伯郡琴浦町大字古長字下モ山559－１地先か

ら同大字字堂前553－１地先まで 

変更前 8.8～20.7 86.0 

変更後 16.0～49.0 86.0 

倉吉江府溝口線 

日野郡江府町大字御机字東山710－４地先から

同字710－１地先まで 

変更前 9.0～28.5 103.0 

変更後 10.1～37.5 99.0 

日野郡江府町大字御机字東山710－30地先から

同字710－14地先まで 

変更前 8.4～14.5 150.0 

変更後 9.7～21.2 149.0 

日野溝口線 
日野郡日野町下黒坂字池尻り1213－20地先から

同字1213－18地先まで 

変更前 19.8～106.8 298.0 

変更後 19.8～118.0 298.0 

 鳥取市青谷町桑原字境谷西平804－６地先から 変更前 7.7～31.9 121.0 
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倉吉川上青谷線 
同字804－１地先まで 変更後 13.6～37.8 121.0 

東伯郡湯梨浜町大字川上字平七谷216－１地先

から同字216－２地先まで 

変更前 5.0～14.6 56.0 

 変更後 5.4～27.8 56.0 

岸本江府線 
西伯郡伯耆町栃原字上丸林1219地先から同町栃

原字南丸林1282地先まで 

変更前 18.2～24.5 52.0 

変更後 22.5～42.3 52.0 

米子広瀬線 

米子市目久美町226－３地先から同市目久美町

225－１地先まで 

変更前 9.8～10.8 26.0 

変更後 6.5～10.8 37.0 

米子市目久美町226－１地先から同市目久美町

127－３地先まで 

変更前 14.1～29.0 43.0 

変更後 14.1～29.5 43.0 

米子市古市字山崎１－２地先から同市古市字草

木24－１地先まで 

変更前 7.2～15.0 138.0 

変更後 11.6～22.6 138.0 

多里伯太線 
日野郡日南町福寿実字熊﨏山825－13地先から

同字825－１地先まで 

変更前 9.3～22.8 96.0 

変更後 11.4～30.4 98.0 

倉吉東伯線 

倉吉市国府字河新田53－１地先から同字53－９

地先まで 

変更前 18.7～22.0 65.0 

変更後 18.7～34.0 65.0 

東伯郡北栄町妻波字下中尾2955－３地先から同

町妻波字青木尻3045－１地先まで 

変更前 8.4～16.7 407.0 

変更後 8.7～20.9 407.0 

網代港岩美停車

場線 

岩美郡岩美町大字浦富字二タ股3191－１地先か

ら同地先まで 

変更前 21.0～23.3 20.0 

変更後 21.0～23.5 20.0 

福頼市山伯耆大

山停車場線 

西伯郡南部町諸木字西原68－１地先から同町諸

木字西原道下83－１地先まで 

変更前 4.2～30.2 120.0 

変更後 15.4～30.2 120.0 

金沢伏野線 
鳥取市伏野字中ノ茶屋裏1774－17地先から同市

伏野字長者石1738－３地先まで 

変更前 8.3～29.0 357.0 

変更後 10.7～33.9 346.0 

津ノ井国府線 
鳥取市生山字宮田68－１地先から同市生山字上

宮田10－２地先まで 

変更前 10.4～21.8 345.0 

変更後 12.5～25.8 345.0 

東福原樋口線 
米子市河崎字彦左衛門灘道下3199－１地先から

同地先まで 

変更前 8.4～10.3 30.0 

変更後 7.8～9.4 30.0 

大滝白水線 
西伯郡伯耆町大滝字外朝尾884－１地先から同

町大坂字上浅尾931－７地先まで 

変更前 5.1～28.8 131.0 

変更後 5.5～30.6 131.0 

上石見黒坂停車

場線 

日野郡日南町神戸上字千谷坂2374－１地先から

同町神戸上字原2532－１地先まで 

変更前 8.8～15.6 252.0 

変更後 8.8～15.6 252.0 

小河内加茂線 

鳥取市河原町小河内字臺田791－３地先から同

地先まで 

変更前 13.6～14.2 26.0 

変更後 13.6～23.0 26.0 

鳥取市河原町神馬字後谷下夕分569地先から同

字314－３地先まで 

変更前 6.7～9.7 67.0 

変更後 6.7～10.7 67.0 

花口下石見線 
日野郡日南町下石見字御崎平ラ1802－２地先か

ら同町下石見字落工1806－１地先まで 

変更前 6.4～10.6 137.0 

変更後 8.3～26.7 137.0 

泊絹見青谷線 
鳥取市青谷町青谷字長谷5975－１地先から同市

青谷町北河原字絹見坂500－１地先まで 

変更前 17.6～44.5 129.0 

変更後 17.6～69.1 129.0 

麻生国府線 
八頭郡八頭町市場字安土川152－１地先から同

町下津黒字上縄手46－１地先まで 

変更前 7.0～21.4 159.0 

変更後 7.0～23.7 160.0 

 東伯郡三朝町大字上西谷字烏帽子岩２－１地先

から同大字字割岩383－１地先まで 

変更前 4.2～36.0 256.0 

大谷曹源寺線 
変更後 8.7～36.0 262.0 

東伯郡三朝町大字上西谷字ヤナシチ平385-６地 変更前 16.7～30.0 95.0 
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 先から同字385－11地先まで 変更後 23.0～51.4 95.0 

菅沢日野線 
日野郡日野町久住字川東1072－24地先から同字

1072－25地先まで 

変更前 16.2～21.7 11.0 

変更後 16.2～30.0 11.0 

鳥取郡家線 
鳥取市東大路字橋詰280－１地先から同市中大

路字長砂１－11地先まで 

変更前 7.6～19.4 382.0 

変更後 10.1～23.6 380.0 

赤松淀江線 

西伯郡大山町赤松字中尾尻1878－９地先から同

地先まで 

変更前 8.0～16.2 19.0 

変更後 9.4～21.1 19.0 

米子市淀江町本宮字込平一481－１地先から同

町本宮字岩田谷464－１地先まで 

変更前 4.5～10.2 58.0 

変更後 4.5～10.9 58.0 

米子環状線 
米子市目久美町127－３地先から同市目久美町

127－５地先まで 

変更前 19.5～31.1 56.0 

変更後 19.5～31.1 56.0 

坊領淀江停車場

線 

西伯郡大山町長田字細田1312－２地先から同町

長田字下細田1320地先まで 

変更前 9.0～19.3 48.0 

変更後 10.4～30.0 48.0 

板井原濁谷線 
日野郡日野町秋縄字神田河原1800地先から同町

秋縄字砂田1790地先まで 

変更前 7.4～18.4 175.0 

変更後 7.4～32.4 175.0 

倉吉環状線 

倉吉市不入岡字東前60－１地先から同市和田字

野畑378－１地先まで 

変更前 11.9～12.8 31.0 

変更後 12.2～27.0 31.0 

倉吉市和田東町字中島123地先から同市巌城字

上河原685－１地先まで 

変更前 4.8～42.3 921.0 

変更後 10.6～42.3 904.0 

志子部船岡線 
八頭郡八頭町見槻字瓢381－３地先から同字431

地先まで 

変更前 4.5～18.6 170.0 

変更後 8.4～18.6 170.0 

 

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） 

倉吉江府溝口線 

変更前 
倉吉市関金町堀字鍛冶屋前 2113 地先から同字

2020－１地先まで 
24.9～32.2 20.0 

変更後 
倉吉市関金町堀字鍛冶屋前 2020－１地先から

同地先まで 
14.0～21.6 20.0 

鳥取河原用瀬線 

変更前 

鳥取市上段字海道端 335地先から同市上原字河

原 453地先まで 
10.9～43.2 987.0 

鳥取市上段字海道端 336地先から同市上原字村

ノ上 381－３地先まで 
5.5～27.1 834.0 

変更後 
鳥取市上段字海道端 335地先から同市上原字河

原 453地先まで 
10.9～43.2 987.0 

加茂用瀬線 

変更前 

鳥取市用瀬町江波字日ノ谷 1059 地先から同市

用瀬町江波字下モ川向イ 852－６地先まで 
9.2～32.2 597.0 

鳥取市用瀬町江波字山根 602－４地先から同市

用瀬町江波字下モ川向イ 852－１地先まで 
3.2～22.2 493.0 

変更後 
鳥取市用瀬町江波字日ノ谷 1059 地先から同市

用瀬町江波字下モ川向イ 852－６地先まで 
9.2～32.2 597.0 

 

変更前 

鳥取市気高町下光元字橋ノ詰 707－２地先から

同市気高町下光元字フケ田 1320地先まで 
11.5～47.9 854.0 

宝木停車場上光

線 

鳥取市気高町下光元字北岡 640－１地先から同

市気高町下光元字フケ田 1317－１地先まで 
3.0～16.4 798.0 
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 変更後 
鳥取市気高町下光元字橋ノ詰 707－２地先から

同市気高町下光元字フケ田 1320地先まで 
11.5～47.9 854.0 

日吉津伯耆大山

停車場線 

変更前 
米子市蚊屋字下亀田 300－２地先から同市蚊屋

字出口川添 286－15地先まで 
6.4～6.6 155.0 

変更後 
米子市蚊屋字下亀田 300－２地先から同市蚊屋

字出口川添 286－２地先まで 
14.5～14.5 155.0 

米子岸本線 

変更前 

西伯郡伯耆町岩屋谷字泉頭 1277－１地先から

同町大殿字北小堤山 1879－３地先まで 
11.3～55.6 1,148.0 

西伯郡伯耆町坂長字西南原 2566－１地先から

同町大殿字北檜 1904地先まで 
6.3～80.6 1,066.0 

変更後 
西伯郡伯耆町岩屋谷字泉頭 1277－１地先から

同町大殿字北小堤山 1879－３地先まで 
11.3～55.6 1,148.0 

                                                    

 

鳥取県告示第228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24年３月30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24年３月30日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

路 線 名 区     間 供用開始の期日 

180号 

日野郡日野町門谷字長畑1649－１地先から同字1660－４地先

まで 
平成24年３月30日 

日野郡日野町門谷字長畑1660－５地先から同字1658－１地先

まで 
〃 

181号 

日野郡日野町板井原字大井呑西畑830－34地先から同町板井

原字大井呑484－１地先まで 
〃 

日野郡日野町金持字古川1509地先から同字1508－１地先まで 〃 

183号 
日野郡日南町矢戸字カナクソ田1376地先から同町矢戸字榎田

1169－14地先まで 
〃 

313号 

倉吉市福吉町二丁目1711－１地先から同市福吉町二丁目1588

－４地先まで 
〃 

倉吉市耳字上ミ田722地先から同市耳字上河原803－２地先ま

で 
〃 

373号 
八頭郡智頭町大字郷原字中土居138－８地先から同字150－８

地先まで 
〃 

482号 

日野郡江府町大字下蚊屋字向坂61－１地先から同地先まで 〃 

八頭郡八頭町福井字岩ヶ渕17－２地先から同町福井字上柳原

69－４地先まで 
〃 

                                                    

 

鳥取県告示第229号 
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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24年３月30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24年３月30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 
西伯郡南部町清水川字北田１－３地先から同町阿賀字平塚西

294－１地先まで 
平成24年３月30日 

津山智頭八東線 

八頭郡智頭町大字郷原字中土居151－１地先から同字140－３

地先まで 
〃 

八頭郡八頭町東字西御膳306地先から同字328地先まで 〃 

智頭勝田線 
八頭郡智頭町大字西谷字宮ノ下604－４地先から同大字字西

山719－１地先まで 
〃 

横田多里線 
日野郡日南町上萩山字ヲモ田原507－１地先から同町上萩山

字山形道ノ上へ568－１地先まで 
〃 

倉吉青谷線 
東伯郡湯梨浜町大字野花字岩根588－１地先から同大字字野

花川435－５地先まで 
〃 

三朝中線 東伯郡三朝町大字神倉字宿谷１地先から同地先まで 〃 

倉吉赤碕中山線 
倉吉市福光字下折口48－１地先から同市福光字屋敷田107－

３地先まで 
〃 

名和岸本線 西伯郡大山町茶畑字境目54－５地先から同字49－１地先まで 〃 

東伯野添線 
東伯郡琴浦町大字古長字下モ山559－１地先から同大字字堂

前553－１地先まで 
〃 

倉吉江府溝口線 

日野郡江府町大字御机字東山710－４地先から同字710－１地

先まで 
〃 

日野郡江府町大字御机字東山710－30地先から同字710－14地

先まで 
〃 

日野溝口線 
日野郡日野町下黒坂字池尻り1213－20地先から同字1213－18

地先まで 
〃 

倉吉川上青谷線 

鳥取市青谷町桑原字境谷西平804－６地先から同字804－１地

先まで 
〃 

東伯郡湯梨浜町大字川上字平七谷216－１地先から同字216－

２地先まで 
〃 

岸本江府線 
西伯郡伯耆町栃原字上丸林1219地先から同町栃原字南丸林

1282地先まで 
〃 

米子広瀬線 

米子市目久美町226－３地先から同市目久美町225－１地先ま

で 
〃 

米子市目久美町226－１地先から同市目久美町127－３地先ま

で 
〃 

米子市古市字山崎１－２地先から同市古市字草木24－１地先

まで 
〃 
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多里伯太線 
日野郡日南町福寿実字熊﨏山825－13地先から同字825－１地

先まで 
〃 

倉吉東伯線 

倉吉市国府字河新田53－１地先から同字53－９地先まで 〃 

東伯郡北栄町妻波字下中尾2955－３地先から同町妻波字青木

尻3045－１地先まで 
〃 

網代港岩美停車

場線 

岩美郡岩美町大字浦富字二タ股3191－１地先から同地先まで 
〃 

福頼市山伯耆大

山停車場線 

西伯郡南部町諸木字西原68－１地先から同町諸木字西原道下

83－１地先まで 
〃 

金沢伏野線 
鳥取市伏野字中ノ茶屋裏1774－17地先から同市伏野字長者石

1738－３地先まで 
〃 

津ノ井国府線 
鳥取市生山字宮田68－１地先から同市生山字上宮田10－２地

先まで 
〃 

東福原樋口線 米子市河崎字彦左衛門灘道下3199－１地先から同地先まで 〃 

大滝白水線 
西伯郡伯耆町大滝字外朝尾884－１地先から同町大坂字上浅

尾931－７地先まで 
〃 

上石見黒坂停車

場線 

日野郡日南町神戸上字千谷坂2374－１地先から同町神戸上字

原2532－１地先まで 
〃 

小河内加茂線 

鳥取市河原町小河内字臺田791－３地先から同地先まで 〃 

鳥取市河原町神馬字後谷下夕分569地先から同字314－３地先

まで 
〃 

花口下石見線 
日野郡日南町下石見字御崎平ラ1802－２地先から同町下石見

字落工1806－１地先まで 
〃 

泊絹見青谷線 
鳥取市青谷町青谷字長谷5975－１地先から同市青谷町北河原

字絹見坂500－１地先まで 
〃 

日吉津伯耆大山

停車場線 

米子市蚊屋字下亀田300－２地先から同市蚊屋字出口川添286

－２地先まで 
〃 

麻生国府線 
八頭郡八頭町市場字安土川152－１地先から同町下津黒字上

縄手46－１地先まで 
〃 

大谷曹源寺線 

東伯郡三朝町大字上西谷字烏帽子岩２－１地先から同大字字

割岩383－１地先まで 
〃 

東伯郡三朝町大字上西谷字ヤナシチ平385－６地先から同字

385－11地先まで 
〃 

菅沢日野線 
日野郡日野町久住字川東1072－24地先から同字1072－25地先

まで 
〃 

鳥取郡家線 
鳥取市東大路字橋詰280－１地先から同市中大路字長砂１－

11地先まで 
〃 

赤松淀江線 

西伯郡大山町赤松字中尾尻1878－９地先から同地先まで 〃 

米子市淀江町本宮字込平一481－１地先から同町本宮字岩田

谷464－１地先まで 
〃 

米子環状線 
米子市目久美町127－３地先から同市目久美町127－５地先ま

で 
〃 

坊領淀江停車場

線 

西伯郡大山町長田字細田1312－２地先から同町長田字下細田

1320地先まで 
〃 
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板井原濁谷線 
日野郡日野町秋縄字神田河原1800地先から同町秋縄字砂田

1790地先まで 
〃 

倉吉環状線 

倉吉市不入岡字東前60－１地先から同市和田字野畑378－１ 

地先まで 
〃 

倉吉市和田東町字中島123地先から同市巌城字上河原685－１

地先まで 
〃 

米子岸本線 
西伯郡伯耆町岩屋谷字泉頭1277－１地先から同町大殿字北小

堤山1879－３地先まで 
〃 

志子部船岡線 八頭郡八頭町見槻字瓢381－３地先から同字431地先まで 〃 

 


