
鳥取県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年３月22日

鳥取県公安委員会委員長 宇 野 松 人

鳥取県公安委員会規則第２号

鳥取県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

鳥取県道路交通法施行細則（昭和35年鳥取県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第７条の２関係） 別表第２（第７条の２関係）

路 線 名 区 間 路 線 名 区 間

高速自動車国 八頭郡智頭町大字市瀬地内高速自 高速自動車国 八頭郡智頭町大字市瀬地内高速自

道中国横断自 動車国道中国横断自動車道（姫路 道中国横断自 動車国道中国横断自動車道（姫路

動車道（姫路 鳥取線）智頭インターチェンジか 動車道（姫路 鳥取線）智頭インターチェンジか

鳥取線） ら鳥取市本高地内高速自動車国道 鳥取線） ら鳥取市本高地内高速自動車国道

中国横断自動車道（姫路鳥取線） 中国横断自動車道（姫路鳥取線）

鳥取インターチェンジまで 鳥取インターチェンジまで

高速自動車国 鳥取市河原町徳吉地内高速自動車

道中国横断自 国道中国横断自動車道（姫路鳥取

動車道（姫路 線）河原インターチェンジから同

鳥取線ランプ 市河原町高福地内高速自動車国道

道） 中国横断自動車道（姫路鳥取線）

河原インターチェンジ入口交差点

まで

略 略

一般国道９号 鳥取市気高町八束水地内八束水交 一般国道９号 鳥取市気高町八束水地内八束水交

差点から鳥取市青谷町青谷地内一 差点から鳥取市青谷町大字青谷地

般国道９号（山陰道）青谷インタ 内一般国道９号（山陰道）青谷イ

ーチェンジまで ンターチェンジまで

一般国道９号 鳥取市青谷町青谷地内一般国道９ 一般国道９号 鳥取市青谷町大字青谷地内一般国

（山陰道） 号（山陰道）青谷インターチェン （山陰道） 道９号（山陰道）青谷インターチ

ジから東伯郡湯梨浜町大字長瀬地 ェンジから東伯郡湯梨浜町大字長

内長瀬浜入口交差点まで 瀬地内長瀬浜入口交差点まで

一般国道９号 東伯郡湯梨浜町大字園地内一般国

（山陰道ラン 道９号（山陰道）泊東郷インター

プ道） チェンジから同大字地内原交差点

まで

一般国道９号 東伯郡北栄町大谷地内一般国道９ 一般国道９号 東伯郡北栄町大谷地内一般国道９

（山陰道） 号と接続する地点から西伯郡大山 （山陰道） 号と接続する地点から同郡琴浦町

町栄田地内一般国道９号（山陰 梅田地内一般国道９号（山陰道）

道）赤碕中山インターチェンジま 赤碕中山インターチェンジまで

で



一般国道９号 東伯郡琴浦町大字槻下地内一般国

（山陰道ラン 道９号と接続する地点から同大字

プ道） 地内一般国道９号（山陰道）大栄

東伯インターチェンジまで

一般国道９号 東伯郡琴浦町梅田地内一般国道９

（山陰道ラン 号（山陰道）赤碕中山インターチ

プ道） ェンジから西伯郡大山町栄田地内

一般県道赤碕中山インター線と接

続する地点まで

一般国道９号 西伯郡大山町名和地内一般国道９ 一般国道９号 西伯郡大山町名和地内一般県道旧

（山陰道） 号（山陰道）名和インターチェン （山陰道） 奈和西坪線と接続する地点から米

ジから米子市陰田町地内島根県境 子市陰田町地内島根県境まで

まで

一般国道９号 米子市尾高地内一般国道９号（山

（山陰道ラン 陰道）米子東インターチェンジ東

プ道） 側から同市今在家地内一般国道９

号（山陰道）米子東インターチェ

ンジ西側まで

一般国道９号 米子市赤井手字明寿庵967―２か

（山陰道ラン ら同市今在家地内一般国道９号

プ道） （山陰道）米子東インターチェン

ジ西側まで

一般国道９号 米子市赤井手地内米子自動車道入

（山陰道ラン 口交差点から同市流通町地内主要

プ道） 地方道米子大山線と接続する地点

まで

略 略

一般国道53号 鳥取市河原町高福地内一般県道河 一般国道53号 鳥取市河原町高福地内一般県道河

原インター線と接続する地点から 原インター線と接続する地点から

同市秋里地内秋里交差点まで 同市秋里地内秋里交差点まで

一般国道181 西伯郡伯耆町溝口地内溝口インタ 一般国道53号 鳥取市河原町布袋地内一般国道53

号 ー入口交差点から米子市冨士見町 （姫路鳥取線 号と接続する地点から同市河原町

二丁目地内公会堂前交差点まで ランプ道） 稲常地内鳥取南インターチェンジ

まで

一般国道53号 鳥取市西円通寺地内一般国道53号

（姫路鳥取線 と接続する地点から同地内鳥取南

ランプ道） インターチェンジまで

略 略

一般国道373 八頭郡智頭町大字駒帰地内一般国 一般国道373 八頭郡智頭町大字駒帰地内一般国

号（志戸坂峠 道373号（志戸坂峠道路）駒帰イ 号（志戸坂峠 道373号（志戸坂峠道路）駒帰イ

道路） ンターチェンジから同町大字市瀬 道路） ンターチェンジから同町大字市瀬

地内一般国道53号智頭インターチ 地内一般国道373号（志戸坂峠道

ェンジ入口交差点まで 路）智頭インターチェンジまで

一般国道373 大字市瀬地内一般国道373号（志

号（志戸坂峠 戸坂峠道路）智頭インターチェン



道路ランプ ジから同大字地内一般国道53号智

道） 頭インターチェンジ入口交差点ま

で

略 略

主要地方道秋 鳥取市秋里地内一般国道９号と接 主要地方道秋 鳥取市秋里地内一般国道９号と接

里吉方線 続する地点又は同市江津地内一般 里吉方線 続する地点又は同市江津地内一般

国道９号と接続する地点から同市 国道９号と接続する地点から同市

天神町地内天神町交差点まで 天神町地内天神町交差点まで

主要地方道倉 西伯郡伯耆町金屋谷地内高速自動

吉江府溝口線 車国道中国横断自動車道（岡山米

子線）溝口インターチェンジから

同町溝口地内溝口インター入口交

差点まで

主要地方道淀 米子市淀江町中間地内中間交差点

江岸本線 から西伯郡伯耆町大殿地内伯耆橋

交差点まで

主要地方道米 米子市二本木地内大山入口交差点 主要地方道米 米子市二本木地内大山入口交差点

子大山線 から同市尾高地内尾高交差点まで 子大山線 から同市流通町地内一般国道９号

（山陰道ランプ道）と接続する地

点まで

主要地方道米 米子市明治町地内米子駅前交差点

子停車場線 から同市加茂町二丁目地内加茂町

二丁目交差点まで

主要地方道米 米子市加茂町二丁目地内加茂町二 主要地方道米 米子市加茂町二丁目地内一般国道

子境港線 丁目交差点から境港市上道町地内 子境港線 ９号と接続する地点から境港市外

上道町交差点まで 江町地内境港市道外港外江線と接

続する地点まで

略 略

一般県道河原 八頭郡八頭町西御門地内一般国道 一般県道河原 鳥取市河原町高福地内高速自動車

インター線 29号と接続する地点から鳥取市河 インター線 国道中国横断自動車道（姫路鳥取

原町高福地内一般国道53号と接続 線）河原インターチェンジ入口交

する地点まで 差点から同市河原町高福地内一般

国道53号と接続する地点まで

一般県道鳥取 鳥取市湖山町東三丁目地内湖山東 一般県道鳥取 鳥取市湖山町東三丁目地内湖山東

港湖山停車場 交差点から同市湖山町東五丁目地 港湖山停車場 交差点から同市湖山町東五丁目地

線 内千代水西交差点まで 線 内県道伏野覚寺線と接続する地点

まで

一般県道赤碕 西伯郡大山町栄田地内一般国道９ 一般県道赤碕 西伯郡大山町栄田地内一般国道９

中山インター 号（山陰道）赤碕中山インターチ 中山インター 号（山陰道ランプ道）と接続する

線 ェンジから同町田中地内金屋交差 線 地点から同町田中地内一般国道９

点まで 号と接続する地点まで

一般県道旧奈 西伯郡大山町名和地内一般国道９ 一般県道旧奈 西伯郡大山町名和地内一般国道９

和西坪線 号（山陰道）名和インターチェン 和西坪線 号（山陰道）と接続する地点から

ジから同町西坪地内御来屋駅東交 同町西坪地内御来屋駅東交差点ま

差点まで で



略 略

一般県道皆生 米子市皆生五丁目地内皆生交差点 一般県道皆生 米子市皆生五丁目地内皆生交差点

西原線 から同市西福原一丁目地内西福原 西原線 から同市西福原一丁目地内西福原

一丁目交差点まで 一丁目交差点まで

一般県道米子 米子市糀町二丁目地内総合事務所

広瀬線 前交差点から同市大谷町地内一般

県道米子環状線と接続する地点ま

で

一般県道米子 米子市陰田町地内一般国道９号

環状線 （山陰道）米子中インターチェン

ジから同市道笑町四丁目地内明道

地下道交差点まで

略 略

一般県道米子 境港市小篠津町地内境港市道空港 一般県道米子 境港市小篠津町地内境港市道空港

空港線 線と接続する地点から同市佐斐神 空港線 線と接続する地点から同市佐斐神

町地内空港入口交差点まで 町地内空港入口交差点まで

一般県道米子 境港市幸神町地内幸神町交差点か

空港境港停車 ら同市上道町地内蓮池町交差点ま

場線 で

一般県道境外 境港市昭和町地内臨港道路昭和南 一般県道境外 境港市昭和町地内臨港道路昭和南

港線 幹線と接続する地点から同市上道 港線 幹線と接続する地点から同市上道

町地内上道町交差点まで 町地内上道町交差点まで

一般県道余子 境港市竹内町地内一般県道渡余子

停車場線 停車場線と接続する地点から同市

竹内町地内竹内団地入口交差点ま

で

一般県道渡余 境港市渡町地内江島大橋東詰交差 一般県道渡余 境港市渡町字取溝2617－１から同

子停車場線 点から同市竹内町地内一般県道余 子停車場線 市渡町地内主要地方道米子境港線

子停車場線と接続する地点まで と接続する地点まで

略 略

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。


