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告 示 

 

鳥取県告示第254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25年３月29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25年３月29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 

八頭郡智頭町大字八河谷字トソフ平548－２地先から同大字

字綾木谷東平口535－２地先まで 
13.2～53.9 391.0 

                                                    

 

鳥取県告示第255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25年３月29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25年３月29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 倉吉市円谷町字天神渕６－16地先から同字18－

２地先まで 

変更前 29.5～83.0 325.0 

変更後 19.8～76.5 325.0 

１８０号 西伯郡南部町阿賀字沢田159－１地先から同地

先まで 

変更前 7.1～11.0 61.0 

変更後 12.8～14.0 61.0 

日野郡日南町福長字井ノ原1182－18地先から同

地先まで 

変更前 13.2～44.4 243.0 

変更後 13.7～50.8 243.0 

１８１号 米子市宗像字妙見前922－１地先から同字906－

３地先まで 

変更前 23.8～41.7 132.0 

変更後 23.8～48.5 132.0 

１８３号 日野郡日南町新屋字ツク谷右平1093－１地先か

ら同地先まで 

変更前 10.5～27.5 160.0 

変更後 14.7～47.7 160.0 

３１３号 倉吉市和田字大平ラ794－４地先から同市寺谷

字広戸307－６地先まで 

変更前 10.9～63.1 508.0 

変更後 10.9～63.6 508.0 

４８２号 東伯郡三朝町大字上西谷字清水298－１地先か

ら同大字字宮ノ谷408－1地先まで 

変更前 10.3～22.2 87.0 

 変更後 11.6～22.2 87.0 

 鳥取市用瀬町別府字外ヶ坪59－２地先から同字 変更前 10.0～11.9 58.0 
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 58－１地先まで 変更後 10.0～13.6 58.0 

 八頭郡若桜町大字舂米字ショムカ635－214地先

から同地先まで 

変更前 20.2～58.9 38.0 

 変更後 20.2～58.9 38.0 

 八頭郡八頭町福井字井古田185－１地先から同

町福井字井手添321－６地先まで 

変更前 4.7～17.2 146.0 

 変更後 8.8～17.2 148.0 

                                                    

 

鳥取県告示第256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25年３月29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25年３月29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 西伯郡南部町寺内字前田484－７地先から同字

487－５地先まで 

変更前 12.4～17.0 85.0 

変更後 14.6～22.2 85.0 

津山智頭八東線 八頭郡智頭町大字大呂字池本192－１地先から

同大字字カシヶ滝336－２地先まで 

変更前 5.9～9.1 247.0 

変更後 8.9～13.4 247.0 

八頭郡八頭町大字島字見内谷420－７地先から

同町日田字霧鳴1417地先まで 

変更前 6.9～58.9 766.0 

変更後 11.0～71.6 764.0 

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408－２地先まで 

変更前 10.2～19.5 229.0 

変更後 10.6～19.5 229.0 

鳥取鹿野倉吉線 東伯郡三朝町大字三徳字吉原382－２先から同

大字字笹原475－１地先まで 

変更前 6.8～24.3 149.0 

変更後 12.3～24.3 147.0 

東伯郡三朝町大字砂原字大付31－３地先から同

地先まで 

変更前 10.7～21.9 12.0 

変更後 10.3～21.9 12.0 

倉吉由良線 倉吉市和田字東屋敷322－１地先から同字325－

２地先まで 

変更前 7.3～21.0 40.0 

変更後 9.1～21.0 40.0 

秋里吉方線 鳥取市天神町50－３地先から同市天神町50－２

地先まで 

変更前 20.6～62.0 98.0 

変更後 18.2～48.7 98.0 

三朝東郷線 東伯郡三朝町大字片柴字夏根口386地先から同

大字字奈良木口212－２地先まで 

変更前 8.4～29.1 274.0 

変更後 9.2～14.9 247.0 

赤碕大山線 西伯郡大山町豊房字草谷2052－104地先から同

字2052－226地先まで 

変更前 7.0～13.8 83.0 

変更後 13.5～47.7 83.0 

郡家鹿野気高線 鳥取市河原町西円通寺字畑ヶ中35－１地先から

同市西円通寺字柚ノ木76地先まで 

変更前 9.8～19.5 26.0 

変更後 9.8～19.5 26.0 

鳥取市長谷字財原335－１地先から同市長谷字

川向319－１地先まで 

変更前 15.6～32.7 12.0 

変更後 18.6～35.2 12.0 

鳥取市槇原字奥谷奥1184－１地先から同地先ま

で 

変更前 4.0～5.7 22.0 

変更後 5.6～22.5 22.0 
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三朝中線 東伯郡三朝町大字神倉字宿谷口４－４地先から

同地先まで 

変更前 7.8～33.5 30.0 

変更後 8.1～34.0 30.0 

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 13.5～38.4 45.0 

変更後 13.5～47.1 45.0 

東伯郡三朝町大字中津字管ケ谷980地先から同

地先まで 

変更前 11.0～43.3 22.0 

変更後 11.3～55.9 22.0 

倉吉赤碕中山線 倉吉市河来見字日南松尾平877－１地先から同

地先まで 

変更前 12.5～26.0 17.0 

変更後 13.4～26.0 17.0 

東伯郡琴浦町大字倉坂字奥山次一東平1145－18

地先から同地先まで 

変更前 8.1～9.6 6.0 

変更後 9.3～12.0 6.0 

倉吉市下米積字沢ノ上259－３地先から同字258

地先まで 

変更前 12.0～14.4 50.0 

変更後 14.9～14.9 50.0 

岩美八東線 八頭郡八頭町中字北野946－１地先から同町中

字塔前295－１地先まで 

変更前 5.7～15.7 227.0 

変更後 9.4～22.9 227.0 

鳥取港線 鳥取市南隈字総斗田143－５地先から同字146－

２地先まで 

変更前 32.4～37.8 32.0 

変更後 34.7～40.3 32.0 

倉吉江府溝口線 西伯郡伯耆町岩立字桝水高原４－１地先から同

字４－２地先まで 

変更前 7.7～21.7 1,975.0 

変更後 12.4～21.7 1,980.0 

日野郡江府町御机字中ソ原836－１地先から同

町御机字大平原837－１地先まで 

変更前 14.9～60.1 353.0 

変更後 10.2～55.2 390.0 

日野郡江府町御机字大平原837－13地先から同

地先まで 

変更前 9.9～12.4 70.0 

変更後 10.4～17.0 70.0 

日野郡江府町御机字大平原837－２地先から同

町御机字木谷838－13地先まで 

変更前 6.8～9.9 346.0 

変更後 8.6～19.5 355.0 

日野郡江府町御机字木谷838－13地先から同地

先まで 

変更前 6.2～12.6 602.0 

変更後 8.5～40.3 610.0 

鳥取河原用瀬線 鳥取市徳尾字坪田594－１地先から同市嶋字土

居ノ下77－１地先まで 

変更前 16.7～50.6 503.0 

変更後 16.9～79.2 501.0 

若桜下三河線 八頭郡若桜町大字岩屋堂字柿ヶ原436地先から

同大字字栗尾向ノ上434－２地先まで 

変更前 10.8～17.3 73.0 

変更後 10.8～31.1 73.0 

八頭郡若桜町大字吉川字久助田1030－11地先か

ら同大字字ジャ谷ヨリ上山マデ1037－１地先ま

で 

変更前 5.3～47.5 183.0 

変更後 9.2～47.5 174.0 

若桜湯村温泉線 八頭郡若桜町大字若桜字古海口1098－１地先か

ら同字1110地先まで 

変更前 5.2～16.7 83.0 

変更後 5.2～27.0 87.0 

八頭郡若桜町大字来見野字横住184－３地先か

ら同字199－５地先まで 

変更前 8.2～11.1 42.0 

変更後 12.2～20.8 42.0 

横田伯南線 日野郡日南町福万来字細﨏691－１地先から同

町福万来字鑢原1949－１地先まで 

変更前 6.5～21.5 105.0 

変更後 7.6～25.4 105.0 

上徳山俣野江府

線 

日野郡江府町大字俣野字中山上ミ3654－３地先

から同大字字中山3687－４地先まで 

変更前 16.5～26.9 60.0 

変更後 17.3～27.9 60.0 

羽出三朝線 東伯郡三朝町大字上西谷字才ノ神平382－16地

先から同字382－３地先まで 

変更前 19.7～37.7 37.0 

変更後 23.5～37.7 37.0 

倉吉東伯線 倉吉市国府字擲塚603－１地先から同市大谷字 変更前 7.1～30.9 565.0 
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 向野227－11地先まで 変更後 9.9～35.5 561.0 

 倉吉市大谷字向野227－６地先から同地先まで 変更前 6.7～9.4 97.0 

 変更後 9.4～10.4 97.0 

才代船岡線 八頭郡八頭町才代字柿木田156－２地先から同

町才代字向澤164－11地先まで 

変更前 6.5～16.8 139.0 

変更後 6.5～16.8 139.0 

上地中河原線 鳥取市国府町上荒舟字上地谷口684－３地先か

ら同字314－１地先まで 

変更前 12.5～29.1 94.0 

変更後 20.6～38.3 94.0 

鳥取砂丘線 鳥取市江津字薮ノ内391－１地先から同市江津

字土橋386－14地先まで 

変更前 16.1～16.4 128.0 

変更後 16.1～27.1 128.0 

高路古海線 鳥取市有富字森ノ元176－３地先から同市中村

字元敷上分856地先まで 

変更前 8.1～13.7 363.0 

変更後 8.9～13.7 363.0 

上石見黒坂停車

場線 

日野郡日南町花口字日向山1200－15地先から同

字1200－20地先まで 

変更前 9.9～18.4 88.0 

変更後 11.4～21.3 88.0 

猪子原上石見停

車場線 

日野郡日南町神福字城山７－158地先から同字

７－64地先まで 

変更前 21.2～33.2 74.0 

変更後 24.3～36.1 74.0 

旧奈和西坪線 西伯郡大山町加茂字下住谷503地先から同町加

茂字向田511－１地先まで 

変更前 7.2～15.2 281.0 

変更後 11.8～15.6 281.0 

福成戸上米子線 米子市観音寺字戸上山東平34－10地先から同市

観音寺字外河原下552－10地先まで 

変更前 6.3～17.3 469.0 

変更後 6.7～17.3 469.0 

泊絹見青谷線 東伯郡湯梨浜町大字筒地字渉り365－２地先か

ら同字302－３地先まで 

変更前 27.0～33.4 24.0 

変更後 29.7～40.8 24.0 

大栄赤碕線 東伯郡琴浦町大字八橋字仲町南側1427地先から

同字1472地先まで 

変更前 6.8～10.8 24.0 

変更後 7.2～11.4 24.0 

大谷曹源寺線 東伯郡三朝町大字下畑字帝釈500－１地先から

同字500－６地先まで 

変更前 3.3～16.4 123.0 

変更後 3.8～18.5 123.0 

東伯郡三朝町大字下畑字上川尻189－１地先か

ら同字187－３地先まで 

変更前 3.3～4.5 60.0 

変更後 6.6～15.1 60.0 

河原郡家線 八頭郡八頭町石田百井字寺土居43－１地先から

同町土師百井字兵庫116地先まで 

変更前 8.5～11.8 25.0 

変更後 10.7～12.5 25.0 

船上山赤碕線 東伯郡琴浦町大字山川字中野平ル1015地先から

同地先まで 

変更前 13.6～13.8 8.0 

変更後 15.3～15.6 8.0 

八坂鳥取停車場

線 

鳥取市吉成字中坪238－１地先から同市吉成字

下坪313－14地先まで 

変更前 11.8～37.8 280.0 

変更後 15.2～42.7 280.0 

赤松淀江線 西伯郡大山町赤松字中尾1228地先から同字1240

－２地先まで 

変更前 5.6～9.1 60.0 

変更後 7.2～11.4 60.0 

西伯郡大山町赤松字谷尻1262－３地先から同地

先まで 

変更前 5.3～6.0 19.0 

変更後 9.4～12.6 19.0 

米子環状線 米子市上福原一丁目２－４地先から同市皆生二

丁目593－２地先まで 

変更前 6.6～12.3 207.0 

変更後 7.3～15.3 207.0 

妙徳寺鹿野線 鳥取市洞谷字丸山750－１地先から同地先まで 変更前 14.7～18.2 14.0 

変更後 14.7～27.3 14.0 

大山佐摩線 西伯郡大山町豊房字上ノ田林2139－４地先から

同字2139－５地先まで 

変更前 8.5～20.0 93.0 

変更後 8.5～33.0 83.0 

倉吉環状線 倉吉市国府字宮ノ下684－３地先から同字681－ 変更前 8.4～9.8 21.0 
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 ２地先まで 変更後 8.4～8.4 16.0 

下見関金線 倉吉市河来見字大河内谷頭962－１地先から同

地先まで 

変更前 16.2～21.5 18.0 

変更後 16.2～32.1 18.0 

倉吉市上大立字足谷403－35地先から同地先ま

で 

変更前 15.1～18.3 45.0 

変更後 16.9～21.6 45.0 

倉吉市森字コクイ峯477－１地先から同地先まで 変更前 8.2～8.8 15.0 

変更後 8.7～13.3 15.0 

倉吉市森字椋谷469－２地先から同地先まで 変更前 8.3～12.3 26.0 

変更後 11.1～14.3 26.0 

伏野覚寺線 鳥取市湖山町北一丁目663地先から同市湖山町

東一丁目801地先まで 

変更前 14.4～19.8 32.0 

変更後 16.3～19.8 32.0 

 

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） 

福成戸上米子線 

変更前 

西伯郡南部町境字内海道西1210－１地先から同

町境字田中田1516地先まで 
7.1～52.5 306.0 

西伯郡南部町境字内海道西1210－１地先から同

町境字内海道354地先まで 
5.0～11.5 96.0 

変更後 
西伯郡南部町境字内海道西1210－１地先から同

町境字田中田1516地先まで 
7.1～52.5 306.0 

                                                    

 

鳥取県告示第257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25年３月29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25年３月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

路 線 名 区     間 供用開始の期日 

１７９号 倉吉市円谷町字天神渕18地先から同字18－２地先まで 平成25年３月29日 

１８０号 西伯郡南部町阿賀字沢田159－１地先から同地先まで 〃 

日野郡日南町福長字井ノ原1182－18地先から同地先まで 〃 

１８１号 米子市宗像字妙見前922－１地先から同字906－３地先まで 〃 

１８３号 日野郡日南町新屋字ツク谷右平1093－１地先から同地先まで 〃 

３１３号 倉吉市和田字大平ラ794－４地先から同市寺谷字広戸307－６地先まで 〃 

４８２号 東伯郡三朝町大字上西谷字清水298－１地先から同大字字宮ノ谷408－

１地先まで 
〃 

鳥取市用瀬町別府字外ヶ坪59－２地先から同字58－１地先まで 〃 

八頭郡若桜町大字舂米字ショムカ635－214地先から同地先まで 〃 

八頭郡八頭町福井字井古田185－１地先から同町福井字井手添321－６

地先まで 
〃 
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鳥取県告示第258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25年３月29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25年３月29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 西伯郡南部町寺内字前田484－７地先から同字487－５地先まで 平成25年３月29日 

津山智頭八東線 八頭郡智頭町大字大呂字池本192－１地先から同大字字カシヶ滝336－

２地先まで 
〃 

八頭郡智頭町大字八河谷字トソフ平548－２地先から同大字字綾木谷東

平口535－２地先まで 
〃 

八頭郡八頭町大字島字見内谷420－７地先から同町日田字霧鳴1417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408－２

地先まで 
〃 

鳥取鹿野倉吉線 東伯郡三朝町大字三徳字吉原382－２地先から同大字字笹原475－１地

先まで 
〃 

東伯郡三朝町大字砂原字大付31－３地先から同地先まで 〃 

倉吉由良線 倉吉市和田字東屋敷322－１地先から同字325－２地先まで 〃 

三朝東郷線 東伯郡三朝町大字片柴字夏根口386地先から同大字字奈良木口212－２

地先まで 
〃 

赤碕大山線 西伯郡大山町豊房字草谷2052－104地先から同字2052－226地先まで 〃 

郡家鹿野気高線 鳥取市河原町西円通寺字畑ヶ中35－１地先から同市西円通寺字柚ノ木

76地先まで 
〃 

鳥取市長谷字財原335－１地先から同市長谷字川向319－１地先まで 〃 

鳥取市槙原字奥谷奥1184－１地先から同地先まで 〃 

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 〃 

東伯郡三朝町大字中津字管ケ谷980地先から同地先まで 〃 

東伯郡三朝町大字神倉字宿谷口４－４地先から同地先まで 〃 

倉吉赤碕中山線 倉吉市河来見字日南松尾平877－１地先から同地先まで 〃 

東伯郡琴浦町大字倉坂字奥山次一東平1145－18地先から同地先まで 〃 

倉吉市下米積字沢ノ上259－３地先から同字258地先まで 〃 

岩美八東線 八頭郡八頭町中字北野946－１地先から同町中字塔前295－１地先まで 〃 

鳥取港線 鳥取市南隈字総斗田143－５地先から同字146－２地先まで 〃 

倉吉江府溝口線 西伯郡伯耆町岩立字桝水高原４－１地先から同字４－２地先まで 〃 

 日野郡江府町御机字中ソ原836－１地先から同町御机字大平原837－１

地先まで 
〃 

 日野郡江府町御机字大平原837－13地先から同地先まで 〃 
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 日野郡江府町御机字大平原837－２地先から同町御机字木谷838－13地

先まで 
〃 

 日野郡江府町御机字木谷838－13地先から同地先まで 〃 

鳥取河原用瀬線 鳥取市徳尾字坪田594-１地先から同市嶋字土居ノ下77－１地先まで 〃 

若桜下三河線 八頭郡若桜町大字岩屋堂字柿ヶ原436地先から同大字字栗尾向ノ上434

－２地先まで 
〃 

八頭郡若桜町大字吉川字久助田1030－11地先から同大字字ジャ谷ヨリ

上山マデ1037－１地先まで 
〃 

若桜湯村温泉線 八頭郡若桜町大字若桜字古海口1098－１地先から同字1110地先まで 〃 

八頭郡若桜町大字来見野字横住184－３地先から同字199－５地先まで 〃 

横田伯南線 日野郡日南町福万来字細﨏691－１地先から同町福万来字鑢原1949－

１地先まで 
〃 

上徳山俣野江府

線 

日野郡江府町大字俣野字中山上ミ3654－３地先から同大字字中山3687

－４地先まで 
〃 

羽出三朝線 東伯郡三朝町大字上西谷字才ノ神平382－16地先から同字382－３地先

まで 
〃 

倉吉東伯線 倉吉市国府字擲塚603－１地先から同市大谷字向野227－11地先まで 〃 

倉吉市大谷字向野227－６地先から同地先まで 〃 

才代船岡線 八頭郡八頭町才代字柿木田156－２地先から同町才代字向澤164－11地

先まで 
〃 

上地中河原線 鳥取市国府町上荒舟字上地谷口684－３地先から同字314－１地先まで 〃 

鳥取砂丘線 鳥取市江津字薮ノ内391－１地先から同市江津字土橋386－14地先まで 〃 

高路古海線 鳥取市有富字森ノ元176－３地先から同市中村字元敷上分856地先まで 〃 

上石見黒坂停車

場線 

日野郡日南町花口字日向山1200－15地先から同字1200－20地先まで 
〃 

猪子原上石見停

車場線 

日野郡日南町神福字城山７－158地先から同字７－64地先まで 
〃 

旧奈和西坪線 西伯郡大山町加茂字下住谷503地先から同町加茂字向田511－１地先ま

で 
〃 

福成戸上米子線 米子市観音寺字戸上山東平34－10地先から同市観音寺字外河原下552

－10地先まで 
〃 

泊絹見青谷線 東伯郡湯梨浜町大字筒地字渉り365－２地先から同字302－３地先まで 〃 

大栄赤碕線 東伯郡琴浦町大字八橋字仲町南側1427地先から同字1472地先まで 〃 

大谷曹源寺線 東伯郡三朝町大字下畑字帝釈500－１地先から同字500－６地先まで 〃 

東伯郡三朝町大字下畑字上川尻189－１地先から同字187－３地先まで 〃 

河原郡家線 八頭郡八頭町石田百井字寺土居43－１地先から同町土師百井字兵庫

116地先まで 
〃 

船上山赤碕線 東伯郡琴浦町大字山川字中野平ル1015地先から同地先まで 〃 

八坂鳥取停車場

線 

鳥取市吉成字中坪238－１地先から同市吉成字下坪313－14地先まで 
〃 

赤松淀江線 西伯郡大山町赤松字中尾1228地先から同字1240－２地先まで 〃 

西伯郡大山町赤松字谷尻1262－３地先から同地先まで 〃 

米子環状線 米子市上福原一丁目２－４地先から同市皆生二丁目593－２地先まで 〃 

妙徳寺鹿野線 鳥取市洞谷字丸山750－１地先から同地先まで 〃 
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大山佐摩線 西伯郡大山町豊房字上ノ田林2139－４地先から同字2139－５地先まで 〃 

下見関金線 倉吉市河来見字大河内谷頭962－１地先から同地先まで 〃 

倉吉市上大立字足谷403－35地先から同地先まで 〃 

倉吉市森字コクイ峯477－１地先から同地先まで 〃 

倉吉市森字椋谷469－２地先から同地先まで 〃 

伏野覚寺線 鳥取市湖山町東一丁目663地先から同市湖山町一丁目801地先まで 〃 

 

 


