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告 示

鳥取県告示第232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18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18年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県告示第233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｡
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…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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路 線 名 区 間
敷地の幅員

(メートル)

敷地の延長

(メートル)

新見日南線
日野郡日南町生山字上町848－３地先から同町丸山字下モ河原181－１

地先まで
9.6～41.0 3,489.0

生山停車場

線

日野郡日南町生山字本町三丁目835地先から同町生山字本町壱丁目715

地先まで
9.3～28.3 300.0

米子境港自

転車道線

米子市夜見町字米川東1029－２地先から同市夜見町字米川東四852地

先まで
4.7～4.7 530.0

�����
平成18年３月31日(金)

号外第66号

毎週火･金曜日発行



その関係図面は､ 平成18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18年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博
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路 線 名 区 間
変 更

前後別

敷地の幅員

(メートル)

敷地の延長

(メートル)

179号

東伯郡三朝町大字加谷字坂ノ下81－４地先から同字81－17地

先まで

変更前 25.0～27.0 36.0

変更後 26.0～30.5 36.0

東伯郡湯梨浜町大字田後字中ノ掛350－30地先から同地先ま

で

変更前 16.9～18.0 5.0

変更後 16.9～19.4 5.0

180号

西伯郡南部町福成字三斗1327－３地先から同町福成字谷川

1331－６地先まで

変更前 11.0～19.0 24.0

変更後 11.0～22.8 24.0

西伯郡南部町福成字谷川1339地先から同町福成字谷川尻1215－

１地先まで

変更前 8.0～11.5 126.0

変更後 10.5～13.8 126.0

日野郡日野町高尾字城山491－２地先から同地先まで 変更前 13.0～17.0 21.0

変更後 13.0～68.0 21.0

日野郡日野町別所字仲ノ谷東平ラ1278－104地先から同地先

まで

変更前 34.0～35.0 18.0

変更後 34.0～36.0 18.0

日野郡日野町福長字井ノ原山西平ラ1182－１地先から同地先

まで

変更前 8.0～41.0 55.0

変更後 8.0～103.0 55.0

日野郡日野町福長字井ノ原山西平ラ1182－１地先から同地先

まで

変更前 14.0～18.0 7.0

変更後 30.0～36.0 7.0

181号

西伯郡伯耆町根雨原字小船720－１地先から同町根雨原字王

子750－１地先まで

変更前 10.5～18.5 232.0

変更後 13.6～37.5 232.0

西伯郡伯耆町大殿字内田972－１地先から同町大殿字達中田

970－１地先まで

変更前 9.5～15.2 21.0

変更後 9.5～21.5 21.0

183号

日野郡日南町新屋字神田835－２地先から同字834－２地先ま

で

変更前 10.0～10.0 24.0

変更後 11.0～11.5 24.0

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 11.0～11.5 27.0

変更後 14.0～24.0 27.0

313号

倉吉市福山字水尻175－８地先から同字175－９地先まで 変更前 11.5～17.0 42.0

変更後 15.5～17.0 42.0

倉吉市寺谷字石坂256－１地先から東伯郡北栄町米里字亀崎

193－１地先まで

変更前 6.3～14.5 542.0

変更後 8.7～37.3 544.0

482号

八頭郡若桜町大字�米字川端380－２地先から同字379地先ま

で

変更前 11.0～12.5 22.0

変更後 20.0～22.0 22.0

八頭郡若桜町大字茗荷谷字休ノ上エ328－29地先から同字328－

20地先まで

変更前 6.5～8.5 47.0

変更後 8.0～16.0 47.0

鳥取市佐治町余戸字和田河原1199－２地先から同字1195地先

まで

変更前 11.0～13.5 118.0

変更後 12.0～46.0 118.0

鳥取市佐治町余戸字山尾等毛835－５地先から同市佐治町余

戸字ヲトヲケ846－３地先まで

変更前 8.5～13.0 26.0

変更後 16.0～23.0 26.0



鳥取県告示第234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18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18年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博
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八頭郡若桜町大字香田字土ホイ551－１地先から同大字字岩

崎185－１地先まで

変更前 8.0～11.5 246.0

変更後 11.0～11.7 246.0

鳥取市佐治町中字名馬山261－７地先から同地先まで 変更前 11.7～25.5 74.0

変更後 15.0～27.5 74.0

鳥取市佐治町加茂字�3072－１地先から同市佐治町加茂字上

�3036－１地先まで

変更前 11.0～23.5 239.0

変更後 11.5～38.5 239.0

日野郡江府町大字江尾字馬場480－８地先から同大字字馬場

道ノ下1937－１地先まで

変更前 7.0～20.0 111.0

変更後 11.5～20.5 111.0

路 線 名
変 更

前後別
区 間

敷地の幅員

(メートル)

敷地の延長

(メートル)

183号

変更前
日野郡日野町福長字吹ノ原中道下タ1444－９地先から同字

1444－３地先まで
17.2～22.1 15.0

変更後
日野郡日野町福長字吹ノ原中道下タ1444－８地先から同字

1444－10地先まで
15.8～25.7 15.0

変更前

日野郡日南町霞字代ノ前10－１地先から同郡日野町福長字吹

ノ原中道下タ1620地先まで
8.0～33.8 5,518.0

日野郡日南町丸山字上ミ河原2203－１地先から同郡日野町福

長字吹ノ原中道下タ1618－１地先まで
9.7～134.2 4,805.0

変更後
日野郡日南町丸山字上ミ河原2203－１地先から同郡日野町福

長字吹ノ原中道下タ1618－１地先まで
9.7～134.2 4,805.0

482号

変更前

八頭郡若桜町大字�米字堂ノ元178－４地先から同大字字下

リコ47地先まで
8.8～20.0 200.0

八頭郡若桜町大字�米字縄手118－１地先から同大字字下リ

コ47地先まで
4.0～7.4 220.0

変更後
八頭郡若桜町大字�米字堂ノ元178－４地先から同大字字下

リコ47地先まで
8.8～20.0 200.0

路 線 名 区 間
変 更

前後別

敷地の幅員

(メートル)

敷地の延長

(メートル)

西伯郡南部町朝金字足切293地先から同町朝金字大石橋159－

１地先まで

変更前 15.0～38.0 43.0

変更後 15.0～39.5 43.0
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溝口伯太線

西伯郡南部町阿賀字松賀前東399－１地先から同字399－６地

先まで

変更前 7.8～7.8 20.0

変更後 7.8～14.5 20.0

西伯郡南部町天万字頭無シ1043－２地先から同町寺内字乙馬

屋敷356地先まで

変更前 7.0～16.0 556.0

変更後 8.0～28.0 557.0

津山智頭八

東線

八頭郡智頭町大字大呂字入すみ524－１地先から同大字字丸

渕940－１地先まで

変更前 7.2～35.5 111.0

変更後 16.5～149.0 111.0

八頭郡智頭町大字八河谷字下迎イ平659－２地先から同地先

まで

変更前 14.8～16.0 18.0

変更後 15.2～55.8 18.0

八頭郡智頭町大字八河谷字迎ノ上ミ218－３地先から同字226－

８地先まで

変更前 12.4～23.2 60.0

変更後 12.4～25.3 60.0

八頭郡智頭町大字西宇塚字北谷南谷757－77地先から同地先

まで

変更前 4.3～6.5 35.0

変更後 6.8～10.2 35.0

八頭郡智頭町大字口宇波字ヒル逧566－１地先から同地先ま

で

変更前 14.0～21.4 23.0

変更後 17.2～23.5 23.0

八頭郡智頭町大字口宇波字ヤトウジ570－２地先から同地先

まで

変更前 26.0～29.0 18.0

変更後 28.6～44.8 18.0

智頭勝田線

八頭郡智頭町大字白坪字沼谷口351－21地先から同町大字西

谷字高根口1063－１地先まで

変更前 5.0～12.0 629.0

変更後 9.5～26.5 629.0

八頭郡智頭町大字西谷字前田558－１地先から同字577地先ま

で

変更前 6.0～12.0 204.0

変更後 7.0～24.0 201.0

新見日南線
日野郡日南町中石見字井手ノ上エ1426－１地先から同字1426－

３地先まで

変更前 19.0～25.0 101.0

変更後 19.0～33.0 101.0

安来伯太日

南線

日野郡日南町矢戸字大入山275－17地先から同字275－112地

先まで

変更前 8.4～33.0 150.0

変更後 16.0～41.0 158.0

横田多里線
日野郡日南町上萩山字堰木山２－６地先から同地先まで 変更前 18.0～21.0 29.0

変更後 28.0～57.0 29.0

鳥取鹿野倉

吉線

東伯郡三朝町大字三徳字蜜坊1044－１地先から同大字字美徳

1033－２地先まで

変更前 7.8～25.0 186.0

変更後 7.8～25.8 186.0

倉吉市上余戸字奥小山604－１地先から同市下余戸字河原219－

５地先まで

変更前 8.5～52.0 454.0

変更後 9.5～52.0 448.0

倉吉由良線

東伯郡北栄町六尾字配竹193－１地先から同町六尾字夢地213－

１地先まで

変更前 7.3～46.6 325.0

変更後 7.3～46.6 336.0

倉吉市大谷茶屋字西三度舞689－６地先から同市上神字鴨瓜

1551地先まで

変更前 6.2～16.3 502.0

変更後 9.0～32.4 499.0

米子大山線

西伯郡大山町赤松字中槙原572－６地先から同地先まで 変更前 16.5～18.3 22.0

変更後 16.5～19.5 22.0

米子市二本木字土井之上弐664－１地先から同市二本木字甘

草由東224－５地先まで

変更前 10.5～27.0 520.0

変更後 19.0～44.0 520.0

秋里吉方線
鳥取市富安一丁目１－２地先から同市興南町48地先まで 変更前 16.7～25.5 131.0

変更後 20.0～42.3 131.0
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鳥取国府岩

美線

鳥取市国府町神垣字湯谷蔭平702－１地先から同市国府町神

垣字湯ノ木475－１地先まで

変更前 14.0～49.0 151.0

変更後 14.0～54.0 151.0

鳥取市国府町町屋字向土居304－６地先から同字309－４地先

まで

変更前 12.5～13.5 60.0

変更後 13.0～14.3 60.0

岩美郡岩美町大字洗井字笹谷1634－１地先から同地先まで 変更前 3.0～3.2 12.0

変更後 4.5～5.0 12.0

郡家鹿野気

高線

鳥取市河原町今在家字雀田24－５地先から同字24－６地先ま

で

変更前 9.7～10.5 14.0

変更後 9.7～9.7 14.0

鳥取市河原町布袋字道東47－17地先から同市河原町布袋字砂

子163－１地先まで

変更前 13.0～18.5 118.0

変更後 13.5～24.0 118.0

三朝中線

東伯郡三朝町大字東小鹿字宮谷平407－１地先から同地先ま

で

変更前 18.0～22.0 14.0

変更後 24.0～30.5 14.0

東伯郡三朝町大字神倉字丹戸谷69－２地先から同大字字宿谷

口12－２地先まで

変更前 4.0～10.3 74.0

変更後 4.0～35.0 74.0

東伯郡三朝町大字中津字山口445－１地先から同大字字二軒

小屋１地先まで

変更前 3.0～12.5 1,829.0

変更後 3.9～51.5 1,845.0

倉吉赤碕中

山線

東伯郡琴浦町大字三本杉字貝見ケ市1035－７地先から同大字

字川尻1309－１地先まで

変更前 9.5～12.5 49.0

変更後 14.0～18.5 49.0

岩美八東線

八頭郡八頭町姫路字川下モー714－25地先から同地先まで 変更前 5.6～16.0 36.0

変更後 14.0～22.5 36.0

八頭郡八頭町落岩字松ノ木442－１地先から同字754－１地先

まで

変更前 12.8～30.5 95.0

変更後 15.0～39.5 95.0

八頭郡八頭町稗谷字後山823－２地先から同地先まで 変更前 7.5～7.5 41.0

変更後 7.5～17.5 41.0

倉吉福本線

倉吉市長坂町字大境694－１地先から同市長坂町字働道700－

１地先まで

変更前 7.0～22.0 110.0

変更後 7.0～26.0 110.0

東伯郡三朝町大字福本字ツムギ２－27地先から同字２－26地

先まで

変更前 13.0～24.5 80.0

変更後 15.0～34.0 80.0

郡家国府線

鳥取市国府町吉野字笹波谷386－１地先から同市国府町吉野

字古吉野西平387－１地先まで

変更前 8.0～25.0 200.0

変更後 9.0～25.0 190.0

八頭郡八頭町門尾字塚本24－６地先から同町稲荷字塚ヶ鼻

215－１地先まで

変更前 9.0～19.0 115.0

変更後 10.0～19.0 101.0

智頭用瀬線

八頭郡智頭町大字市瀬字大町谷3115－１地先から同字3109－

１地先まで

変更前 4.3～6.7 33.0

変更後 9.0～18.0 33.0

八頭郡智頭町大字市瀬字ヒツガサコ3324－１地先から同地先

まで

変更前 5.5～6.0 14.0

変更後 7.0～18.2 14.0

八頭郡智頭町大字市瀬字ヒツガサコ3324－１地先から同地先

まで

変更前 5.3～5.7 17.0

変更後 13.3～19.5 17.0

鳥取市用瀬町赤波字生姜畑1429－２地先から同字1429－５地

先まで

変更前 4.8～5.0 24.0

変更後 10.7～18.0 24.0

鳥取市用瀬町赤波字登尾1200－22地先から同地先まで 変更前 5.8～6.8 16.0

変更後 6.5～18.5 16.0

鳥取市用瀬町赤波字出合1511地先から同地先まで 変更前 5.0～6.0 30.0
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変更後 5.0～8.0 30.0

鳥取市用瀬町赤波字出合784地先から同地先まで 変更前 6.2～6.5 14.0

変更後 18.0～20.5 14.0

鳥取市用瀬町赤波字小ウツイ谷2361地先から同地先まで 変更前 8.2～8.5 5.0

変更後 12.0～13.0 5.0

八頭郡智頭町大字市瀬字円城谷3186－１地先から同字3185－

１地先まで

変更前 4.0～6.3 42.0

変更後 5.5～17.2 42.0

鳥取港線
鳥取市賀露町北四丁目1514－８地先から同市賀露町北四丁目

1539－１地先まで

変更前 14.0～18.5 230.0

変更後 17.4～37.1 230.0

鳥取河原線

鳥取市上味野字椋木西ノ割283－４地先から同字228－１地先

まで

変更前 13.5～13.9 97.0

変更後 16.5～17.0 97.0

鳥取市竹生字前田59－２地先から同市竹生字大南31地先まで 変更前 8.9～19.1 126.0

変更後 13.0～30.0 126.0

鳥取市倭文字内島51－５地先から同市倭文字隈田159－１地

先まで

変更前 7.9～20.0 621.0

変更後 8.9～22.0 621.0

鳥取福部線
鳥取市福部町高江字上前田13－１地先から同地先まで 変更前 9.7～11.1 38.0

変更後 10.4～18.5 38.0

倉吉江府溝

口線

西伯郡伯耆町岩立字桝水高原1069－50地先から同字４－１地

先まで

変更前 6.5～12.0 1,301.0

変更後 8.0～24.3 1,320.0

日野溝口線

日野郡日野町下黒坂字ワル谷1314－９地先から同地先まで 変更前 12.0～18.0 8.0

変更後 20.0～25.5 8.0

日野郡日野町下黒坂字ワル谷1313－２地先から同字1313－19

地先まで

変更前 3.5～18.0 143.0

変更後 11.0～64.0 107.0

日野郡日野町下黒坂字ワル谷1313－１地先から西伯郡伯耆町

福岡字上代山3994－１地先まで

変更前 4.0～6.5 132.0

変更後 4.0～53.0 132.0

米子境港線

米子市彦名町字新堀通二1460－４地先から同字1467－１地先

まで

変更前 22.8～35.0 30.0

変更後 22.8～42.7 30.0

米子市彦名町字荒田川1829－１地先から同市彦名町字乗越川

2059－１地先まで

変更前 22.3～22.3 13.0

変更後 22.3～25.5 13.0

米子市大崎字中道西善吉堀873－３地先から同市大崎字善吉

後用水川北中道西938－５地先まで

変更前 22.3～22.3 11.0

変更後 22.3～26.2 11.0

米子市葭津字外堀前239－３地先から同字240－５地先まで 変更前 22.5～22.5 14.0

変更後 22.5～29.5 14.0

米子市葭津字上荒山754－２地先から同地先まで 変更前 22.3～22.3 4.0

変更後 22.3～24.5 4.0

境港市幸神町106地先から同市幸神町108地先まで 変更前 16.0～19.0 67.0

変更後 16.5～19.0 67.0

淀江岸本線
米子市尾高字達中859－３地先から同市尾高字双木屋開680－

３地先まで

変更前 8.2～15.0 20.0

変更後 9.8～18.5 20.0

豊房御来屋

線

西伯郡大山町倉谷字蛇居谷1277－４地先から同字1277－１地

先まで

変更前 16.0～16.5 33.0

変更後 16.0～24.5 33.0

西伯郡大山町東坪字西門前2768－１地先から同字2772－１地

先まで

変更前 11.8～18.5 21.0

変更後 11.8～26.5 21.0
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大佐日野線

日野郡日野町板井原字峠根山732－３地先から同字732－１地

先まで

変更前 5.0～30.0 453.0

変更後 9.0～50.0 467.0

日野郡日野町板井原字峠根山731－８地先から同地先まで 変更前 7.5～17.0 70.0

変更後 11.5～22.0 70.0

上徳山俣野

江府線

日野郡江府町大字俣野字大窪706－２地先から同大字字宮ノ

廻リ470－１地先まで

変更前 9.0～25.0 287.0

変更後 11.0～29.0 285.0

日野郡江府町大字武庫字ムカミ1982－２地先から同字1982－

17地先まで

変更前 13.5～27.0 103.0

変更後 25.0～39.0 103.0

常藤関金線

倉吉市関金町山口字良源寺1945－22地先から同字1945－１地

先まで

変更前 4.5～14.0 34.0

変更後 5.0～17.5 34.0

倉吉市関金町関金宿字瀬戸谷2409－１地先から同地先まで 変更前 8.5～19.0 100.0

変更後 11.5～37.5 100.0

倉吉東伯線

東伯郡琴浦町大字浦安字桜ヶ坪359地先から同町大字保字下

河原307地先まで

変更前 7.3～11.0 41.0

変更後 7.3～29.1 41.0

東伯郡琴浦町大字丸尾字五郎丸299－１地先から同字293－５

地先まで

変更前 6.8～9.0 98.0

変更後 8.8～11.6 98.0

大山口停車

場大山線

西伯郡大山町所子字砂口1104－１地先から同町平木字上向神

田538地先まで

変更前 15.0～20.5 19.0

変更後 15.0～20.5 19.0

西伯郡大山町赤松字上槙原568－１地先から同地先まで 変更前 8.0～8.5 30.0

変更後 8.0～21.5 30.0

米子丸山線
米子市下新印字反リノ一799－１地先から同市上新印字斉佛

242－１地先まで

変更前 7.0～27.5 937.0

変更後 12.0～27.5 935.0

福頼市山伯耆

大山停車場線

米子市八幡字松月413－１地先から同市東八幡字荒神田202－

１地先まで

変更前 6.0～17.5 238.0

変更後 7.5～23.5 236.0

倉吉江北線
倉吉市新田字土手外73地先から同字76地先まで 変更前 16.0～17.5 23.0

変更後 16.0～28.5 23.0

宝木停車場

線

鳥取市気高町宝木字北田916－７地先から同市気高町宝木字

上河原108－４地先まで

変更前 4.7～13.0 80.0

変更後 4.7～33.5 33.0

鳥取市気高町宝木字北田916－８地先から同市気高町宝木字

若宮989－１地先まで

変更前 6.0～14.0 105.0

変更後 10.0～16.5 105.0

大山口停車

場線

西伯郡大山町国信字垣ノ内862－１地先から同町国信字村組

553地先まで

変更前 7.0～14.5 11.0

変更後 7.0～18.7 11.0

鳥取砂丘線
鳥取市江津字外河原571－４地先から同地先まで 変更前 23.0～26.0 44.0

変更後 18.0～22.0 44.0

池谷福部停

車場線

鳥取市福部町栗谷字荒木331地先から同市福部町栗谷字大石

100－４地先まで

変更前 9.0～24.5 294.0

変更後 10.0～24.5 294.0

高路古海線

鳥取市中村字元敷上分857地先から同市中村字下竹803－１地

先まで

変更前 9.5～22.8 348.0

変更後 9.5～22.8 348.0

鳥取市古海字三本松420地先から同市古海字西中田ノ二393－

１地先まで

変更前 6.5～21.0 225.0

変更後 12.9～29.0 226.0

田島片原線
鳥取市田島字猿尾打越ノ壱582－15地先から同字582－16地先

まで

変更前 15.7～20.0 46.0

変更後 20.0～20.0 46.0
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津ノ井国府

線

鳥取市津ノ井239－２地先から同市津ノ井253－３地先まで 変更前 8.5～10.0 91.0

変更後 10.0～10.0 91.0

鳥取市津ノ井234－３地先から同市生山99－１地先まで 変更前 9.2～19.0 277.0

変更後 10.7～16.5 269.0

鷹狩渡一木

線

鳥取市河原町佐貫字大田５－２地先から同字26－３地先まで 変更前 9.0～21.5 95.0

変更後 9.0～21.5 95.0

杣小屋曵田

線

鳥取市河原町天神原字向佛71地先から同市河原町天神原字圓

能田142－２地先まで

変更前 9.5～21.7 128.0

変更後 10.2～21.7 128.0

院内馬場線

岩美郡岩美町大字相山字地蔵前324地先から同大字字屋敷15－

３地先まで

変更前 5.2～8.0 119.0

変更後 8.8～14.2 119.0

岩美郡岩美町大字馬場字大石口504地先から同字511地先まで 変更前 7.0～20.0 157.0

変更後 12.0～22.0 157.0

津原穴沢線
倉吉市津原字寺田520－12地先から同市津原字寺屋敷383－３

地先まで

変更前 6.5～9.6 181.0

変更後 9.8～19.3 178.0

法万大栄線
東伯郡北栄町西高尾字下田井373－２地先から同町西高尾字

宮尾365－１地先まで

変更前 11.0～13.6 218.0

変更後 11.0～13.6 223.0

木地山倉吉

線

東伯郡三朝町大字鎌田字坂戸坂1216－１地先から同字1212－

１地先まで

変更前 16.5～29.5 156.0

変更後 19.5～39.5 156.0

東伯郡三朝町大字鎌田字絵図見753－２地先から同地先まで 変更前 10.5～12.5 35.0

変更後 16.0～27.0 35.0

猪子原上石

見停車場線

日野郡日南町福塚字猪�道下タ1016－５地先から同字1016－

６地先まで

変更前 11.5～15.0 21.0

変更後 12.5～20.0 21.0

日野郡日南町福塚字猪ノ�970－１地先から同字971－２地先

まで

変更前 13.0～19.0 15.0

変更後 17.0～27.0 15.0

一本松覚寺

線

鳥取市覚寺字柱谷817－１地先から同字817－２地先まで 変更前 8.0～21.0 40.0

変更後 8.0～27.0 40.0

国安桂木線
鳥取市古郡家字池ノ町281－２地先から同市久末字橋本田90－

１地先まで

変更前 6.8～23.5 491.0

変更後 9.5～40.5 603.0

小河内加茂

線

鳥取市河原町神馬字袋121－１地先から同地先まで 変更前 5.5～8.5 11.0

変更後 7.0～9.7 11.0

鳥取市河原町神馬字袋121－１地先から同地先まで 変更前 6.5～6.8 6.0

変更後 8.8～9.2 6.0

鳥取市河原町神馬字畑下ヶ谷475－９地先から同地先まで 変更前 15.5～20.3 9.0

変更後 17.5～23.0 9.0

鳥取市佐治町津無字スロ谷546－８地先から同地先まで 変更前 12.5～16.5 11.0

変更後 16.0～18.0 11.0

鳥取市佐治町津野字西ダン道465－13地先から同市佐治町津

野字上ダン道466－２地先まで

変更前 6.0～11.0 21.0

変更後 7.0～18.5 21.0

鳥取市佐治町津野字家ノ向267－２地先から同地先まで 変更前 6.5～7.0 14.0

変更後 8.8～10.0 14.0

大山淀江イ

ンター線

西伯郡大山町稲光字大洞瀬850－１地先から同町稲光字前河

原275－６地先まで

変更前 6.5～8.0 38.0

変更後 10.5～12.5 38.0
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渡余子停車

場線

境港市竹内町字中野地2173－１地先から同市竹内町字九日田

1972－３地先まで

変更前 15.0～20.0 118.0

変更後 16.5～22.5 118.0

岩屋谷米子

線

米子市石井字高城1242－１地先から同字1238地先まで 変更前 10.3～15.8 30.0

変更後 10.3～25.0 30.0

御熊白兎線
鳥取市御熊字細廻り２－１地先から同地先まで 変更前 10.5～12.2 37.0

変更後 10.5～13.8 37.0

泊絹見青谷

線

東伯郡湯梨浜町大字石脇字古茂屋68－２地先から同大字字堀

375－３地先まで

変更前 6.8～24.7 229.0

変更後 11.3～27.4 239.0

鉢伏川上線
東伯郡湯梨浜町大字川上字平七谷217－５地先から同地先ま

で

変更前 8.0～8.5 13.0

変更後 10.0～13.0 13.0

日吉津伯耆大

山停車場線

米子市蚊屋字清水768地先から同市蚊屋字下亀田300－２地先

まで

変更前 7.2～7.7 14.0

変更後 7.2～15.0 14.0

大栄赤碕線
東伯郡琴浦町大字八橋字西町北側1545地先から同字1546地先

まで

変更前 5.5～7.9 15.0

変更後 6.8～14.2 15.0

松河原名和

線

西伯郡大山町東坪字東小坪94－１地先から同町東坪字小坪97－

４地先まで

変更前 6.6～15.0 29.0

変更後 6.6～21.0 29.0

西伯郡大山町御来屋字前河原28－７地先から同字28－４地先

まで

変更前 8.0～8.0 17.0

変更後 8.0～15.0 17.0

西伯郡大山町御来屋字松崎屋敷957地先から同町御来屋字宮

ノ前屋敷952地先まで

変更前 8.5～8.5 19.0

変更後 8.5～22.0 19.0

西伯郡大山町御来屋字砂田屋敷817地先から同字817－２地先

まで

変更前 6.8～7.1 13.0

変更後 6.8～18.3 13.0

三朝温泉木

地山線

東伯郡三朝町大字西尾字才ノ神516－１地先から同地先まで 変更前 19.0～20.5 12.0

変更後 19.0～24.5 12.0

高橋下市停

車場線

西伯郡大山町殿河内字高丸772－102地先から同字772－４地

先まで

変更前 11.5～13.5 29.0

変更後 13.5～37.0 29.0

西伯郡大山町下市字築地ノ峰東通398－３地先から同字398－

１地先まで

変更前 11.1～11.8 31.0

変更後 11.1～22.0 31.0

西伯郡大山町下市字築地ノ峰東通400－１地先から同字401－

１地先まで

変更前 11.5～11.8 24.0

変更後 11.8～21.5 24.0

下市赤碕停

車場線

西伯郡大山町殿河内字判坂765－５地先から同字759－15地先

まで

変更前 15.0～19.5 62.0

変更後 17.2～36.3 62.0

西伯郡大山町退休寺字供養塚633－３地先から同字630－４地

先まで

変更前 11.0～13.5 31.0

変更後 11.0～29.8 31.0

俵原青谷線
東伯郡三朝町大字俵原字管原290－１地先から同地先まで 変更前 12.0～15.0 60.0

変更後 12.5～15.0 60.0

河内槇原線
鳥取市河内字�ノ上５地先から同地先まで 変更前 14.2～34.9 45.0

変更後 28.4～53.5 45.0

麻生国府線
八頭郡八頭町市場字地蔵409－７地先から同町市場字荒神谷

233地先まで

変更前 5.5～11.0 138.0

変更後 5.5～34.0 138.0

菅沢日野線

日野郡日野町久住字畑ヶ田下モ堀872－１地先から同町久住

字川西1056－１地先まで

変更前 4.2～26.0 468.0

変更後 12.0～31.0 389.0

日野郡日野町久住字川西1056－１地先から同地先まで 変更前 17.0～20.0 10.0
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変更後 17.0～21.0 10.0

日野郡日野町久住字久住谷東平ラ479－４地先から同地先ま

で

変更前 4.5～16.0 67.0

変更後 7.0～26.0 67.0

鳥取国府線
鳥取市岩倉463－３地先から同市岩倉462－２地先まで 変更前 8.5～8.5 18.0

変更後 8.5～15.5 18.0

西宇塚那岐

停車場線

八頭郡智頭町大字西宇塚字井手口ノ上エ815－１地先から同

地先まで

変更前 4.0～5.0 9.0

変更後 5.0～11.2 9.0

赤松淀江線
米子市淀江町福井字橋本379－１地先から同市淀江町西原字

上五反田２－33地先まで

変更前 11.5～33.0 38.0

変更後 11.5～34.2 38.0

米子環状線

米子市新開四丁目1536－52地先から同市新開四丁目1498－４

地先まで

変更前 11.3～27.3 31.0

変更後 12.0～32.8 31.0

米子市彦名町字夜見境二4668－１地先から同市彦名町字四区

二4667－１地先まで

変更前 10.5～20.7 38.0

変更後 10.5～31.5 38.0

米子市夜見町字新川2488－１地先から同字2488－２地先まで 変更前 3.7～6.4 39.0

変更後 3.7～15.0 40.0

妙徳寺鹿野

線

鳥取市洞谷字笹谷東693－１地先から同字693－２地先まで 変更前 8.5～28.0 37.0

変更後 14.0～29.0 37.0

下見関金線

倉吉市長谷字榎谷283－72地先から同地先まで 変更前 10.5～12.0 12.0

変更後 12.5～15.0 12.0

倉吉市森字椋谷467－１地先から同地先まで 変更前 21.5～22.0 10.0

変更後 26.5～26.5 10.0

両三柳西福

原線

米子市両三柳字孫六通3356－１地先から同市両三柳字大沢二

十816－１地先まで

変更前 25.5～30.0 24.0

変更後 25.5～33.5 24.0

伏野覚寺線

鳥取市伏野字中野茶屋裏1774－17地先から同市伏野字長者石

2586地先まで

変更前 9.4～26.0 436.0

変更後 9.4～39.0 436.0

鳥取市松並町一丁目287地先から同市松並町一丁目230－２地

先まで

変更前 8.6～13.0 210.0

変更後 17.5～24.5 210.0

志子部船岡

線

八頭郡八頭町見槻字酒谷340－２地先から同町見槻字前田251

地先まで

変更前 3.7～23.5 49.0

変更後 5.0～25.0 51.0

米子境港自

転車道線

米子市富益町字米川西参4220－２地先から同地先まで 変更前 3.0～4.7 54.0

変更後 4.7～4.7 54.0

路 線 名
変 更

前後別
区 間

敷地の幅員

(メートル)

敷地の延長

(メートル)

鳥取国府岩

美線

変更前

鳥取市国府町殿字懸間坂ノ上155－３地先から同市国府町殿

字上屋敷100地先まで
6.8～16.6 530.0

鳥取市国府町殿字坂ノ上158－１地先から同市国府町殿字上

屋敷93－４地先まで
6.3～7.9 332.0

変更後

鳥取市国府町殿字懸間坂ノ上155－３地先から同市国府町殿

字上屋敷100地先まで
6.8～16.6 530.0

鳥取市国府町殿字坂ノ上158－１地先から同市国府町殿字上

屋敷93－４地先まで
6.3～7.9 332.0



鳥取県告示第235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18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18年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博
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鳥取市国府町殿字懸間坂ノ上155－３地先から同市国府町殿

字懸間川添59－５地先まで
7.2～16.6 275.0

西伯根雨線

変更前

西伯郡南部町中字三反田985地先から同町中字スミガ市山822－

１地先まで
12.0～37.0 500.0

西伯郡南部町中字三反田1436地先から同町中字スミガ市山

824－１地先まで
7.0～18.0 297.0

変更後
西伯郡南部町中字三反田985地先から同町中字スミガ市山822－

１地先まで
12.0～37.0 500.0

変更前
西伯郡南部町東上字牛子山1359－２地先から同郡伯耆町福居

字橋ノ向231－３地先まで
4.0～39.5 3,059.0

変更後

西伯郡南部町東上字牛子山1359－２地先から同郡伯耆町福居

字橋ノ向231－３地先まで
12.3～120.0 3,085.0

西伯郡南部町東上字牛子山1359－４地先から同字1354－１地

先まで
6.0～90.0 884.0

米子港線

変更前
米子市角盤町四丁目41－3地先から同市角盤町二丁目61－４

地先まで
11.2～24.7 669.0

変更後
米子市角盤町四丁目41－3地先から同市角盤町二丁目61－４

地先まで
24.7～41.0 667.0

鷲峰気高線

変更前 鳥取市気高町下原613地先から同市気高町下原696地先まで 8.5～27.5 35.0

変更後
鳥取市気高町下原613地先から同市気高町下原696地先まで 8.5～27.5 35.0

鳥取市気高町下原664地先から同市気高町下原671地先まで 14.0～16.0 194.0

八束水勝見

線

変更前
鳥取市気高町八束水字姫路2706－95地先から同市気高町八束

水字西坂ノ谷2417－１地先まで
14.5～48.0 221.0

変更後
鳥取市気高町八束水字鶴木谷2441地先から同市気高町八束水

字西坂ノ谷2417－１地先まで
11.2～42.0 165.0

鳥取郡家線

変更前

鳥取市久末字橋本田90－１地先から同市久末字上横畷135－

２地先まで
9.5～20.5 243.0

鳥取市古郡家字畑ヶ田107－６地先から同市久末字上横畷135－

２地先まで
2.8～4.0 224.0

変更後

鳥取市久末字橋本田90－１地先から同市久末字上横畷135－

２地先まで
10.5～26.5 243.0

鳥取市古郡家字畑ヶ田103－３地先から同市久末字上横畷135－

２地先まで
3.0～4.1 157.0



鳥取県告示第236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18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18年３月31日

鳥取県知事 片 山 善 博
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路 線 名 区 間 供用開始の期日

179号
東伯郡三朝町大字加谷字坂ノ下81－４地先から同字81－17地先まで 平成18年３月31日

東伯郡湯梨浜町大字田後字中ノ掛350－30地先から同地先まで 〃

180号

西伯郡南部町福成字三斗1327－３地先から同町福成字谷川1331－６地先まで 〃

西伯郡南部町福成字谷川1339地先から同町福成字谷川尻1215－１地先まで 〃

日野郡日野町高尾字城山491－２地先から同地先まで 〃

日野郡日野町別所字仲ノ谷東平ラ1278－104地先から同地先まで 〃

日野郡日野町福長字井ノ原山西平1182－１地先から同地先まで 〃

日野郡日野町福長字井ノ原山西平1182－１地先から同地先まで 〃

181号

西伯郡伯耆町根雨原字小船720－１地先から同町根雨原字王子750－１地先ま

で
〃

西伯郡伯耆町大殿字内田972－１地先から同町大殿字達中田970－１地先まで 〃

183号

日野郡日南町新屋字神田835－２地先から同字834－２地先まで 〃

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 〃

日野郡日野町福長字吹ノ原中道下タ1444－８地先から同字1444－10地先まで 〃

313号
倉吉市福山字水尻175－８地先から同字175－９地先まで 〃

倉吉市寺谷字石坂256－１地先から東伯郡北栄町米里字亀崎193－１地先まで 〃

482号

八頭郡若桜町大字�米字川端380－２地先から同字379地先まで 〃

八頭郡若桜町大字茗荷谷字休ノ上エ328－29地先から同字328－20地先まで 〃

鳥取市佐治町余戸字和田河原1199－２地先から同字1195地先まで 〃

鳥取市佐治町余戸字山尾等毛835－５地先から同市佐治町余戸字ヲトヲケ846－

３地先まで
〃

八頭郡若桜町大字香田字土ホイ551－１地先から同大字字岩崎185－１地先ま

で
〃

鳥取市佐治町中字名馬山261－７地先から同地先まで 〃

鳥取市佐治町加茂字�3072－１地先から同市佐治町加茂字上�3036－１地先

まで
〃

日野郡江府町大字江尾字馬場480－８地先から同大字字馬場道ノ下1937－１

地先まで
〃

路 線 名 区 間 供用開始の期日

溝口伯太線

西伯郡南部町朝金字足切293地先から同町朝金字大石橋159－１地先まで 〃

西伯郡南部町阿賀字松賀前東399－１地先から同字399－６地先まで 〃
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西伯郡南部町天万字頭無シ1043－２地先から同町寺内字乙馬屋敷356地先ま

で
〃

津山智頭八

東線

八頭郡智頭町大字大呂字入すみ524－１地先から同大字字丸渕940－１地先ま

で
〃

八頭郡智頭町大字八河谷字下迎イ平659－２地先から同地先まで 〃

八頭郡智頭町大字八河谷字迎ノ上ミ218－３地先から同字226－８地先まで 〃

八頭郡智頭町大字西宇塚字北谷南谷757－77地先から同地先まで 〃

八頭郡智頭町大字口宇波字ヒル逧566－１地先から同地先まで 〃

八頭郡智頭町大字口宇波字ヤトウジ570－２地先から同地先まで 〃

智頭勝田線

八頭郡智頭町大字西谷字前田558－１地先から同字577地先まで 〃

八頭郡智頭町大字白坪字沼谷口351－21地先から同町大字西谷字高根口1063－

１地先まで
〃

新見日南線

日野郡日南町生山字上町848－３地先から同町丸山字下モ河原181－１地先ま

で
〃

日野郡日南町中石見字井手ノ上エ1426－１地先から同字1426－３地先まで 〃

安来伯太日

南線

日野郡日南町矢戸字大入山275－17地先から同字275－112地先まで
〃

横田多里線 日野郡日南町上萩山字堰木山２－６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1044－１地先から同大字字美徳1033－２地先ま

で
〃

倉吉市上余戸字奥小山604－１地先から同市下余戸字河原219－５地先まで 〃

倉吉由良線
倉吉市大谷茶屋字西三度舞689－６地先から同市上神字鴨瓜1551地先まで 〃

東伯郡北栄町六尾字配竹193－１地先から同町六尾字夢地213－１地先まで 〃

米子大山線

西伯郡大山町赤松字中槙原572－６地先から同地先まで 〃

米子市二本木字土井之上弐664－１地先から同市二本木字甘草由東224－５地

先まで
〃

秋里吉方線 鳥取市富安一丁目１－２地先から同市興南町48地先まで 〃

鳥取国府岩

美線

鳥取市国府町神垣字湯谷蔭平702－１地先から同市国府町神垣字湯ノ木475－

１地先まで
〃

鳥取市国府町町屋字向土居304－６地先から同字309－４地先まで 〃

岩美郡岩美町大字洗井字笹谷1634－１地先から同地先まで 〃

鳥取市国府町殿字懸間坂ノ上155－３地先から同市国府町殿字懸間川添59－

５地先まで
〃

郡家鹿野気

高線

鳥取市河原町布袋字道東47－17地先から同市河原町布袋字砂子163－１地先

まで
〃

三朝中線

東伯郡三朝町大字東小鹿字宮谷平407－１地先から同地先まで 〃

東伯郡三朝町大字神倉字丹戸谷69－２地先から同大字字宿谷口12－２地先ま

で
〃

東伯郡三朝町大字中津字山口445－１地先から同大字字二軒小屋１地先まで 〃

倉吉赤碕中

山線

東伯郡琴浦町大字三本杉字貝見ケ市1035－７地先から同大字字川尻1309－１

地先まで
〃

西伯郡南部町中字三反田985地先から同町中字スミガ市山822－１地先まで 〃
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西伯根雨線
西伯郡南部町東上字牛子山1359－２地先から同郡伯耆町福居字橋ノ向231－

３地先まで
〃

西伯郡南部町東上字牛子山1359－４地先から同字1354－１地先まで 〃

岩美八東線

八頭郡八頭町姫路字川下モー714－25地先から同地先まで 〃

八頭郡八頭町落岩字松ノ木442－１地先から同字754－１地先まで 〃

八頭郡八頭町稗谷字後山823－２地先から同地先まで 〃

倉吉福本線
倉吉市長坂町字大境694－１地先から同市長坂町字働道700－１地先まで 〃

東伯郡三朝町大字福本字ツムギ２－27地先から同字２－26地先まで 〃

郡家国府線

鳥取市国府町吉野字笹波谷386－１地先から同市国府町吉野字古吉野西平387－

１地先まで
〃

八頭郡八頭町門尾字塚本24－６地先から同町稲荷字塚ヶ鼻215－１地先まで 〃

智頭用瀬線

八頭郡智頭町大字市瀬字大町谷3115－１地先から同字3109－１地先まで 〃

八頭郡智頭町大字市瀬字ヒツガサコ3324－１地先から同地先まで 〃

八頭郡智頭町大字市瀬字ヒツガサコ3324－１地先から同地先まで 〃

鳥取市用瀬町赤波字生姜畑1429－２地先から同字1429－５地先まで 〃

鳥取市用瀬町赤波字登尾1200－22地先から同地先まで 〃

鳥取市用瀬町赤波字出合1511地先から同地先まで 〃

鳥取市用瀬町赤波字出合784地先から同地先まで 〃

八頭郡智頭町大字赤波字小ウツイ谷2361地先から同地先まで 〃

八頭郡智頭町大字市瀬字円城谷3186－１地先から同字3185－１地先まで 〃

鳥取港線
鳥取市賀露町北四丁目1514－８地先から同市賀露町北四丁目1539－１地先ま

で
〃

鳥取河原線

鳥取市上味野字椋木西ノ割283－４地先から同字228－１地先まで 〃

鳥取市竹生字前田59－２地先から同市竹生字大南31地先まで 〃

鳥取市倭文字内島51－５地先から同市倭文字隈田159－１地先まで 〃

鳥取福部線 鳥取市福部町高江字上前田13－１地先から同地先まで 〃

倉吉江府溝

口線

西伯郡伯耆町岩立字桝水高原1069－50地先から同字４－１地先まで
〃

日野溝口線

日野郡日野町下黒坂字ワル谷1314－９地先から同地先まで 〃

日野郡日野町下黒坂字ワル谷1313－１地先から同町下黒坂字上代山3994－１

地先まで
〃

日野郡日野町下黒坂字ワル谷1313－２地先から同字1313－１9地先まで 〃

米子境港線

米子市彦名町字新堀通二1460－４地先から同字1467－１地先まで 〃

米子市彦名町字荒田川1829－１地先から同市彦名町字乗越川2059－１地先ま

で
〃

米子市大崎字中道西善吉堀873－３地先から同市大崎字善吉後用水川北中道

西938－５地先まで
〃

米子市葭津字外堀前239－３地先から同字240－５地先まで 〃

米子市葭津字上荒山754－２地先から同地先まで 〃

境港市幸神町106地先から同市幸神町108地先まで 〃

淀江岸本線 米子市尾高字達中859－３地先から同市尾高字双木屋開680－３地先まで 〃

豊房御来屋

線

西伯郡大山町倉谷字蛇居谷1277－４地先から同字1277－１地先まで 〃

西伯郡大山町東坪字西門前2768－１地先から同字2772－１地先まで 〃
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大佐日野線
日野郡日野町板井原字峠根山732－３地先から同字732－１地先まで 〃

日野郡日野町板井原字峠根山731－８地先から同地先まで 〃

上徳山俣野

江府線

日野郡江府町大字俣野字大窪706－２地先から同大字字宮ノ廻リ470－１地先

まで
〃

日野郡江府町大字武庫字ムカミ1982－２地先から同字1982－17地先まで 〃

常藤関金線
倉吉市関金町山口字良源寺1945－22地先から同字1945－１地先まで 〃

倉吉市関金町関金宿字瀬戸谷2409－１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桜ヶ坪359地先から同町大字保字下河原307地先まで 〃

東伯郡琴浦町大字丸尾字五郎丸299－１地先から同字293－５地先まで 〃

米子港線 米子市角盤町四丁目41地先から同市角盤町二丁目61－４地先まで 〃

大山口停車

場大山線

西伯郡大山町所子字砂口1104－１地先から同町平木字上向神田538地先まで 〃

西伯郡大山町赤松字上槙原568－１地先から同地先まで 〃

米子丸山線 米子市下新印字反リノ一799－１地先から同市上新印字斉佛242－１地先まで 〃

福頼市山伯

耆大山停車

場線

米子市八幡字松月413－１地先から同市東八幡字荒神田202－１地先まで

〃

倉吉江北線 倉吉市新田字土手外73地先から同字76地先まで 〃

宝木停車場

線

鳥取市気高町宝木字北田916－７地先から同市気高町宝木字上河原108－４地

先まで
〃

鳥取市気高町宝木字北田916－８地先から同市気高町宝木字若宮989－１地先

まで
〃

大山口停車

場線

西伯郡大山町国信字垣ノ内862－１地先から同町国信字村組553地先まで
〃

鳥取砂丘線 鳥取市江津字外河原571－４地先から同地先まで 〃

池谷福部停

車場線

鳥取市福部町栗谷字荒木331地先から同市福部町栗谷字大石100－４地先まで
〃

高路古海線
鳥取市中村字元敷上分857地先から同市中村字下竹803－１地先まで 〃

鳥取市古海字三本松420地先から同市古海字西中田ノ二393－１地先まで 〃

田島片原線 鳥取市田島字猿尾打越ノ壱582－15地先から同字582－16地先まで 〃

津ノ井国府

線

鳥取市津ノ井239－２地先から同市津ノ井253－３地先まで 〃

鳥取市津ノ井234－３地先から同市生山99－１地先まで 〃

鷹狩渡一木

線

鳥取市河原町佐貫字大田５－２地先から同字26－３地先まで
〃

杣小屋曵田

線

鳥取市河原町天神原字向佛71地先から同市河原町天神原字圓能田142－２地

先まで
〃

院内馬場線
岩美郡岩美町大字相山字地蔵前324地先から同大字字屋敷15－３地先まで 〃

岩美郡岩美町大字馬場字大石口504地先から同字511地先まで 〃

鷲峰気高線 鳥取市気高町下原664地先から同市気高町下原671地先まで 〃

津原穴沢線 倉吉市津原字寺田520－12地先から同市津原字寺屋敷383－３地先まで 〃

法万大栄線
東伯郡北栄町西高尾字下田井373－２地先から同町西高尾字宮尾365－１地先

まで
〃

木地山倉吉

線

東伯郡三朝町大字鎌田字坂戸坂1216－１地先から同字1212－１地先まで 〃

東伯郡三朝町大字鎌田字絵図見753－２地先から同地先まで 〃
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猪子原上石

見停車場線

日野郡日南町福塚字猪�道下タ1016－５地先から同字1016－６地先まで 〃

日野郡日南町福塚字猪ノ�970－１地先から同字971－２地先まで 〃

生山停車場

線

日野郡日南町生山字本町三丁目835地先から同町生山字本町壱丁目715地先ま

で
〃

一本松覚寺

線

鳥取市覚寺字柱谷817－１地先から同字817－２地先まで
〃

国安桂木線 鳥取市古郡家字池ノ町281－２地先から同市久末字橋本田90－１地先まで 〃

小河内加茂

線

鳥取市河原町神馬字袋121－１地先から同地先まで 〃

鳥取市河原町神馬字袋121－１地先から同地先まで 〃

鳥取市河原町神馬字畑下ヶ谷475－９地先から同地先まで 〃

鳥取市佐治町津無字スロ谷546－８地先から同地先まで 〃

鳥取市佐治町津野字西ダン道465－13地先から同市佐治町津野字上ダン道466－

２地先まで
〃

鳥取市佐治町津野字家ノ向267－２地先から同地先まで 〃

大山淀江イ

ンター線

西伯郡大山町稲光字大洞瀬850－１地先から同町稲光字前河原275－６地先ま

で
〃

渡余子停車

場線

境港市竹内町字中野地2173－１地先から同市竹内町字九日田1972－３地先ま

で
〃

岩屋谷米子

線

米子市石井字高城1242－１地先から同字1238地先まで
〃

御熊白兎線 鳥取市御熊字細廻り２－１地先から同地先まで 〃

泊絹見青谷

線

東伯郡湯梨浜町大字石脇字古茂屋68－２地先から同大字字堀375－３地先ま

で
〃

鉢伏川上線 東伯郡湯梨浜町大字川上字平七谷217－５地先から同地先まで 〃

日吉津伯耆

大山停車場

線

米子市蚊屋字清水768地先から同市蚊屋字下亀田300－２地先まで

〃

大栄赤碕線 東伯郡琴浦町大字八橋字西町北側1545地先から同字1546地先まで 〃

松河原名和

線

西伯郡大山町東坪字東小坪94－１地先から同町東坪字小坪97－４地先まで 〃

西伯郡大山町御来屋字前河原28－７地先から同字28－４地先まで 〃

西伯郡大山町御来屋字松崎屋敷957地先から同町御来屋字宮ノ前屋敷952地先

まで
〃

西伯郡大山町御来屋字砂田屋敷817地先から同字817－２地先まで 〃

三朝温泉木

地山線

東伯郡三朝町大字西尾字才ノ神516－１地先から同地先まで
〃

八束水勝見

線

鳥取市気高町八束水字鶴木谷2441地先から同市気高町八束水字西坂ノ谷2417－

１地先まで
〃

高橋下市停

車場線

西伯郡大山町殿河内字高丸772－102地先から同字772－４地先まで 〃

西伯郡大山町下市字築地ノ峰東通398－３地先から同字398－１地先まで 〃

西伯郡大山町下市字築地ノ峰東通400－１地先から同字401－１地先まで 〃

下市赤碕停

車場線

西伯郡大山町殿河内字判坂765－５地先から同字759－15地先まで 〃

西伯郡大山町退休寺字供養塚633－３地先から同字630－４地先まで 〃

俵原青谷線 東伯郡三朝町大字俵原字管原290－１地先から同地先まで 〃
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河内槇原線 鳥取市河内字�ノ上５地先から同地先まで 〃

麻生国府線 八頭郡八頭町市場字地蔵409－７地先から同町市場字荒神谷233地先まで 〃

菅沢日野線

日野郡日野町久住字畑ヶ田下モ堀872－１地先から同町久住字川西1056－１

地先まで
〃

日野郡日野町久住字川西1056－１地先から同地先まで 〃

日野郡日野町久住字久住谷東平ラ479－４地先から同地先まで 〃

鳥取国府線 鳥取市岩倉463－３地先から同市岩倉462－２地先まで 〃

鳥取郡家線
鳥取市古郡家字畑ヶ田103－３地先から同市久末字上横畷135－２地先まで 〃

鳥取市古郡家字橋本田90－１地先から同市久末字上横畷135－２地先まで 〃

西宇塚那岐

停車場線

八頭郡智頭町大字西宇塚字井手口ノ上エ815－１地先から同地先まで
〃

赤松淀江線
米子市淀江町福井字橋本379－１地先から同市淀江町西原字上五反田２－33

地先まで
〃

米子環状線

米子市新開四丁目1536－52地先から同市新開四丁目1498－４地先まで 〃

米子市彦名町字夜見境二4668－１地先から同市彦名町字四区二4667－１地先

まで
〃

米子市夜見町字新川2488－１地先から同字2488－２地先まで 〃

妙徳寺鹿野

線

鳥取市洞谷字笹谷東693－１地先から同字693－２地先まで
〃

下見関金線
倉吉市長谷字榎谷283－72地先から同地先まで 〃

倉吉市森字椋谷467－１地先から同地先まで 〃

両三柳西福

原線

米子市両三柳字孫六通3356－１地先から同市両三柳字大沢二十816－１地先

まで
〃

伏野覚寺線
鳥取市伏野字中野茶屋裏1774－17地先から同市伏野字長者石2586地先まで 〃

鳥取市松並町一丁目287地先から同市松並町一丁目230－２地先まで 〃

志子部船岡

線

八頭郡八頭町見槻字酒谷340－２地先から同町見槻字前田251地先まで
〃

米子境港自

転車道線

米子市夜見町字米川東1029－２地先から同市夜見町字米川東四852地先まで 〃

米子市富益町字米川西参4220－２地先から同地先まで 〃
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