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◇ 公 告 土地収用法による収用の決裁手続の開始 (管理課) １

公 告

土地収用法 (昭和26年法律第219号) 第45条の２の規定により収用の裁決手続の開始を決定したので､ 次のと

おり公告する｡

平成17年12月13日

鳥取県収用委員会会長 藤 原 和 男

１ 起業者の名称

鳥取県

２ 事業の種類

篠田南谷川通常砂防工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した年月日

平成17年７月14日

４ 収用の裁決手続を決定した土地の所在､ 地番､ 地目及び地積並びに土地所有者及び土地に関して権利を有す

る関係人

………………………………………………
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土 地 土 地 所 有 者

土地に関し

て権利を有

する関係人

所在 地番

地 目 全筆の地積 (㎡) 収用の裁

決手続の

開始を決

定した土

地の地積

(㎡)

氏名 住所等 氏名
住所

等

土地の

登記記

録上の

もの

現況

土地の

登記記

録上の

もの

実測

鳥取市下

味野字寺

屋敷

883 －

１
原野 山林 5,087 － 1,210.46

別記１の

とおり
別記１のとおり なし

鳥取市下

味野字寺

883 －

５
保安林 保安林 12,297 － 86.09

別記１の

とおり
別記１のとおり なし

�����
平成17年12月13日(火)

号外第198号

毎週火･金曜日発行



備考 実測の欄に記載がないものは､ 収用の裁決手続を開始する土地の地積に対して登記記録上の地積が広大で

あるため､ 省略したものである｡

別記１

岸本 義登 鳥取市朝月54

山本 昌代 岡山県岡山市海吉1418－１ メゾンノールＢ－102

岸本 憲 北海道札幌市中央区北18条西十五丁目２－３－206号

西村 泰子 大阪府大阪市此花区西九条三丁目４－15

村田 宏惠 鳥取市国府町美歎388－２

中島 圭史 鳥取市上味野46－２

半田 一美 鳥取市朝月31

森山 絹江 大阪府大阪市城東区関目五丁目６－27号

増井 明子 鳥取市朝月33

岸本 正敏 鳥取市朝月34

岸本 つま 鳥取市朝月34

岸本 充彬 鳥取市田園町四丁目250

竹本 千代江 鳥取市佐治町福園113

鎌田 京子 鳥取市南吉方二丁目40－２ 県住27号

中嶋 博之 鳥取市桂木795

須崎 はるゑ 鳥取市国府町吉野288

谷口 節次 鳥取市朝月253

岸本 通憲 米子市古豊千766－４

岸本 義徳 米子市彦名町7609

蓮佛 博之 米子市蚊屋94－７

八十島 洋子 大阪府大阪市中央区龍造寺町１－５

荒嶋 薫 米子市目久美町38－８ コーポ広戸202号

荒嶋 勝 米子市上後藤六丁目１－10 川井ハイツＢ－４号
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屋敷

鳥取市下

味野字童

子山

876 －

１
原野 山林 29,123 － 195.84

別記２の

とおり
別記２のとおり なし

鳥取市下

味野字寺

屋敷

883 －

11
保安林 保安林 595 － 490.90

別記３の

とおり
別記３のとおり なし

鳥取市下

味野字馬

隠シ

884 －

３
原野 山林 21,461 － 449.24

別記３の

とおり
別記３のとおり なし

鳥取市下

味野字菖

蒲谷

895 －

２
原野 山林 7,854 － 2,677.28

別記３の

とおり
別記３のとおり なし

鳥取市下

味野字寺

屋敷

883 －

９
原野 山林 1,682 9,671 3,108.54

別記４の

とおり
別記４のとおり なし



田中 登美枝 鳥取市菖蒲341－１

岸本 美津江 大阪府大阪市北区大淀中二丁目９－24 チュリス北梅田205号

森本 勇太郎 山口県長門市東深川1415－１

岩谷 由美 大阪府大阪市北区大淀中二丁目９－24 チュリス北梅田205号

岸本 泰子 鳥取市朝月317

橋嵜 辰雄 鳥取市中村392－１

角 正樹 東伯郡琴浦町大字笠見48－１

角 直樹 倉吉市みどり町3564－１

高濱 朝江 鳥取市朝月25－５

浅倉 悦美 鳥取市朝月39－２

亀井 末廣 八頭郡八頭町西御門82－２

植田 正美 大阪府松原市河合一丁目12－21号

西尾 久美子 八頭郡八頭町篠波493

竹林 和美 鳥取市浜坂八丁目５－10号

浅倉 澄江 鳥取市朝月39－２

山田 紀子 大阪府大阪市城東区成育五丁目４－10

山下 尚志 鳥取市南吉方三丁目318

山下 博美 鳥取市片原二丁目119

�濱 芳子 鳥取市賀露町南六丁目20－21

藤永 壽惠 大阪府豊中市新千里北町一丁目１ Ｃ８－301号

浅倉 昭男 鳥取市相生町四丁目402－34

浅倉 清子 鳥取市相生町四丁目402－34

山田 安治 大阪府大阪市城東区野江三丁目９－４

山田 仁司 大阪府豊中市庄内幸町二丁目14－10

山田 孝司 大阪府大阪市城東区野江三丁目１－10

宮部 時子 鳥取市吉成一丁目10－11

八幾井 頼子 大阪府枚方市北中振三丁目32－14

森原 幸子 奈良県香芝市藤山一丁目６－15

浅倉 章治 鳥取市朝月36

浅倉 光男 鳥取市面影二丁目３－５

岸本 鶴子 鳥取市朝月38

土井 千勢野 鳥取市国府町新町一丁目101－８ コーポ新町102号

北浦 米子 鳥取市叶335－６

田中 政枝 鳥取市田園町一丁目222

森田 正賢 鳥取市朝月42

森 美都 鳥取市朝月43

石尾 宏 鳥取市朝月44－２

大西 祐一 鳥取市朝月47

大西 壽 鳥取市朝月47

前田 和子 鳥取市野寺122

松本 泰造 鳥取市朝月49

森脇 祐吉 鳥取市朝月51

川下 峰子 鳥取市朝月52－１

半田 正弘 鳥取市朝月53
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岸本 慶保 鳥取市朝月56

半田 憲昭 鳥取市朝月58

半田 かず子 鳥取市朝月58

岸本 操 鳥取市二階町四丁目118

半田 輝實 鳥取市朝月60

半田 治子 鳥取市朝月62

森岡 信雄 鳥取市朝月63

中野 �� 鳥取市朝月64

中野 美江子 東伯郡北栄町六尾604－１ べるびゅー大栄307号

岡村 喜江 大阪府門真市大字三ツ島282－16

�村 百合子 大阪府堺市百舌鳥梅町一丁目653－10号

木下 惠美子 鳥取市古海1134

森本 佐智子 鳥取市朝月65

山本 千惠子 鳥取市北園二丁目107

森本 壽子 鳥取市浜坂228－１ いなば幸朋苑

岡本 みち子 鳥取市国府町糸谷14－13

森本 安俊 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町1256－２

米村 定義 鳥取市朝月69－１

森田 美津枝 鳥取市朝月70－１

関 孝敏 鳥取市朝月39－３

宮城 和嗣 鳥取市朝月73

宮城 松子 鳥取市朝月73

宮城 好江 鳥取市浜坂東一丁目11－33

宮本 律子 島根県松江市古志原三丁目15－22 山陰合同銀行古志原南寮６号

山口 文子 千葉県柏市大津ケ丘三丁目17 12棟105号

坂本 衛 鳥取市朝月74

森田 京子 鳥取市卯垣四丁目236

原 卓也 鳥取市朝月75－１

松本 孟敦 鳥取市朝月76

原 彰人 鳥取市朝月77

西村 春幸 鳥取市朝月79

岩谷 愛子 東京都世田谷区宮坂二丁目５－13

森西 しげ子 千葉県千葉市美浜区新港４－14 アクアウイング353－608号

西村 利隆 鳥取市丸山町200－48

西村 春江 鳥取市朝月79

�川 淳子 兵庫県宝塚市美幸町11－16 はんしん自立の家

�川 壽一 大阪府大阪市此花区西九条二丁目８－20 土井文化２Ｆ

絹川 昌弘 奈良県生駒市壱分町1433－１ ボンソルテ西和405

�川 定子 大阪府大阪市此花区西九条二丁目８－20 土井文化２Ｆ

西村 保久 鳥取市上味野50－３

浅倉 俊一 鳥取市朝月81－１

原 愿 鳥取市朝月82

岩井 定美 鳥取市朝月84

小林 憲二 鳥取市朝月85
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大西 元孝 鳥取市朝月78

森本 叡子 鳥取市朝月87－１

岸本 秀正 鳥取市朝月87－２

岸本 正一 鳥取市朝月87－２

半田 正人 鳥取市朝月62

角脇 文江 鳥取市吉方温泉一丁目207

松岡 鈴子 鳥取市相生町三丁目201－12

山根 清美 大阪府堺市北花田町二丁目195

伊縫 美佐江 大阪府守口市菊水通一丁目６－３号

小坂 眞由美 鳥取市正蓮寺35－８ ハイツいせきＤ－205号

中田 孝恵 滋賀県草津市平井四丁目５－18 三上荘

藪田 睦 鳥取市東今在家167－７

原 吉藏 鳥取市朝月91

原 房江 鳥取市朝月91

山岡 菊枝 鳥取市倭文420

西垣 せつ子 鳥取市行徳一丁目372

竹本 博己 鳥取市美萩野一丁目105

吉澤 幸夫 鳥取市吉成566

竹本 光浩 鳥取市伏野1114

小原 ゆり子 鳥取市福部町左近363

竹本 隆則 大阪府交野市神宮寺一丁目10－３

福田 澄子 鳥取市国府町岡益166

森本 義男 鳥取市朝月771－５

米村 公宏 鳥取市朝月226

米村 淑子 鳥取市朝月226

山崎 和子 東京都世田谷区経堂一丁目23－11 501号

東 和夫 鳥取市卯垣126

半田 利雄 鳥取市朝月230

半田 善一 鳥取市朝月231

森岡 昌毅 鳥取市朝月233

大西 淳 鳥取市朝月238

川下 貞良 鳥取市朝月303－１

上田 隆 鳥取市朝月296－２

田渕 二男 兵庫県美方郡香美町香住区香住1821

岸本 稔 鳥取市里仁238－２

小谷 陽子 鳥取市佐治町加瀬木380

小西 昭代 大阪府茨木市鮎川三丁目11－18

上田 勝江 鳥取市朝月296－２

下村 美喜江 鳥取市気高町宝木789

岩本 泉 八頭郡八頭町見槻中187－１

田中 和子 鳥取市行徳二丁目401

福田 進 大阪府大阪市東淀川区淡路五丁目16－17

田中 クニエ 鳥取市桜谷433－２

田中 学 鳥取市新品治町70－８ サンハイツ６号
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田中 仁 鳥取市桜谷433－２

久保田 保男 青森県青森市金沢二丁目23－23

田中 玉子 鳥取市行徳二丁目401 �橋方

半田 仲治 鳥取市朝月298

半田 英昭 鳥取市朝月300－１

太田 喜久枝 鳥取市相生町四丁目408－４

結城 美幸 京都府京都市西京区大枝北福西町一丁目３－１ 31棟206号

田中 弘美 鳥取市菖蒲341－１

田中 道代 鳥取市宮長273－５

中原 学 鳥取市立川町五丁目51－24

大西 �次郎 千葉県船橋市古和釜町791－１ 船橋百寿苑

大西 波津枝 千葉県船橋市大穴南一丁目33－39

谷本 尭夫 鳥取市河原町河原150

谷本 一憲 鳥取市河原町河原150

山本 味香 岡山県総社市久代3805－１

近藤 敏範 鳥取市朝月315

別記２

前田 豊實 鳥取市下味野116－１

前田 照子 鳥取市下味野116－１

由田 幸仁 倉吉市上米積516

由田 広富 広島県広島市佐伯区藤の木三丁目11－16

藤原 幸恵 鳥取市下味野146

前田 和子 石川県金沢市神田一丁目22－35 神田ダイカンプラザ1103号

前田 貴彦 鳥取市下味野133－１

松本 重信 鳥取市下味野34－17

川口 保則 鳥取市下味野101

石田 益憲 鳥取市下味野103

上田 光秋 鳥取市下味野34－８

松本 廣道 鳥取市下味野104

前嶋 光人 鳥取市下味野41－16

前本 宗良 鳥取市下味野111

前本 正春 鳥取市下味野34－27

前本 すゑ子 鳥取市下味野113

山田 春喜 鳥取市下味野41－13

藤原 時子 鳥取市下味野36

中尾 接夫 鳥取市古海772

西田 さゆり 鳥取市河原町中井27－３

山根 千津子 八頭郡八頭町船岡892－２

前田 喜代和 鳥取市下味野41－26

坂本 光雄 鳥取市下味野118－１

坂本 ひめの 鳥取市下味野118－１

坂本 光晴 大阪府堺市土師町一丁目26－18

清宮 絹代 大阪府大阪市淀川区新北野三丁目７－17

鳥 取 県 公 報 (号外)第198号平成17年12月13日 火曜日6



坂本 和俊 兵庫県尼崎市東園田町五丁目64 清宮良男方

坂本 早苗 兵庫県尼崎市東園田町五丁目64 清宮良男方

瀬戸 敏彦 富山県新川郡朝日町桜町153－31

坂本 �美 鳥取市河原町渡一木257－４

松本 重春 鳥取市下味野３－９

中田 末雄 鳥取市下味野120

西村 孝 鳥取市下味野289－１

石田 久男 鳥取市下味野39－１

中井 美惠子 大阪府寝屋川市国松町８－26

前田 美子 鳥取市古海775

石田 幸夫 鳥取市下味野39－１

石田 政孝 東京都葛飾区東新小岩二丁目10－６－205号

寺越 美雪 兵庫県姫路市北平野二丁目10－48－１号

藤原 豊子 鳥取市下味野123

安田 末野 鳥取市馬場217

瀬戸根 勝義 岡山県美作市湯郷176－１

瀬戸根 秀幸 八頭郡八頭町南418－１

瀬戸根 俊明 大阪府大阪市東住吉区湯里二丁目１－11 シャルムメゾン針中野Ⅱ501号

東前 佐和子 京都府亀岡市�田野町天川本山26

林 春子 鳥取市下味野20－２

西垣 喜代野 鳥取市里仁33－４

中田 末子 鳥取市下味野29－６

山田 初子 鳥取市下味野18

林 幸二 大阪府守口市菊水通一丁目７－25－408号

林 和江 鳥取市下味野20－２

林 廣美 鳥取市下味野20－２

林 秋男 鳥取市国安113－６ 市住２号

春水 美佐江 鳥取市下味野10－２

林 すみゑ 大阪府門真市柳町５－１－603号

林 清一 大阪府門真市柳町５－１－603号

坂口 陽子 鳥取市徳尾125－60

林 裕介 鳥取市賀露町南四丁目15－15

宮野 宏次 鳥取市湖山町東五丁目516 Ｔ・ロジュマン201号

林 久悦 鳥取市賀露町南四丁目15－15

林 成佳 鳥取市賀露町南四丁目15－15

中田 喜代志 鳥取市下味野125

川口 厚彦 鳥取市下味野282－３

川口 寿美 鳥取市下味野１－１

川口 美代子 鳥取市下味野102－１

中田 亭一 鳥取市下味野302－15

福田 明彦 鳥取市下味野２－15

藤原 義藏 鳥取市下味野153

前田 政美 鳥取市下味野303－13

松本 和人 鳥取市下味野303－12
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中島 万寿雄 鳥取市下味野15－２

中島 一夫 鳥取市下味野34－11

藤本 美知子 倉吉市上米積364

中島 保正 京都府宇治市伊勢田町大谷22 パデシオン宇治伊勢田Ⅰ番館614号

田中 萬知子 鳥取市吉成97－10

中島 民夫 大阪府東大阪市大蓮南五丁目10－11号

福田 正雄 鳥取市下味野16－１

福田 孝雄 鳥取市下味野265－３

福田 實弘 鳥取市上味野30

藤原 みよ子 鳥取市下味野21－４

中島 哲夫 鳥取市下味野131－２

藤原 芳夫 鳥取市下味野47－５

藤原 照美 鳥取市宮長230－12

谷田 芳照 鳥取市大杙175

森木 かずゑ 八頭郡八頭町土師百井230

吉田 里江 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2021－１

藤原 逸夫 鳥取市宮長261－29

藤原 清一 鳥取市下味野68

山田 隆美 鳥取市下味野100－４

上田 正就 鳥取市下味野137

藤原 敬一 鳥取市下味野138

福田 和代 鳥取市上味野６－４

中山 保義 鳥取市河原町佐貫1002－８

岸本 久美子 八頭郡智頭町大字智頭1319－１

中山 秀範 鳥取市河原町佐貫1107－17

岸本 淳子 鳥取市徳尾102－11

福田 英雄 鳥取市上味野６－４

福田 幸浩 岡山県岡山市高屋90－１

船越 壽美代 兵庫県姫路市広畑区北野町一丁目48－22

福田 透 大阪府八尾市長池町四丁目９

福田 晃枝 大阪府八尾市長池町四丁目９

松本 壽枝 京都府天田郡夜久野町字板生2796

川口 春範 鳥取市下味野15－18

坂本 秀夫 鳥取市下味野259－２

福田 敏子 鳥取市上味野30

田中 悦子 鳥取市吉岡温泉町117

松本 鉄彦 鳥取市下味野144

福田 勝範 鳥取市下味野287－５

藤原 博文 鳥取市下味野146

川口 �蔵 鳥取市下味野147

藤原 政雄 鳥取市下味野41－１

前田 岩男 鳥取市古海702－２

西本 益子 鳥取市上味野44－２

藤原 義久 大阪府東大阪市新町２－31 正起瓢箪山ハイツ606号
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藤原 紀久子 大阪府東大阪市新町２－31 正起瓢箪山ハイツ606号

今井 津多子 京都府京都市山科区栗栖野打越町７

田中 由美子 鳥取市上味野５－７

藤原 長太郎 鳥取市大桷330 高草あすなろ

福田 良智 鳥取市下味野219－１

前田 しげの 鳥取市下味野155

井上 悦惠 兵庫県姫路市豊富町豊富1821

及川 好恵 東京都小平市大沼町一丁目170－３ 大沼一丁目第３アパート３－404号

前田 健司 鳥取市下味野155

長田 亮 鳥取市下味野262 市住14号

長田 茂 東京都江戸川区中葛西三丁目34－13 ウエスタン葛西店

中村 彩 鳥取市相生町三丁目103 市住ＲＣ２－53号

上田 壽一 鳥取市下味野155－４

西村 清次郎 東京都大田区西六郷二丁目46－14

坂口 静雄 鳥取市下味野157－１

坂口 康子 大阪府堺市大浜南町二丁目８－９

山口 秋枝 鳥取市河原町佐貫1077－２

北山 妙子 鳥取市野寺134－11

坂口 博江 鳥取市下味野262 市住９号

與世田 久美子 兵庫県西宮市泉町１－95－1216号

坂口 和伸 大阪府堺市大浜南町二丁目８－９

坂口 初惠 鳥取市下味野４－14

松本 あいの 鳥取市下味野188－10

中村 てる子 鳥取市下味野160

森下 一雄 鳥取市下味野15－20

澤口 澄江 鳥取市国安923

石田 志保子 鳥取市下味野103

森下 邦夫 東伯郡琴浦町大字下伊勢478－４

澤口 伸一 鳥取市国安923

飯塚 道子 鳥取市美萩野三丁目74

山根 愛子 八頭郡八頭町船岡868

福田 和博 鳥取市下味野192－８

山田 幹豊 鳥取市下味野194－１

前田 清範 鳥取市下味野34－16

前田 さわ 鳥取市下味野34－16

前田 一惠 鳥取市下味野302－14

村田 幸範 鳥取市馬場214－１

本荘 廣子 倉吉市北野640－７

村田 繁春 鳥取市馬場208－１

前田 秀幸 鳥取市下味野295－32

山本 光博 静岡県浜松市若林町554－４

前田 辰美 埼玉県久喜市大字下早見563－１

前田 靖志 鳥取市下味野302－14

宮本 るみ子 東伯郡琴浦町大字下伊勢266－３
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村田 さつき 鳥取市富安二丁目124 シンシア103号

木下 栄子 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町六丁目２－４－103号

林 すみゑ 大阪府門真市柳町５－１－603号

別記３

福田 孝幸 鳥取市下味野181

福田 盛彦 青森県むつ市小川町一丁目19－81

福田 孝光 奈良県北葛城郡上牧町下牧二丁目５－10

上田 有香 鳥取市下味野150

上田 絵美 鳥取市下味野150

上田 裕一 鳥取市下味野150

上田 伊都子 鳥取市下味野150

福田 喜美雄 千葉県習志野市東習志野八丁目31－18－602号

中田 みつ 鳥取市下味野161－１

浅田 收 鳥取市下味野34－18

西村 義男 鳥取市下味野192－10

中田 峯雄 鳥取市下味野164－１

依本 春枝 鳥取市下味野41－２

坂本 澄枝 鳥取市下味野119

坂本 正志 鳥取市下味野119

中田 和久 滋賀県草津市芦浦町34

氏 秀子 奈良県天理市兵庫町447－１ 岡部文化住宅

安木 順子 鳥取市今町二丁目312 章マンション

山根 政枝 鳥取市西円通寺34

中田 政子 京都府京都市伏見区向島藤ﾉ木町72－９ 向島市営住宅９－１棟708号

山田 壽子 鳥取市吉成南町一丁目２－２

松本 喜代志 鳥取市下味野34－10

松本 さよ 鳥取市下味野８－３

田中 繁美 鳥取市下味野168－１

田中 眞 鳥取市下味野10－１

田中 しづ子 鳥取市下味野10－１

坂根 壽枝 鳥取市円通寺278

岡本 澄枝 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2019－１

坂本 壽彦 鳥取市下味野295－６

森下 裕一 鳥取市大覚寺108－９ グラナーテＵ201号

前田 彌生 鳥取市下味野303－13

吉村 輝子 岡山県真庭市蒜山上長田1695－21

吉村 美佐枝 鳥取市下味野262 市住6号

森下 薫 京都府亀岡市北河原町二丁目１－10－202号

森下 美恵子 京都府京都市西京区大枝西新林町四丁目５ 12棟504号

杉浦 �子 鳥取市国安505

森下 真名 鳥取市下味野15－17

竹内 玲奈 滋賀県草津市芦浦町406

杉浦 緑 鳥取市国安505
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杉浦 良太郎 鳥取市国安505

吉田 光代 石川県加賀市作見町ソ55－１

中島 良政 鳥取市下味野171

松本 重光 鳥取市下味野301－７

藤原 哲幸 鳥取市下味野173

前嶋 ちよ子 鳥取市下味野301－９

西本 一美 京都府城陽市枇肥庄知原５ 栄荘１Ｆ

林 きみ子 鳥取市吉岡温泉町104

亀田 智惠子 兵庫県神戸市兵庫区会下山町一丁目１－29 魚住住宅Ｂ－２

笠井 美和子 兵庫県神戸市北区南五葉二丁目４－16－108号

西本 重行 鳥取市下味野175

西本 秀政 兵庫県神戸市兵庫区水木通一丁目４－15 グランドール兵庫403号

西本 裕一 鳥取市下味野301－１

西本 雅美 鳥取市下味野301－１

藤原 智美 鳥取市面影一丁目13－５－303号 県住２－303号

澤口 良一 鳥取市下味野176－１

澤田 眞智子 鳥取市野寺132－２

岸野 春惠 八頭郡八頭町東402－１

川口 房榮 大阪府大阪市旭区高殿六丁目16－15号

山田 規祥 米子市灘町二丁目39

山田 榮一 鳥取市野寺136－１

山田 啓司 鳥取市野寺136－１

山田 克紀 鳥取市野寺136－１

山田 洋次 鳥取市野寺136－１

福田 義光 倉吉市小鴨1147－28

福田 勝一 倉吉市小鴨1147－28

福田 一恵 倉吉市小鴨1147－28

福本 洋子 鳥取市国安81－８

福田 利彦 大阪府八尾市安中町四丁目３－28

椋田 正晴 鳥取市国安78－19

椋田 義徳 鳥取市国安78－19

岡田 由美子 米子市東福原五丁目１－14

椋田 博 大阪府堺市七道東町126－72

中田 千代� 鳥取市下味野177

西本 節夫 鳥取市下味野34－６

奥田 和子 鳥取市下味野97

西本 千代美 鳥取市下味野178

西本 廣美 東伯郡北栄町江北480－13

田中 悦子 鳥取市下味野183

西本 浩人 東伯郡北栄町江北481－72

西本 順二 東伯郡北栄町江北468－37

西本 政美 東伯郡湯梨浜町大字田後157－15

西本 達也 東伯郡北栄町田井19－２

田中 政春 鳥取市下味野179－１
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依本 光政 鳥取市下味野41－２

田中 義夫 鳥取市上味野５－７

中田 輝美 鳥取市下味野262

中田 均 鳥取市下味野176

西本 忠春 鳥取市上味野44－２

亀田 貞子 鳥取市徳吉272－１ 市住Ｒ19－４号

前田 その 鳥取市下味野244

松本 晃一郎 鳥取市下味野185－１

松本 美代子 鳥取市下味野185－１

溝延 晃代 鹿児島県国分市野口西21－11

山下 求 鳥取市下味野295－20

松本 静夫 鳥取市下味野189－３

前川 芳惠 鳥取市西品治608－８

鳥羽 剛 鳥取市桂見855－10

清水 美江子 京都府八幡市男山松里４－19

松本 裕二 鳥取市下味野21－６

中村 一広 鳥取市国府町麻生380－14

坂本 静子 鳥取市下味野189－１

福田 進 鳥取市下味野189－６

前嶋 秋光 鳥取市下味野25－３

依本 春道 鳥取市下味野189－５

山本 良男 鳥取市下味野34－28

山本 政雄 大阪府大阪市港区築港四丁目５－10 吉村建設

上田 孝春 鳥取市源太24－８

中田 政光 鳥取市下味野191－６

前嶋 美津枝 東伯郡湯梨浜町大字久見178－２

岸本 愛子 鳥取市数津23－22

中田 英幸 倉吉市山根603－１ つつじ屋第２ビル５号

中田 泰子 鳥取市正蓮寺35－７ ハイツいせきＣ－３号

日高 香織 鳥取市国府町奥谷三丁目305－２ コーポアルファ107号

日高 宏之 東京都豊島区北大塚三丁目20－18 ユースフル大塚205号

村田 美穂 鳥取市面影二丁目２－１

伊藤 奈美 鳥取市桜谷688 桜ケ岡ハイツＡ－103号

川口 義幸 鳥取市下味野34－12

山本 美江子 鳥取市宮長24－６

亀田 �雄 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台八丁目７－17

亀田 道範 奈良県北葛郡城當麻町大字木戸194－７

亀田 晃之 兵庫県尼崎市小中島三丁目５－28 ４Ｆ15号

亀田 義行 大阪府堺市南花田町374

遍々古 京子 大阪府堺市毛穴町324－46

新井 幸博 境港市小篠津町4101－１ 県営夕日ケ丘団地Ｄ棟123号

北村 照夫 鳥取市下味野191－２

中田 顯一 鳥取市下味野191－14

佐野 泰子 鳥取市徳吉272－１ 市住Ｒ19－１
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西野 定恵 大阪府堺市上野芝町五丁目７－１

豆田 貴代美 千葉県浦安市弁天一丁目21－５－103号 コンフォール浦安弁天

松本 昌一 鳥取市若葉台南三丁目14－２

西本 憲政 鳥取市下味野191－16

西本 勉 鳥取市古海777－９

中島 恵美子 鳥取市徳尾158－１

杉岡 �子 岡山県津山市院庄820－１

西本 衛 鳥取市下味野28－５

小林 佐和子 岡山県津山市二宮2285－15

東田 洋惠 鳥取市河原町曳田299－７

田中 義一 鳥取市下味野57－７

石田 俊夫 鳥取市下味野300－２

西村 豊春 鳥取市下味野192

西村 富子 鳥取市下味野192

居川 初子 東伯郡湯梨浜町大字久見172－５

森本 君子 鳥取市源太８－１

西村 百合栄 鳥取市下味野94－１ 市住Ｂ－14号

前田 美智子 鳥取市源太20－１

前本 秀信 鳥取市源太12－６

前本 政秀 大阪府豊中市利倉東一丁目１－30－311号

前本 義高 鳥取市源太12－７

西村 一雄 大阪府大阪市大正区千島一丁目23－26 ビーナスホーム千島園

藤原 義孝 鳥取市下味野192－２

前田 幸子 滋賀県湖南市三雲1496－56

坂本 勝彦 鳥取市西円通寺８

松田 美穂 岩美郡岩美町大字恩志195

藤原 千惠子 鳥取市下味野192－２

田中 常藏 鳥取市古海715－10 県住５－105号

小林 正枝 岡山県津山市押入907－36

別記４

川口 ツヤ子 鳥取市下味野29－３

山本 千壽惠 鳥取市元魚町四丁目201－２

川口 一二三 鳥取市下味野29

川口 節子 鳥取市下味野29－３

村上 幸子 鳥取市西品治765－１

上田 春雄 鳥取市下味野13－１

田中 恵美子 鳥取市下味野31－６

藤原 綾子 米子市西福原1616 ２－203号

久野 友美 東伯郡湯梨浜町大字久留115－３ オアーゼⅠ－201

谷口 真由美 鳥取市永楽温泉町509 永楽マンション201号

谷口 友也 鳥取市永楽温泉町509 永楽マンション201号

谷口 一行 鳥取市永楽温泉町509 永楽マンション201号

伊藤 �子 東伯郡北栄町大島1001－３
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坂本 澄枝 鳥取市下味野119

福田 昭弘 鳥取市上味野６－19

山根 保彦 鳥取市円通寺274－４

�岡 辰彦 鳥取市嶋51－１

�岡 みや子 鳥取市嶋51－１

西村 法子 鳥取市河原町曳田1013－２

山田 節子 鳥取市下味野262 市住８号

前本 洋子 鳥取市下味野111

藤原 吉信 鳥取市下味野21－５

上田 壽美 鳥取市下味野21－８

上田 きみ 鳥取市赤子田451 美和あすなろ

上田 親孝 鳥取市源太18－２ 県住Ｄ－７号

奥田 浩 愛知県名古屋市緑区鳴子町四丁目１ 鳴子団地32棟－401号

上田 一夫 鳥取市古海718－５

上田 喜代美 鳥取市下味野301－５

坂本 百合子 鳥取市円通寺886

有本 壽惠 鳥取市国安114－１

前田 良子 鳥取市下味野303－11

上田 肇 鳥取市下味野21－１

河田 伸二 鳥取市国安183－３

田中 礼子 鳥取市吉成南町一丁目25－25 ロイヤルハイツ吉成206号

米津 一子 京都府京都市右京区太秦海正寺町８－１

石田 新市 鳥取市下味野40

前嶋 武夫 京都府京都市伏見区石田森南町34 住宅公団醍醐石田団地15－301澤井方

松本 國子 鳥取市下味野25－５

西本 千代吉 鳥取市下味野28－１

松本 善蔵 鳥取市下味野29－３

浅田 智 鳥取市下味野４－13

中田 忠良 鳥取市下味野29－６

中田 喜代子 鳥取市下味野41－14

中田 節子 鳥取市下味野４－16

中田 昇 鳥取市下味野302－13

中田 嘉光 福岡県北九州市小倉南区葉山町三丁目12－７

中田 政彦 鳥取市下味野34－15

中田 政春 東京都大田区南六郷二丁目23－12 ハイム・ツル201

西村 清次郎 東京都大田区西六郷二丁目46－14

沖島 美幸 岩美郡岩美町大字浦富1045－19

山田 勝枝 鳥取市下味野41－14

中田 純子 鳥取市下味野41－14

中田 進 鳥取市下味野41－８

西川 ふゆ子 鳥取市西品治678－３

中山 ますの 鳥取市吉成748－８

中田 雪男 鳥取市田島559－１

�田 君代 鳥取市松原231－１
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中田 秀明 大阪府大阪市平野区平野東三丁目５－33

中尾 末子 鳥取市古海825－６

中島 道江 鳥取市源太94－１

中田 時夫 鳥取市下味野31

中島 宏 鳥取市下味野31

瀧村 その 鳥取市国府町麻生250－８

中村 ちよこ 兵庫県美方郡香美町香住区香住1345－１

西口 貞子 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2337－１

山田 照夫 千葉県市川市中国分二丁目21－９ クリーンヒルズ１番館203号

安井 壽美 兵庫県豊岡市栃江1044－27

安井 武壽 兵庫県豊岡市栃江1044－27

坂本 弘壽 愛知県西春日井郡師勝町大字鹿田字丹波屋敷228 セゾンコザワ201号

西村 恵津子 鳥取市国安943－２

佐藤 夫佐代 鳥取市古海635－14

中島 美佐惠 鳥取市下味野31

中島 公之 鳥取市古海635－８

中島 美智子 鳥取市下味野31

八瀬川 嘉一 鳥取市国府町町屋119

八瀬川 智惠美 鳥取市国府町町屋119

八瀬川 智枝子 鳥取市国府町町屋119

西本 初江 鳥取市下味野34－７

浅田 ゆかり 鳥取市下味野310－２

中島 厚子 鳥取市古海763－14

中島 光広 鳥取市古海763－14

中島 みや子 鳥取市古海763－14

田中 秀雄 鳥取市下味野31－６

依本 壽美夫 鳥取市下味野31－２

村田 志げの 鳥取市馬場60－10

藤井 美咲子 大阪府岸和田市加守町二丁目15－10

鈴木 由紀子 鳥取市浜坂東一丁目１－３ アジアハイツ２ＤＫ３号

鈴木 壽美 岩美郡岩美町大字本庄304

鈴木 逸雄 鳥取市丸山町215－１ フォンテーヌ丸山103号

鈴木 きくの 岩美郡岩美町大字本庄304

小山 陽子 鳥取市国府町麻生369－18

山田 美砂子 鳥取市国府町麻生204

山田 広美 鳥取市国府町麻生204

中田 節子 鳥取市三津869－７ 三津白寿苑

依本 直樹 鳥取市源太８－14

依本 英一 鳥取市源太12－２

山脇 美鈴 鳥取市吉成南町一丁目22－27

依本 久子 鳥取市源太８－14

中嶋 菊枝 鳥取市下味野94－15 県住４－２

谷口 秋子 東伯郡北栄町江北436－９

依本 まつ子 鳥取市下味野31－２
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逢坂 朋枝 香川県高松市木太町3212－14

依本 正人 鳥取市緑ケ丘三丁目10－17

依本 隆志 鳥取市円通寺1229 市住Ｃ－121号

依本 達矢 鳥取市円通寺1229 市住Ｃ－121号

依本 沙奈 鳥取市円通寺1229 市住Ｃ－121号

廣田 美惠子 鳥取市国府町町屋520

藤原 重春 鳥取市下味野34－26

田中 安子 鳥取市下味野34－30

藤原 千惠子 鳥取市下味野192－２

�田 ふき子 鳥取市河原町佐貫921－１

田村 ひとみ 兵庫県神戸市兵庫区菊水町九丁目１－５ 菊水荘101号室

田村 昇志 鳥取市古海748－14

田村 智恵美 鳥取市古海748－14

中田 米春 鳥取市下味野31

松本 保美 鳥取市下味野27－４

藤原 廣幸 鳥取市野寺24－１

澤口 貞春 鳥取市下味野295－17

前田 俊幸 鳥取市下味野32－４

浅田 榮五郎 鳥取市下味野310－２

浅田 安道 鳥取市下味野143

松本 静夫 鳥取市下味野189－３

前川 芳惠 鳥取市西品治608－８

鳥羽 剛 鳥取市桂見855－10

清水 美江子 京都府八幡市男山松里４－19

中村 一広 鳥取市国府町麻生380－14

松本 裕二 鳥取市下味野21－６

坂本 武男 鳥取市西円通寺３

橋本 喜美江 鳥取市吉成二丁目16－３

坂本 武和 鳥取市西円通寺３

秋山 美佐枝 鳥取市円通寺283

藤原 末光 鳥取市下味野10

前田 菊枝 鳥取市下味野３－２

前嶋 憲夫 鳥取市下味野32－８

藤原 幹義 鳥取市下味野36－３

藤原 繁敏 鳥取市下味野198

前嶋 寛 鳥取市下味野77－11

中田 政子 京都府京都市伏見区向島藤ノ木町72－９ 向島市営住宅９－１棟708号

前嶋 俊次郎 千葉県市原市姉崎203

前嶋 シゲ子 鳥取市下味野94－15 県住２－２

石田 芳江 鳥取市下味野37－１

中田 淹男 鳥取市下味野４－16

前田 吉一 鳥取市立川町五丁目279－１ リバーサイドグリーン102号

浅田 ふみ子 鳥取市下味野41－18

松本 金市 鳥取市下味野198－７
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前本 秀信 鳥取市源太12－６

藤原 政司 鳥取市下味野32－６

藤原 久惠 鳥取市下味野32－６

藤原 年子 鳥取市下味野32－６

松本 悦子 鳥取市下味野301－７

八田 正子 鳥取市大杙167

藤原 八恵美 鳥取市徳吉272－１ 市住Ｒ５－16

竹田 誠子 鳥取市下味野32－７

依本 千代人 愛知県小牧市久保一色南二丁目101 パレス303号

村田 鶴藏 鳥取市馬場227

村田 花江 鳥取市馬場214－１

村田 幸範 鳥取市馬場214－１

中山 美佐江 鳥取市数津21－１ 県住303号

橋本 ふで子 八頭郡八頭町島301－３

田中 石夫 埼玉県桶川市鴨川一丁目11－５

西本 久治 鳥取市美萩野二丁目43

西本 美千代 大阪府豊中市上新田二丁目９－26－301号

西本 敏彦 大阪府大東市三箇六丁目17－10

岡田 ひとみ 鳥取市的場三丁目53

中村 秀明 鳥取市南吉方三丁目302－２

藤原 仙太郎 鳥取市下味野36

坂口 亀太郎 鳥取市下味野37

藤原 信幸 鳥取市下味野36－２
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