
No. 地区 認 可 年 月 日事 務 所印鑑登録
1 明倫 鍛冶町2丁目住民自治の会 H4.7.20 倉吉市鍛冶町2丁目2889番地8
2 高城 下米積自治公民館 H6.2.23 倉吉市下米積404番地
3 高城 服部自治公民館 H6.3.11 倉吉市服部621番地1
4 上北条 大塚自治公民館 H6.9.16 倉吉市大塚196番地1
5 上北条 中江西自治公民館 H6.11.9 中江西自治公民館長宅 有
6 高城 上大立自治公民館 H7.8.3 倉吉市上大立297番地 有
7 成徳 明治町自治公民館 H8.3.18 倉吉市明治町1019番地4
8 小鴨 福守町自治公民館 H8.10.21 倉吉市福守町187-3 有
9 社 国分寺自治公民館 H8.10.21 倉吉市国分寺108番地1
10 高城 福積自治公民館 H8.10.21 倉吉市福積191番地1
11 灘手 鋤自治公民館 H8.11.14 倉吉市鋤144番地-1
12 社 不入岡自治公民館 H8.12.6 倉吉市不入岡329番地4
13 上灘 三明寺東自治公民館 H8.12.6 倉吉市巌城827番地1
14 社 秋喜新町自治公民館 H9.6.27 倉吉市秋喜470番地22 有
15 成徳 東仲町自治公民館 H9.10.28 倉吉市東仲町2575番地
16 高城 上福田自治公民館 H9.11.19 倉吉市上福田395番地1
17 上井 柳町自治公民館 H9.11.19 倉吉市上井396番地2 有
18 高城 桜自治公民館 H9.11.19 倉吉市桜416番地6
19 上井 旭西自治公民館 H9.11.25 倉吉市上井396番地2 有
20 上灘 駄経寺町自治公民館 H9.12.12 倉吉市駄経寺町69番地
21 成徳 宮川町2丁目自治公民館 H10.3.19 倉吉市宮川町2丁目5 有
22 上井 海田西町・河北町自治公民館 H10.11.20 倉吉市海田西町1丁目293 有
23 上北条 古川沢自治公民館 H11.1.26 倉吉市古川沢246 有
24 上灘 田内自治公民館 H11.1.28 倉吉市巌城1169番地3
25 上灘 昭和町自治公民館 H11.3.3 倉吉市昭和町2丁目35 有
26 西郷 山根自治公民館 H11.7.19 倉吉市山根237番地 有
27 西郷 上余戸自治公民館 H11.7.19 倉吉市上余戸256番地 有
28 北谷 沢谷自治公民館 H11.8.18 倉吉市沢谷137-1
29 成徳 宮川町自治公民館 H11.8.18 倉吉市宮川町192番地7 有
30 上小鴨 福山自治公民館 H12.3.6 倉吉市福山59-3 有
31 灘手 津原自治公民館 H12.5.29 倉吉市津原428番1
32 成徳 荒神町自治公民館 H12.7.18 倉吉市荒神町390番地4 有
33 灘手 穴田自治公民館 H12.9.1 倉吉市鋤36-1
34 成徳 西町自治公民館 H13.8.15 倉吉市西町2707
35 灘手 別所自治公民館 H13.11.6 倉吉市別所242-1 有
36 社 黒見自治公民館 H14.2.13 倉吉市黒見332番地 有
37 灘手 尾原自治公民館 H14.7.8 倉吉市尾原424番地 有
38 社 上神自治公民館 H15.1.28 倉吉市上神352番地3
39 上北条 小田東自治公民館 H15.3.20 代表者宅 有
40 上灘 円谷町自治公民館 H15.4.21 倉吉市円谷町527番地
41 明倫 河原町自治公民館 H16.3.4 倉吉市河原町1936番地1 有
42 高城 下福田自治公民館 H16.4.12 倉吉市下福田351番地2 有
43 上井 上井町1丁目東自治公民館 H16.4.15 倉吉市上井町1丁目2番地5 有
44 上井 上井町1丁目西自治公民館 H16.4.15 倉吉市上井町1丁目2番地5 有
45 北谷 三江自治公民館 H16.5.13 倉吉市三江422番地1 有
46 上井 天神町自治公民館 H16.8.9 代表者宅
47 高城 横手自治公民館 H16.10.27 倉吉市大立218番地2 有
48 上小鴨 上古川自治公民館 H16.11.30 倉吉市上古川85番地2 有
49 西郷 大原自治公民館 H17.2.9 倉吉市大原187番地1 有
50 成徳 東町自治公民館 H17.2.18 倉吉市荒神町357番地15 有
51 上井 海田東町自治公民館 H17.5.9 倉吉市海田東町77番地1 有
52 小鴨 長坂新町自治公民館 H17.9.2 代表者宅 有
53 関金 大鳥居自治公民館 H13.9.25 倉吉市関金町大鳥居（公民館長宅） 有
54 関金 今西自治公民館 H13.10.22 倉吉市関金町今西901番地 有
55 関金 駅前自治公民館 H14.1.25 倉吉市関金町大鳥居65番地3 有
56 関金 郡家自治公民館 H16.4.1 倉吉市関金町郡家467番地5 有
57 上井 大平町自治公民館 H18.2.14 倉吉市大平町353番地６ 有
58 西郷 下余戸自治公民館 H18.6.7 倉吉市下余戸125番地1 有
59 小鴨 打吹団地自治公民館 H18.9.19 倉吉市生田85番地17 有
60 北谷 福本自治公民館 H18.10.2 倉吉市福本109番2
61 上小鴨 広瀬自治公民館 H18.11.27 倉吉市広瀬568番地1 有
62 北谷 中野自治公民館 H19.1.19 倉吉市中野字上中島164番地1 有
63 社 国府自治公民館 H19.1.23 倉吉市国府357番地 有
64 社 和田自治公民館 H19.3.27 倉吉市和田字北田271-6番
65 明倫 余戸谷町自治公民館 H20.1.31 倉吉市余戸谷町2991番地58
66 成徳 新町1丁目自治公民館 H20.2.27 倉吉市新町１丁目2422番地２
67 明倫 越殿町自治公民館 H21.2.2 倉吉市越殿町1553番地６
68 小鴨 中河原自治公民館 H21.2.5 倉吉市中河原634番地１ 有
69 上井 海田南町自治公民館 H21.2.27 倉吉市海田南町235番地16
70 明倫 福吉町自治公民館 H21.3.23 倉吉市福吉町1118番地
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71 上小鴨 耳自治公民館 H21.6.18 倉吉市耳大地木797番地 有
72 北谷 森自治公民館 H21.6.23 倉吉市森字屋敷通239番地 有
73 小鴨 小鴨自治公民館 H21.10.6 倉吉市小鴨434番地２ 有
74 小鴨 鴨川町南自治公民館 H21.10.15 倉吉市鴨川町116番地の８
75 上北条 中江自治公民館 H21.11.25 倉吉市中江180番地 有
76 明倫 みどり町自治公民館 H22.2.8 倉吉市みどり町3179番地５
77 成徳 堺町２丁目自治公民館 H22.2.8 倉吉市堺町２丁目947番地 有
78 上小鴨 住吉自治公民館 H22.12.10 倉吉市上古川656番地２ 有
79 上北条 小田自治公民館 H22.12.10 倉吉市小田85－２番地
80 上灘 東巌城町自治公民館 H23.3.11 倉吉市東巌城町100番地 有
81 北谷 忰谷自治公民館 H23.4.21 倉吉市忰谷上山陰692番地
82 関金 大坪自治公民館 H23.6.10 倉吉市関金町関金宿字大坪1025番地３ 有
83 上小鴨 石塚自治公民館 H24.1.26 倉吉市石塚215番地
84 上井 上井本町自治公民館 H24.2.29 倉吉市上井町二丁目４番11 有
85 上小鴨 蔵内自治公民館 H24.4.11 倉吉市蔵内43番地 有
86 明倫 鍛冶町一丁目自治公民館 H24.5.18 倉吉市鍛冶町１丁目2971番地28 有
87 上小鴨 生竹自治公民館 H24.12.28 倉吉市鴨河内2731番地７
88 社 横田自治公民館 H25.1.29 倉吉市横田字坂野前416番５ 有
89 西郷 虹ヶ丘町自治公民館 H25.2.25 倉吉市虹ヶ丘町209番地
90 明倫 越中町自治公民館 H25.3.1 倉吉市越中町2120-1
91 西郷 伊木自治公民館 H25.5.7 倉吉市伊木93番地
92 小鴨 岩倉自治公民館 H25.10.31 倉吉市岩倉601番地 有
93 成徳 大正町二丁目自治公民館 H26.2.17 倉吉市大正町二丁目57番地2
94 小鴨 富海自治公民館 H26.4.2 倉吉市富海692番地 有
95 上小鴨 中田自治公民館 H26.4.9 倉吉市鴨河内1818番地2
96 明倫 瀬崎町自治公民館 H27.8.31 倉吉市瀬崎町2763-1番地
97 小鴨 大宮自治公民館 H28.3.2 倉吉市大宮186-2番地
98 小鴨 下大江自治公民館 H28.3.7 倉吉市下大江183-3
99 社 大谷茶屋自治公民館 H30.5.17 倉吉市大谷茶屋883番地177
100 社 秋喜西町自治公民館 H30.8.1 倉吉市秋喜西町54番地 有
101 北谷 才ヶ崎自治公民館 H31.3.1 倉吉市三江143番地１
102 上井 福庭自治公民館 H31.3.11 倉吉市福庭192番地 有
103 上井 清谷自治公民館 H31.3.19 倉吉市清谷643番地 有
104 関金 山口自治公民館 R1.8.20 倉吉市関金町山口637番地
105 成徳 堺町三丁目自治公民館 R2.8.18 倉吉市堺町三丁目58番地
106 北谷 大河内自治公民館 R4.1.17 倉吉市大河内323番地7


