
【抑制期間】

ＧＷ・・４/28～５/６　盆・・・８/11～８/19 現在
年末年始・・・12/29～１/３

番号 路線名 規制箇所 規制内容 規制理由 迂回路 備考

2414 市道 上井羽合線（歩道部） 福庭町１丁目地内 歩道一部幅減少 H31.3.26～R1.7.15 8：30～17：00 給水管引込工事のため うち４日程度

2442 市道 中尾中田線 鴨河内地内 全面通行止 H31.3.12～R1.8.31 終日
ため池改修に伴う市道嵩上げのた
め

2515
一般県道 倉吉環状線・倉吉江北線・巌城
上灘線

巌城1005地先～八屋145-2
地先、巌城692-2地先

車線規制又は片側交互通
行、歩道規制

H31.3.18～R2.5.12
昼間 9:00～16:00
夜間 22:00～6:00

太陽光発電所自営線設置のため
日曜日を除く
規制は工区毎に順次実施

2515
主要地方道 鳥取鹿野倉吉線・倉吉青谷線
、一般国道 179号

巌城1005地先～八屋145-2
地先、巌城692-2地先

車線規制又は片側交互通
行、歩道規制

H31.3.18～R2.5.12
昼間 9:00～16:00
夜間 22:00～6:00

太陽光発電所自営線設置のため
日曜日を除く
規制は工区毎に順次実施

2617 一般県道 下見関金線 河来見地内 全面通行止 H31.3.27～R1.7.9 8：30～17：00 災害復旧工事のため 夜間開放

2618 一般県道 下見関金線 上大立地内 全面通行止 H31.3.27～R1.7.9 終日 災害復旧工事のため

2620 一般県道 清谷北条線 新田橋 片側交互通行 H31.3.27～R1.6.10 8：30～17：00 橋梁補修工事のため うち30日間

58 市道 上井清谷線 外22路線 清谷地内外 片側交互通行 H31.4.19～R1.8.9 9：00～17：00
下水道管渠及びマンホール調査業
務のため

移動式規制（２時間程度）

113 市道 三明寺西田内線 巌城1607-1～1005地先
車両通行止
片側交互通行

H31.4.24～R2.3.31 9：00～17：00
太陽光発電所自営線設置工事のた
め

作業後開放

165 市道 八屋中央線 八屋214-1先 車両通行止 R1.5.13～R1.5.31 9：00～11：00 文字取付のため
うち１日程度
作業後開放

179 市道 上井海田東町線 海田東町地内 車両通行止 R1.5.13～R1.5.31 13：00～17：00 電柱建替に伴う試掘工事のため 作業後開放

222 市道 竹田橋八屋線 八屋150-12～八屋154-3 片側交互通行 R1.5.8～R2.3.31 9：00～17：00
太陽光発電所自営線設置工事のた
め

作業後開放

223
市道 大原山根線
市道 上余戸4号線

八屋150-12～上余戸450-1
先、上余戸450-1～459先

車両通行止
片側交互通行

R1.5.8～R2.3.31 9：00～17：00
太陽光発電所自営線設置工事のた
め

作業後開放

252 市道 新町3丁目堺町3丁目線 魚町2518地先 車両通行止 R1.5.15～R1.6.15 9：00～16：00 旧倉繁邸裏座敷修理工事のため
うち２日程度
作業後開放

276 市道 広瀬町中央線
広瀬町～福吉町２丁目地
内

歩道幅員減少 R1.6.3 9：00～11：00 危険物安全週間出場訓練のため 作業後開放

289 市道 鴨川町７号線 鴨川町107番15地内 車両通行止 R1.5.30～R1.8.30 8：30～17：00 宅地給水管引込工事のため
うち４日程度
作業後開放

308 市道 大境線 関金町小泉地内
車両通行止及び片側交互
通行

R1.5.27、R1.5.30 9：00～17：00 電線建柱・電線移設工事のため 作業後開放

350 市道 沢谷中央線 沢谷182-1番地先 片側交互通行 R1.6.1～R1.6.30 9：00～17：00 給水管引込工事のため
うち３日程度
作業後開放

368 市道 余戸谷町７号線 余戸谷町地内 車両通行止 R1.5.30 9：00～10：30 電線支持金物類の取替工事のため 作業後開放

369 市道 下余戸八屋線 下余戸156-3地先 片側交互通行 R1.6.10～R1.7.31 9：00～16：30 電柱建替工事のため
うち２日程度
作業後開放

370 市道 生田中央線 生田地内
車両通行止
片側交互通行

R1.6.14 9：00～17：00 電気工事のため 作業後開放

372 市道 明治町新町２丁目線 明治町地内 道路幅員減少 R1.6.6～R1.7.5 9：00～17：00 打吹回廊整備事業のため
うち３日程度
作業後開放

380 市道 新町３丁目２号線 新町３丁目2295先 車両通行止 R1.5.29～R1.6.28 9：00～17：00 地震災害復旧工事のため
うち４日程度
作業後開放

388 市道 天神野４号線 小鴨地内 車両通行止 R1.6.5 13：00～17：00 電気工事のため 作業後開放

392 市道 清谷町１丁目11号線 清谷町１丁目地内 車両通行止 R1.6.3～R1.6.28 8：30～17：00 給排水管取出工事のため
うち１日程度
作業後開放

市道 野添１号線 野添地内 幅員減少 H30.12.6～R1.6.28 8：30～17：00 舗装修繕工事のため 日曜祝日は除く

市道 岡椋波線
市道 般若椋波線

椋波地内外 車両通行止 H31.2.20～R1.8.30 8：30～17：00 道路災害復旧工事のため

市道 大河内つつじが丘線 大河内地内 全面通行止 H31.4.1～R1.5.30 終日 道路災害復旧工事のため

市道 大谷大谷茶屋線 不入岡 片側交互通行 H30.12.5～R1.5.31 終日 舗装改良工事のため

市道 西倉吉町北野線 北野外 車両通行止 H30.12.22～R1.6.30 8：30～17：00 道路改良工事のため

市道 仲ノ町明治町線 新町2丁目～明治町地内 全面通行止 R1.5.13～R1.8.30 8：30～17：00 舗装修繕工事のため

市道 新町２丁目宮川町線 研屋町地内 車両通行止 R1.5.20～R1.7.22 終日 側溝改良工事のため

市道 八屋中央線 八屋地内 片側交互通行 R1.6.3～R1.6.28 8：30～17：00 消火栓修繕工事のため うち２日程度

通行規制実施（予定）一覧表

規制期間・時間・形態

令和1年5月29日


