
事務所について 
 組織と沿革 

■ 組織 ■ 事務所の沿革 

副 所 長 (事 務 ) 

副所長 (技術 ) 

副所長 (技術 ) 

用地課 

工務第一課 

工務第二課 

調査設計第一課 

調査設計第二課 

河川管理課 

道路管理課 

天神川出張所 

羽合国道維持出張所 

(河川) 

(道路) 

庶務全般と職員の福利厚生に 
関すること 

予算の執行、契約に関すること 

事業用地の取得に関すること 

河川事業、砂防事業の工事発注及
び維持修繕に関すること 

道路事業の工事発注に関すること 

河川事業、砂防事業の調査・計画 
に関すること 
電気・通信施設に関すること 

道路事業の調査・計画に関する 
こと 

河川の管理及び許認可の事務に関
すること 

道路の管理及び許認可の事務、 
維持修繕、交通安全に関すること 
建設機械(災害対策機械含む)の 
整備、機械設備に関すること 

河川の維持管理・河川占用の窓口 

国道９号の維持管理、道路占用等 
の窓口 

 
 

昭和9年 倉吉市(旧倉吉町)に内務省大阪土木出張所の天神川 

改修事務所が設置され天神川の改修工事に着手する。 

昭和11年 小鴨川流域の直轄砂防工事に着手する。 

昭和18年 内務省中国･四国土木出張所鳥取工事事務所天神川工場とな
る。 

昭和21年 内務省中国･四国土木出張所天神川工事事務所となる。 

昭和23年 建設省中国･四国地方建設局天神川工事事務所となる。 

昭和28年 国道９号の改築工事に着手する。 

昭和32年 建設省中国・四国地方建設局倉吉工事事務所となる。 

昭和33年 建設省中国地方建設局倉吉工事事務所となる。 

昭和35年 皆生海岸浸食対策工事に着手する。 

昭和40年 国道１８１号の一次改築工事に着手する。 

国道９号が指定区間に指定される。 

昭和42年 天神川、日野川水系が一級河川に指定される。 

昭和49年 国道１８１号の一次改築工事完了。(S50年3月) 

昭和50年 国道９号の二次改築北条道路工事に着手する。 

昭和54年 国道９号の二次改築米子道路工事に着手する。 

昭和56年 倉吉工事事務所庁舎を倉吉市福庭に移転する。 

平成 6年 日野川流域に係る所掌事務が日野川工事事務所に移管され
る。 

平成 9年 国道３１３号犬挟峠道路開通。 

平成10年 山陰道「米子道路」開通。 

平成13年 国土交通省中国地方整備局倉吉工事事務所となる。 

天神川本川上流域及び支川三徳川流域の直轄砂防工事に着
手する。 

平成15年 山陰道「青谷・羽合道路」開通。 

国土交通省中国地方整備局倉吉河川国道事務所となる。 

平成17年 山陰道「米子道路」(米子ＪＣＴ Ｂランプ)松江・岡山方面
開通。 

平成18年 天神川水系河川整備基本方針が決定される。 

山陰道「米子道路」(淀江・大山ＩＣ～米子東ＩＣ間）無料
化される。 

山陰道「米子道路」(米子ＪＣＴ Ｃランプ)岡山・松江方面
開通。 

平成19年 山陰道「名和・淀江道路」(大山ＩＣ～淀江ＩＣ間)開通。 

平成20年 山陰道「名和・淀江道路」(名和ＩＣ～大山ＩＣ間)開通。 

平成22年 天神川水系河川整備計画が策定される。 

平成23年 

 

平成25年 

 

平成27年 

平成29年 

 

山陰道「東伯・中山道路」（大栄東伯ＩＣ～赤碕中山ＩＣ
）開通。 

山陰道「中山・名和道路」（赤碕中山ＩＣ～名和ＩＣ間）
開通。 
 

天神川河川防災ステーション完成。 

山陰道「北条道路」 新規事業化。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所  長 

総務課  

経理課 

上席専門職 
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保全対策官 

建設専門官 

 
 



 予算概要 

(単位：百万円)  

＜全体事業費 ６，５９２＞ 

■ 事業費の推移 

■ 平成30年度事業費 

 
 

 
 

(単位：百万円)  
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道路 
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 広報活動 
■ 倉吉河川国道事務所ホームページ 
 事務所ホームページは、現在行っている各事業の情報や話題を紹介しています。 

■ 天神川水系ライブカメラ映像 

■ 鳥取県内道路 
    ライブカメラ 

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｃｇｒ.ｍｌｉｔ.ｇｏ.ｊｐ/ｋｕｒａｙｏｓｈｉ/ 

【QRコード】 

※天神川水系ライブカメラ映像、中国地方の道路情報等へは、右記QRコードを携帯電話で読み取ることに
より、アクセスしていただくこともできます。 

携帯サイト 

【QRコード】 

※上記ホームページへは、右のQRコードを携帯電話で読み取ることにより、アクセスしていただくこともできます。 

■ 出前講座 
 ご依頼により、各種会議、イベント、町内会、学校の授業などに職員が出向き、川や道路などにつ

いての取り組みを紹介したり、専門的知識を活かした話をお届けしています。 

出前講座の様子 

http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/road-camera/ 

道路情報や交通状況等をパ

ソコン、携帯電話からアク

セスして知ることが出来る

情報提供サービスです。道

路情報をリアルタイムで画

像提供しています。 

天神川水系に5箇所設置して

あるライブカメラの映像を見

ることができます。 
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 道路に関する窓口・手続 

▼ 届け先 ▼ 承認工事 

▼ 許可 ▼ 禁止行為 

▼ 特殊車両の通行許可 

正しい道路利用をしていただくための手続の受付を行っています。 

 道路を利用する場合は、使う目的や使い方について、道路管理者（羽合国道維持出張所及び西部分室）へ届け出て、

許可や承認を受ける必要があります。 

次の場合は、道路管理者（羽合国道維持出張所及び

西部分室）に届け出が必要です。 
■道路敷地と民有地との境界（官民境界）を確認するとき 

■ガードレールや道路標示等の道路施設をこわしたとき 

道路上で通行の妨げとなることは行ってはいけません。 
■荷物などをおかないでください。 

■歩道に自転車等を放置しないでください。 

■立看板や土砂をおかないでください。 

■作業場としないでください。 

次の場合は、道路管理者の承認が必要です。 
■車両の出入り口新設のため歩道の切り下げ、ガードレール 

 の撤去、法面埋め立てなど、道路に関する工事を行うとき 

 の手続の受付を行っています。 

車両制限令の一般的制限値を超える車両にて通行する

場合は、道路管理者の許可が必要です。 

※特殊車両通行許可申請に関する受付・審査は、松江

国道事務所で行います。 

道路占用 
道路上に看板や日除けなどを設置しよう 

とする場合、許可条件を満たす場合に限 

り、道路使用を許可できます。           

                 

■ 道路利用の手続き 

 「道の相談室」は幅広く道に関する相談を受け付け、皆

様からいただいたご相談などに速やかに対応するための窓

口です。この窓口で責任を持ってお受けし、各関係機関へ

連絡処理をし、ご通知いただいた方に必ずご返事するワン

ストップサービスを特徴としております。 

 皆様から寄せられたご相談は、あらゆる角度から検討・

分析して、貴重なデータとして道路行政に反映しますので、

あらゆるご相談をお待ちしております。 

 ただし、工事の契約内容等については取り扱いできませ

ん。 

 「道の相談室」のフリーダイヤルによる相談の受付は、

平成25年6月末をもって終了させていただきました。平成

25年7月からは一般電話(有料)にて承っております。 

 道路の異常（事故による道路の損傷、路面の陥没、

倒木や落石、排水不良など）を見つけたら♯9910へ

ご一報下さい。 

 道路利用者の皆様からの直接の緊急通報（24時間

受付）を受けて道路管理者が迅速に対応を図ること

で安全を確保します。 

TEL:０８２-２２２-６２７４ 
FAX:０８２-５１１-６４６７ 

道の相談室 緊急ダイヤル 
■ 道路に関する窓口 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：https://www.cgr.mlit.go.jp/soudan/mail/mail.html 

受付窓口 

AM9:30～PM5:00 
(土・日・祝祭日・年末年始を除く) 

受付時間(窓口対応) 

※FAX・インターネットは24時間受付としております。 
（回答は、上記の窓口対応時間に実施いたします。） 

道路の異常を発見したら・・・・  
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○のものは許可が必要です。                 

×のものは許可できません。 



 事務所・出張所の案内 

国土交通省中国地方整備局 
倉吉河川国道事務所 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ≫http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/ 
E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  ≫kurayosi@cgr.mlit.go.jp 

天神川出張所 羽合国道維持出張所 

〒682-0803 
鳥取県倉吉市見日町123 
TEL(0858)23-6551 
FAX(0858)23-6553 

〒682-0721 
東伯郡湯梨浜町田後299-1 
TEL(0858)35-3231 
FAX(0858)35-3233 

〒682-0018 鳥取県倉吉市福庭町1-18 
TEL 

 
(0858)26-6221 (代表(総務課)) 
(0858)26-6222 (経理課) 
(0858)26-6223 (用地課) 
(0858)26-6224 (工務第一課) 
(0858)26-6227 (工務第二課) 
(0858)26-6248 (調査設計第一課) 
(0858)26-6229 (調査設計第二課) 
(0858)26-6237 (河川管理課) 
(0858)26-6239 (道路管理課) 

 
FAX (0858)26-6299（代表） 

西部分室 

〒689-3326 
西伯郡大山町安原795 
TEL(0859)56-5212 
FAX(0859)56-5228 

ふくばちょう 

みるかちょう たじり 

事務所・出張所 位置図 

羽合国道維持出張所 

やすはら 
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