
 

 

 

１ 市道管理関係 

(1) 共用路線数及び実延長（平成２２年度末） 

  ア 路線数   ２，７７０路線 

  イ 実延長 ９５０，７４９ｍ 

(2) 路線の認定、変更及び廃止 

  ア 認定        ０路線 

  イ 変更        ３路線 

  ウ 廃止        ０路線 

(3) 道路用地取得状況 

  ア 筆数       ５４筆 

  イ 面積 ７，０６１．１４㎡ 

(4) 占用許可、掘削許可、工事施工承認及び境界立会 

  ア 占用許可       ３９３件 

  イ 掘削許可       ２４２件 

  ウ 工事施行承認   １２２件 

  エ 境界立会       ２１４件 

(5) 道路照明灯整備状況 

  ア 新設        １５灯 

  イ 引継         ０灯 

 

２ 法定外公共物に関する事務関係 

(1) 境界確定       １４９件 

(2) 用途廃止        １０件 

(3) 占用許可等     ２２７件 

 

３ 準用河川管理関係 

(1) 河川数及び延長（平成２２年度末） 

  ア 河川数      １６河川 

    （水貫川、堀川、森屋川、四反田川、大水落川、加茂新川、北崎津川、南崎津川、系図川、御大師川、

浅中川、泉川、本宮川、大更川、中間川、塩川） 

  イ 延長    １７，７８３ｍ 

(2) 占用許可       １９件 

 

 

 

 

 

建 設 部 維 持 管 理 課



 

 

４ 公園事業 

(1) 公園関係 

ア 整備事業（単独費）                                       （単位：円）  

工   事   名 工 事 箇 所 工  事  概  要 事 業 費 工 事 費

財源内訳 

一般財源 

堀川公園遊具改修工事 西福原四丁目地内 

４連ブランコ設置工 N=１基 

安全柵設置工 N=1基 

スプリング遊具設置工 N=2基

1,186,500 1,186,500 1,186,000

皆生海浜公園 

海岸遊歩道照明修繕工事 
皆生温泉三丁目地内 照明器具取付修繕工 189,000 189,000 189,000

三本松公園ほか外柵設置工事 三本松四丁目ほか フェンス設置工 1,197,000 1,197,000 1,197,000

東福原公園下水道接続工事 東福原七丁目地内 公共下水道接続工 714,000 714,000 714,000

皆生海浜公園修景施設改修工事 皆生温泉四丁目地内 修景施設改修工 787,500 787,500 787,500

浜河崎公園遊具改修工事 河崎地内 スベリ台改修工 N=1基 861,000 861,000 861,000

計 4,935,000 4,935,000 4,935,000

 

 



 

 

  イ 鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業                                       （単位：円） 

工   事   名 工事箇所 工 事 概 要 事業費 工事費 委託費 

財 源 内 訳 

県補助金 起 債 一般財源 

東山公園・湊山公園オストメイト設置工事 車尾外地内 

オストメイト設置工 

東山公園 1箇所 

湊山公園 1箇所 

1,675,800 1,675,800 － 1,675,800 － － 

計 1,675,800 1,675,800 － 1,675,800 － － 

 

  ウ 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業                                            （単位：円） 

事  業  名 事業箇所 事 業 概 要 事業費 工事費 用地費 事務費 
財源内訳 

交付金 起 債 一般財源 

皆生海浜公園施設整備事業 
皆生温泉四

丁目地内 

足湯整備工事 

庭園灯改修工事 

用地買収 A=366.04㎡

24,632,572 20,129,550 4,319,272 183,750 20,129,550 － 4,503,022 

計 24,632,572 20,129,550 4,319,272 183,750 20,129,550 － 4,503,022 

    ※平成 21年度繰越分 

 



 

 

  エ 業務委託                                            （単位：円） 

業  務  名 委託箇所 委 託 概 要 事 業 費 委 託 費 
財源内訳 

一般財源 

自家用電気工作物保安管理業務委託 
車尾地内外２箇所 自家用電気工作物保安管理業務 587,790 587,790 587,790

弓ヶ浜公園 

マンホールポンプ場点検委託 
両三柳地内 

マンホールポンプ場 

巡回点検業務 
304,500 304,500 304,500

都市公園遊具安全点検業務委託 尾高町ほか 
遊具点検業務 

N=99基 
561,750 561,750 561,750

つどいの広場 

公衆トイレ維持管理業務委託 
末広町地内 清掃点検業務 861,000 861,000 861,000

弓ヶ浜公園内設備時計点検業務委託 両三柳地内 時計点検業務 136,500 136,500 136,500

市道街路樹維持管理委託 市内一円 街路樹維持管理業務 21,675,150 21,675,150 21,675,150

石井地内緑地除草作業委託 石井地内 
除草業務 

委託面積 A=1100㎡ 
97,650 97,650 97,650

米子駅前広場清掃業務委託 弥生町地内 清掃業務 1,155,000 1,155,000 1,155,000

計 25,379,340 25,379,340 25,379,340



 

 

  オ 米子市都市公園指定管理料 

(ア) 指定管理料   178,635,697円 

 

(2) 米子市緑と花の街づくり基金緑化活動支援事業 

区     分 申し込み・支援件数 金     額（円） 

緑 化 活 動 支 援 事 業 １１ ２７９，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 道路 

(1) 道路維持費 

ア 道路維持補修事業（通常分）                                               （単位：円） 

 路    線    名 施工箇所 事業概要 事業費 工事費 補償費 委託費 
財源内訳 

一般財源 

市道等道路維持補修 市内全域 
市道等道路の維持補修 

通常維持工、小修繕工
89,885,250 89,378,100   507,150 89,885,250 

夜見地区測量設計業務委託   3,215,100   3,215,100 3,215,100

市道内浜街道線外除草業務委託 米子市葭津ほか 
委託面積  Ａ＝11539㎡

除草業務 
895,650   895,650 895,650

市道日野川右岸堤線ほか 米子市古豊千ほか 
委託面積  Ａ＝27205㎡

除草業務 
1,480,500   1,480,500 1,480,500

市道尾高岡成赤松線ほか 米子市尾高ほか 
委託面積  Ａ＝5231㎡ 

除草業務 
1,299,900   1,299,900 1,299,900

市道別所樋ノ口線ほか 米子市別所ほか 
委託面積  Ａ＝23920㎡

除草業務 
2,281,650   2,281,650 2,281,650

市道新開川右岸堤線ほか 米子市西福原ほか 
委託面積  Ａ＝13775㎡

除草業務 
789,600     789,600 789,600 

市道日原加茂川石井線ほか 
米子市石井地内ほ

か 

委託面積  Ａ＝3780㎡ 

除草業務 
423,150   423,150 423,150

市道青木団地中央線 米子市永江ほか 
委託本数 ４１本 

 街路樹剪定 
2,262,750   2,262,750 2,262,750

市道上福原両三柳線 米子市両三柳 
施工延長  Ｌ＝136ｍ 

安全施設工 、舗装工
2,673,300 2,673,300   2,673,300 

市道大篠津東１号線 米子市大篠津町 
施工延長  Ｌ＝140ｍ 

側溝工 、舗装工 
3,496,500 3,496,500   3,496,500 

市道上彦名西１６号線 米子市彦名町 
施工面積  Ａ＝149㎡ 

舗装工  
945,000 945,000     945,000 

市道上泉喜多原線 米子市泉 
施工延長  L＝37ｍ 

舗装工  
661,500 661,500     661,500 



路    線    名 施工箇所 事業概要 事業費 工事費 補償費 委託費 
財源内訳 

一般財源 

市道下和田東４号線 米子市和田町 

施工延長  L＝72.1ｍ 

舗装工、排水工、 

水道補償 N=1件 

3,453,450 2,746,800  706,650   3,453,450 

四軒屋地区舗装補修工事 米子市河崎 
施工延長  L＝80ｍ 

舗装工、排水工 
1,218,000 1,218,000     1,218,000 

市道上和田東１７号線 米子市和田町 

施工延長  L＝93.9ｍ 

舗装工、排水工、 

水道補償 1件 

5,491,500 5,019,000 472,500   5,491,500 

市道二本木６号線 米子市二本木 
施工延長  L＝30ｍ 

舗装工、擁壁工 
1,942,500 1,942,500     1,942,500 

計 122,415,300 108,080,700 1,179,150 13,155,450 122,415,300

 

   イ 除雪事業                                                             （単位：円） 

事 業 名 事業箇所 事業概要 事業費 工事費 補償費 委託費 
財源内訳 

補助金 一般財源 

除雪事業 市内全域 
作業時間4569時間 

待機時間  807時間 
80,589,563

  
80,589,563 40,294,782 40,294,782

凍結防止剤散布業務 市内全域 
作業時間 180時間 

待機時間  52時間 
2,736,793

  
2,736,,793 1,368,397 1,368,397

計 83,326,356
  

83,326,356 41,663,178 41,663,178

 

 

 

 

 

 

 



   ウ 社会資本整備総合交付金事業 

(ア) 歩道のバリアフリー化事業                                                              （単位：円） 

路 線 名 施工箇所 業務概要 事業費 工事費 委託費 事務費 
財源内訳 

交付金 起債 一般財源 

市道中町東町１号線ほか 中町ほか 歩道の測量設計 

32,000,000

うち繰越額

25,712,350

25,712,350

うち繰越額

25,712,350

6,154,050 133,600

14,831,000

うち繰越額

8,676,950

17,000,000

うち繰越額

17,000,000

169,000 

うち繰越額 

35,400 

計 

32,000,000

うち繰越額

25,712,350

25,712,350

うち繰越額

25,712,350

6,154,050 133,600

14,831,000

うち繰越額

8,676,950

17,000,000

うち繰越額

17,000,000

169,000 

うち繰越額 

35,400 

 

  エ 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 

 橋梁補修事業                                                                    （単位：円） 

路 線 名 施工箇所 事業概要 事業費 工事費 負担金 補償費 委託費 
財源内訳 

交付金 

今津橋ほか１橋 淀江町今津ほか 橋梁補修工 
14,501,550

（21年度繰越分）

14,501,550

（21年度繰越分）

   14,501,550 

（21年度繰越分） 

新宗像橋 宗像 橋梁塗装 
9,614,850

（21年度繰越分）

9,614,850

（21年度繰越分）

   9,614,850 

（21年度繰越分） 

前田橋ほか２橋 尾高ほか 橋梁塗装 
8,264,900

（21年度繰越分）

8,264,900

（21年度繰越分）

   8,264,900 

（21年度繰越分） 

下郷上橋ほか１橋 下郷ほか 橋梁防護柵補修工 
816,900

（21年度繰越分）

816,900

（21年度繰越分）

   816,900 

（21年度繰越分） 

下安曇橋ほか１橋 下安曇ほか 橋梁防護柵補修工 
729,750

（21年度繰越分）

729,750

（21年度繰越分）

   729,750 

（21年度繰越分） 

計 
33,927,950

（21年度繰越分）

33,927,950

（21年度繰越分）

   33,927,950 

（21年度繰越分） 

 

 

 

 



 オ 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業                                                      （単位：円） 

路 線 名 施工箇所 事業概要 事業費 工事費 負担金 補償費 
財源内訳 

交付金 一般財源 

市道上和田東大篠津２号線 和田町 
施工延長  Ｌ＝167.5ｍ 

舗装工 

2,615,550

（21年度繰越分）

2,615.550

（21年度繰越分）
2,615.550  

市道富士見ヶ丘団地７号線 宗像 
施工延長  Ｌ＝136.7ｍ 

水路工 、舗装工 

9,820,650

（21年度繰越分）

9,820,650

（21年度繰越分）
9,820,650  

車尾観音寺線 車尾南一丁目 
施工延長  Ｌ＝199.3ｍ 

水路工 、舗装工 

9,983,400

（21年度繰越分）

9,983,400

（21年度繰越分）
9,901,500 81,900 

市道前地１０号線 東福原三丁目 
施工延長  Ｌ＝301.9ｍ 

水路工 、舗装工 

16,762,200

（21年度繰越分）

16,762,200

（21年度繰越分）
16,762,200  

計 
39,181,800

（21年度繰越分）

39,181,800

（21年度繰越分）
39,099,900 81,900 

 

 

(2) 交通安全施設整備事業 

    ア 交通安全施設（単独）事業                                             （単位：円） 

区分 路    線    名 施工箇所 事業概要 事業費 工事費 補償費 委託費 
財源内訳 

一般財源 

 

 

二種 

 

 

安全施設等維持補修工事 米子市全域 
市道等の安全施

設の維持補修 
16,031,400 16,031,400     

16,031,400

市道富益崎津３号線防護柵設置工事 富益町地内 
転落防止柵 

  L=318.0ｍ 
4,033,050 4,033,050     

4,033,050

大水落川防護柵設置工事 河崎 
転落防止柵 

  L=123.3ｍ 
1,288,350 1,288,350   

1,288,350

大池端川防護柵設置工事 上福原地内 
転落防止柵 

  L=239.8ｍ 
3,538,500 3,538,500   

3,538,500

市道弓ヶ浜中央線ほか区画線設置工

事 

富益町地内ほ

か 

外側線 

  L=10927ｍ 
2,069,550 2,069,550   

2,069,550

市道大崎和田浜駅線ほか区画線設置

工事 
大崎地内ほか

外側線 

  L=11404ｍ 
2,119,950 2,119,950     

2,119,950



区分 路    線    名 施工箇所 事業概要 事業費 工事費 補償費 委託費 
財源内訳 

一般財源 

 

道路照明灯改修工事 
博労町一丁目

ほか 
LED灯 ９灯 1,260,000 1,260,000     1,260,000

道路反射鏡設置工事 
夜見町地内ほ

か 

道路反射鏡設置 

 10箇所 
619,500 619,500     619,500

計 30,960,300 30,960,300 30,960,300

 

６ 排水路 

 (1) 排水路維持費 

ア 米子崎津地区中核工業団地承水路維持管理費補助金                                                   （単位：円） 

路線名 施工箇所 事業概要 事業費 工事費 用地費 補償費 委 託 費 事務費
財源内訳 

県支出金 起債 一般財源 

崎津承水路 

彦名町 

大崎 

葭津 

水質調査業務 

採取作業  ３回/月 

地下水位調査 

定期３回/月 

水質分析試験 

１回/月 

556,500  
  

  
  556,500

  

  

  

278,250  278,250 

崎津川 
葭津 

大崎 

清掃作業  Ａ＝40,440㎡ 

北崎津川  Ａ＝11,520㎡ 

南崎津川  Ａ＝28,920㎡ 

除草    Ａ＝20,220㎡ 

北崎津川  Ａ＝3,640㎡×２回 

南崎津川  Ａ＝6,470㎡×２回 

1,050,000  
  

  
  1,050,000

  

  

  

525,000  525,,000 

計 1,606,500  
  

  
  1,606,500

  

  

  

803,250  803,250 

 



 

 

 イ 単独事業                                                                    （単位：円） 

路    線    名 施工箇所 事業概要 事業概要 工事費 負担金 補償費 委託費 
財源内訳 

一般財源 

排水路等維持補修工事 市内全域 
市道等道路の維持補修 

通常維持工、小修繕工 
38,989,650 38,989,650    38,989,650 

排水管渠清掃業務 市内全域 施工延長 Ｌ＝1593ｍ 3,218,250  3,218,250 3,218,250 

市道側溝浚渫業務 市内全域 施工延長 Ｌ＝832ｍ 3,664,500  3,664,500 3,664,500 

榎原グリーンハイツ側溝補修工事 榎原 施工延長 Ｌ＝151.1ｍ 5,202,750 5,202,750    5,202,750 

富益新田１号線側溝補修工事 富益町 施工延長 Ｌ＝60ｍ 3,311,700 3,311,700    3,311,700 

市道温泉西４号線側溝補修工事 皆生温泉一丁目 施工延長 Ｌ＝81.2ｍ 4,095,000 4,095,000    4,095,000 

市道街灯修繕業務委託 市内全域 道路照明等の修繕 5,378,100  5,378,100 5,378,100 

河崎四軒屋海岸線水路補修工事 河崎 施工延長 Ｌ＝39.2ｍ 2,344,650 2,344,650    2,344,650 

市道蚊屋箕線側溝補修工事 蚊屋 
施工延長 Ｌ＝31.0ｍ 

側溝補修工 
1,195,950 1,195,950    1,195,950 

市道上福原両三柳線側溝補修工事 
西福原九丁目地

内 

施工延長 Ｌ＝35.7ｍ 

側溝補修工 
1,411,200 1,411,200    1,411,200 

上福原四丁目地内側溝補修工事 上福原四丁目 
施工延長 Ｌ＝14.0ｍ 

側溝補修工 
819,000 819,000    819,000 

両三柳地区側溝補修工事 両三柳 
施工延長 Ｌ＝50ｍ 

側溝補修工 
1,176,000 1,176,000   1,176,000 

市有街灯取替工事 
富士見町地内

６箇所 
LED灯 ６灯 798,000 798,000  798,000 



路    線    名 施工箇所 事業概要 事業概要 工事費 負担金 補償費 委託費 
財源内訳 

一般財源 

市有街灯新設工事 夜見町ほか LED灯 ７灯 498,750 498,750  498,750 

計 72,103, 500 59,842,650  12,260,850 72,103, 500 

堀川排水処理場 両三柳 汚泥引抜、保守点検 922,500      922,500 922,500 

樋口川河川浄化施設 夜見町 
汚泥引抜、保守点検、清掃業

務 
1,155,840      1,155,840 1,155,840 

準用河川管理 陰田町外 除草、浚渫 2,170,500    2,170,500 2,170,500 

桜台樋門 淀江町佐陀 管理操作委託 60,000      60,000 60,000 

小       計 4,308,840 4,308,840 4,308,840 

計 76,412,340 59,842,650  16,569,690 76,412,340 

 



 

 

７ 雪害対策事業 

(1) 道路・河川・公園関係 

    ア 修繕工事等                                    （単位：円） 

工    事    名 工 事 箇 所 工 事 概 要 事業費 工事費 

財源内訳 

一般財源 

湊山公園トリムコース雪害照

明設備修繕工事 

久米町ほか 照明設備修繕 1,155,000 1,155,000 1,155,000 

湊山公園彫刻ロード雪害転落

防止柵修繕工事 

久米町ほか 転落防止柵修繕 472,500 472,500 472,500 

都市公園等雪害照明設備修繕 

西福原四丁目ほ

か 

引込柱建替 

外灯取替 

357,000 357,000 357,000 

計 1,984,500 1,984,500 1,984,500 

  イ 業務委託                                     （単位：円） 

業    務    名 委 託 箇 所 委 託 概 要 事業費 委託費 

財源内訳 

一般財源 

市道等雪害樹木撤去業務委託

（１工区） 

市内全域 倒木撤去業務 3,601,500 3,601,500 3,601,500 

市道等雪害樹木撤去業務委託

（２工区） 

市内全域 倒木撤去業務 1,473,150 1,473,150 1,473,150 

市道等雪害樹木撤去業務委託

（３工区） 

市内全域 倒木撤去業務 380,100 380,100 380,100 

市道等雪害樹木撤去業務委託

（４工区） 

市内区域の一部 倒木撤去業務 1,160,250 1,160,250 1,160,250 

市道等雪害樹木撤去業務委託

（５工区） 

市内区域の一部 倒木撤去業務 109,200 109,200 109,200 



 

 

業    務    名 委 託 箇 所 委 託 概 要 事業費 委託費 

財源内訳 

一般財源 

中間川雪害倒木撤去業務委託 淀江町中間 倒木撤去業務 2,688,000 2,688,000 2,688,000 

市道街路樹（その１路線）雪害

倒木撤去業務委託 

市内区域の一部 倒木撤去業務 504,000 504,000 504,000 

市道街路樹（その２路線）雪害

倒木撤去業務委託 

市内区域の一部 倒木撤去業務 283,500 283,500 283,500 

市道街路樹（その５路線）雪害

倒木撤去業務委託 

市内区域の一部 倒木撤去業務 105,000 105,000 105,000 

市道街路樹（その６路線）雪害

倒木撤去業務委託 

市内区域の一部 倒木撤去業務 297,150 297,150 297,150 

市道街路樹（その７路線）雪害

倒木撤去業務委託 

市内区域の一部 倒木撤去業務 344,400 344,400 344,400 

湊山公園雪害倒木撤去業務委

託（城山東側） 

久米町地内 倒木撤去業務 1,102,500 1,102,500 1,102,500 

湊山公園雪害倒木撤去業務委

託（登山道） 

久米町地内 倒木撤去業務 1,092,000 1,092,000 1,092,000 

湊山公園雪害倒木撤去業務委

託（彫刻ロード） 

久米町ほか 倒木撤去業務 6,594,000 6,594,000 6,594,000 

湊山公園雪害倒木撤去業務委

託（トリムコース） 

久米町地内 倒木撤去業務 4,978,050 4,978,050 4,978,050 

皆生新田中央公園ほか雪害倒

木撤去業務委託 

皆生新田三丁目

地内 

倒木撤去業務 1,967,700 1,967,700 1,967,700 

南公園雪害倒木撤去業務委託 石井地内 倒木撤去業務 486,150 486,150 486,150 



 

 

業    務    名 委 託 箇 所 委 託 概 要 事業費 委託費 

財源内訳 

一般財源 

長砂町緑地雪害倒木撤去業務

委託 

長砂町地内 倒木撤去業務 228,900 228,900 228,900 

都市公園雪害倒木撤去業務委

託 

市内全域 倒木撤去業務 5,725,650 5,725,650 5,725,650 

雪害被害木処分業務委託（東山

公園ロータリー駐車場分） 

車尾地内 被害木処分業務 3,882,847 3,882,847 3,882,847 

雪害被害木処分業務委託（弓ヶ

浜公園臨時駐車場分） 

両三柳地内 被害木処分業務 273,000 273,000 273,000 

計 37,277,047 37,277,047 37,277,047 

 




