
 

 

 

１ 工務第一、第二係 

  公共下水道 

 (1) 管 渠 

工    事    名 工 事 概 要 工事費(円) 工   期 

彦名町枝線その 30 工事 ◎150～200 L=726.0ｍ 50,282,640 H26.7.16～H27.3.20 

両三柳枝線その 45 工事 ◎200 L=327.5ｍ 67,348,800 H26.6.25～H27.2.20 

三柳第二幹線工事 ◎150～300 L=317.0ｍ 51,236,280 H26.8.8～H27.2.27 

米原五丁目枝線その 2 工事 ◎150～200 L=218.5ｍ 63,190,800 H26.10.8～H27.3.20 

米原八丁目枝線その 4 工事 ◎150～200 L=266.4ｍ 18,976,680 H26.9.3～H27.3.27 

西福原九丁目枝線その 5 工事 ◎200 L=342.6ｍ 25,889,760 H26.6.2～H26.12.26 

外浜処理区枝線その 22 工事 ◎150 L=42.6ｍ 1,256,040 H26.5.15～H26.6.30 

外浜処理区枝線その 23 工事 ◎200 L=14.0ｍ 1,266,840 H27.2.2～H27.3.27 

藪中第一幹線その 2 工事に伴う舗装復

旧工事 
L=154.7ｍ A=878 ㎡ 3,102,840 H26.6.10～H26.7.31 

両三柳枝線その 41 工事 ◎150～200 L=543.9ｍ 
（33,672,210） 

11,922,210 

H25.6.14～H26.4.15 

（H25 繰越） 

西福原六丁目枝線その 8 工事 ◎150～200 L=423.0ｍ 
（30,758,790） 

7,248,790 

H25.9.4～H26.6.30 

（H25 繰越） 

西福原二丁目米原六丁目枝線工事 ◎300 L=331.4ｍ 
（127,500,720） 

52,230,720 

H25.8.1～H26.5.30 

（H25 繰越） 

福市枝線その 28 工事 ◎150～200 L=520.0ｍ 
（42,304,830） 

19,524,830 

H25.7.26～H26.4.15 

（H25 繰越） 

中島二丁目枝線その 5 工事 ◎150～200 L=578.4ｍ 
（40,360,200） 

24,630,200 

H25.9.2～H26.9.5 

（H25 繰越） 

西福原九丁目枝線その 4 工事 ◎150～200 L=722.4ｍ 
（58,362,000） 

20,622,000 

H25.9.2～H26.7.10 

（H25 繰越） 

西福原八丁目九丁目枝線その 2 工事 ◎150～200 L=482.0ｍ 
  （36,933,840） 

25,573,840 

H25.10.28～H26.8.8 

（H25 繰越） 

車尾六丁目枝線その 4 工事 ◎150～200 L=401.3ｍ 
    （48,193,920） 

32,803,920 

H25.10.2～H26.11.28 

（H25 繰越） 

夜見町枝線工事 ◎150～200 L=340.7ｍ 
  （15,586,560） 

9,416,560 

H26.1.8～H26.6.30 

（H25 繰越） 

夜見町枝線その 2 工事 ◎150～200 L=650.1ｍ 
   （47,289,960） 

47,289,960 

H26.6.5～H27.2.25 

（H25 繰越） 

富士見ヶ丘団地枝線工事 ◎150～200 L=538.6ｍ 
    （55,395,360） 

55,395,360 

H26.4.22～H27.3.30 

（H25 繰越） 
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工    事    名 工 事 概 要 工事費(円) 工   期 

蚊屋幹線その 3 工事 ◎250 L=545.8ｍ 
（92,514,960） 

92,514,960 

H26.4.17～H26.12.19 

（H25 繰越） 

蚊屋幹線その 4 工事 ◎250 L=377.9ｍ 
（35,657,280） 

35,657,280 

H26.4.17～H26.10.31 

(H25 繰越) 

両三柳枝線その 48 工事 ◎150～200 L=362.5ｍ 
（28,868,400） 

28,868,400 

H26.6.11～H27.1.30 

（H25 繰越） 

米原八丁目枝線その 5 工事 ◎150～200 L=695.1ｍ 
(57,399,840） 

57,399,840 

H26.6.3～H27.3.30 

（H25 繰越） 

両三柳枝線その 49 工事 ◎200 L=490.8ｍ 
(33,350,400） 

33,350,400 

H26.4.14～H26.11.28 

（H25 繰越） 

彦名町枝線その 28 工事 ◎150～200 L=572.2ｍ 
（35,351,640） 

14,290,000 

H26.9.1～H27.7.31 

(H26 繰越) 

彦名町枝線その 29 工事 ◎150～200 L=355.9ｍ 
（24,170,400） 

13,000,000 

H26.10.2～H27.7.31 

（H26 繰越） 

日原枝線工事 ◎150～200 L=490.5ｍ 
（67,452,480） 

53,470,000 

H26.9.1～H27.5.15 

（H26 繰越） 

日原枝線その 2 工事 ◎150～200 L=443.4ｍ 
 （86,236,920） 

66,900,000 

H26.7.29～H27.5.29 

（H26 繰越） 

長砂町美吉枝線工事 ◎75～200 L=511.0ｍ 
  （92,011,680） 

69,720,000 

H26.8.26～H27.6.30 

（H26 繰越） 

蚊屋幹線その 5 工事 ◎250～450 L=236.7ｍ 
  （90,664,920） 

49,460,000 

H26.9.9～H27.7.31 

（H26 繰越） 

三柳第三幹線その 4 工事 ◎150～250 L=459.7ｍ 
  （64,237,320） 

37,930,000 

H26.7.14～H27.5.29 

（H26 繰越） 

両三柳枝線その 46 工事 ◎150～200 L=726.1ｍ 
  （57,659,040） 

41,000,000 

H26.7.15～H27.6.30 

（H26 繰越） 

米原七丁目枝線工事 ◎150～200 L=674.9ｍ 
  （47,017,800） 

36,250,000 

H26.6.25～H27.5.15 

（H26 繰越） 

西福原六丁目八丁目枝線工事 ◎150～200 L=418.6ｍ 
  （37,876,680） 

20,510,000 

H26.10.8～H27.6.19 

（H26 繰越） 

車尾南一丁目枝線工事 ◎150～200 L=478.7ｍ 
  （43,233,480） 

17,280,000 

H26.12.10～H27.9.18 

（H26 繰越） 

車尾二丁目枝線その 3 工事 ◎150～200 L=633.8ｍ 
  （75,676,680） 

52,490,000 

H26.7.31～H27.7.31 

（H26 繰越） 

計  
(1,788,288,990) 

1,309,299,950 
37 件 

（注）上段（ ）内が請負金額、下段が 26 年度支払額 

 

 



(2) 設計委託等 

業    務    名 業 務 概 要 委託費(円) 履 行 期 間 

内浜処理区下水道工事 

実施設計委託その１ 
◎200mm L=530ｍ 7,128,000 H26.9.24～H27.3.27 

内浜処理区下水道工事 

実施設計委託その２ 
◎150～200mm L=981ｍ 8,542,800 H26.11.12～H27.3.31 

外浜処理区下水道工事 

実施設計委託その１ 
◎200～250mm L=211ｍ 6,327,720 H26.7.1～H27.3.31 

外浜処理区下水道工事 

実施設計委託その２ 
◎150～200mm L=1,958ｍ 15,660,000 H26.10.10～H27.3.27 

外浜処理区下水道工事 

実施設計委託その３ 
◎150～350mm L=845ｍ 14,235,480 H26.10.15～H27.3.31 

外浜処理区下水道工事 

実施設計委託その４ 
◎150～200mm L=1,285ｍ 12,528,000 H26.10.16～H27.3.27 

外浜処理区下水道工事 

実施設計委託その５ 
修正業務 一式 205,200 H26.11.6～H26.11.30 

外浜処理区下水道工事 

      実施設計委託その６ 
◎150～200mm L=670ｍ 11,257,920 H26.12.15～H27.3.31 

計  75,885,120 8 件 

 

２ 管路維持係 

(1) 処理施設補修工事等 

農業集落排水 

工    事    名 工 事 概 要 工事費(円) 工   期 

成実第 2 地区農業集落排水 

管路施設移設工事 
管渠工 L=173.9ｍ 4,644,000 H26.12.10～H27.3.31 

成実第 1 地区農業集落排水施設 

管路仮移設工事 
管渠工 L=140.8ｍ 8,825,760 H26.9.3～H27.3.31 

巌地区農業集落排水事業 

附帯施設補修工事 
水路工 L=75.4ｍ 2,681,640 H26.11.17～H27.3.24 

計  16,151,400 3 件 

  

 

 

 

 

 

 



(2) 管渠補修工事等 

   公共下水道 

 

(3) 委託関係 

   公共下水道 

業    務    名 業 務 概 要 処 理 区 委託費(円) 履 行 期 間 

下水道管路施設清掃委託 24 件 内浜.外浜.淀江 5,904,360 H26.4.1～H27.3.31 

米子市公共下水道台帳整備委託 台帳整備一式 内浜・外浜 4,469,040 H26.9.8～H27.3.12 

公共下水道台帳管理システム 

保守点検委託 
台帳整備一式 淀江 259,200 H26.4.1～H27.3.31 

青木処理分区不明水詳細調査 

業務委託 

本管・マンホール

調査等 一式 
内浜 6,251,040 H26.5.1～H27.2.27 

青木内浜幹線改築工事 

実施設計委託その 1 
調査設計 内浜 9,030,960 H26.7.31～H27.3.10 

計   25,914,600 5 件 

 

工    事    名 工 事 概 要 処 理 区 工事費(円) 工   期 

下水道管路施設補修工事 57 件 内浜.外浜.淀江 31,194,720 H26.4.1～H27.3.31 

市内公共ます設置工事 20 箇所 内浜.外浜.淀江 9,586,080 H26.5.15～H27.3.31 

県道皆生西原線（上福原工区） 

安心な道整備工事に伴う 

公共汚水ます調整工事 

39 箇所 外浜 1,854,360 H26.11.5～H27.1.29 

計   42,635,160 3 件 


