
 

 

 

１ 市道管理関係 

(1) 共用路線数及び実延長（平成２３年度末） 

  ア 路線数   ２，７９０路線 

  イ 実延長 ９５４，６３９ｍ 

(2) 路線の認定、変更及び廃止 

  ア 認定        ８路線 

  イ 変更        １路線 

  ウ 廃止        ０路線 

(3) 道路用地取得状況 

  ア 筆数       ３８筆 

  イ 面積 ３，５４８．９５㎡ 

(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       ４９１件 

  イ 掘削許可       ２５１件 

  ウ 工事施行承認   １２８件 

  エ 境界立会       ２００件 

(5) 道路照明灯整備状況 

  ア 新設        １５灯 

  イ 交換        ３８灯 

 

２ 法定外公共物に関する事務関係 

(1) 境界確定       １４５件 

(2) 用途廃止        ２３件 

(3) 占用許可等     ２０８件 

 

３ 準用河川管理関係 

(1) 河川数及び延長（平成２３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        ８件 

 

 

 

 

 

建 設 部 維 持 管 理 課 



 

４ 公園事業 

(1) 公園関係 

ア 整備工事（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 備    考 

一般財源  

東山公園法面補修工事 車尾地内 
法面補修整形、養生マッ

ト設置 
498,750 498,750 498,750  

弓ヶ浜公園すべり台修繕工事 両三柳地内 
スベリ台隙間塞ぎパネ

ル設置、塗装補修 
378,000 378,000 378,000  

湊山公園散水設備設置工事 西町地内 
散水設備(スプリンクラ

ー)設置 ３箇所 
472,500 472,500 472,500  

弓ヶ浜公園散水用水中ポンプ取替工事 両三柳地内 
散水用水中ポンプ取替 

２台 
1,341,900 1,341,900 1,341,900  

弓ヶ浜公園マンホールポンプ場修繕工事 両三柳地内 
汚水排水用水中ポンプ

取替  ２台 
1,123,500 1,123,500 1,123,500 

内 374,500 円 

(財)鳥取県体育協会負担 

立町西公園樹木補植工事 立町四丁目地内 
中木植栽 24本 

支柱設置 14m 
220,500 220,500 220,500  

旭が丘公園照明設備改修工事 大篠津町地内 LED 照明設置 １箇所 483,000 483,000 483,000  

湊山公園ほか管理施設設置工事 西町地内 
車止め設置 ４基 

説明版設置 ２基 
449,400 449,400 449,400  

計 4,967,550 4,967,550 4,967,550  

 



 

イ 補修工事（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 

東山公園台風被害法面補修工事 長砂町地内 

法面補修整形、養生マッ

ト・編柵設置 

787,500 787,500 787,500 

湊山公園猿舎格子ゲート取付工事 西町地内 格子ゲート取付 124,950 124,950 124,950 

湊山公園猿舎観察室修繕工事 西町地内 ポリカ板取替 278,670 278,670 278,670 

米子駅前広場バスシェルター雨樋修繕工事 弥生町地内 雨樋取替 138,453 138,453 138,453 

計 1,329,573 1,329,573 1,329,573 

 

ウ 修繕工事（単独費）                                     （単位：円） 

工 事 名 工事箇所 工事概要 事業費 事業費 工事費 

財源内訳 

一般財源 

皆生海浜公園ほか台風被害 

照明設備修繕工事 

皆生温泉四

丁目ほか地

内 

照明器具取替 

２ヶ所 

LED 外灯設置 

（取替）３ヶ所 

1,900,500 1.900,500 1,900,500 1,900,500 

 

 



 

   エ 業務委託（単独費）                                          （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

（皆生海浜公園） 

皆生温泉四丁目地

内 
自家用電気工作物保安管理業務 125,160 125,160 125,160 

自家用電気工作物保安管理業務委託

（弓ヶ浜公園） 
両三柳地内 自家用電気工作物保安管理業務 162,750 162,750 162,750 

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 

都市公園等遊具安全点検業務委託 尾高町ほか 
遊具点検業務 

N=127基 
1,260,000 1,260,000 1,260,000 

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 

市道街路樹維持管理委託 市内一円 街路樹維持管理業務 20,210,400 20,210,400 20,210,400 

南公園藤棚撤去業務委託 石井地内 藤棚撤去 298,200 298,200 298,200 

湊山公園東屋撤去業務委託 西町地内 東屋撤去 266,700 266,700 266,700 

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 

桜の里倒木処理業務委託 長砂町地内 樹木処理 157,500 157,500 157,500 

日野川堰緑地台風被害流木撤去業務

委託 
福市地内 流木撤去 488,250 488,250 488,250 

計 25,289,460 25,289,460 25,289,460 



 

  オ 米子市都市公園指定管理料 

① 指定管理料   110,565,000 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 １２ ２９９，０００ 

 

(3) 土木施設災害復旧費関係 

 ア 補 助                                                             （単位：円） 

公 園 名 施工箇所 事 業 概 要 事業費 工事費 

工事着手 

年月日 

工事完成 

年月日 

財源内訳 

国庫支出金 起債 一般財源 

日野川多目的広場 東八幡地内 

整地工 

（復旧延長 

Ｌ＝60ｍ） 

1,722,000 1,722,000 平成 24年 1月６日 平成 24年 3月 23日 830,000 800,000 92,000 

 

  

 

 



 

イ 単 独 費 

① 業務委託                                               （単位：円） 

委 託 名 委託箇所 委託概要 事業費 事業費 委託費 

財源内訳 

一般財源 起債 

日野川多目的広場災害測量業務委託 東八幡地内 

測量業務 

平板測量被災状

況写真撮影 

設計業務 

997,500 997,500 997,500 97,500 900,000 

 

(4) 都市公園等占用関係 

○ 都市公園内行為許可          １８８件 

○ 都市公園占用許可            ７８件 

○ 行政財産使用許可           １２７件 

 



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 
101,958,150  101,451,000    507,150  101,958,150  

市道内浜街道線ほか除草業務委

託 
葭津ほか 

委託面積  Ａ=11,555㎡ 

除草業務 
1,104,600   1,104,600 1,104,600 

市道日野川右岸堤線ほか除草業

務委託 
古豊千ほか 

委託面積  Ａ=27,705㎡ 

除草業務 
2,822,400   2,822,400 2,822,400 

市道尾高岡成赤松線ほか除草業

務委託 
尾高ほか 

委託面積  Ａ=14,990㎡ 

除草業務 
1,687,350   1,687,350 1,687,350 

市道別所樋ノ口線ほか除草業務

委託 
別所ほか 

委託面積  Ａ=24,275㎡ 

除草業務 
3,171,000   3,171,000 3,171,000 

市道新開川右岸堤線ほか除草業

務委託 
西福原ほか 

委託面積  Ａ=13,490㎡ 

除草業務 
1,450,050      1,450,050  1,450,050  

市道河崎２号線側溝設置工事 河崎 
施工延長 Ｌ＝65m 

 側溝工 Ｌ＝62.1ｍ 
2,354,100   2,354,100 2,354,100 

西福原地内歩道補修工事 西福原二丁目 
施工延長  L＝67.5ｍ 

舗装工 Ａ＝202㎡ 
777,000 777,000   777,000 

市道蚊屋箕線側溝補修工事 蚊屋 
施工延長  Ｌ＝26.8ｍ 

小型水路工  L=24m 
1,174,950  1,174,950     1,174,950  

市道上彦名西１６号舗装補修工

事 
彦名町 

施工延長  Ｌ＝234.8ｍ 

舗装工 
1,412,250  1,412,250     1,412,250  

成実地区ほか浸水対策工事 石井 
土のう設置 

看板設置 
24,150  24,150      24,150  

岡成地区ほか浸水対策工事 岡成 
土のう設置 

看板設置 
123,900  123,900      123,900  

 

 



（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 

市有街灯修繕業務委託 市内全域 道路照明等の修繕 7,199,350   7,199,350 7,199,350 

市有街灯取替工事 
皆生温泉三丁目ほ

か 

LED灯：新規５灯 

 取替４灯 
1,186,500 1,186,500   1,186,500 

計 126,445,750  106,149,750   20,296,000  126,445,750  

 

   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 
備品購入

費 
委託費 

財源内訳 

委託金 一般財源 

除雪事業 市内全域 

作業時間 589時間 

待機時間  292時間 

歩道用除雪機 2台購入 

24,828,552  1,312,500  23,516,052 617,000 24,211,552 

凍結防止剤散布業務 市内全域 
作業時間 137時間 

待機時間  56時間 
2,202,100 

  
2,202,100  2,202,100 

計 27,030,652 
 

1,312,500  25,718,152 617,000 26,413,652 

 

    ウ 橋りょう補修事業                                                                                                                   (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 

補助金 一般財源 

市道昭和町東福原線昭和橋補修

調査設計業務 
昭和町 橋梁調査・測量・設計 1,914,150 

  
1,914,150  1,914,150 

市道本通り西線加茂川橋補修調

査設計業務 
西倉吉町ほか 橋梁調査・測量・設計 1,785,000 

 
 1,785,000  1,785,000 

計 3,699,150 
  

3,699,150  3,699,150 



   

 エ 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(繰越分) 

市道電電通り土橋線(繰越分) 

紺屋町ほか 

角盤町一丁目ほか 

施工延長 Ｌ=272m 

施工延長 Ｌ=132m 

11,216,100 

12,985,,350 

11,216,100 

12,985,,350 
  8,677,000 15,500,000 24,450 

市道電電通り土橋線歩道改良工

事 

市道冨士見町東町線ほか測量設

計業務委託 

角盤町一丁目ほか 

東町ほか 

施工延長 Ｌ=340m 

測量・設計業務 １式 
27,760,845 

22,788,150 

 

      

4,660,950 
311,745 10,898,040 16,800,000 62,805 

計 

51,962,295 

 うち繰越分 

 24,201,450 

46,989,600 

うち繰越分 

24,201,450 

4,660,950 311,745 

19,575,040 

うち繰越分 

8,677,000 

32,300,000 

うち繰越分 

15,500,000 

87,255 

うち繰越分 

24,450 

 

  

（イ）橋りょう長寿命化修繕策定事業                                                             （単位：円）   

事 業 名 事業箇所 事業概要 事業費 委託費 事務費 
財源内訳 

交付金 一般財源 

橋梁長寿命化修繕計画策定業務 市内全域 
対象橋梁：10ｍ以上 

124橋 
8,127,700 8,120,700 7,000 

 

4,060,350 

 

 

4,067,350 

 

計 8,127,700 8,120,700 7,000 

 

4,060,350 

 

 

4,067,350 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(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 市内全域 
市道等の安全施

設の維持補修 
17,148,600 17,148,600     17,148,600 

市道内浜街道線区画線設置工事 葭津ほか 
外側線 

  L=9,758ｍ 
2,375,100 2,375,100     2,375,100 

市道夜見鉄工団地線区画線設置工事 夜見町ほか 
外側線 

  L=9,510ｍ 
2,326,800 2,326,800   2,326,800 

古地井手川転落防止柵設置工事 東福原二丁目 
転落防止柵 

  L=100.5ｍ 
1,292,550 1,292,550   1,292,550 

市道富益ほか区崎津３号線転落防止

柵設置工事 
富益町 

転落防止柵 

  L=173.7ｍ 
2,182,950 2,182,950   2,182,950 

河崎地内転落防止柵設置工事 河崎 
転落防止柵 

  L=73.1ｍ 
1,210,650 1,210,650     1,210,650 

大水落川外防護柵設置工事 河崎 
転落防止柵 

  L=314.5ｍ 
3,381,000 3,381,000     3,381,000 

道路照明灯改修その２工事 
上福原二丁目

ほか 

LED灯 新規９灯 

取替６灯 

1,62

7,500 

1,6

27,500 
    

1,62

7,500 

計 31,545,150 31,545,150     31,545,150 

 

 

 

 

 

 



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＝36,600㎡ 

北崎津川  Ａ＝10,240㎡ 

南崎津川  Ａ＝26,360㎡ 

除草    Ａ＝31,360㎡ 

北崎津川  Ａ＝3,920㎡×２回 

南崎津川  Ａ＝11,760㎡×２回 

1,551,900  
  

  
  1,551,900 

  

  

  

775,950  775,950 

計 2,108,400  
  

  
  2,108,400 

  

  

  

1,054,200  1,054,200 

 

    イ 新開川(国道４３１号区間)水路維持管理費負担金                                                   (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 

 

新開川 

 

西福原九丁目 浚渫工 １式 1,617,000    1,617,000  1,076,922 

 

540,078 

 

計 
1,617,000    1,617,000  1,076,922 

 
540,078 

                                 



                            

 

 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 
42,179,550  42,179,550      42,179,550  

排水管渠清掃業務 市内全域 施工延長 Ｌ＝1,904ｍ 3,323,250    3,323,250 3,323,250 

市道側溝浚渫業務 市内全域 施工延長 Ｌ＝1,638ｍ 4,276,650    4,276,650 4,276,650 

両三柳地内排水施設設計業務 両三柳 路線延長 Ｌ＝0.2kｍ 1,312,500      1,312,500  1,312,500  

車尾二丁目地内排水施設設計業務 車尾二丁目 設計業務 １式 483,000      483,000 483,000 

夜見地区排水路補修工事設計業務 夜見町 詳細設計 Ｌ＝0.23kｍ 357,000       357,000  357,000  

市道前地東福原線側溝補修工事 東福原一丁目 
施工延長 Ｌ＝45ｍ 

 側溝工 Ｌ＝45m 
3,318,000 3,318,000    3,318,000 

市道車尾２号線側溝補修工事 車尾二丁目 
側溝工 Ｌ＝58ｍ 

マンホール工 １基 
10,217,550 10,217,550    10,217,550 

計 65,467,500 55,715,100   9,752,400 65,467,500 

堀川排水処理場 両三柳 汚泥引抜、保守点検 907,800       907,800  907,800  

樋口川河川浄化施設 夜見町 
汚泥引抜、保守点検、清掃業

務、施設修繕工事 
1,663,042      507,202    1,155,840 1,663,042  

準用河川管理 陰田町ほか 除草、浚渫  1,022,850     1,022,850  1,022,850 

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



(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 

水貫川貯水施設 上福原二丁目 保守点検 98,700    98,700 98,700 

祇園町排水施設 祇園町二丁目 保守点検 118,400    118,400 118,400 

上福原地内調節池 上福原 保守点検 63,000    63,000 63,000 

小       計 3,933,792     507,202   3,426,590 3,933,792 

計 69,401,292  56,222,302     13,178,990 69,401,292  

 


