
 

 

 

１ 市道管理関係 

(1) 共用路線数及び実延長（平成２４年度末） 

  ア 路線数   ２，７５６路線 

  イ 実延長 ９５９，１１８．２ｍ 

(2) 路線の認定、変更及び廃止 

  ア 認定       ７８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       ７１筆 

  イ 面積 ７，２３７．９７㎡ 

(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       ４９５件 

  イ 掘削許可       ２６９件 

  ウ 工事施行承認   １３２件 

  エ 境界立会       ２３４件 

(5) 道路照明灯整備状況 

  ア 新設         ９灯 

  イ 交換        ２３灯 

 

２ 法定外公共物に関する事務関係 

(1) 境界確定       １８１件 

(2) 用途廃止        １９件 

(3) 占用許可等     １７１件 

 

３ 準用河川管理関係 

(1) 河川数及び延長（平成２４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        ９件 

 

 

 

 

 

建 設 部 維 持 管 理 課 



 

４ 公園事業 

(1) 公園費関係 

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 

一般財源 

加茂北公園ブランコ設置工事 両三柳地内 
ブランコ設置 

 １箇所 
723,240 723,240 723,240 

三本松公園・博労町公園下水道接続水洗化

工事 

三本松四丁目、博

労町二丁目地内 

下水道接続水洗化 

１式 
1,800,750 1,800,750 1,800,750 

三旗公園便所施設撤去修繕工事 三旗町地内 
便所撤去・整地修繕 

１式 
282,450 282,450 282,450 

桜の里ほか施設撤去工事 長砂町地内 
老朽施設撤去 

          １式 
266,805 266,805 266,805 

計 3,073,245 3,073,245 3,073,245 

 

イ 修繕工事（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 

皆生海浜公園噴水ポンプバルブ修繕工事 
皆生温泉四丁目

地内 

バルブ修繕 

  １式 
166,950 166,950 166,950 



 

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 

旗ヶ崎３号公園ほかブランコ修繕工事 
旗ヶ崎六丁目ほ

か地内 

ブランコ梁修繕 

４箇所 
659,400 659,400 659,400 

久米町英霊塔量水器修繕工事 久米町地内 
量水器修繕 

１式 
289,360 289,360 289,360 

湊山公園猿ヶ島横便所修繕工事 西町地内 
便所修繕  

１式 
206,346 206,346 206,346 

湊山公園自由広場給水管布設替工事 西町地内 
給水管布設替 

１式 
285,191 285,191 285,191 

米子駅前広場バス乗場上屋雨樋修繕工事 弥生町地内 
雨樋取替 

１式 
246,750 246,750 246,750 

計 1,853,997 1,853,997 1,853,997 

 

ウ 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 
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 電気工作物保安管理業務 162,750 162,750 162,750 



 

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 

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 

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 20,990,550 20,990,550 20,990,550 

米子駅前広場清掃業務委託 弥生町地内 清掃業務 1,201,200 1,201,200 1,201,200 

大篠津集団移転跡地スポーツ広場除草業務

委託 
大篠津町地内 除草業務 262,500 262,500 262,500 

石井要害公園ほか立木伐採業務委託 石井地内 立木伐採 287,280 287,280 287,280 

加茂北公園コンビネーション遊具撤去業務

委託 
両三柳地内 老朽遊具撤去 249,900 249,900 249,900 

大篠津町緑地枯木撤去業務委託 大篠津町地内 枯木撤去 185,850 185,850 185,850 

皆生新田中央公園枯マツ伐採業務委託 
皆生新田三丁目

地内 
枯マツ伐採撤去 175,350 175,350 175,350 

猿固体識別マイクロチップ埋込委託 西町（湊山公園） マイクロチップ埋込猿７頭 203,805 203,805 203,805 

計 25,009,845 25,009,845 25,009,845 

   



 

エ 米子市都市公園指定管理料 

① 指定管理料   109,019,490 円 

 

(2) 負担金補助及び交付金 

① 米子市緑と花の街づくり基金緑化活動支援事業補助金 

区     分 申し込み・支援件数 金     額（円） 

緑 化 活 動 支 援 事 業 １２ ３００，０００ 

 

② 緑化フェアー補助金   100,000 円 

③ 米子つつじ祭補助金   444,000 円 

④ ボランティア活動支援交付金 

・米川堤防のつつじを育てる会   400,000 円 

・福市遺跡公園つつじを育む会   300,000 円 

 

 

 

 

 



 

(3) 公園事業費関係 

 ア 社会資本整備交付金                                                       （単位：円） 

 業 務 名 

施工

箇所 

事 業 概 要 事業費 委託費 業務着手年月日 業務完成年月日 

財源内訳 

交付金 起債 一般財源 

米子市公園施設長寿命

化計画策定業務委託 

市内

全域 

街区公園 

70 箇所 

近隣公園 

４箇所 

都市緑地 

２箇所 

7,738,500 7,738,500 平成 24 年 10 月 26 日 平成 25 年 3 月 25 日 3,869,250 － 3,869,250 

 

  

(4) 都市公園等占用関係 

○ 都市公園内行為許可          １６７件 

○ 都市公園占用許可            ８５件 

○ 公園施設設置許可            １１件 

○ 行政財産使用許可            ８６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 

起債 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 
95,506,950  94,999,800    507,150   95,506,950  

市道内浜街道線ほか除草業務委

託 
葭津ほか 

委託面積  Ａ=16,120㎡ 

除草業務 
1,566,600   1,566,600  1,566,600 

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=29,400㎡ 

除草業務 
2,779,350   2,779,350  2,779,350 

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=16,400㎡ 

除草業務 
1,582,350   1,582,350  1,582,350 

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=24,800㎡ 

除草業務 
2,472,750   2,472,750  2,472,750 

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= 20,205㎡ 

除草業務 
1,891,050      1,891,050   1,891,050  

森屋川除草業務委託 車尾二丁目 
委託面積 Ａ=880㎡ 

 除草業務 
253,050   253,050  253,050 

淀江町平岡地区整備工事 淀江町平岡 
施工面積  Ａ＝447㎡ 

舗装工 Ａ＝447㎡ 
3,547,950 3,547,950   3,500,000 47,950 

市有街灯修繕業務委託 市内全域 道路照明灯の修繕 7,194,600     7,194,600  7,194,600  

市有街灯新設工事 市内 
新設(LED)  ４箇所 

交換(蛍→LED)６箇所 
370,650  370,650      370,650  

道路照明灯改修工事 市内 新設(LED)  22箇所 1,276,800  1,276,800       1,276,800  

計 118,442,100  100,195,200    18,246,900 3,500,000 114,942,100  

 

 



   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 起債 一般財源 

除雪事業 市内全域 

作業時間 113.5時間 

待機時間   68時間 

除雪車  １台購入 

7,255,455  4,210,500  3,044,955  4,200,000 3,055,455 

凍結防止剤散布業務 市内全域 
作業時間 92時間 

待機時間 38時間 
1,480,773   1,480,773   1,480,773 

計 8,736,228  4,210,500  4,525,728  4,200,000 4,536,228 

 

 

    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 

起債 一般財源 

市道淀江西原線淀江大橋補修調

査設計業務 
淀江町西原 橋梁調査・測量・設計 3,074,400 

  
3,074,400  3,074,400 

市道今津６号線今津上橋補修調

査設計業務 
淀江町今津 橋梁調査・測量・設計 1,480,500 

 
 1,480,500  1,480,500 

市道前谷両三柳２号線３号橋ほ

か補修調査業務 
両三柳ほか 橋梁調査 4,379,550 

 
 4,379,550  4,379,550 

市道前谷両三柳２号線３号橋ほ

か１１実施設計業務 
両三柳ほか 測量・設計 

18,100,000 

うち繰越額 

18,100,000 

 

 

18,100,000 

うち繰越額 

18,100,000 

 

18,100,000 

うち繰越額 

18,100,000 

計 

27,034,450 

うち繰越額 

18,100,000 

  27,034,450 

うち繰越額 

18,100,000 

 

27,034,450 

うち繰越額 

18,100,000 

   

 

 



 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 

市道電電通り土橋線歩道改良工

事 
角盤町一丁目ほか 施工延長 Ｌ=134m 8,402,100 8,402,100  

303,747 24,674,700 2,9800,000 28,997 

市道久米町末広町通り線歩道改

良工事 
久米町ほか 施工延長 Ｌ=329.7m 24,147,900 24,147,900       

市道久米町末広町通り線歩道改

良工事（その２） 
末広町ほか 施工延長 Ｌ=351.8m 18,641,700 18,641,700  

市道東町南１号線歩道改良工事 東町 施工延長 Ｌ=84.8m 3,008,250 3,008,250  

市道久米町末広町通り線ほか１

歩道改良工事 
末広町ほか 施工延長 Ｌ=208.2m 

11,200,000 

うち繰越額 

11,200,000 

11,200,000 

うち繰越額 

11,200,000 

  

11,200,000 

うち繰越額 

11,200,000 

計 

65,399,950 

 うち繰越分 

 11,200,000 

65,399,950

うち繰越分 

11,200,000 

  

65,399,950 

うち繰越分 

   11,200,000 

 

 

 

 



（イ）橋りょう補修事業                                                             （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 起債 一般財源 

市道本通り西線加茂川橋補修工

事 
尾高町 橋梁補修工 

7,000,000 

うち繰越額 

7,000,000 

  

 3,850,000 

うち繰越額 

3,850,000 

3,100,000 

うち繰越額 

3,850,000 

50,000 

うち繰越額 

50,000 

市道淀江西原線淀江大橋補修工

事 
淀江町西原 橋梁塗装 

3,000,000 

うち繰越額 

3,000,000 

  

1,650,000 

うち繰越額 

1,650,000 

1,300,000 

うち繰越額 

1,300,000 

50,000 

うち繰越額 

50,000 

市道今津６号線今津上橋補修工

事 
淀江町今津 橋梁塗装 

3,000,000 

うち繰越額 

3,000,000 

  

1,650,000 

うち繰越額 

1,650,000 

1,300,000 

うち繰越額 

1,300,000 

50,000 

うち繰越額 

50,000 

計 

13,000,000 

うち繰越額 

13,000,000 

  

7,150,000 

うち繰越額 

7,150,000 

5,700,000 

うち繰越額 

5,700,000 

150,000 

うち繰越額 

150,000 

 

 

(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 
27,230,000 27,230,000     27,230,000 

市道佐陀中新田種池通線ほか防護柵

設置工事 

淀江町佐陀ほ

か 

防護柵 

  L=173.9ｍ 
2,154,600 2,154,600   2,154,600 

計 29,384,600 29,384,600     29,384,600 

 

 

 



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 

625,800  
  

  
  625,800 

  

  

  

312,900  312,900 

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 

1,501,500  
  

  
  1,501,500 

  

  

  

750,750  750,750 

計 2,127,300  
  

  
  2,127,300 

  

  
1,063,650  1,063,650 

 

    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 1,239,000    1,239,000  826,000 
 

413,000 

計 1,239,000    1,239,000  826,000 
 

413,000 

              

                

 



 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 
44,353,050  44,353,050      44,353,050  

排水管渠清掃業務 市内全域 施工延長 Ｌ＝1,919ｍ 3,914,400    3,914,400 3,914,400 

市道側溝浚渫業務 市内全域 施工延長 Ｌ＝1,529ｍ 4,071,900    4,071,900 4,071,900 

市道夜見東９号線排水路設計業務委託 夜見町 路線延長 Ｌ＝0.3kｍ 493,500      493,500  493,500  

市道佐陀中新田種池通線側溝補修工事 淀江町佐陀 施工延長 Ｌ=65.8m 2,571,450 2,571,450     2,571,450 

洗川浸水対策設計業務委託 青木 解析・設計 4,725,000     4,725,000 4,725,000 

小        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 1,017,000       1,017,000  1,017,000  

樋口川河川浄化施設 夜見町 
汚泥引抜、保守点検、清掃業

務 
1,151,640          1,151,640 1,151,640  

準用河川管理 陰田町ほか 除草、浚渫  1,032,300     1,031,300  1,032,300 

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

水貫川貯水施設 上福原二丁目 保守点検 148,050    148,050 148,050 

祇園町排水施設 祇園町二丁目 保守点検、施設修繕 226,275 110,275   126,000 226,275 

上福原地内調節池 上福原 保守点検 126,000     126,000 126,000  

小        計 3,761,265 110,275   3,659,900 3,761,265 

計 69,228,765 55,825,375   13,412,300 69,228,765 

 


