
 

 

 

 

 

１ 市道管理関係 

(1) 供用路線数及び実延長（平成２９年度末） 

  ア 路線数    ２，８９２路線 

  イ 実延長  ９７０，０９４ｍ 

(2) 路線の認定、変更及び廃止 

  ア 認定       １８路線 

  イ 変更        ２路線 

  ウ 廃止        ４路線 

(3) 道路用地取得状況 

  ア 筆数       ６１筆 

  イ 面積  ７，０５９．１６㎡ 

(4) 占用許可、工事施行承認及び境界立会 

  ア 占用許可       ８６７件 

  イ 工事施行承認   １４５件 

  ウ 境界立会       ２６８件 

 

２ 法定外公共物に関する事務関係 

(1) 境界確定       １７３件 

(2) 用途廃止        １７件 

(3) 占用許可等     ２３５件 

 

３ 準用河川管理関係 

(1) 河川数及び延長（平成２９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       ６件 

 

 

 

 

 

建 設 部 維 持 管 理 課 



 

４ 狭あい道路拡幅整備事業 

【工事・委託】                                                            （単位：円）  

 

 

【助成・報償】 

 

 

工   事   名 工 事 箇 所 工事概要 事 業 費 工事費 委託費 
財源内訳 

国庫補助金 起 債 一般財源 

陰田町地内道路改良工事 陰田町地内 
舗装工 一式 

擁壁工 一式 
6,313,680 6,313,680  3,156,000 

4,300,000 553,476 

市道両三柳６号線道路拡幅

工事 
両三柳地内 舗装工 一式 908,280 908,280  454,000 

夜見町地内狭あい道路用地

測量業務委託 
夜見町地内 測量業務 一式 2,052,000  2,052,000 1,026,000 

陰田町水道管移転補償 陰田町地内 移設工事 一式 429,516 429,516  214,000 

計 9,703,476 7,651,476 2,052,000 4,850,000 4,300,000 553,476 

件  数 助 成 費 
財源内訳 

国庫補助金 起債 一般財源 

２ 217,800 72,000 100,000 45,800 



 

５ 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 

市道宗像団地１号線街路樹撤去工事 宗像地内 街路樹撤去工事   １式 2,404,080 2,404,080 2,404,080 

永江西公園防護柵設置工事 永江地内 防護柵設置工事   1式 388,800 388,800 388,800 

計 2,792,880 2,792,880 2,792,880 

 

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 

湊山公園海岸遊歩道防護柵修繕工事 久米町地内 転落防止柵設置    １式 1,569,240 1,569,240 1,569,240 

弓ヶ浜公園マンホールポンプ場通報装置修繕

工事 
両三柳地内 通報装置修繕     １式 469,800 469,800 469,800 

米子市旧庁舎公衆トイレ用引込ポール改修工

事 
中町地内 引込ポール建替    １式 305,640 305,640 305,640 

計 2,344,680 2,344,680 2,344,680 

 



 

 

ウ 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 

御所原公園法面側フェンス補修工事 福市地内 防護柵補修     １式 421,200 421,200 421,200 

皆生海浜公園モニュメンタルシェルター照明

設備更新工事 

皆生温泉四丁目

地内 
電気設備工事    １式 828,360 828,360 828,360 

湊山公園猿ヶ島防護柵補修工事 西町地内 防護柵補修     １式 1,817,640 1,817,640 1,817,640 

和田浜展望台付丸太小屋便所展望台及び階段

解体撤去工事 
和田町地内 構造物撤去     1式 371,520 371,520 371,520 

福市公園修景池橋桁取替補修工事 福市地内 橋梁施設取替補修  1式 1,990,440 1,990,440 1,990,440 

計 5,429,160 5,429,160 5,429,160 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

起債 一般財源 

米子駅前広場清掃業務委託 弥生町地内 清掃業務 1,242,000 1,242,000  1,242,000 

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 194,400 194,400  194,400 

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 168,480 168,480  168,480 

プリンタ機器保守業務委託 維持管理課内 プリンタ機器保守業務 75,168 75,168  75,168 

弓ヶ浜公園マンホールポンプ場巡回点検業務

委託 
両三柳地内 

マンホールポンプ場 

巡回点検業務 
345,600 345,600  345,600 

市道街路樹維持管理委託 市内一円 街路樹維持管理業務 23,853,960 23,853,960  23,853,960 

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 982,800 982,800  982,800 

猿固体識別マイクロチップ埋込委託 
西町地内 

（湊山公園） 

マイクロチップ 

埋込猿 ６頭 
223,236 223,236  223,236 

湊山公園桜の苑抜根業務委託 
西町地内 

（湊山公園） 
切株撤去工     1式 1,166,400 1,166,400  1,166,400 

皆生海浜公園給水管漏水調査業務委託 皆生温泉四丁目地内 給水管漏水調査   1式 685,800 685,800  685,800 

計 28,937,844 28,937,844  28,937,844 

 

オ 米子市都市公園 

(ｱ) 公園管理費 

都市公園指定管理料   121,335,840円  (平成２９年４月から平成３０年３月) 



 

(ｲ) 負担金補助及び交付金 

ａ 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  ８ ２４０，０００ 

ｂ 緑化フェアー補助金   100,000円 

ｃ 米子つつじ祭補助金   344,000円 

ｄ 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 

(2) 都市公園等占用関係 

ア 都市公園内行為許可 ２７０件 

イ 都市公園占用許可   ７７件 

ウ 公園施設設置許可    ６件 

エ 行政財産使用許可   ６８件 

 (3) 公園事業費関係 

社会資本整備交付金（公園施設長寿命化事業）                                                （単位：円） 

工   事   名 工 事 箇 所 工  事  概  要 事 業 費 工 事 費 
財源内訳 

交付金 起債 一般財源 

米子市都市公園公園施設改築工事 
錦海町二丁目地

内ほか 

公園施設撤去工  １式 

公園施設設置工  １式 
19,071,720 19,071,720 9,535,860 8,500,000 1,035,860 

計 19,071,720 19,071,720 9,535,860 8,500,000 1,035,860 

 



６ 道路 

(1) 道路維持費  

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

事 業 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 
97,698,960 97,698,960    97,698,960 

市道内浜街道線ほか18路線除草

業務委託 
葭津地内ほか 

委託面積  Ａ=23,600㎡ 

除草業務 
3,802,680   3,802,680  3,802,680 

市道日野川右岸堤線ほか 7路線

除草業務委託 
古豊千地内ほか 

委託面積  Ａ=28,000㎡ 

除草業務 
4,069,440   4,069,440  4,069,440 

市道尾高岡成赤松線ほか 7路線

除草業務委託 
尾高地内ほか 

委託面積  Ａ=16,100㎡ 

除草業務 
2,203,200   2,203,200  2,203,200 

市道別所樋ノ口線ほか23路線除

草業務委託 
別所地内ほか 

委託面積  Ａ=26,400㎡ 

除草業務 
3,783,240   3,783,240  3,783,240 

市道新開川右岸堤線ほか20路線

除草業務委託 
上福原地内ほか 

委託面積  Ａ= 22,600㎡ 

除草業務 
3,628,800   3,628,800  3,628,800 

市有街灯維持工事 市内全域 道路照明灯の修繕 11,996,640 11,996,640    11,996,640 

計 127,182,960 109,695,600  17,487,360  127,182,960 

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 

交付金 委託金 起債 一般財源 

除雪事業 市内全域 
作業時間  1695.1時間 

待機時間    608時間 
51,893,651   51,893,651 17,000,000 2,032,000  32,861,651 

凍結防止剤散布業務 市内全域 

作業時間  163.5時間 

待機時間   102時間 

積込時間    51時間 

6,154,984   6,154,984    6,154,984 

計 58,048,635   58,048,635 17,000,000 2,032,000  39,016,635 

 



ウ 社会資本整備総合交付金事業                                                            

(ｱ) 橋りょう補修（補助）事業・委託                                                           （単位：円） 

事 業 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 

交付金 起債 一般財源 

市道弓ヶ浜新開線新開橋橋

梁補修調査設計業務委託 

河崎、夜見町地内 橋梁補修詳細調査・

設計 
4,507,920   4,507,920 2,479,356 

16,600,000 

うち現年 

12,200,000 

うち繰越 

4,400,000 

1,902,434 

うち現年 

1,393,600 

うち繰越 

508,834 

市道天井川瓶山線大洞橋ほ

か１橋梁補修調査設計業務

委託 

淀江町稲吉地内ほ

か 

橋梁補修詳細調査・

設計 5,692,680   5,692,680 

20,134,730 

うち現年 

12,200,364 

うち繰越 

7,934,366 

市道久米町祇園橋線祇園橋

橋梁補修調査設計業務委託 

東町、祇園町一丁

目地内 

橋梁補修詳細調査・

設計 

4,495,120 

うち現年 

0 

うち繰越 

4,495,120 

  

4,495,120 

うち現年 

0 

うち繰越 

4,495,120 

市道五ツ分日下線日下橋橋

梁補修調査設計業務委託 

日下、福万地内 橋梁補修詳細調査・

設計 5,805,000   5,805,000 

市道下郷４号線下郷新橋橋

梁補修調査設計業務委託 

下郷、淀江町佐陀

地内 

橋梁補修詳細調査・

設計 6,657,120   6,657,120 

市道皆生新田２丁目 7 号線

水貫川１号橋橋梁補修調査

設計業務委託 

皆生新田二丁目地

内 

橋梁補修詳細調査・

設計 5,610,600   5,610,600 

市道西原佐陀線新佐陀橋橋

梁補修調査設計業務委託 

淀江町佐陀淀江町

中間地内 

橋梁補修詳細調査・

設計 

8,348,080 

うち現年 

0 

うち繰越 

8,348,080 

  

8,348,080 

うち現年 

0 

うち繰越 

8,348,080 

                        計 

41,116,520 

うち現年 

28,273,320 

うち繰越 

12,843,200 

  

41,116,520

うち現年 

28,273,320 

うち繰越 

12,843,200 

22,614,086 

うち現年 

14,679,720 

うち繰越 

7,934,366 

16,600,000 

うち現年 

12,200,000 

うち繰越 

4,400,000 

1,902,434 

うち現年 

1,393,600 

うち繰越 

508,834 



  

(ｲ) 橋りょう補修（補助）事業・工事                                                            （単位：円） 

事 業 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 

交付金 起債 一般財源 

市道茶町祇園町線新加茂川

橋橋梁補修工事 

大工町、愛宕町地

内 
橋梁補修工 20,647,440 20,647,440 

 
 11,356,092 

48,700,000 5,382,566 

市道青木団地中央線大川６

号橋橋梁補修工事 
福市地内 橋梁補修工 13,426,560 13,426,560   7,384,608 

市道彦名新田２号線彦名西

橋橋梁補修工事 
彦名町地内 橋梁補修工 38,104,560 38,104,560   20,957,508 

市道岡成上泉3号線1号橋橋

梁補修工事 
岡成、泉地内 橋梁補修工 17,614,800 17,614,800   9,688,140 

市道尾高河岡線河岡橋橋梁

補修工事 
河岡地内 橋梁補修工 30,390,120 30,390,120   16,714,566 

計 120,183,480 120,183,480   66,100,914 48,700,000 5,382,566 

 

 

(ｳ) 橋りょう補修（補助）事業・工事  （繰越分）                                                     （単位：円） 

事 業 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 

交付金 起債 一般財源 

市道末広町大谷口陰田線末

広橋橋梁補修工事 

末広町、大谷町地

内 
橋梁補修工 12,215,520 12,215,520 

 
 6,082,679 

19,400,000 435,969 
市道亀甲佐陀線佐陀橋橋梁

補修工事（その２） 

淀江町佐陀、中間

地内 
橋梁補修工 28,385,840 28,385,840   14,682,712 

計 40,601,360 40,601,360   20,765,391 19,400,000 435,969 

 



 (2) 交通安全施設設備事業 

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

工 事 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 

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 
22,521,240 22,521,240   22,521,240 

計 22,521,240 22,521,240   22,521,240 

 

 

７ 排水路 

(1) 排水路維持費 

ア 崎津団地承水路維持管理費補助金                                                           （単位：円） 

河川名 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  ２回/月 

地下水位調査 

定期２回/月 

水質分析試験 

１回/月 

1,318,680  
  

  
  1,318,680  659,340  659,340 

崎津川 
葭津 

大崎 

清掃作業  Ａ=25,000㎡ 

北崎津川及び南崎津川  

   

除草    Ａ＝19,900㎡ 

 

2,462,400  
  

  
  2,462,400  1,231,200  1,231,200 

計 3,781,080    3,781,080  1,890,540  1,890,540 

 

 



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

河川名 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

地内ほか 
浚渫工 １式 2,052,000    2,052,000  1,366,632 

 
685,368 

計 2,052,000    2,052,000  1,366,632 
 

685,368 

        

 

ウ 単独事業                                                                     （単位：円） 

事 業 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 

一般財源 

排水路等維持補修工事 
市内全域 

（淀江町を除く） 

市道等排水路の維持補修 

通常維持工、小修繕工 
45,709,920 45,709,920     45,709,920 

夜見地内排水路補修工事 夜見町地内 
排水路補修 

施工延長 Ｌ＝124.5ｍ 
4,158,000 4,158,000   

 

 
4,158,000 

排水管渠清掃業務委託 市内全域 施工延長 Ｌ＝392ｍ 1,291,680    1,291,680 1,291,680 

市道側溝浚渫業務委託 市内全域 土砂運搬 79㎥ 2,063,880    2,063,880 2,063,880 

堀川排水処理場 両三柳地内 汚泥引抜、保守点検、管理委託 1,185,544      1,185,544 1,185,544 

樋口川河川浄化施設 夜見町地内 
汚泥引抜、保守点検、清掃業務、 

修繕 
1,072,980  279,720    793,260 1,072,980  

準用河川管理 陰田町地内ほか 除草、浚渫  1,641,600    1,641,600 1,641,600 

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

水貫川貯水施設 
上福原二丁目地

内 
保守点検 152,280    152,280 152,280 



祇園町排水施設 
祇園町二丁目地

内 
保守点検 129,600    129,600 129,600 

上福原地内調節池 上福原地内 保守点検 129,600     129,600 129,600  

準用河川浅中川潮止樋門操作 淀江町西原 管理操作委託 60,000    60,000 60,000 

車尾排水ポンプ施設保安管理業務委

託 
車尾地内 管理操作委託 62,640    62,640 62,640 

三ヶ堰樋門操作業務委託 榎原地内 管理操作委託 96,000    96,000 96,000 

計 57,813,724 50,147,640   7,666,084 57,813,724 

 


