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課

管路整備担当
(1) 管渠新設工事
工

事

名

工

事

概

要

工事費(円)

工

期

熊党枝線その 3 工事

◎150～200 L=235.1ｍ

111,120,900

R2.5.11～R3.2.26

両三柳枝線その 73 工事

◎150～200 L=958.3ｍ

88,014,300

R2.5.11～R3.3.23

長砂町枝線その 6 工事

◎150～200 L=449.0ｍ

57,399,100

R2.5.21～R2.12.11

美吉枝線その 7 工事

◎75～200

L=655.2ｍ

60,724,400

R2.5.21～R3.3.16

彦名町枝線その 36 工事

◎150～200 L=553.1ｍ

68,253,900

R2.5.21～R3.2.26

吉岡熊党枝線工事

◎200

L=59.0ｍ

43,705,200

R2.5.25～R3.1.29

米原七丁目枝線その 5 工事

◎200

L=239.5ｍ

111,664,300

R2.5.25～R3.2.26

米原九丁目枝線工事

◎150～200 L=549.9ｍ

54,346,600

R2.6.1～R3.1.12

両三柳枝線その 70 工事

◎150～200 L=898.9ｍ

142,257,500

R2.7.9～R3.3.24

米原七丁目枝線その 6 工事

◎150～200 L=209.3ｍ

62,945,300

R2.7.13～R3.3.26

大篠津皆生幹線工事

◎700

L=200.5ｍ

125,298,800

R2.7.22～R3.3.23

日原兼久枝線工事

◎150～200 L=571.5ｍ

59,954,400

R2.9.28～R3.3.24

美吉枝線その 6 工事

◎75～300

L=465.8ｍ

(48,106,300)

R1.5.9～R2.5.29

両三柳枝線その 66 工事

◎200

L=323.5ｍ

熊党枝線その 2 工事

◎150～200 L=549.1ｍ

宗像枝線工事

◎150～200 L=474.1ｍ

両三柳枝線その 60 工事

◎150～200 L=572.9ｍ

米原五丁目枝線その 2 工事

◎150～200 L=389.1ｍ

7,996,300

（R1 繰越）

(123,464,000)

R1.5.23～R2.6.8

54,254,000

(R1 繰越)

(56,119,800)

R1.6.11～R2.5.15

36,119,800

(R1 繰越)

(84,201,700)

R1.8.7～R2.4.17

15,001,700

（R1 繰越）

(85,882,500)

R1.8.14～R2.6.10

27,582,500

（R1 繰越）

(88,345,400)

R1.12.5～R2.9.30

56,045,400

（R1 繰越）

工

事

名

工

事

概

要

観音寺枝線その 4 工事

◎150～200 L=536.3ｍ

両三柳米原九丁目枝線工事

◎150～200 L=521.0ｍ

熊党枝線その 4 工事

◎150～200 L=151.5ｍ

両三柳枝線その 71 工事

◎150～200 L=755.8ｍ

夜見町彦名町枝線工事

◎150～200 L=369.0ｍ

蚊屋枝線工事

◎150～200 L=623.0ｍ

両三柳枝線その 72 工事

◎150～200 L=863.3ｍ

崎津第十幹線工事

◎150～200 L=1,240.0ｍ

両三柳枝線その 69 工事

◎150～300 L=462.3ｍ

目久美町枝線工事

◎200

L=136.5ｍ

両三柳枝線その 75 工事

◎150

L=401.8ｍ

両三柳米原五丁目枝線工事

◎150～200 L=842.1ｍ

両三柳枝線その 76 工事

◎150～200 L=602.0ｍ

崎津第六第十五幹線工事

◎150～200 L=856.2ｍ

蚊屋枝線その 2 工事

◎150～200 L=655.9ｍ

両三柳枝線その 77 工事

◎200

道笑町三丁目ほか枝線工事

◎150～250 L=541.8ｍ

L=217.4ｍ

計
（注）上段（

）内が請負金額、下段が令和 2 年度支払額

工事費(円)

工

期

(60,173,300)

R1.12.18～R2.9.8

37,953,300

（R1 繰越）

(51,133,500)

R2.1.22～R2.7.27

31,383,500

(R1 繰越)

(102,187,800)

R2.5.11～R3.5.15

87,160,000

(R2 繰越)

(128,762,700)

R2.8.4～R3.6.30

75,000,000

(R2 繰越)

(75,179,500)

R2.8.11～R3.6.30

27,530,000

(R2 繰越)

(126,527,500)

R2.8.26～R3.5.28

39,000,000

(R2 繰越)

(83,461,400)

R2.8.27～R3.8.20

25,770,000

(R2 繰越)

(126,381,200)

R2.9.8～R3.7.30

0

(R2 繰越)

(107,890,200)

R2.9.10～R3.4.26

92,320,000

(R2 繰越)

(28,595,600)

R2.11.19～R3.5.24

11,350,000

(R2 繰越)

(49,989,500)

R2.11.26～R3.6.30

19,990,000

(R2 繰越)

(94,820,000)

R2.12.18～R3.10.29

0

(R2 繰越)

(74,800,000)

R2.12.23～R3.7.31

29,920,000

(R2 繰越)

(105,820,000)

R3.1.5～R3.7.30

42,320,000

(R2 繰越)

(86,504,000)

R3.1.6～R3.9.1

34,000,000

(R2 繰越)

(85,965,000)

R3.1.28～R3.9.30

0
(110,277,200)
0
(2,970,272,800)
1,736,381,200

(R2 繰越)
R3.3.31～R4.1.20
(R2 繰越)
35 件

(2) 業務委託等
業

務

名

内浜処理区下水道工事
実施設計委託その１
外浜処理区下水道工事
実施設計委託その 1
内浜処理区下水道工事
実施設計委託その 2
外浜処理区下水道工事
実施設計委託その 2
内浜処理区下水道工事
実施設計委託その 3
内浜処理区下水道工事
実施設計委託その 4
外浜処理区下水道工事
実施設計委託その 4
内浜処理区下水道工事
実施設計委託その 5
外浜処理区下水道工事
実施設計委託その 5
内浜処理区下水道工事
実施設計委託その 6
外浜処理区下水道工事
実施設計委託その 6
外浜処理区下水道工事
実施設計委託その 7
外浜処理区下水道工事
実施設計委託その 8
外浜処理区下水道工事
実施設計委託その 9
内浜処理区下水道工事
実施設計委託その 2
内浜処理区下水道工事
実施設計委託その 3
外浜処理区下水道工事
実施設計委託その 4
外浜処理区下水道工事
実施設計委託その 5
外浜処理区下水道工事
実施設計委託その 3

業

務

概

委託費(円)

履

行

期

間

◎150～200mm

L=1,677ｍ

16,270,100

R2.6.30～R3.3.17

◎150～250mm

L=1,110ｍ

17,505,400

R2.9.14～R3.3.25

◎150～200mm

L=1,944ｍ

13,412,300

R2.9.4～R3.3.25

◎150～200mm

L=1,340ｍ

19,728,500

R2.6.26～R3.3.19

◎150～200mm

L=1,230ｍ

10,890,000

R2.6.26～R3.2.26

◎150～200mm

L=1,418ｍ

11,119,900

R2.9.8～R3.3.25

◎150～200mm

L=949ｍ

17,593,400

R2.7.6～R3.3.25

◎150～200mm

L=2,269ｍ

19,496,400

R2.7.2～R3.3.19

◎150～200mm

L=1,629ｍ

18,691,200

R2.9.11～R3.3.26

◎150～200mm

L=1,828ｍ

21,964,800

R2.7.3～R3.3.25

◎150～200mm

L=3,003ｍ

18,893,600

R2.9.15～R3.3.25

◎150～200mm

L=1,565ｍ

18,807,800

R2.5.21～R3.2.26

◎150～200mm

L=758ｍ

13,722,500

R2.6.29～R3.1.29

◎150～200mm

L=911ｍ

15,780,600

R2.9.14～R3.3.24

◎150～200mm

L=1,943ｍ

(19,351,200)

R1.10.30～R2.4.23

14,901,200

（R1 繰越）

◎150～200mm

L=1,235ｍ

(13,189,000)

R1.10.25～R2.6.18

9,559,000

（R1 繰越）

◎150～200mm

L=1,213ｍ

(20,973,700)

R1.7.4～R2.5.26

15,353,700

（R1 繰越）

◎150～200mm

L=2,466ｍ

(20,782,300)

R1.7.3～R2.4.30

20,782,300

（R1 繰越）

◎150～200mm

L=3,171ｍ

(17,642,900)

R2.9.14～R3.6.15

4,320,000

(R2 繰越)

計
（注）上段（

要

）内が請負金額、下段が令和 2 年度支払額

(325,815,600)
298,792,700

19 件

２

管路維持担当
(1) 管渠改築・補修工事等
工

事

名

工

事

下水道管路施設修繕工事
市内公共ます設置工事
米子港幹線ほか改築工事

皆生中央枝線改築工事
皆生処理場送泥管改築その 1
工事
皆生処理場送泥管改築その 2
工事

概

要

処理区

工事費(円)

49 件

内浜、外浜、淀江

49,207,400

23 箇所

内浜、外浜、淀江

◎600～1,350

内浜

L=321.0ｍ
◎250

L=104.8ｍ

外浜

◎250

L=735.6ｍ

内浜

◎250

L=666.4ｍ

内浜

期

R2.4.1～R3.3.31

14,407,800

R2.5.19～R3.3.26

(106,849,600)

R2.10.12～R3.3.26

106,849,600

（R1 繰越）

(28,974,000)

R2.11.30～R3.6.30

8,030,000
(130,116,800)
46,990,000
(61,600,000)
0

（R2 繰越）
R2.12.28～R3.9.30
（R2 繰越）
R2.12.24～R3.9.30
（R2 繰越）

(391,155,600)

計
（注）上段（

工

6件

225,484,800

）内が請負金額、下段が 2 年度支払額

（2）業務委託等
業

務

名

業

務

概

要

処

理

区

下水道管路施設維持業務委託

21 件

内浜、外浜、淀江

下水道管路台帳システム更新

管路施設台帳

内浜、外浜、淀江、

業務委託

システム更新

農集、流通

４箇所

マンホールトイレシステム実施
設計業務委託
米子市公共下水道管路施設調査
業務委託

L=7,390ｍ
332 箇所

マンホール浮上防止対策実施設
計業務委託

33 箇所

皆生処理場送泥管改築工事実施

地質調査

１式

設計委託

設計業務

１式

建設資材価格特別調査業務委託

更生材料価格調査

委託費(円)

履

行

期

間

7,843,000

R2.4.1～R3.3.31

5,247,000

R2.4.1～R3.3.31

内浜

7,925,500

R2.9.3～R3.3.19

内浜、外浜、淀江

15,202,000

R2.11.24～R3.3.23

内浜

9,405,000

R2.12.24～R3.3.25

内浜

内浜

(21,275,100)

R2.3.6～R2.9.30

21,275,100

(R1 繰越)

(474,100)

R2.4.22～R2.7.17

474,100

（R1 繰越）

米子市公共下水道事業（皆生処
理場送泥管改築工事）に伴う境
線後藤・三本松口間 2K740M 下水

◎400

2条

L=175ｍ

内浜

(94,127,000) R2.10.29～R3.6.30
37,000,000

(R2 繰越)

道管新設工事委託
計
（注）上段（

）内が請負金額、下段が 2 年度支払額

(161,498,700)
104,371,700

8件

