
１ 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

米原九丁目枝線その 2 工事 ◎200mm L=226.0ｍ 134,351,800 R3.5.27～R4.2.28

両三柳枝線その 85 工事 ◎150～200mm L=712.7ｍ 68,741,200 R3.6.10～R4.3.15

熊党枝線その 5 工事 ◎150～200mm L=380.2ｍ 69,947,900 R3.6.22～R4.2.18

米原五丁目枝線その 3 工事 ◎200mm L=231.0ｍ 135,448,500 R3.6.28～R4.3.10

両三柳枝線その 84 工事 ◎200mm L=187.5ｍ 97,240,000 R3.7.1～R4.2.8

両三柳枝線その 83 工事 ◎150～200mm L=446.4ｍ 66,007,700 R3.7.30～R4.3.28

熊党枝線その 4 工事 ◎150～200mm L=151.5ｍ
(101,970,000)

14,810,000

R2.5.11～R3.5.6

（R2 繰越）

両三柳枝線その 71 工事 ◎150～200mm L=755.3ｍ
(130,618,400)

55,618,400

R2.8.4～R3.6.30

（R2 繰越）

夜見町彦名町枝線工事 ◎150～200mm L=369.0ｍ
(76,062,800)

48,532,800

R2.8.11～R3.6.25

（R2 繰越）

蚊屋枝線工事 ◎150～200mm L=641.2ｍ
(129,137,800)

90,137,800

R2.8.26～R3.7.30

（R2 繰越）

両三柳枝線その 72 工事 ◎150～200mm L=861.3ｍ
(85,230,200)

59,460,200

R2.8.27～R3.8.4

（R2 繰越）

崎津第十幹線工事 ◎75～200mm L=1241.3ｍ
(126,245,900)

126,245,900

R2.9.8～R3.9.17

（R2 繰越）

両三柳枝線その 69 工事 ◎150～300mm L=462.3ｍ
(108,262,000)

15,942,000

R2.9.10～R3.4.12

（R2 繰越）

目久美町枝線工事 ◎200mm L=136.6ｍ
(31,830,700)

20,480,700

R2.11.19～R3.5.24

(R2 繰越)

両三柳枝線その 75 工事 ◎150mm L=411.9ｍ
(52,632,800)

32,642,800

R2.11.26～R3.9.15

(R2 繰越)

両三柳米原五丁目枝線工事 ◎150～200mm L=870.9ｍ
(93,750,800)

93,750,800

R2.12.18～R4.3.28

（R2 繰越）

両三柳枝線その 76 工事 ◎150～200mm L=600.6ｍ
(74,685,600)

44,765,600

R2.12.23～R3.7.31

（R2 繰越）

崎津第六第十五幹線工事 ◎150～200mm L=857.4ｍ
(100,437,700)

58,117,700

R3.1.5～R3.11.19

（R2 繰越）

下 水 道 部 整 備 課



工 事 名 工 事 概 要 工事費(円) 工 期

蚊屋枝線その 2 工事 ◎150～200mm L=656.0ｍ
(125,056,800)

91,056,800

R3.1.6～R4.3.25

（R2 繰越）

両三柳枝線その 77 工事 ◎200mm L=221.4ｍ
(88,321,200)

88,321,200

R3.1.28～R3.11.19

(R2 繰越)

道笑町三丁目ほか枝線工事 ◎150～250mm L=552.8ｍ
(138,286,950)

138,286,950

R3.3.31～R4.3.17

(R2 繰越)

両三柳枝線その 78 工事 ◎150～200mm L=521.5ｍ
(118,756,000)

71,250,000

R3.5.26～R4.4.28

(R4 繰越)

彦名町枝線その 39 工事 ◎150～200mm L=856.9ｍ
(79,634,500)

47,780,000

R3.5.27～R4.6.30

(R4 繰越)

彦名町枝線その 38 工事 ◎150～200mm L=906.5ｍ
(112,530,000)

67,510,000

R3.6.2～R4.10.14

(R4 繰越)

熊党枝線その 6 工事 ◎150～200mm L=186.7ｍ
122,850,000

R3.6.15～R4.4.28

(R4 繰越)

宗像長砂町ほか枝線工事 ◎150～200mm L=776.3ｍ
(111,001,000)

81,190,000

R3.6.29～R4.5.13

(R4 繰越)

両三柳枝線その 79 工事 ◎150～200mm L=465.0ｍ
(92,552,900)

53,500,000

R3.7.8～R4.4.28

(R4 繰越)

三柳第一幹線工事 ◎150～250mm L=921.9ｍ
(143,990,000)

120,580,000

R3.7.9～R4.6.30

(R4 繰越)

宗像長砂町枝線工事 ◎150～200mm L=597.1ｍ
(137,003,900)

88,460,000

R3.7.19～R4.6.30

(R4 繰越)

両三柳枝線その 82 工事 ◎150～200mm L=551.2ｍ
(110,886,600)

93,490,000

R3.7.20～R4.5.13

(R4 繰越)

宗像枝線その 3 工事 ◎150～200mm L=331.9ｍ
(102,256,000)

60,120,000

R3.7.26～R4.4.28

(R4 繰越)

宗像枝線その 2 工事 ◎200～250mm L=186.3ｍ
(69,250,500)

40,430,000

R3.7.29～R4.4.28

(R4 繰越)

両三柳枝線その 81 工事 ◎150～200mm L=1055.2ｍ
(100,335,400)

78,570,000

R3.8.5～R4.4.28

(R4 繰越)

両三柳枝線その 80 工事 ◎150～200mm L=554.2ｍ
(68,204,400)

49,620,000

R3.8.5～R4.5.31

(R4 繰越)

夜見町枝線その 8 工事 ◎150～200mm L=535.0ｍ
(65,355,400)

0

R3.11.25～R4.9.28

(R4 繰越)

両三柳米原五丁目枝線その 2 工事 ◎150～200 L=737.1ｍ
(86,735,000)

34,690,000

R4.1.31～R4.11.30

(R4 繰越)

彦名町枝線その 40 工事 ◎150～200 L=803.1ｍ
(62,359,000)

24,940,000

R4.2.7～R4.11.30

(R4 繰越)



（注）上段（ ）内が請負金額、下段が令和３年度支払額

(2) 業務委託等

（注）上段（ ）内が請負金額、下段が令和３年度支払額

工 事 名 工 事 概 要 工事費(円) 工 期

彦名町枝線その 37 工事 ◎150～200mm L=682.2ｍ
(68,783,000)

27,500,000

R4.2.8～R4.11.30

(R4 繰越)

蚊屋枝線その 3 工事 ◎150～200mm L=733.6ｍ
(83,996,000)

0

R4.3.17～R4.12.2

(R4 繰越)

蚊屋枝線その 4 工事 ◎150～400mm L=553.0ｍ
(73,810,000)

0

R4.3.15～R4.11.17

(R4 繰越)

計
(3,871,414,150)

2,612,386,750
40 件

業 務 名 業 務 概 要 委託費(円) 履 行 期 間

外浜処理区下水道工事

実施設計委託その 3
◎150～200mm L=3,171.0ｍ

(17,642,900)

13,322,900

R2.9.14～R3.6.15

(R2 繰越）

内浜処理区下水道工事

実施設計委託その１
◎150～200mm L=1,673.0ｍ 13,069,100 R3.6.23～R4.1.28

外浜処理区下水道工事

実施設計委託その 1
◎150～700mm L=1,123.0ｍ 23,027,400 R3.6.25～R4.3.25

内浜処理区下水道工事

実施設計委託その 2
◎150～200mm L=2,044.0ｍ 14,773,000 R3.6.29～R4.1.28

外浜処理区下水道工事

実施設計委託その 2
◎150～200mm L=1,219.0ｍ 11,575,300 R3.6.23～R4.3.25

内浜処理区下水道工事

実施設計委託その 3
◎150～200mm L=252.0ｍ 10,480,800 R3.11.30～R4.3.25

外浜処理区下水道工事

実施設計委託その 3
◎150～200mm L=2,338.0ｍ 23,732,500 R3.6.18～R4.3.29

計
(114,301,000)

109,981,000
7 件



２ 管路維持担当

(1) 管渠改築・補修工事等

（注）上段（ ）内が請負金額、下段が令和３年度支払額

(2）業務委託等

（注）上段（ ）内が請負金額、下段が令和３年度支払額

工 事 名 工 事 概 要 処 理 区 工事費(円) 工 期

下水道管路施設修繕工事 78 件 内浜、外浜、淀江 47,626,700 R3.4.1～R4.3.31

市内公共ます設置工事 13 箇所 内浜、外浜、淀江 8,277,500 R3.5.25～R4.3.31

皆生中央枝線改築工事
◎250mm

L=104.8m
外浜

（28,974,000)

30,190,600

R2.11.30～R3.6.17

(R2 繰越)

マンホールトイレ設置工

事
３箇所 内浜 30,190,600 R3.10.7～R4.3.28

マンホール浮上防止対策

工事
４箇所 内浜 8,156,500 R4.1.7～R4.3.24

加茂川雨水幹線樋門修繕 内浜 303,600 R3.11.22～R4.3.18

計
(150,458,800)

118,028,900
6 件

業 務 名 業 務 概 要 処 理 区 委託費(円) 履 行 期 間

下水道管路施設維持業務委

託
38 件 内浜、外浜、淀江 7,832,000 R3.4.1～R4.3.31

米子市下水道管路台帳シス

テム更新業務委託

管路施設台帳

システム更新

内浜、外浜、淀江、

農集、流通
4,675,000 R3.4.1～R4.3.31

米子市公共下水道管路施設

調査業務委託

L=5,161m

190 箇所
内浜、外浜、淀江

(13,076,800)

13,076,800

R3.6.10～R3.12.2

(R2 繰越)

中央第一幹線ほか改築工事

実施設計業務委託

◎700～1800 ㎜外

L=185.0m
内浜、外浜、淀江

(8,496,400)

8,496,400

R3.6.1～R4.3.22

(R2 繰越)

中央第一幹線ほか改築工事

調査業務委託

◎800～1800 ㎜外

L=181.3m
内浜

(5,610,000)

5,610,000

R3.9.24～R3.12.14

(R2 繰越)

マンホールトイレシステム

実施設計業務委託
2 箇所 内浜 6,660,500 R3.6.7～R4.2.28

農集マンホールトイレシス

テム実施設計業務委託
１箇所 農集 6,600,000 R3.11.4～R4.3.10

建設資材価格特別調査業委

託
内浜 402,600 R3.12.24～R4.3.9

計
(28,974,000)

115,498,900
8 件


