
一般会計                                【建設課】 
項 １土木管理費 終予算額 決 算 額 

款 ７土木費 
目 １土木総務費 20,934 千円 17,719 千円 

担当課決算額 20,934 千円 17,719 千円 
 
○人件費               15,930 千円 
   一般職２名 
 
○土木総務事業費          1,789 千円 
   町民の生命、財産を守るため古長・岩本・尾張急傾斜地崩壊対策事業の推進と、各種

加入の協議会（１１団体）の負担により事業推進を図ました。 
   佐崎河川公園の維持管理に補助を行いました。 
 
  【負担金】 
  ・古長急傾斜地崩壊対策事業（５㌫負担）（594 千円） 
  ・岩本急傾斜地崩壊対策事業（１０㌫負担）(650 千円) 
  ・尾張急傾斜地崩壊対策事業（５㌫負担）(5 千円) 

・一般国道９号東伯淀江間高規格改築促進協議会(50 千円) 
  ・中国国道協会(30 千円) 
  ・道の駅連絡協議会(40 千円) 
  ・中国地区用地対策連絡協議会(30 千円) 
  ・道路整備促進期成同盟会鳥取地方協議会(30 千円) 
  ・国道９号整備・山陰自動車道建設促進期成会(28 千円) 
  ・全国治水砂防協会鳥取県支部（20 千円） 
  ・大山東部県道整備促進期成同盟会（4.5 千円） 
  ・地域高規格道路郡家・中山道路期成同盟会(5 千円) 

・県道倉吉・江府・溝口線改修促進期成同盟会(2 千円) 
・全国道路利用者会議(13.7 千円) 
【補助金】 

  ・佐崎河川公園整備協議会(90 千円) 

項 ２道路橋梁費 終予算額 決 算 額 
款 ７土木費 

目 １道路維持費 35,197 千円 33,387 千円 
担当課決算額 35,197 千円 33,387 千円 

 
○道路維持管理事業費        33,387 千円 
   町道の管理及び維持補修、道路改良を行い安全確保と交通の利便を図りました。 
 
  ・街路灯電気代（５２０基） 

・街路灯修繕４５基、カーブミラー取替修繕１４箇所、側溝等補修２９箇所 
・道路施設補修等１１箇所 
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   ・町道釛上野線他２８件除草作業委託 
   ・道路台帳補正業務委託（新規４路線・変更２路線）（1,155 千円） 
   ・町道荒神谷線側溝改修工事（Ｌ＝５５ｍ）（4,589 千円） 
   ・街路灯取替工事（梅田、湯坂、八幡、出上、勝田、西宮）（2,945 千円） 
   ・町道光国主線側溝改修工事（Ｌ＝４７ｍ）（1,197 千円） 
   ・町道立子大熊線舗装修繕工事（Ｌ＝１８３ｍ・Ｗ＝４．５ｍ・１．５ｍ）（繰越） 
   ・町道梅田選果場線視距改良工事（Ｌ＝５１ｍ）（739 千円） 
   ・町道大法杉下線路肩修繕工事（Ｌ＝１６．６ｍ）（1,157 千円） 
   ・町道岩本線ガードレール設置工事（Ｌ＝１５１ｍ）（2,197 千円） 
   ・赤碕小学校井戸改修工事（2,814 千円） 

・生コン、真砂土、レミファルト購入 
   【公有財産購入費】 

・街路逢束下伊勢線歩道用地購入(420 千円) 
   【補償、補填及び賠償金】 
   ・町道荒神谷線側溝改修工事に伴う上水道移転補償(200 千円) 

項 ２道路橋梁費 終予算額 決 算 額 
款 ７土木費 

目 １道路維持費 936 千円 917 千円 
          担当課決算額 936 千円 917 千円 
 
○緊急経済雇用対策事業       917 千円 
   緊急経済雇用対策事業により、１月から３月まで２名を雇用し、主に町道釛上野線 
  の法面伐採を行いました。 
 

項 ２道路橋梁費 終予算額 決 算 額 
款 ７土木費 

目 ２道路新設改良費 165,527 千円 140,102 千円 
          担当課決算額 165,527 千円 140,102 千円 
 
○人件費              18,201 千円 
   一般職３名 
 
○町道等改良整備事業        121,901 千円 
   町道及び県道改良整備事業を推進し、利用者の安全と利便性の向上を図りました。 
 

・町道釛上野線舗装改修工事（Ｌ＝２，４８０ｍ）（103,285 千円） 
・町道浦安駅南線道路改良工事（Ｌ＝２４６ｍ・Ｗ＝７．２ｍ）（8,340 千円）（繰越） 

  ・町道釛上野線松ヶ丘橋投下物防止柵設置工事（1,650 千円）（繰越） 
  【負担金補助及び交付金】 

・県道道路改良事業負担金（古長杉下線・船上山赤碕線）（2,544 千円） 
・街路灯設置補助金（７件 7 基） 

９－ 2 



一般会計                                【建設課】 
項 ２道路橋梁費 終予算額 決 算 額 

款 ７土木費 
目 ２道路新設改良費（繰越明許） 44,358 千円 44,106 千円 

担当課決算額 44,358 千円 44,106 千円 
 
○町道等改良整備事業        44,106 千円 
   繰越明許により、町道改良整備事業を推進し、利用者の安全と利便性の向上を図り 
  りました。 
 
  ・町道釛上野線舗装改修工事（Ｌ＝７１３ｍ）（26,651 千円） 
  ・町道月の輪川西線道路改良工事（Ｌ＝１７０ｍ）（7,173 千円） 
 
  【補償金】 

・町道浦安駅南線物件移転補償(10,281 千円) 
 

項 ２道路橋梁費 終予算額 決 算 額 
款 ７土木費 

目 ３除雪対策費 13,282 千円 13,078 千円 
担当課決算額 13,282 千円 13,078 千円 

 
○除雪対策事業費           13,078 千円 
   町民の生活道路・交通の安全確保のため、１２月から３月の冬期間の除雪を実施し、 
  利用者の安全と利便を図りました。 
 
  ・町有除雪車両の点検修繕（５台） 
  ・町有車５台の委託による除雪（366 時間） 
  ・町道小学校松谷線消雪装置管理委託（168 千円） 
  ・６業者から除雪機械借上げによる除雪（219 時間） 
 

項 ３河川費 終予算額 決 算 額 
款 ７土木費 

目 １河川維持費 1,709 千円 1,706 千円 
担当課決算額 1,709 千円 1,706 千円 

 
○河川維持管理事業費        1,706 千円 
   ２橋の高欄補修を行い安全性の向上を図りました。 
 
  ・観音橋高欄・桁塗装工事（Ｌ＝１２．１ｍ・高欄４２㎡・桁５０㎡）（746 千円） 

・垣内橋高欄・桁塗装工事（Ｌ＝１０．０ｍ・高欄３６㎡・桁４６㎡）（773 千円） 
・水路修繕材料購入 
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項 ４港湾費 終予算額 決 算 額 

款 ７土木費 
目 １港湾建設費 18,138 千円 6,870 千円 

担当課決算額 18,138 千円 6,870 千円 
 
○赤碕港湾建設事業費         6,870 千円 
   ふるさと海岸を維持し、利用者の利便を図りました、また、地方港湾を改修し漁業者

の安全及び漁業振興を図りました。また、ふるさと海岸トイレを下水道に接続しました。 
   

・ふるさと海岸清掃賃金（150 千円） 
  ・ふるさと海岸トイレ下水道接続修繕（146 千円） 
   

【負担金】 
・地方港湾改修地元負担（7.5 ㌫）（国 48.8 ㌫・県 43.7 ㌫）（6,303 千円） 
・鳥取県港湾・漁港協会（128 千円） 
・全国海岸協会（30 千円） 
・ 下水道受益者負担金（145 千円） 

 
項 ４港湾費 終予算額 決 算 額 

款 ７土木費 
目 １港湾建設費（繰越明許） 12,113 千円 12,113 千円 

担当課決算額 12,113 千円 12,113 千円 
 
○地方港湾建設事業費        12,113 千円 
   繰越明許により、地方港湾を改修し漁業者の安全及び漁業振興を図りました。 
 

【負担金】 
・地方港湾改修地元負担（7.5 ㌫）（国 48.8 ㌫・県 43.7 ㌫） 

 

項 ５都市計画費 終予算額 決 算 額 
款 ７土木費 

目 １都市計画費 2,218 千円 2,183 千円 
担当課決算額 2,218 千円 2,183 千円 

 
○都市計画一般管理事業費       83 千円 
   都市計画事業の推進と、住宅建物耐震促進事業の推進を図りました。 
 

【負担金】 
・住宅建物耐震促進事業補助 

 
○アスベスト緊急撤去支援事業     2,100 千円 
   アスベスト撤去に対して１件の支援を行いました。（白雪） 
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項 ５都市計画費 終予算額 決 算 額 

款 ７土木費 
目 １都市計画総務費（繰越明許） 3,800 千円 2,625 千円 

担当課決算額 3,800 千円 2,625 千円 
 
○耐震改修促進計画業務委託      2,625 千円 

繰越明許により、耐震改修促進計画を作成しました。 
 
  ・耐震改修促進計画業務委託（応用地質倉吉営業所） 

項 ５都市計画費 終予算額 決 算 額 
款 ７土木費 

目 ２公園費 6,053 千円 5,863 千円 
担当課決算額 6,053 千円 5,863 千円 

 
○小公園管理事業          5,863 千円 
   小公園の維持管理を行い、安全な場所提供を行いました。（徳万公園、いなり公園、 
  八橋児童公園、逢束ふれあい広場、荒神公園、ポート赤碕ふれあい広場、きらり公園） 
 
  ・公園施設清掃管理、浄化槽維持管理委託（1,260 千円） 
  ・いなり公園花の家外壁修繕（1,017 千円）広場整備（924 千円） 
  ・ポート赤碕ふれあい広場遊具点検整備（504 千円） 

・荒神公園のトイレを下水道に接続改修（822 千円） 
・逢束ふるさと公園を維持(231 千円) 

 
項 ６住宅費 終予算額 決 算 額 

款 ７土木費 
目 １住宅管理費 25,406 千円 25,150 千円 

担当課決算額 25,406 千円 25,150 千円 
 
○人件費              14,169 千円 
   一般職２名 
 
○住宅管理事業           10,981 千円 
   一般住宅２７１戸、改良住宅３０戸、特公賃住宅２８戸、町民住宅１戸、県営住宅 
  １３２戸の住宅管理を行い居住者に対して安心・安全な住宅供給を行いました。 
 
  ・住宅修繕１５２件 
  ・とうはくハイツエレベーター保守管理（630 千円） 
  ・消防用施設点検（とうはくハイツ・一里松第１、４団地）（142 千円） 
  ・とうはくハイツ電気ケーブルラック取替（525 千円） 
  ・とうはくハイツ機械設備配管塗装（336 千円） 
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項 ６住宅費 終予算額 決 算 額 

款 ７土木費 
目 ２住宅建設費 248,298 千円 248,097 千円 

担当課決算額 248,298 千円 248,097 千円 
 
○人件費                7,947 千円 
   一般職１名 
 
○町営住宅建設事業         240,150 千円 
   町営住宅等の建替新築・改修整備を行い、安心・安全な住宅供給を行いました。 
 
  ・きらり第２団地１３戸建設（157,687 千円） 
  ・八橋第１・２団地２棟６戸除却解体工事、造成測量、設計委託（8,008 千円） 
  ・町営住宅に火災報知器設置（3,044 千円） 
  ・下伊勢第１団地６戸住戸改善工事（26,624 千円） 
  ・下伊勢第２団地４戸住戸改善工事（22,240 千円） 
  ・きらり第２団地駐車部分舗装工事（2,293 千円） 
  ・朝日ヶ丘団地４棟１０戸除却解体工事（9,353 千円） 
 

項 ２公共土木施設災害復旧費 終予算額 決 算 額 
款 １０災害復旧費 

目 １公共土木施設災害復旧費 2,839 千円 2,837 千円 
担当課決算額 2,839 千円 2,837 千円 

 
○公共土木施設災害復旧事業     2,837 千円 
  小規模災害復旧工事を実施しました。 
 
  ・事務費（158 千円） 
  ・町道今田線道路災害復旧工事（1,944 千円） 
  ・町道笠見小学校線道路災害復旧工事（735 千円） 
 

項 ２公共土木施設災害復旧費 終予算額 決 算 額 
款 １０災害復旧費 

目 １公共土木施設災害復旧費（繰越明許） 133,118 千円 133,085 千円 
担当課決算額 133,118 千円 133,085 千円 

 
○公共土木施設災害復旧事業     133,085 千円 
   繰越明許により、平成１９年９月４日の豪雨による災害箇所の復旧を行いました。 
 
  ・賃金、事務費（3,444 千円）  
  ・第８２号尾張河川災害復旧工事（43,074 千円） 
  ・第８３号ヲナガケ川河川災害復旧工事（3,383 千円） 
  ・第８４号町道別所赤碕線道路災害復旧工事（5,129 千円） 
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・第８５号町道梅田尾張線道路災害復旧工事（4,371 千円） 
・第８６号町道釛上野線道路災害復旧工事（2,165 千円） 
・第９０号町道松谷種畜場線道路災害復旧工事（2,861 千円） 

  ・第９８号町道志古谷線道路災害復旧２号工事（5,866 千円） 
  ・第９９号町道志古谷線道路災害復旧３号工事（1,721 千円） 
  ・第１００号町道志古谷線道路災害復旧４号工事（11,924 千円） 
  ・第１０１号町道志古谷線道路災害復旧５号工事（18,015 千円） 
  ・第１０２号町道立子大熊線道路災害復旧１号工事（10,053 千円） 
  ・第１０３号町道立子大熊線道路災害復旧２号工事（4,015 千円） 

・第１０４号町道立子大熊線道路災害復旧３号工事（17,063 千円） 
 

項 ７地域活性化・生活対策 終予算額 決 算 額 
款 ２総務費 

目 １地域活性化・生活対策 276,937 千円 15,620 千円 
担当課決算額 34,120 千円 1,334 千円 

 
○生活対策臨時交付金事業（町道改良）1,334 千円 
   生活対策臨時交付金事業で住民要望箇所の工事・修繕を行い安全確保に寄与しまし

た。 
 
  ・町道旭町線側溝改修工事（Ｌ＝７０．３ｍ）（1,334 千円） 
  ・町道出上１６号線道路改良工事（繰越） 
  ・町道分乗寺線舗装改修工事（繰越） 
  ・町道桜ヶ丘住宅線舗装改修工事（繰越） 
  ・町道発坂線舗装改修工事（繰越） 
  ・町道宮ノ前線ガードレール設置工事（繰越） 
  ・町道八橋海水浴場線舗装改修工事（繰越） 
  ・稲荷橋高欄・桁塗装工事（繰越） 
  ・中村１号橋高欄・桁塗装工事（繰越） 
  ・本谷橋高欄・桁塗装工事（繰越） 
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