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洞爺湖町議会平成３０年６月会議 

町 長 行 政 報 告 



番 号       件         名 

 

１ 寄附について 

 

２ 各種事務事業の取組状況について 

 



１ 寄附について 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申し出があり、ご厚志に添う

ようありがたく受納いたしました。 

⑴ 金員の寄附（ふるさと納税寄附金として） 

   個 人（匿名含む） ２０４件（累計 ３８３件） 

   総 額 ７，６８５，０００円（累計 １３，７７０，０００円） 

⑵ 物品等の寄附 

  洞爺湖町地域食堂への食材等  延１４件 

（内訳は、以下各種事務事業の取組状況に記載） 

 

２ 各種事務事業の取組状況について 

  前会議から本会議までの各種事務事業の取組状況について、次のとおり報告い

たします。 

 ⑴ 洞爺湖町行財政改革審議会委員の委嘱について 

町長の付属機関として設置の洞爺湖町行財政改革審議会委員の任期満了に伴

い、６月４日付をもって、次の方々を委員に委嘱いたしました。 

なお、審議会を同日に開催し、会長に佐藤義昭氏、副会長に福島浩二氏が選

出されました。                       （敬称略） 

役職名 氏   名 区 分 団体及び所属 

会 長 佐 藤 義 昭 有識者 洞爺湖町自治会連合会 

副会長 福 島 浩 二 公共的団体 いぶり噴火湾漁業協同組合 

 宮 武   晃 公共的団体 ＮＰＯ法人洞爺まちづくり観光協会 

 小 山 隆 顕 公共的団体 とうや湖農業協同組合 

 四 宮   博 公共的団体 洞爺湖温泉利用協同組合 

 篠 原   一 公共的団体 洞爺湖町商工会 

 庄 子 俊 悦 公募委員  

 笠 井   誠 公募委員  

（任期 平成３０年６月４日～平成３２年６月３日） 

 

⑵ 平成２９年度各会計決算額について 

 平成２９年度各会計決算額が、平成３０年５月３１日の出納閉鎖日をもって

確定いたしました。なお、各会計の剰余金については、それぞれ翌年度へ繰り

越すこととしております。 
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○一般会計 

   歳入総額   ７，１７２，３９９，６９１円 

   歳出総額   ６，９９５，０７９，５９４円 

   差 引 額     １７７，３２０，０９７円 

  ○国民健康保険特別会計 

   歳入総額   １，６０２，６３３，２６４円 

歳出総額   １，５７２，９２５，２６６円 

差 引 額      ２９，７０７，９９８円 

  ○公共下水道事業特別会計 

歳入総額     ７３５，４６４，８８９円 

歳出総額     ７３１，３４８，６６１円 

差 引 額       ４，１１６，２２８円 

  ○介護保険特別会計 

歳入総額   １，０２５，２６０，７７２円 

歳出総額   １，０１０，２６３，２５６円 

差 引 額      １４，９９７，５１６円 

○簡易水道事業特別会計 

歳入総額     １０９，１４７，４６８円 

歳出総額     １０７，０６０，４６７円 

差 引 額       ２，０８７，００１円 

○後期高齢者医療特別会計 

歳入総額     １５８，６５６，１８６円 

歳出総額     １５１，８５９，７１６円 

差 引 額       ６，７９６，４７０円 

 

⑶ 地域食堂への食材等の寄附について 

平成３０年４月から５月までの洞爺湖町地域食堂「ほのぼの」への食材等の 

寄附について、次のとおり報告いたします。            （敬称略） 

寄附年月日 氏    名 物 品 名 数量 

H30. 4. 5 企業組合あぷた（道の駅あぷた） レトルトカレー 26個 

H30. 4. 7 匿名 ほうれん草 5㎏ 

H30. 4.14 皆川農園（豊浦町） 馬鈴薯、人参 
20㎏ 

5㎏ 
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寄附年月日 氏    名 物 品 名 数量 

H30. 4.21 長崎 恵子 小ネギ 2㎏ 

H30. 4.21 
㈲羊蹄食品まめ屋本舗  

代表取締役 中居 敏 
納豆 30 ﾊﾟｯｸ 

H30. 4.21 匿名 ほうれん草 5㎏ 

H30. 4.28 村上 理津子 長芋 5㎏ 

H30. 4.28 匿名 ほうれん草 5㎏ 

H30. 5. 5 佐藤 晴美 リンゴ 12個 

H30. 5. 5 
㈲羊蹄食品まめ屋本舗  

代表取締役 中居 敏 
納豆 30 ﾊﾟｯｸ 

H30. 5.12 匿名 ほうれん草 5㎏ 

H30. 5.19 
いぶり噴火湾漁業協同組合 

代表理事組合長 岩田廣美 
ホタテ稚貝 30㎏ 

H30. 5.19 
㈲羊蹄食品まめ屋本舗  

代表取締役 中居 敏 
納豆 30 ﾊﾟｯｸ 

H30. 5.26 匿名 
レタス、ほうれ

ん草 

5玉 

5㎏ 

 

⑷ 各イベントの開催状況について 

各種イベントの開催状況について、次のとおり報告いたします。 

   なお、本イベントの開催に当たり、関係機関及び各団体並びに多くの方々の

ご協力、ご支援を賜り感謝申し上げます。 

イベント名 開催日 申込人数 出走人数 

第４４回洞爺湖マラソン 

２０１８ 
５月２２日 ６，７３６名 ５，８４０名 

 

 ⑸ 工事等の入札状況について 

工事等の入札状況について、別紙のとおり報告いたします。 

-3-



工事(委託）入札契約状況

月日 指名業者 入札(見積）価格 入札回数 予定価格 月日 工期(期間） 契約金額 請負業者(受託者）

トヨタカローラ苫小牧㈱
伊達店

ネッツトヨタ苫小牧㈱
伊達店

とうや湖農業協同組合

ジェイアクア㈱

㈱シン技術コンサル

フジ地中情報㈱北海道
支店

㈱ドート

㈱引谷設計事務所

㈱ＮＪＳ札幌事務所

㈱日水コン北海道支所

北島建設㈱

㈱重建能登組

㈱小松組

伝建設㈱

㈱高橋建設

伝建設㈱

㈱小松組

㈱重建能登組

北島建設㈱

高橋・伝経常建設ＪＶ

豊浦・小松・北島経常建
設ＪＶ

勝田・重建能登経常建
設ＪＶ

6 53,900,000円 1回
仮契約
6月1日

契約日～
12月10日

58,212,000円 高橋・伝経常建設JV

（仮称）洞爺高校メモリアル
公園造成工事

5月31日5 7,850,000円 1回 6月5日
6月5日～
9月28日

（仮称）洞爺高校メモリアル
公園整備工事

5月31日

3

汚水４号幹線バイパス管撤
去工事

5月9日 4,800,000円 1回 5月11日
5月14日～
6月29日

5,184,000円 ㈱小松組5,324,400円4

青葉地区配水管布設替工事
実施設計業務

4月26日 2,400,000円 1回 4月26日
4月26日～
6月29日

2,592,000円 ㈱ドート2,797,200円

工事(業務）概要
入　札（見積合せ）

1

漏水調査業務 4月26日 2,650,000円 1回 4月26日
4月26日～
2月28日

2,862,000円 ジェイアクア㈱

洞爺湖町給水区域内
調査延長　配水管　φ
50mm～400mm　Ｌ＝
115.8km

3,142,800円2

番号 工事（業務）名
契　　　　　　　　　　約

洞爺湖町包括支援センター
公用自動車購入事業

4月26日 1,374,690円 1回 5月2日
小型乗用自動車の購入
1000cc

1,855,000円
5月2日～
7月30日

1,484,894円
トヨタカローラ苫小牧㈱
伊達店

道路掘削396㎥　埋戻し
405㎥、仮設管撤去
L=118m、1号組立ﾏﾝﾎｰ
ﾙ撤去×1箇所、小型ﾏﾝ
ﾎｰﾙ撤去×4箇所、止水
キャップ設置×2箇所

掘削　V=800㎥
Ｕ字側溝　L=99m
暗渠配水管　L=146m
集中桝　N=10箇所

8,661,600円 8,478,000円 伝建設㈱

花壇　1箇所、ブランコ
1基、ジャングルジム　1
基、複合遊具　1基、健
康遊具　1基、便所　1基

59,821,200円

配水管布設替実施設計
φ 110mm L=110m、φ
50mm L=115m
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月日 指名業者 入札(見積）価格 入札回数 予定価格 月日 工期(期間） 契約金額 請負業者(受託者）
工事(業務）概要

入　札（見積合せ）
番号 工事（業務）名

契　　　　　　　　　　約

丸彦渡辺・宮藤経常建
設ＪＶ

須藤・加藤経常建設ＪＶ

藤川・橋本経常建設ＪＶ

高清水・リフォーム成田
経常建設ＪＶ

共和電設㈱

阿部電気工事㈱

㈱福岡電設

ゴウダ・齊藤経常建設Ｊ
Ｖ

高橋・ヒロセ経常建設Ｊ
Ｖ

栗林・菖蒲経常建設ＪＶ

オール・大和経常建設Ｊ
Ｖ

㈱ゴウダ虻田支店

㈱重建能登組

ホッコー建設運輸㈱

㈱ヒロセ配管設備

㈲齊藤設備工業

菖蒲設備

㈱ヒロセ配管設備

㈲大和設備

㈲齊藤設備工業

菖蒲設備

㈱ヒロセ配管設備

㈲大和設備

12

11

2,116,800円 菖蒲設備

2,110,000円 1回 6月4日

（7区、8区、入江、泉）
水道メーター取替×187
個
φ 13mm×176、φ
20mm×5、φ 40mm×5
他

水道メーター検満に伴う取替
工事Ａ工区

5月31日 1,820,000円 1回 6月4日
6月4日～
9月14日

1,965,600円2,083,320円

洞爺湖町公設消火栓更新工
事（本町地区）

5月31日10

水道メーター検満に伴う取替
工事Ｂ工区

5月31日 1,875,000円 1回 6月5日
6月5日～
9月14日

2,025,000円

洞爺保育所新築工事（機械
設備工事）

5月31日 35,000,000円 1回 6月6日
6月6日～
2月28日

37,800,000円
ゴウダ・齊藤経常建設
JV

47,196,000円

8

9

洞爺保育所新築工事（電気
設備工事）

5月31日 25,000,000円 1回 6月4日
6月5日～
2月28日

洞爺保育所新築工事（建築
工事）

5月31日 118,400,000円 1回
仮契約
6月1日

契約日～
2月28日

142,560,000円7

28,350,000円 27,000,000円 共和電設㈱

127,872,000円
高清水・リフォーム成田
経常建設JV

電灯設備、動力設備、
電話設備、構内情報通
信網設備、拡声設備、
呼出設備、テレビ共視
聴設備、火災報知器設
備、外灯設備

冷暖房設備、換気設
備、給油設備、ガス設
備、給排水設備、給湯
設備、衛生器具設備、
暖房設備

構造：木造平屋建
園舎：476.99㎡
屋外物置：16.77㎡
計：493.76㎡

2,462,400円

地上式消火栓×1、消
火栓表示板×1、副弁
式消火栓撤去×1、不
断水ストッパー

㈲大和設備

（1区～6区）
水道メーター取替×155
個
φ 13mm×132、φ
20mm×9、φ 25mm×5
他

6月5日～
7月31日

2,278,800円 ホッコー建設運輸㈱
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月日 指名業者 入札(見積）価格 入札回数 予定価格 月日 工期(期間） 契約金額 請負業者(受託者）
工事(業務）概要

入　札（見積合せ）
番号 工事（業務）名

契　　　　　　　　　　約

㈲齊藤設備工業

菖蒲設備

㈱ヒロセ配管設備

㈲大和設備

㈲齊藤設備工業

菖蒲設備

㈱ヒロセ配管設備

㈲大和設備

新栄クリエイト㈱

水ing㈱北海道支店

㈱北炭ゼネラルサービ
ス環境ｾﾝﾀｰ

㈱第一岸本臨床検査セ
ンター

㈱環境総合科学

日鋼検査サービス㈱

北海道日野自動車㈱
室蘭支店

ＵＤトラックス北海道㈱
室蘭支店

水道メーター検満に伴う取替
工事Ｄ工区

14

17

15

洞爺湖町雪寒機械（除雪ト
ラック７ｔ級ダンプ）購入業務

6月5日 32,700,000円 1回

水ing㈱北海道支店

仮契約
6月11日

契約日～
3月29日

35,302,010円

月浦浄水場膜ろ過装置洗浄
委託業務

5月31日 1,600,000円 1回 6月1日
6月5日～
8月10日

1,728,000円1,814,400円

㈱ヒロセ配管設備

13
水道メーター検満に伴う取替
工事Ｃ工区

5月31日 1,300,000円 不調随契 ㈱ヒロセ配管設備

（温泉、月浦、花和、青
葉）
水道メーター取替×127
個
φ 13mm×99、φ 20mm
×12、φ 25mm×7　他

5月31日 1,100,000円 2回 6月6日
6月7日～
9月14日

1,188,000円

1,383,480円 6月8日
6月8日～
9月14日

1,350,000円

1,206,360円

16
下水脱水汚泥・処理水質分
析業務

5月31日 620,000円 1回 896,400円 6月4日
6月4日～
3月8日

669,600円

ＵＤトラックス北海道㈱
室蘭支店

7t級ダンプ（ワンウェイ
プラウ仕様）
フロントプラウ（幅
2.8m）、グレイダー（幅
2.8m）
総輪駆動式

35,665,124円

㈱第一岸本臨床検査セ
ンター

脱水汚泥分析（25項
目）：2検体、処理水水
質分析（42項目）：4検体

膜ろ過装置6台（96モ
ジュール）の薬品洗浄、
取外し、取付、試運転調
整

（洞爺）
水道メーター取替×92
個
φ 13mm×76、φ 20mm
×6、φ 25mm×3　他
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