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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）  ５６１件（累計 ９７５件） 

  総 額 １０，０２２，８００円（累計 ２４，４０７，８００円） 

⑵ 物品等の寄附 

 洞爺湖町地域食堂への食材等  延２７件 

（内訳は、以下各種事務事業の取組状況に記載） 

 

２ 令和元年度洞爺湖町表彰式に係る被表彰者の選考について 

 永年にわたり町づくりの各般においてご尽力され、功績のあった方々の表彰を

１１月３日の文化の日に執り行いますが、本年度の被表彰者の選考について、 

８月２３日に表彰審議会に諮問し、同審議会において慎重な審議がなされ答申を

いただきました｡ 

  なお、功労表彰者につきまして、本会議に同意議案を提案しておりますので、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

３ ふるさと納税に係る事務処理誤りについて 

  本年５月に発覚したふるさと納税の事務処理誤りについて、対象者５４５人に

対し、スムーズな税額控除が受けられるよう対応してまいりましたが、このたび、

一連の処理が７月１９日までに完了しましたのでご報告いたします。 

  なお、本件の事務処理誤りにより町民の皆様の信用を一部失墜したことに鑑み、

担当者２名を厳重注意処分とし、担当部長を監督責任として訓告処分といたしま

したので報告します。 

また、これらの処分に伴い、町長及び副町長の給与の減額に係る議案を本会議

に提案しておりますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

４ アイヌ施策推進法に基づく地域計画及び交付金制度について 

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法

律が本年５月に施行され、従来の福祉施策や文化振興に加え、地域振興、産業振

興、観光振興等を含む新たな交付金制度が創設されたところでございます。 

本交付金制度により、多岐にわたるアイヌ関連施策を総合的に推進し、さらに

は、地域の活性化に繋がるものと考えております。当町においても法律の趣旨を

踏まえ、地域自治会・洞爺湖アイヌ協会等と協議検討を進めながら、アイヌ施策

推進地域計画の策定作業を進めているところでございます。 
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この交付金を受けて実施する予定事業につきましては、地域コミュニティーの

場としても活用できる拠点施設の整備を図り、アイヌ文化に対する親しみや理解

を深めてもらう事業等を実施することとし、共生社会の実現やアイヌ文化の振興

に向けて努力してまいります。 

なお、拠点施設の設計等に関する関係予算について、本会議に補正予算を提案

しておりますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

５ ＪＲ洞爺駅ホームのエレベーター整備について 

ＪＲ洞爺駅を利用される方々の利便性の向上を目的として、地域住民をはじめ

各産業団体等からも要望がありました、駅ホーム内におけるエレベーターの設置

について、これまで、ＪＲ北海道及び北海道運輸局と協議を行ってまいりました。 

ＪＲ北海道との度重なる協議の結果、このたび、調査設計の実施及びスケジュ

ールが示され、今年度につきましては、全体事業費の積算に必要な調査設計を行

ない、令和３年度の供用開始に向けて執り進めているところでございます。 

また、補助金等の財源確保についても、ＪＲ北海道及び北海道運輸局と協議を

継続してまいります。 

なお、当該調査設計費につきましては、本会議に補正予算を提案しております

ので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

６ 室蘭地方総合開発期成会の札幌要望及び東京要望について 

  室蘭地方総合開発期成会として、７月８日及び１２日に札幌要望を実施し、北

海道開発局、北海道運輸局、北海道の関係部署及び北海道旅客鉄道株式会社等に

出向き懸案事項の要望を行ってまいりました。 

主な要望事項につきましては、国道３７号のクリヤトンネル及びチャストンネ

ルの整備改修、国道２３０号の大原地区から留寿都村三ノ原区間の線形改良、３・

４・９インター通交差点改良、町道虻田ビワオク線及び板谷川大通り線の道道昇

格と整備、国営かんがい排水事業の大原二期地区の新規工事着手、ＪＲ洞爺駅ホ

ームにおけるエレベーター整備などを要望してまいりました。 

  さらに、７月２３日及び２４日の２日間にわたり、財務省、国土交通省並びに

道内選出の国会議員等に対して東京要望活動を実施し、町政における懸案事項や

要望事項に対する財源確保の要望をしてまいりました。 

 

７ 国土強靭化計画の策定に係る取組について 

 東日本大震災の教訓や今後想定される大規模自然災害に備えるため、平成２５

年に、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強

靭化基本法が施行され、国においては、平成２６年に「国土強靭化基本計画」を
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策定し、また、北海道では、平成２７年に地域計画として「北海道強靭化計画」

を策定するなど、事前防災及び減災に係る施策を総合的に推進するための枠組み

が、順次、整備されてきました。 

 これらの動向を踏まえ、当町でも、有珠山噴火災害や近年の激甚化する気象災

害などに備え、当町の強靭化を図るため、国土強靭化計画の策定に向け、検討を

進めてきたところであります。 

  このような中、地理的に共通する自然災害リスクを有し、洞爺湖有珠山ジオパ

ークを通じた地域経済や地域文化の発展を目指している有珠山周辺地域が、連携

して計画を策定することにより、地域全体の強靭化が期待できることから、現在、

伊達市、豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖町の１市３町で「有珠山周辺地域国土強靭化

計画」の素案の作成作業を進めているところであります。 

 なお、当該計画は、１市３町のそれぞれのまちづくり総合計画をはじめとする

各分野別計画に掲げる施策を国土強靭化の観点で見つめ直し、整理した計画とす

ることとしています。 

 素案がまとまり次第、議員の皆様に報告させていただきますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 

８ 令和元年台風１０号に伴う対応について 

  大型の台風１０号は、西日本各地で大雨を降らせながら日本海を北上し、温帯

低気圧に変わった後も、勢力を保ったまま北海道を通過するものと予想されてい

ました。 

 洞爺湖町では、８月１６日午前９時に災害対策連絡会議を開催し、台風接近に

備え、町内危険箇所及び雨量が多くなる前のパトロール実施の確認を行いました。 

 また、台風接近に伴い、同日午前１１時１０分に大雨警報が発表されましたが、

洞爺湖町では通常よりも雨量は多くなるものの、土砂災害が発生するほどの雨量

が予想されていなかったことから、関係各課及び関係機関と連携し、警戒体制を

執り情報収集を行ったところであります。 

  今回の台風については、予想されていた雨量よりも少なかったことから、町内

における被害はありませんでしたが、これから秋を迎え、降雨量が多くなる時季

にもなりますので、関係各課をはじめ、気象台や北海道と連携し、被害を最小限

にすべく防災対策を講じてまいります。 

 

９ ホタテ養殖事業に係る北海道知事への支援要請について 

  ８月２２日に、噴火湾ホタテ生産振興協議会と沿岸７市町の首長が共に、北海

道知事に対し、海洋観測施設導入整備への支援要請を行ってまいりました。 

地域の基幹産業となっておりますホタテ養殖事業は、ここ数年、ホタテガイの 
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へい死が頻繁に発生し、厳しい漁業環境となっており、大幅な減産が続いており

ます。 

  ホタテガイの大量へい死については、原因の特定が難しいことから、現状の養

殖管理に新たな観測項目を加え、詳しい海洋環境を把握し、原因究明につなげる

とともに、高度な管理体制を確立しホタテガイの安定生産が図られるよう努めて

まいります。 

 

１０ 景観計画の策定に向けた取組状況について 

 洞爺湖町では、景観計画の策定に向けて洞爺湖町景観計画庁内検討委員会を設

置し、景観計画の素案作成のための協議を行っております。 

 現在まで２回の会議を行い、町内の土地利用、規制及び景観計画の骨子につい

て検討いたしました。 

今後は、学識経験者や住民等による組織を設け、検討委員会で作成する素案を

基に協議を進めてまいりますが、景観についての専門知識を持った職員がいない

ことや早期の計画策定のため、業務の一部を外部委託することとし、本会議に、

委託料の補正予算を提案しておりますので、よろしくご審議賜りますようお願い

申し上げます。 

 

１１ 町道洞爺湖温泉大通り線道路改良について 

町道洞爺湖温泉大通り線は、沿線に多くのホテルや商店が立ち並び、町民や多

くの観光客が利用する道路ですが、歩道のインターロッキングの劣化が著しく、

観光客がキャリーケースを引いて歩く際に支障がある状況です。 

  このことから、昨年度より各関係団体と改良内容について検討を行ってまいり

ましたが、歩道のカラー舗装化、縁石の改修等を行うこととなり、今年度は実施

設計業務を行い、来年度から改良工事を実施いたします。 

 今後とも、地域住民や観光客が安全で快適に利用できる空間を確保できるよ

う努めてまいります。 

 

１２ 道道洞爺虻田線と町道虻田ビワオク線の交差点改良について 

  道道洞爺虻田線は町道虻田ビワオク線から虻田洞爺湖インターチェンジ付近 

までの約６２０ｍ区間の整備が完了していますが、引き続き北海道に対し、室蘭

地方総合開発期成会等を通して、町道虻田ビワオク線及び町道板谷川大通り線の

道道昇格要望と合わせてセイコーマート虻田高砂店前の交差点改良要望を行って

おりました。 

このたび、北海道の事業として、交差点改良の検討に向けて、本年度は、道路

の調査が行われることとなりましたのでご報告いたします。 

 なお、道道昇格については、引き続き強く要望してまいります。 
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１３ 西いぶり広域連合廃棄物処理施設の損害賠償請求訴訟について 

  西いぶり広域連合の廃棄物処理施設の性能保証責任を巡って、プラントメーカ

ーである株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングス及び株式会社日本製鋼所を相手に

東京高等裁判所で行われていた損害賠償請求訴訟において、６月１３日に控訴棄

却の判決を受けました。 

今回の判決では、争点の一つであった性能保証責任について、一審の東京地方

裁判所で認められた広域連合側の主張が認められず、大変遺憾と言わざるを得な

い結果となりました。 

広域連合では、判決は不当であると考え、最高裁判所への上告に向けた協議を

行いましたが、民事訴訟法の上告理由に該当しないことから、苦渋の決断により

上告を断念することといたしました。 

今後につきましては、回覧による広報活動等を通じて住民の皆様への説明責任

をしっかりと果たしてまいります。 

 

１４ 消費税率の引上げに伴う上下水道料金等の改定及び水道法の改正に伴う給

水装置工事事業者指定手数料の改定に係る洞爺湖町上下水道事業運営審議会

答申について 

  消費税率の引上げに伴う上下水道料金等の改定及び水道法の改正に伴う給水装

置工事事業者指定手数料の改定について、７月３０日に洞爺湖町上下水道事業運

営審議会に諮問し、次のとおり答申をいただきました。 

⑴ 消費税法の一部改正に伴い、消費税率（地方消費税率を含む。）の引き上げ分

のみを上乗せした上下水道料金等に改定し、令和元年１０月１日より８％から

１０％へ引上げることについては妥当である。 

⑵ 給水装置工事事業者の指定の更新制への改正に伴う手数料の減額改定（現行

１０，０００円から２，０００円に改定）については妥当である。 

 以上のことから、広報紙やホームページ等において、周知徹底を図ってまいり

ます。 

  なお、本会議に関係条例の改正案を提案しておりますので、よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。 

 

１５ ユネスコ世界ジオパーク再認定審査について 

ユネスコ世界ジオパーク認定地域は、ユネスコによる４年に１度の再認定審査

が義務付けられておりますが、洞爺湖有珠山ジオパークは２０１７年７月の再認

定審査で２年間の条件付き認定とされたため、当地域にとっては３回目となる再

認定審査（現地審査）が本年７月２６日から２８日の３日間の日程で実施されま

した。 
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審査では、ユネスコから派遣されたブラジルとドイツの審査員２名が、ジオパ

ークの見どころや関係施設を訪れ、ユネスコの評価基準に基づき調査を行いまし

た。審査終了後の審査員による講評では、活火山と長く共生している当地域の歴

史、減災文化や火山マイスター制度、さらに、火山活動によってもたらされた大

地の恵みを活かした取組などについて高く評価され、２年間の条件付き認定とし

た前回の勧告事項は、「満足のいくレベルまで改善され、われわれの期待を上回る

ものだった」とコメントされました。 

今後、審査員２名による報告書がユネスコのジオパーク担当部局に提出され、

本年９月のユネスコ世界ジオパーク カウンシル会議において審議され、認定の可

否について２０２０年２月頃までに通知される予定となっております。 

 

１６ 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 洞爺湖町まち・ひと・しごと創生有識者会議委員の委嘱について 

洞爺湖町まち・ひと・しごと創生有識者会議委員の任期満了に伴い、７月 

３０日付けをもって、次の方々を委員に委嘱いたしました。 

なお、有識者会議を同日開催し、座長に副町長、職務代理者に四宮博氏が選

出され、平成３０年度総合戦略の進捗状況などについて協議いただきました。 

 （敬称略） 

役 職 名 氏   名 区 分 団体及び所属 

座   長 森   寿 浩 官公署 洞爺湖町 

職務代理者 四 宮   博 産 業 洞爺湖温泉利用協同組合 

 高 橋 洋 一 産 業 一般社団法人洞爺湖温泉観光協会 

 大 廣 芳 博 産 業 ＮＰＯ法人洞爺まちづくり観光協会 

 佐 藤 節 夫 産 業 とうや湖農業協同組合 

 福 島 浩 二 産 業 いぶり噴火湾漁業協同組合 

 岡 田 晋 平 産 業 洞爺湖町商工会 

 吉 田   磨 学 校 酪農学園大学 

 山 本 教 生 金融機関 北海道銀行 

 竹 内 典 之 金融機関 伊達信用金庫 

 小 林 義 仁 労働団体 連合西胆振洞爺湖支部 
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役 職 名 氏   名 区 分 団体及び所属 

 小 松   晃 住民組織 洞爺湖町自治会連合会 

 佐々木 勝 敏 公募委員 一般公募 

 毛 利   納 公募委員 一般公募 

 荒 町 美 紀 公募委員 一般公募 

 笠 井   誠 公募委員 一般公募 

（任期 令和元年７月３０日～令和３年７月２９日まで） 

 

⑵ 地域食堂への食材等の寄附について 

令和元年６月から８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） 

月日 氏    名 物 品 名 数量 

6. 1 匿名 
レタス 
ほうれん草 

2個 
3㎏ 

6. 8 匿名 レタス 3個 

6. 8 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

べこもち 40個 

6.15 匿名 駄菓子 25個 

6.15 匿名 春雨 1袋 

6.22 佐藤 晴美 
干しシイタケ 
りんご 

45g 
7個 

6.29 匿名 ミニトマト 2㎏ 

6.29 匿名 米 10㎏ 

6.29 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

大豆 6㎏ 

7. 6 
㈲羊蹄食品まめ屋本店 
代表取締役 中居 敏 

温泉卵 
納豆 

24個 
30パック 

7. 6 匿名 ミニトマト 3㎏ 

7.13 匿名 きゅうり 2㎏ 

7.20 匿名 ササゲ 1㎏ 

-7-



月日 氏    名 物 品 名 数量 

7.20 匿名 
きゅうり 
ズッキーニ 
小松菜 

2本 
2本 
2㎏ 

7.20 匿名 
レタス 
水菜 
サヤエンドウ 

2㎏ 
1㎏ 
500g 

7.20 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

強力粉 
砂糖 
片栗粉 
ささたけ梅カツオ 

4㎏ 
1㎏ 
1袋 
1㎏ 

7.27 匿名 
チンゲン菜 
ズッキーニ 

4個 
2本 

7.27 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

にんじん 
ヨーグルト 

16本 
24個 

8. 3 匿名 ミニトマト 2㎏ 

8. 10 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

かぼちゃ 
馬鈴薯 

1個 
12個 

8. 17 匿名 
かぼちゃ 
きゅうり 

1個 
5本 

8. 17 伊藤 タキ子 
ズッキーニ 
きゅうり 

6本 
5本 

8. 24 佐藤 晴美 そうめん 1㎏ 

8. 24 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

玉ねぎ 
にんじん 

3㎏ 
2㎏ 

8. 31 匿名 
トマト 
きゅうり 

2㎏ 
2㎏ 

8. 31 匿名 枝豆 1㎏ 

8. 31 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

さば缶 
パプリカ 
にんじん 

10個 
6個 
3本 

 

⑶ 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 場所 参加者数 

ＴＯＹＡＫＯマンガ・ 

アニメフェスタ 2019 

６月 22日 

 ～23日 

洞爺湖温泉及

び洞爺地区 
69,000名 
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イベント名 開催日 場所 参加者数 

第４３回洞爺湖町洞爺

産業まつり 
６月 30日 洞爺中央公園 約 6,000名 

第３回北海道トライア

スロン 
８月 18日 

洞爺湖周辺及

び羊蹄山麓 

エントリー 265名 

参加者   245名 

 

 ⑷ 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。 
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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）

㈲北辰商事

北島建設㈱

伝建設㈱

㈲スペース２７

㈱藤原商会

大和産業㈱

㈱ウェルクル札幌支店

㈲齋藤設備工業

菖蒲設備

㈱ヒロセ配管設備

㈲大和設備

㈲齋藤設備工業

菖蒲設備

㈱ヒロセ配管設備

㈲大和設備

㈲齋藤設備工業

菖蒲設備

㈱ヒロセ配管設備

㈲大和設備

メーター取替工
　φ13mm×66個、φ
20mm×6個、φ25mm
×3個、φ40mm×2個、
φ50mm×2個、集中検
針盤2台

6
水道メーター検満に伴う取替
工事　Ｃ工区

6月13日 1,340,000円 1回 1,560,600円 6月19日
6月19日～
9月13日

1,447,200円 ㈲大和設備

メーター取替工
　φ13mm×46個、φ
20mm×2個、φ25mm
×3個、φ50mm×1個、
集中検針盤3台

1,243,080円 6月14日
6月17日～
9月13日

1,196,640円 菖蒲設備5
水道メーター検満に伴う取替
工事　Ｂ工区

6月13日 1,108,000円 1回

未受診者を対象とした
アンケート調査、調査回
答の集計及び分析、受
信勧奨及び保健指導

4
水道メーター検満に伴う取替
工事　Ａ工区

6月13日 1,594,000円 1回 1,948,320円 6月19日
6月19日～
9月13日

1,721,520円 ㈲大和設備

メーター取替工
　φ13mm×39個、φ
20mm×4個、φ25mm
×1個、φ50mm×1個、
集中検針盤2台

4,443,390円 6月18日
6月19日～
3月31日

2,192,400円 ㈱ウェルクル札幌支店3
特定健康診査等未受診者対
策事業委託業務

6月13日 2,030,000円 1回

西山・金比羅火口散策
路の草刈、集送積込、
搬出
総面積　13,050㎡

2
虻田小学校教育用パソコン
機器更新事業

6月13日 360,000円 1回 372,310円 6月24日
6月25日～
令和6年8月

388,800円
NECキャピタルソリュー
ション㈱

教育用サーバ1台、教
師用端末2台、生徒用
端末38台、L2L3スイッ
チ7台、カラーレーザー
プリンタ1台

1,782,000円 6月17日
6月18日～
9月30日

1,846,800円 北島建設㈱1
西山・金比羅火口散策路等
草刈業務

6月13日 1,710,000円 1回

工事(業務）概要
入　札（見積合せ）

番号 工事（業務）名
契　　　　　　　　　　約

NECキャピタルソリュー
ション㈱
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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

㈲齋藤設備工業

菖蒲設備

㈱ヒロセ配管設備

㈲大和設備

㈱NJS

㈱日水コン

日本水工設計㈱

伝建設㈱

㈱小松組

㈱高橋建設

㈱重建能登組

北島建設㈱

㈱アイホー札幌支店

㈱岡部商店

芙蓉㈱

阿部電気工事㈱

㈱福岡電設

共和電設㈱

㈲中野電機工務店

温風暖房機　2台
設置等　一式

12 可搬型発電機購入事業 6月20日 2,200,000円 1回 2,700,000円 6月21日
6月22日～
9月20日

2,376,000円 ㈲中野電機工務店
可搬型発電機購入　1
台

6,607,700円 6月24日
6月25日～
10月31日

5,724,000円 芙蓉㈱11
とうや小学校体育館暖房機
更新業務

6月20日 5,300,000円 1回

道路整備延長
L=793.7m
舗装工　A=2,945.5m
側溝工　L=619.0m

10
虻田給食センター蒸気回転
釜更新事業

6月20日 1,600,000円 1回 1,760,400円 6月24日
6月25日～

8月9日
1,728,000円

日本調理機㈱北海道支
店

学校給食温食釜
蒸気回転釜（高効率タイ
プ）二重断熱構造、回転
釜の搬入取付、蒸気配
管接続工事、既存機器
の撤去及び搬出廃棄処
理

41,140,000円 6月25日
6月26日～
9月20日

41,040,000円 ㈱小松組9
本町７号線ほか道路整備工
事

6月20日 38,000,000円 1回

日本調理機㈱北海道支
店

メーター取替工
　φ13mm×79個、φ
20mm×25個、φ25mm
×8個、φ40mm×3個、
φ50mm×3個

8
洞爺湖町下水道BCP（事業
継続計画）更新業務

6月13日 1,670,000円 １回 1,933,200円 6月18日
6月18日～
1月10日

1,803,600円 ㈱日水コン
洞爺湖町下水道BCP
（事業継続計画）更新業
務一式

1,109,160円 6月17日
6月17日～
9月13日

1,080,000円 ㈱ヒロセ配管設備7
水道メーター検満に伴う取替
工事　Ｄ工区

6月13日 1,000,000円 2回

道南エア・ウォーター㈱
虻田サービスセンター

㈱中西製作所　北海道
支店
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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

北島建設㈱

㈱重建能登組

伝建設㈱

㈱小松組

㈱高橋建設

北島建設㈱

㈱重建能登組

伝建設㈱

㈱小松組

㈱高橋建設

伝建設㈱

北島建設㈱

㈱高橋建設

㈱重建能登組

㈲コバック

ホッコー建設運輸㈱

とうや湖農業協同組合

㈱シンワ自動車

㈱高橋建設

北島建設㈱

㈱重建能登組

伝建設㈱

㈱小松組

乗用自動車SUVタイプ
(2台)（新規登録車）

18
汚水1号幹線管路布設替工
事

6月27日 16,500,000円 1回 18,349,200円 7月2日
7月3日～
12月10日

17,820,000円 ㈱重建能登組

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
布設替工(φ
400mm):L=96m
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置
工：2箇所、取付管およ
びます工：1箇所
舗装撤去復旧工：一式

5,000,000円 7月3日
7月3日～
9月20日

4,310,928円 ㈱シンワ自動車17
洞爺湖町公用自動車(SUVタ
イプ2台)購入業務

6月27日 3,999,800円 1回

北海道スバル㈱室蘭支
店

側溝（Ｕ450）再設置
L=37.0㎡

16 上入江線ほか排水工事 6月27日 2,100,000円 1回 2,397,600円 7月1日
7月2日～
9月20日

2,268,000円 ㈲コバック
排水管φ250　L=17.0m
側溝　U300 L=20.0m

1,652,000円 7月2日
7月3日～
9月20日

1,566,000円 伝建設㈱15 洞爺地区側溝補修工事 6月27日 1,450,000円 1回

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
布設工（φ400mm）：
L=106m、組立1号ﾏﾝﾎｰ
ﾙ設置工：2箇所、舗装
撤去復旧工：一式

14
汚水1号幹線管路布設替工
事　その２

6月20日 12,300,000円 1回 14,158,800円 6月24日
6月25日～
12月10日

13,284,000円 伝建設㈱
特殊ﾏﾝﾎｰﾙ更正：2箇
所

16,912,800円 6月26日
6月27日～
12月10日

16,740,000円 ㈱重建能登組13
汚水1号幹線管路布設替工
事　その１

6月20日 15,500,000円 1回
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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

㈱シビテック

ダイシン設計㈱

㈱ドーコン

㈱開発調査研究所

伝建設㈱

北島建設㈱

㈱高橋建設

髙清水建設㈱

加藤建設㈱

リフォーム成田㈱

共和電設㈱

阿部電気工事㈱

㈱福岡電設

㈲中野電機工務店

㈲齊藤設備工業

㈱ヒロセ配管設備

菖蒲設備

㈲大和設備

㈱ゴウダ虻田支店

髙清水建設㈱

加藤建設㈱

リフォーム成田㈱

1棟2戸長屋　建築面積
131.22㎡
換気設備工事一式、給
水設備工事一式、排水
設備工事一式、給湯設
備工事一式、衛生器具
設備工事一式、消火設
備工事一式

24
花和定住促進住宅B棟新築
工事（建築工事）

6月27日 18,900,000円 1回 21,222,000円 6月28日
7月1日～
9月20日

20,412,000円 加藤建設㈱

1棟2戸長屋　建築面積
131.22㎡
建築工事一式（住棟）
建築工事一式（既存物
置解体）

4,482,000円 7月2日
7月3日～
9月20日

4,320,000円 ㈱齊藤設備工業23
花和定住促進住宅Ａ棟新築
工事（機械設備工事）

6月27日 4,000,000円
不調
随契

1棟2戸長屋　建築面積
131.22㎡
建築工事一式（住棟）
建築工事一式（物置）

22
花和定住促進住宅Ａ棟新築
工事（電気設備工事）

6月27日 4,150,000円 1回 4,957,200円 7月1日
7月2日～
9月20日

4,482,000円 阿部電気工事㈱

1棟2戸長屋　建築面積
131.22㎡
電灯設備一式、幹線設
備一式、住戸設備一
式、構内交換設備一
式、テレビ共同受信設
備一式、火災報知設備
一式

21,232,800円 7月1日
7月2日～
9月20日

20,995,200円 髙清水建設㈱21
花和定住促進住宅Ａ棟新築
工事（建築工事）

6月27日 19,440,000円 1回

基準点測量一式
現地測量(1/500)一式
路線測量　1km
道路詳細設計　1km

20
とうや小学校グラウンド排水
改良工事

6月27日 2,150,000円 1回 2,440,800円 6月28日
7月1日～
9月20日

2,322,000円 ㈱高橋建設
Ｕ型側溝　54m
側溝蓋　118枚

9,655,200円 7月2日
7月3日～
3月11日

9,018,000円 ㈱シビテック19
洞爺湖温泉大通り線改良調
査設計業務

6月27日 8,350,000円 1回

-13-



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

㈱ヒロセ配管設備

菖蒲設備

㈲大和設備

㈱ゴウダ虻田支店

帯川塗装店

洞爺塗装工業㈱

㈱菊地塗装店

佐々木塗装工業㈱

加藤建設㈱

リフォーム成田㈱

髙清水建設㈱

㈱日水コン北海道支所

㈱ぎょうせい北海道支社

㈱NJS札幌事務所

㈱室蘭クリーンサービス

協業組合　公清企業

㈱管研

道興建設㈱

新栄クリエイト㈱

㈱栗林商会

7月18日 2,480,000円 1回

27 虻田中学校外装修繕工事 6月27日 2,670,000円 1回

温泉排水管内温泉ス
ケール除去工：L=170m

30
小公園マンホールポンプ所
№2汚水ポンプ修繕

7月18日 1,900,000円 1回 2,300,400円 7月22日
7月22日～
12月20日

2,052,000円
水ingエンジニアリング㈱
北海道支店

小公園マンホールポン
プ所№2汚水ポンプ修
繕：一式

2,710,800円 7月22日
7月23日～
8月30日

2,678,400円 ㈱室蘭クリーンサービス29
洞爺湖温泉温泉排水管清掃
業務

4,320,000円 ㈱ヒロセ配管設備25
花和定住促進住宅B棟新築
工事（機械設備工事）

6月27日 4,000,000円
不調
随契

枠組本足場420㎡
鉄筋露出部補修（防錆
処理）71カ所
欠損部補修71カ所

28
洞爺湖町上下水道事業経営
戦略策定業務

7月18日 3,350,000円 1回 3,844,800円 7月23日
7月23日～
2月28日

3,618,000円 ㈱日水コン北海道支所

基本情報の整理一式
投資・財政計画の策定
一式
経営の基本方針等の検
討一式

2,959,200円 7月3日
7月4日～
8月23日

2,883,600円 リフォーム成田㈱

水ingエンジニアリング㈱
北海道支店

1棟2戸長屋　建築面積
131.22㎡
換気設備工事一式、給
水設備工事一式、排水
設備工事一式、給湯設
備工事一式、衛生器具
設備工事一式、消火設
備工事一式

26
虻田給食センター屋根塗装
工事

6月27日 2,808,000円 1回 3,456,000円 ７月１日
7月2日～
8月23日

3,032,640円 洞爺塗装工業㈱ 屋根塗装一式

4,482,000円 7月1日
7月2日～
9月20日
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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

北島建設㈱

ホッコー建設運輸㈱

㈲コバック

伝建設㈱

㈱重建能登組

北島建設㈱

㈱高橋建設

㈱小松組

㈱シビテック

ダイシン設計㈱

㈱シン技術コンサル

日本データサービス㈱

札幌大同印刷㈱

㈱北海道アート社

㈱須田製版

㈱福岡電設

阿部電気工事㈱

共和電設㈱

㈲中野電機工務店

ゴウダ・齊藤経常建設
JV

高橋・菖蒲経常建設JV

オール・大和経常建設
JV

栗林・ヒロセ経常建設JV

1棟2戸長屋　建築面積
131.22㎡
住戸設備一式、構内交
換設備一式、テレビ共
同受信設備一式、火災
報知設備一式

36
月浦浄水場　膜ろ過装置更
新工事

7月25日 73,500,000円 3回 79,488,000円 7月31日
8月1日～
2月28日

79,380,000円
ゴウダ・齊藤経常建設
JV

更新対象膜ろ過装置3
基
膜モジュール更新台数
36台（1基当たり12台）

1,188,000円 7月19日
7月22日～
9月20日

1,134,000円 ㈱福岡電設35
花和定住促進住宅Ｂ棟新築
工事（電気設備工事）

7月18日 1,050,000円 1回

1回

専門家に意見聴取81橋
個々の橋梁の修繕計画
の取りまとめ・公表81橋

34
洞爺湖町冊子等製作委託業
務

7月18日 3,280,000円 1回 3,908,905円 7月24日
7月24日～
2月21日

3,542,400円 ㈱北海道アート社
住民及び旅行者の自発
的環境行動を促すため
の資材として活用する。

2,937,600円 7月22日
7月23日～
12月10日

2,721,600円 ㈱シビテック33
洞爺湖町橋梁長寿命化修繕
計画策定（見直し）業務

7月18日 2,520,000円 1回

水路工V900 L=20.0m
ネットフェンス　H=1.200
L=14.0m
積みブロック　A=10.0㎡

32 青葉・三豊線道路改良工事 7月18日 4,810,000円 1回 5,238,000円 7月22日
7月23日～
11月20日

5,194,800円 伝建設㈱

道路整備延長
L=141.9m
舗装工　A=750.0㎡
土工　V=130.3㎥

2,894,400円 7月24日
7月25日～
12月20日

2,862,000円 ㈲コバック31 高砂川ほか河川改修工事 7月18日 2,650,000円
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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

㈱日水コン北海道支所

㈱NJS

㈱引谷設計事務所

㈱ドート

㈱シビテック

ダイシン設計㈱

㈱シン技術コンサル

㈱ドーコン

㈱開発調査研究所

㈱重建能登組

ホッコー建設運輸㈱

㈱ヒロセ配管設備

共和電設㈱

㈱福岡電設

阿部電気工事㈱

北島建設㈱

㈱重建能登組

㈱小松組

伝建設㈱

㈱福岡電設

共和電設㈱

阿部電気工事㈱

㈲中野電機工務店

特殊マンホール更正
工：1箇所

42
大原送水ポンプ場電気設備
修繕

8月22日 1,200,000円 1回 1,367,280円 8月26日
8月27日～
9月30日

1,296,000円 阿部電気工事㈱
電力引込工：一式
パネルヒーター取替：3
台

6,858,000円 8月28日
8月29日～
1月30日

6,480,000円 伝建設㈱41
汚水1号幹線管路布設替工
事その３

8月22日 6,000,000円 1回

地上式単口消火栓撤去
１基
地上式単口消火栓設置
１基
消火栓表示板　一式

40
虻田市街大通り線外照明灯
改修工事

8月22日 3,760,000円 1回 4,244,400円 8月26日
8月27日～
11月8日

4,060,800円 阿部電気工事㈱

歩道照明灯設置（単独
柱）N=1基
歩道照明灯設置（共架）
N=10基

2,667,600円 7月29日
7月30日～
9月10日

2,624,400円 ホッコー建設運輸㈱39
消防署前公設消火栓
更新工事

7月25日 2,430,000円 1回

開削工法設計一式
推進工法設計一式

38
湯元橋橋梁補修実施設計業
務

7月25日 6,000,000円 1回 6,976,800円 7月29日
7月30日～
12月10日

6,480,000円 ㈱シビテック

損傷箇所の確認調査一
式、鋼橋塗装塗り替え
設計一式、伸縮装置取
り替え設計一式、支承
取り替え設計一式
橋梁塗装調査一式

7,851,600円 7月30日
7月30日～
11月8日

7,506,000円 ㈱日水コン北海道支所37
成香地区排水施設等実施設
計業務

7月25日 6,950,000円 1回
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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

㈱ゴウダ

㈲大和設備

オール設備㈱

㈲スペース27

共和電設㈱

阿部電気工事㈱

㈱室蘭クリーンサービス

道南環境保全㈱

㈱道南浄化衛生センター

㈱伊達浄化センター

三豊から栄町の排水管
清掃業務
高圧洗浄車清掃工
L=141m
側溝清掃工　L=105m
施行総延長　L=246m

3,600,000円 8月26日
8月27日～
10月31日

3,834,000円 ㈱室蘭クリーンサービス45 日鉄鉱鉱山廃水管清掃業務 8月22日 3,550,000円 1回

排水設備一式
浄化槽設備一式

44
洞爺湖文化センター客席ダ
ウンライトLED化修繕業務

8月22日 2,600,000円 1回 4,320,000円 8月27日
8月28日～
9月30日

2,808,000円 ㈲スペース27
洞爺湖文化センター客
席ダウンライト（水銀灯）
16基のLED化

3,855,600円 8月27日
8月28日～
9月30日

3,024,000円 オール設備㈱43
花和定住促進住宅新築工事
（浄化槽設置工事）

8月22日 2,800,000円 1回
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