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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 

  ア 洞爺湖町洞爺湖温泉２９番地 

洞爺湖汽船株式会社 

代表取締役 大 西 英 生 氏 

金 額 １，０００，０００円（ロングラン花火大会のため） 

イ 旭川市４条西２丁目２番２号 

     アライ地所株式会社 

     取締役社長 荒 井 保 明 氏 

金 額 ４００，０００円（みんなの基金として） 

⑵ 物品の寄附 

二海郡八雲町本町２６５番地 

有限会社よしだ・クリクラ八雲 

    次亜塩素水 ＺｉＡＣＯ １５本（新型コロナウイルス対策のため） 

 

２ 新型コロナウイルス感染症対策について 

  全世界で拡大している新型コロナウイルス感染症のまん延を受け、国は、４月

７日に東京都を含む７都府県に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

「緊急事態宣言」を発出し、その後、４月１６日には全国に緊急事態宣言区域が

拡大されました。 

  町としましては、緊急事態宣言を受け、日本がこれまでに経験したことのない

未曾有の事態であることから、４月１７日に町民の皆様に対し５月６日までの間、

外出自粛と３つの密を避ける取組みをお願いしたところであります。 

  また、町として住民や事業者の皆様への具体的な対策としましては、国民健康

保険などにおける傷病手当金制度の導入、マスクや消毒液、体温計といった備品

の購入、一般家庭用及び事業者業務用の町内全ての上下水道料金の２ヶ月分の免

除、店舗等の賃借料や温泉使用料の減免措置に対する助成などについて実施する

ことといたしました。 

  さらに、国の支援対策であります特別定額給付金や子育て世代への臨時特別給

付金についても、早期に対象の方々へ行きわたるようスピード感をもって取り組

んで行くため、町の取組みと合わせた総合的な対応窓口を一元化した専門部署を

設けることとしております。 

今後につきましても、国や北海道と連携し、感染症まん延の防止、住民と事業

-1-



者への支援に取り組んでまいりますので、議員各位におかれましてもご理解、 

ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

  なお、国民健康保険における傷病手当金制度の導入に係る条例改正案、上下水

道料金の免除など、町独自の支援対策や国の経済対策に係る費用等について、補

正予算案を本議会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。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うイベントの中止について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、５月１７日に開催予定でありま

した第４６回洞爺湖マラソン２０２０並びに６月２７日及び２８日に開催予定

でありましたＴＯＹＡＫＯマンガ・アニメフェスタ２０２０について、各事業の

実行委員会において中止が決定されましたので報告いたします。 

また、毎年、洞爺湖温泉観光協会が実施しております洞爺湖ロングラン花火大

会については、４月２８日からの開始予定でしたが、新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令を受け、５月３１日まで中止されました

ので併せて報告いたします。 

 

４ 町営住宅の火災について 

去る３月２０日に発生した町営住宅における火災により、居住をされている方

を始め町民の皆様に大変ご心配をおかけしたことを深くおわび申し上げます。 

 火災の状況につきましては、２階建ての板谷川団地２号棟１２戸の内、２階の 

２０１号室内の一部を焼失し、入居者が死亡するという痛ましい事故になってし

まいました。お亡くなりになられました方のご冥福を心からお祈り申し上げます。 

 このような事態が発生したことは誠に残念であり、今後も入居者に対して、火

元に細心の注意を払うことをお願いするとともに、町としても、火災予防を徹底

してまいります。 

 なお、出火原因につきましては、西胆振行政事務組合にて調査中であり、火災

による住宅の被害につきましては、公営住宅火災共済機構に被災報告書を提出す

るなど手続き中となっております。 

 

５ 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 第２期洞爺湖町定員適正化計画の策定について 

   本年４月１日現在の目標職員数を定めた洞爺湖町定員適正化計画の期間満了
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に伴い、第２期計画を策定いたしましたので報告します。 

   内容といたしましては、洞爺湖町職員の人事施策に関する基本方針に基づき、

令和１２年４月１日現在の目標職員数を１３９人とした内容であり、職員の大

量退職や年齢構成の片寄りの解消などを踏まえた計画となっております。 

   今後は、この計画に基づき職員数の適正化を図ってまいりますので、議員各

位におかれましてもご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

 ⑵ 長寿祝い金の贈呈について 

   ４月１７日、町内在住の１００歳の高齢者の方を訪問し、長寿祝い金を贈呈

いたしました。 

   ４月に誕生日を迎えられた藤生静子さん（病院入院中）に、花束と共にお祝

い金をお渡しいたしました。 

   当町発展の礎を築かれたことに、心から感謝と敬意を表しますとともに、今

後益々お元気でありますようご祈念申し上げます。 

 

⑶ 第２期洞爺湖町子ども・子育て支援事業計画の策定について 

   平成２７年３月に策定した第１期洞爺湖町子ども・子育て支援事業計画が、

令和元年度に計画期間の満了を迎えたことに伴い、令和２年度を初年度とする

「第２期洞爺湖町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。 

   本計画は、質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業の提供を図ることを目的に策定するもので、同計画策定委員会において、協

議を重ねてきたところです。計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５

年間で、第１期計画で掲げた基本理念「子どもが 親が 地域が育つ 子育て

応援の町 洞爺湖町」を引き継ぐとともに、第２期計画では、子育て世帯に対

する貧困の状況を含めた現状と課題に係るアンケート調査結果を踏まえ、新た

に子どもの貧困に関する取組を盛り込み、町民が一体となって、子どもとその

保護者を支えていくことを通じて、誰もが安心して楽しく子育てができ、地域

の子どもたちの笑顔が広がる洞爺湖町となるよう計画を策定したところです。 

   本計画につきましては、洞爺湖町ホームページに掲載し、また、町公共施設

窓口での配置により住民周知及び理解を図ってまいります。 

 

⑷ 新入学（園）期の交通安全街頭指導の実施について 

新入学（園）期の交通安全推進期間中の街頭啓発活動として、新入学児童を

対象に、町内通学路における街頭指導、交差点での歩行者指導等を実施し、交

通ルールと交通マナーの徹底を図りました。 
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期間中は、事故もなく無事終了することができました。ご協力いただいた自

治会の皆様をはじめ、老人クラブ・交通安全指導員の皆様に感謝申し上げます。

引き続き交通事故防止に向け、一層の活動推進を図ってまいります。 

期 間 実施地区 協力者数 

４月７日～１４日 

（土日を除く６日間） 

虻田地区、温泉・月浦地区、 

洞爺地区 
延べ１，１９４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。 

-4-



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）

北島建設㈱

伝建設㈱

㈱小松組

㈲北辰商事

㈲洞爺運輸

洞爺産業㈱

㈱環境科学研究所

道建コンサルタント㈱

応用設計㈱

㈱室蘭クリーンサービス

㈱公清企業

㈱管研

道興建設㈱

㈲齊藤設備工業

菖蒲設備

㈱ヒロセ配管設備

㈲大和設備

3,405,600円 4月20日
4月21日～
10月9日

3,179,000円 菖蒲設備
水道メーター取替：
全290個

4月21日
4月22日～
5月29日

1,243,000円 ㈱室蘭クリーンサービス
温泉排水管内温泉ス
ケール除去工：
L=151m(Vuφ200mm)

1,276,000円

6
水道メーター検満に伴う取替
工事　Ａ工区

4月16日 2,890,000円 1回

5
洞爺観光ホテル裏温泉排水
管清掃業務

4月16日 1,130,000円 1回

2,486,000円 4月20日
4月21日～
7月10日

2,365,000円 応用設計㈱ 実施設計　A=0.20ha4
アイヌ民族共生拠点施設外
構整備工事実施設計業務

4月16日

㈱メイセイ・エンジニアリ
ング

2,150,000円 1回

4月1日～
3月31日

3,852,200円
㈱第一岸本臨床検査セ
ンター

洞爺湖水の浄水・原水
泉湧水の原水・浄水
簡易水道事業水質検査

㈱第一岸本臨床検査セ
ンター

(財)北海道薬剤師会公
衆衛生検査センター

3
令和２年度　洞爺湖町水質
検査業務

3月30日 3,502,000円 1回 4,499,000円 4月1日

4月1日
4月1日～
10月31日

3,190,000円 洞爺産業㈱
湖畔・公園清掃・草刈業
務

2
洞爺地区湖畔及び公園等清
掃管理委託業務

3月30日 2,900,000円 1回 3,234,000円

1,265,000円 4月1日
4月1日～
3月31日

1,166,000円 北島建設㈱
洞爺湖温泉遊歩道橋の
取付・取外業務

番号 工事（業務）名
入　札（見積合せ） 契　　　　　　　　　　約

工事(業務）概要

1
遊歩道橋取付・取外業務委
託

3月30日 1,060,000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）
番号 工事（業務）名

入　札（見積合せ） 契　　　　　　　　　　約
工事(業務）概要

㈲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

㈲齊藤設備工業

菖蒲設備

㈱ヒロセ配管設備

㈲大和設備

ジェイアクア㈱

㈱シン技術コンサル

㈱NJS札幌事務所

㈱ドート

㈱日水コン北海道支所

㈱引谷設計事務所

㈱NJS札幌事務所

㈱ドート

㈱日水コン北海道支所

㈱引谷設計事務所

4月17日
4月20日～
7月31日

2,640,000円 ㈱ドート
ポンプ増設実施設計～
既設ポンプと同仕様の
ポンプ1台の増設

2,849,000円12
成香配水ポンプ場ポンプ増
設工事実施設計業務

4月16日 2,400,000円 1回

3,311,000円 4月17日
4月20日～
6月30日

3,047,000円 ㈱引谷設計事務所
配水管布設替実施設計
VPφ150mm L=420m

フジ地中情報㈱北海道
支店

11
豊浦洞爺線防雪柵工事に伴
う配水管布設替工事実施設
計業務

4月16日 2,770,000円 1回

3,289,000円 4月16日
4月20日～
3月10日

2,915,000円 ジェイアクア㈱

調査規模　配水管路延
長（φ50mm～
400mm)L=116km
調査延長 L=40km

4月21日
4月21日～
10月9日

1,320,000円 ㈱ヒロセ配管設備
水道メーター取替：
全144個

10 漏水調査業務 4月16日 2,650,000円 1回

9
水道メーター検満に伴う取替
工事　D工区

4月16日 1,200,000円 2回 1,369,000円

2,849,000円 4月20日
4月21日～
10月9日

2,552,000円 ㈲齊藤設備工業
水道メーター取替：
全192個

4月17日
4月17日～
10月9日

2,805,000円 ㈲大和設備
水道メーター取替：
全293個

2,996,400円

8
水道メーター検満に伴う取替
工事　C工区

4月16日 2,320,000円 1回

7
水道メーター検満に伴う取替
工事　B工区

4月16日 2,550,000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）
番号 工事（業務）名

入　札（見積合せ） 契　　　　　　　　　　約
工事(業務）概要

㈱NJS札幌事務所

㈱ドート

㈱日水コン北海道支所

㈱引谷設計事務所

㈱環境総合科学

野外科学㈱

935,000円 4月21日
4月22日～

3月5日
676,500円 野外科学㈱

脱水汚泥分析（25項目）
処理水水質分析（42項
目）

14
下水脱水汚泥・処理水質分
析業務

4月16日

㈱北炭ゼネラルサービ
ス環境センター

615,000円 1回
㈱第一岸本臨床検査セ
ンター

3,168,000円 4月17日
4月20日～
7月20日

2,937,000円 ㈱引谷設計事務所
配水管布設替実施設計
DCIP(GX形)φ150mm
L=120m

13
財田地区配水管布設替工事
実施設計業務

4月16日 2,670,000円 1回
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