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洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ２ 年 ７ 月 会 議 

町 長 行 政 報 告 



番 号       件         名 

 

１ 寄附について 

 

２ 新型コロナウイルス感染症対策について 

 

３ 洞爺湖町洞爺産業まつりのオンライン開催について 

 

４ 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 

ア 洞爺湖町旭町３０番地１２ 

笠 井   誠 氏 

金 額 ５０，０００円（学校教育のため） 

イ 洞爺湖管工事業協会 

  会長 齊 藤 晶 隆 氏 

   金 額 ５００，０００円（新型コロナウイルス感染症対策のため） 

ウ 洞爺湖町建設協会 

  会長 北 島 良 人 氏 

   金 額 ５００，０００円（新型コロナウイルス感染症対策のため） 

エ 匿名 

   金 額 ５００，０００円（新型コロナウイルス感染症対策のため） 

⑵ 金員の寄附（ふるさと納税寄附金として） 

   個 人（匿名含む） ２１７件（累計 ６４５件） 

   総 額 ４，２１９，０００円（累計 １１，３８５，０００円） 

⑶ 土地の寄附 

 虻田郡洞爺湖町高砂町６番地 

  髙 橋 茂 秋 氏 

    花和２３２番地２  雑種地  ６，０３９㎡（道路用地として） 

 

２ 新型コロナウイルス感染症対策について 

  ６月１９日をもって、国及び北海道の方針により都道府県をまたぐ移動自粛が

解除となりました。これにより、新北海道スタイルに基づいた感染予防を行いな

がら、経済を動かしていく方向に社会全体が向かっております。 

  そのような状況下で、国の第二次補正による地方創生臨時交付金の配分額が 

６月２４日に通知され、当町は約２億８，３００万円と当初の想定を大きく上回

る配分を受けました。このように地方に手厚い配分となったことは、国会議員を

始めとする関係各位のお力添えの結果と改めて感謝申し上げるところでござい

ます。 

  町としましては、元の活気を取り戻すため、感染予防対策にしっかり取り組ん

でいる町であることを周知しながら、この交付金を活用した感染予防、教育、観

光振興、地域経済活性化などの項目に重点をおいて対策事業を執行する予定でお

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、これらの事業に要する費用について、補正予算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。 

 

３ 洞爺湖町洞爺産業まつりのオンライン開催について 

 今年の洞爺湖町洞爺産業まつりは、新型コロナウイルス感染拡大防止により洞

爺湖畔での開催を中止としたところですが、初めての試みとしてオンラインで 

６月２８日開催いたしました。 

当日は、動画投稿サイト「ユーチューブ」でのライブ配信や、無料通信アプリ

「ライン」を活用した抽選会等を実施し、３，０９７名の方が登録され、多くの

方々に参加をいただきました。 

地域のイベントが軒並み中止となる中、新しいスタイルによるイベントを開催

したことで、今後につながる可能性を感じたところです。 

洞爺産業まつりは、地域の恵まれた自然を通じ、各種生産物のＰＲと地場産品

の発展を図っていくもので、今後とも町の生産物を広く宣伝してまいります。 

 

４ 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 新型コロナウイルス感染症に係る各種支援対策の実施状況について 

   新型コロナウイルス感染症に係る各種支援対策の実施状況について、７月 

１４日現在の状況を次のとおり報告いたします。 

区 分 対象数 受付数 支給数 

①特別定額給付金 4,867世帯 4,790世帯 4,789世帯 

②子育て世帯への臨時特別給付金 816人 ― 742人 

③洞爺湖町店舗等賃借料助成金 170事業所 35事業所 44事業所 

④事業者支援（宿泊施設） 48事業所 18事業所 11事業所 

④事業者支援（観光事業者） 22事業所 15事業所 10事業所 

④事業者支援（飲食店） 88事業所 62事業所 50事業所 

④事業者支援（その他） 310事業所 95事業所 50事業所 

⑤大学生等支援事業 180人 69人 69人 

⑥飲食店宅配サービス支援事業 ― ― 130件 



区 分 対象数 受付数 引換数 

⑦観光支援事業（町内） 1,000 ｾｯﾄ 1,000 ｾｯﾄ 926 ｾｯﾄ 

⑧観光支援事業（町外） 1,000 ｾｯﾄ 634 ｾｯﾄ 329 ｾｯﾄ 

  ※ 対象数には見込を含む。 

 

⑵ 長寿祝い金の贈呈について 

   ６月２２日及び７月１６日、町内在住の１００歳の高齢者の方々を訪問し、

長寿祝い金を贈呈いたしました。 

  ６月に誕生日を迎えられた竹田ハナヱさん、７月に誕生日を迎えられた髙橋

アヤ子さんのお二人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方に対し、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 洞爺湖町子ども・子育て支援事業計画策定委員会委員の委嘱について 

  町では「洞爺湖町子ども・子育て支援事業計画」に基づく計画の策定及び施

策の進捗状況と計画全体の成果について点検・評価を行うため計画策定委員会

を設置しておりますが、任期満了に伴い６月１日付けをもって、次の９名の

方々を委員に委嘱いたしました。               （敬称略） 

氏   名 推 薦 団 体 ・ 役 職 等 

田 湯 義 浩 洞爺湖町校長会 会長 

川 上 由起子 洞爺湖町社会福祉協議会 評議員 

佐 藤 正 記 洞爺湖町民生委員児童委員協議会 主任児童委員 

葛   和 佳 洞爺湖町ＰＴＡ連合会 会長 

永 井 多 美 保育所代表 入江保育所副所長 

小 倉 克 彦 幼稚園代表 とうやこ幼稚園長 

福 島 正 和 一般公募 

堀   美乃里 一般公募 

橋 本 謙之介 一般公募 

（任期 令和２年６月１日～令和４年５月３１日） 

 

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。 



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）

㈱KITABA

㈱重建能登組

阿部電気工事㈱

共和電設㈱

123,400,000円 1回 140,250,000円 6月19日
6月22日～
12月18日

丸彦渡辺・宮藤経常建
設共同企業体

髙清水・リフォーム成田
経常建設共同企業体

須藤・加藤経常建設共
同企業体

藤川・橋本経常建設共
同企業体

アイヌ民族共生拠点施設新
築工事（建築工事）

5月21日

アイヌ民族共生拠点施設新
築工事（電気設備工事）

6月4日

北海道川崎建機㈱倶知
安支店

コマツカスタマーサポー
ト㈱北海道カンパニー

拓北・中野経常建設共
同企業体

北海道運搬機㈱室蘭支
店

北弘電・福岡経常建設
共同企業体

木造平屋建て：
A=494.38㎡

工事(業務）概要
入　札（見積合せ）

135,740,000円

番号 工事（業務）名
契　　　　　　　　　　約

3
洞爺湖町雪寒機械（8ｔ級除
雪ドーザ）購入業務

5月28日 12,150,000円 1回 22,148,086円

高清水・リフォーム成田
経常建設共同企業体

1

5 18,000,000円 1回 21,494,000円 6月8日
6月9日～
12月18日

2 洞爺湖町景観計画策定業務 5月27日 4,730,000円 4,774,000円 6月1日

6月26日

4 虻田ノットコ線法面復旧工事 6月1日 3,300,000円 1回 3,333,000円 6月3日
6月8日～
8月20日

3,300,000円

6月1日～
3月10日

4,730,000円 ㈱KITABA

景観形成に必要な事項
等の検討・作成　一式
町民ワークショップの開
催　一式
景観計画策定委員会等
の運営支援　一式
景観計画書原稿作成
一式

1回

㈱重建能登組 土工　V=360㎥

6月26日～
12月25日

13,365,000円
コマツカスタマーサポー
ト㈱北海道カンパニー

洞爺湖町雪寒機械（8ｔ
級除雪ドーザ）1台購入

19,800,000円 共和電設㈱

アイヌ民族共生拠点施
設（生活館）木造平屋建
て、の新築工事に係る
電気設備工事



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

大和産業㈱

㈱ぎょうせい北海道支社

㈱シン技術コンサル

㈱室蘭菱雄

㈱宮田書店

道南清掃㈱

とうや湖農業協同組合

㈱シンワ自動車

とうや湖農業協同組合

札幌トヨペット㈱伊達店

㈲室田自動車整備工場

アンケートによるニーズ
や現状の問題点などを
調査・検討・分析
分析結果の報告書作成

450,000円 1回 693,000円 6月10日
6月11日～
9月30日

2,112,000円 ㈱宮田書店

町指定ごみ袋の作成
可燃40L 73,000枚
可燃20L 30,000枚
可燃10L 14,000枚
不燃40L 4,000枚
不燃20L 6,000枚

㈱シンワ自動車

乗用自動車(SUVタイプ)
排気量　1599～1999cc
以下
オートマチック又はCVT
4WD

オール・大和経常建設
共同企業体

19,437,000円
ゴウダ・齊藤経常建設
共同企業体

ゴウダ・齊藤経常建設共
同企業体

高橋・菖蒲経常建設共
同企業体

栗林・ヒロセ経常建設共
同企業体

7
洞爺湖町障害福祉計画策定
に係るアンケート調査委託業
務

6月4日

17,670,000円 2回 19,635,000円 6月8日
6月9日～
12月18日

6月30日～
8月10日

2,190,347円

アイヌ民族共生拠点施
設（生活館）木造平屋建
ての新築工事に係る機
械設備工事

6月30日～
9月30日

6月30日～
8月10日

1,108,549円 ㈱室田自動車整備工場
軽自動車(1BOXタイプ)
オートマチック又はCVT
4WD

495,000円 大和産業㈱

11
洞爺湖町公用自動車(軽
1BOXバンタイプ)購入業務

6月25日 1,009,164円 1回 1,290,000円 6月29日

北海道スバル㈱室蘭支
店

6月25日9 1,920,000円 1回 3,017,976円 6月29日

10
洞爺湖町公用自動車(SUVタ
イプ)購入業務

6月25日 1,996,000円 1回 2,610,000円 6月29日

指定ごみ袋購入事業

㈱北海道二十一世紀総
合研究所

8 道路台帳データ更新業務 6月9日 1,815,000円 1,903,000円 6月12日

6
アイヌ民族共生拠点施設新
築工事（機械設備工事）

6月4日

6月13日～
11月30日

1,815,000円 ㈱シン技術コンサル

道路台帳補正
L=1.1㎞
道路管理システムデー
タ更新　L=1.1㎞
旧洞爺村道路台帳図デ
ジタル化　L=5.0㎞

1回



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

とうや湖農業協同組合

札幌トヨペット㈱伊達店

共和電設㈱

阿部電気工事㈱

㈱福岡電設

㈲中野電機工務店

㈱シビテック

ダイシン設計㈱

㈱ドーコン

㈱ゴウダ虻田支店

ホッコー建設運輸㈱

㈱ヒロセ配管設備

㈲大和設備

北島建設㈱

㈱重建能登組

㈱小松組

伝建設㈱

㈱高橋建設

北島建設㈱

㈱重建能登組

㈱小松組

伝建設㈱

㈱高橋建設

伝建設㈱

塩化ビニル管布設替工
（φ400mm）：L=108m
組立2号マンホール設
置工：N=1箇所　取付管
及びます工：N=5箇所

汚水1号幹線管路布設替工
事　第2工区

7月9日 17,800,000円 1回 19,844,000円 7月13日
7月14日～
1月29日

19,580,000円

配水管布設替（PEφ
50mm）：L=441.3m
給水工：N=3箇所

16 15,500,000円 1回 17,259,000円 7月13日
7月14日～
1月29日

17,050,000円 ㈱小松組

塩化ビニル管布設替工
（φ400mm）：L=110m
組立2号マンホール設
置工：N=1箇所　取付管
及びます工：N=1箇所

9,911,000円 7月13日
7月14日～
9月11日

12
洞爺湖町公用自動車(商用
自動車ライトバンタイプ)購入
業務

6月25日

トヨタカローラ苫小牧㈱
伊達店 1,477,896円 1回 1,995,420円 6月26日

6月30日～
8月10日

13
あぶた体育館トランス及び電
気室引込ケーブル取替工事

7月9日 2,380,000円 1回 2,728,000円 7月13日
7月14日～
8月31日

2,618,000円

14

15

17

高台1号線実測実施設計業
務

7月9日

大原地区配水管布設替工事 7月9日

汚水1号幹線管路布設替工
事　第1工区

7月9日

現地測量1式、路線測
量L=0.18km、用地測量
1式、道路詳細設計：
L=0.18km

1,623,400円 とうや湖農業協同組合

商用自動車ライトバンタ
イプ
排気量　1600cc 以下
オートマチック　又は
CVT
4WD

共和電設㈱

トランス20KVA、50KVA
の取替、高圧ケーブル
の取替、コンクリート
ポール布設工事

3,070,000円 1回 3,740,000円 7月10日

8,900,000円 1回

7月13日～
9月18日

3,377,000円 ㈱シビテック

9,790,000円 ホッコー建設運輸㈱



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

㈱小松組

伝建設㈱

㈱高橋建設

北島建設㈱

㈱重建能登組

㈱小松組

伝建設㈱

㈱高橋建設

北島建設㈱

㈱重建能登組

㈱小松組

伝建設㈱

㈱高橋建設

26,400,000円 ㈱重建能登組

塩化ビニル管布設工
（φ300mm）：L=9m
マンホール更生工：N=2
箇所　舗装撤去復旧
工：A=66㎡

20
汚水1号幹線管路布設替工
事　その2

7月9日 13,100,000円 1回 15,224,000円 7月14日
7月15日～
1月29日

14,410,000円 ㈱重建能登組

既設管中込注入工：
A=190㎥
既設マンホール処理
工：N=12基

汚水1号幹線管路布設替工
事　その1

7月9日 24,000,000円 1回 27,896,000円 7月14日
7月15日～
1月29日

18 6,600,000円 1回 7,689,000円 7月14日
7月15日～
1月29日

7,260,000円 ㈱重建能登組

塩化ビニル管布設替工
（φ400mm）：L=8m
組立2号マンホール設
置工：N=1箇所　舗装撤
去復旧工：A=44㎡

汚水1号幹線管路布設替工
事　第3工区

7月9日

19


