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洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ２ 年 ９ 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 特別定額給付金の支給状況について 

 

４ 令和２年度洞爺湖町表彰式に係る被表彰者の選考について 

 

５ 西いぶり広域連合共同電算への加入について 

 

６ 西いぶり広域連合新中間処理施設整備・運営事業の事業者選定結果について 

 

７ 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 洞爺湖町高砂町７９番地３６ 

    西 村   明  氏 

     金 額 ３０，０００円（町のために） 

 イ 伊達市舟岡町２４７番地１２４ 

    本 田 一 智 氏 

     金 額 ５０，０００円（育英資金） 

 ウ 洞爺ライオンズクラブ 

 会長 中 谷 玲 二 氏 

 金 額 １，０００，０００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） ２７４件（累計 １，１７７件） 

  総 額 ４，５３７，０００円（累計 ２１，０５４，０００円） 

 ⑶ 物品の寄附 

   洞爺湖町地域食堂への食材等  延９件 

   （内訳は、以下各種事務事業の取組状況に記載） 

 

２ 新型コロナウイルス感染症対策について 

  新型コロナウイルス感染症の発生以降、低迷していた観光客なども町並びに国

や北海道などの経済対策により、週末には町内各所に賑わいが戻りつつあります。

しかしながら、全国的には新規感染者の増加傾向が続いております。 

今後は、コロナウイルスと共生しながら生活や経済活動を行って行くため、テ

レワークやオンライン化など、社会の仕組みや産業構造が変化していくことが予

想されます。 

そのような中、町としましては冬期間の閑散期に対する支援、児童・生徒の感

染予防並びに災害時における防災備蓄の購入など、さまざまな角度から検討を行

い対策を講じ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。 

-1-



３ 特別定額給付金の支給状況について 

 新型コロナウイルスの感染症緊急経済対策として、一人につき１０万円の「特

別定額給付金」の申請受付を５月１８日から８月１７日まで行い、５月２１日か

ら順次、給付金の支給を開始し、８月２５日の支給をもって事業を終了いたしま

した。 

給付金の申請及び給付状況につきましては、対象世帯数４，８６８世帯、対象

人数８，６１３人のところ、４，８４３世帯、８，５８６人の申請があり、給付

件数は４，８４２世帯、８，５８４人に支給を完了しております。 

なお、申請率及び給付率はともに対象世帯数に対し９９．５％、対象人数に対

しては９９．７％の結果となっております。 

 

４ 令和２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２４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。 

  また、１１月３日の表彰式典の開催に当たりましては、新型コロナウイルス感

染症の防止のため、招待者の縮小や一般参加の見送りなどを実施して挙行するこ

としておりますので、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。 

 

５ 西いぶり広域連合共同電算への加入について 

  現在、町の住民基本台帳や税務などの業務に係る電算システムについては、民

間事業者と契約し各種業務を行っておりますが、契約期間が令和４年１２月に更

新時期を迎えるため、継続して契約を更新した場合と西いぶり広域連合の共同電

算に加入した場合を比較検討してまいりました。 

その結果、西いぶり広域連合の共同電算に加入した方が経費の節減、業務の効

率化並びに職員の業務量の低減が見込まれることから、令和４年１月に加入する

ことといたしましたので報告します。 

  なお、電算移行に係るコンサルタント経費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。 
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６ 西いぶり広域連合新中間処理施設整備・運営事業の事業者選定結果について 

 西いぶり広域連合が進めています新中間処理施設整備・運営事業の事業者選定

につきましては、各構成市町及び学識経験者並びに広域連合事務管理者の８名で

構成する事業者選定委員会を、令和元年１１月から５回開催し審査してまいりま

した。 

本年８月１８日、本審査へ進みました１グループへのヒアリング及び最終審査

を行った結果、３３０億９，０００万円で落札事業者を決定しましたので報告い

たします。 

  今後の予定につきましては、落札事業者と基本協定、基本契約及び仮契約を結

んだ後、１１月に本契約を締結し、１２月から設計・建設工事が開始され、新施

設は令和６年９月に完成し同年１０月の供用開始の予定となっております。 

  なお、落札事業者は以下のとおりでございます。 

⑴ 代表企業 

  ・ 日鉄エンジニアリング株式会社 北海道支店 室蘭営業所 

（建築物、プラントの設計・建設及び運営・維持管理を行う者） 

⑵ 構成員（運営を行う特別目的会社への出資者） 

  ・ 運営、維持管理を行う者 

日鉄環境プラントソリューシュンズ株式会社 

⑶ 協力企業（運営を行う特別目的会社への出資を行わない者） 

  ・ 建築物の設計、建設を行う者 

大成建設株式会社 札幌支店、藤川建設株式会社、東海建設株式会社、 

須藤建設株式会社 

  ・ 焼却灰を運搬する者 

    株式会社 三川 

 

７ 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、８月 

３１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 4,868世帯 4,843世帯 4,842世帯 

②子育て世帯への臨時特別給付金 816人 ― 763人 
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区 分 対象数 受付数 支給数 

③洞爺湖町店舗等賃借料助成金 170事業所 
52事業所 

うち追加交付 

9事業所 

51事業所 
うち追加交付 

9事業所 

④事業者支援（宿泊施設） 48事業所 25事業所 25事業所 

④事業者支援（観光事業者） 29事業所 26事業所 26事業所 

④事業者支援（飲食店） 88事業所 71事業所 70事業所 

④事業者支援（その他） 310事業所 167事業所 153事業所 

⑤大学生等支援事業 180人 90人 90人 

⑥飲食店宅配サービス支援事業 ― ― 214件 

⑦観光支援事業（町内） 1,000 ｾｯﾄ 1,000 ｾｯﾄ 引換数994ｾｯﾄ 

⑧観光支援事業（町外） 1,000 ｾｯﾄ 739 ｾｯﾄ 引換数620ｾｯﾄ 

  ※ 対象数には見込を含む。 

 

⑵ 洞爺湖町表彰審議会委員の委嘱について 

任期満了に伴い８月２１日付けをもって、次の１０名の方々を表彰審議会委

員に委嘱いたしました。 

８月２４日の審議会において、会長に木村利正氏、副会長に福井政吉氏が選

出され、本年度の被表彰者の選考に関する諮問を受け、審議をいただきました。 

                        （敬称略） 

役職 氏   名 推薦団体等 備考 

会 長 木 村 利 正 学識経験者  

副会長 福 井 政 吉 洞爺湖町社会福祉協議会  

 佐 藤 義 昭 洞爺湖町自治会連合会  

 堀 家   潔 洞爺湖町自治会連合会  

 篠 原   一 洞爺湖町商工会  

 越 後 進 一 洞爺湖温泉観光協会  

 飯 尾 利 雄 洞爺湖町文化団体協議会  

 毛 利   納 洞爺湖町体育協会  

 谷 澤   靖 連合西胆振洞爺湖支部  

 皆 川 節 子 ウィメンズネットワーク洞爺湖  

（任期 令和２年８月２１日～令和４年８月２０日） 
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⑶ 洞爺湖町情報公開・個人情報保護審査会委員の選任について 

  ９月１日付けをもって、次の５名の方々を情報公開・個人情報保護審査会委

員に選任いたしました。 

同日、第１回審議会を開催し、会長に片岡一之氏、副会長に齋藤敬臣氏が選

出されました。今後は、情報公開及び個人情報開示等請求の決定内容に対する

不服申立てがあった場合、実施機関からの諮問に応じての答申や意見等をいた

だくこととしております。         （敬称略） 

役職 氏   名 備 考 

会 長 片 岡 一 之  

副会長 齋 藤 敬 臣  

 竹 内 廣 志  

 宮 崎 泰 人  

 八反田   稔  

（任期 令和２年９月１日～令和４年８月３１日） 

 

⑷ 長寿祝い金の贈呈について 

  ８月１９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。 

   ８月に誕生日を迎えられた林チヨコさんに、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。 

 

⑸ 地域食堂への食材等の寄附について 

   令和２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） 

寄附月日 氏    名 物 品 名 数量 

6.27 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

牛乳（200ml） 
冷凍じゃがいも 

72本 
15袋 

7. 3 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 

代表理事 田嶋 羊子 
シラス 1㎏ 

7. 4 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

メンマ 1㎏ 

7.10 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

塩さけ 2㎏ 
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寄附月日 氏    名 物 品 名 数量 

7.31 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

野菜ジュース 30本 

8.13 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

きのこ 1㎏ 

8.14 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

焼きそば 
さんま生姜煮 

1㎏ 
1㎏ 

8.22 匿名 
ミニトマト 
カボチャ 

1㎏ 
3個 

8.22 
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
代表理事 田嶋 羊子 

パセリ 1束 

 

⑹ 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）

富士ゼロックス北海道㈱

大丸㈱室蘭出張所

㈱丹青社

㈱乃村工藝社

伝建設㈱

㈱小松組

北島建設㈱

㈱重建能登組

㈲コバック

㈱高橋建設

㈱シン技術コンサル

㈱ドーコン

㈱シビテック

北海道土木設計㈱

㈱管研

㈱公清企業

道興建設㈱

㈱室蘭クリーンサービス

㈲東京インテリア・クラフ
ト

工事(業務）概要
入　札（見積合せ）

番号 工事（業務）名
契　　　　　　　　　　約

NECネッツエスアイ㈱北
海道支店
リコージャパン㈱北海道
支社

GOGAスクール用タブ
レット端末　N=347台

60,700,000円 1回

15,611,530円 8月7日
8月11日～
3月19日

15,535,190円
NECネッツエスアイ㈱北
海道支店

1
洞爺湖町立小中学校GIGA
スクール用タブレット端末購
入業務

7月22日 14,122,900円 1回

入江・高砂貝塚館のガ
イダンス棟の増築
建築面積　A=200㎡
構造種別　木造平屋
エントランスホール・事
務室・体験学習室・収蔵
庫・空調室の増築

2
入江・高砂貝塚館増築工事
（建築工事）

7月30日

3
入江・高砂貝塚館　展示改
修業務

7月30日 57,000,000円 1回 69,927,000円 8月4日
8月5日～
3月15日

62,700,000円
㈲東京インテリア・クラ
フト

レプリカ製作、展示什器
類設置、映像装置、復
元住居、縄文人・丸木
舟製作、展示パネル製
作、学習機材

髙清水・リフォーム成田
経常建設共同企業体

丸彦渡辺・宮藤経常建
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

70,103,000円 8月7日
8月11日～
3月15日

66,770,000円
髙清水・リフォーム成田
経常建設共同企業体

道路整備延長
L=448.9m
舗装工　A=2,351.2㎡
側溝工　L=390m
縁石工　L=608.4m
土工　V=65.0㎥

5 洞爺湖町道路照明調査業務 7月30日 5,500,000円 1回 6,402,000円 8月3日
8月4日～
12月15日

6,050,000円 ㈱シビテック

洞爺湖町が管理する照
明灯（防犯灯を含む）の
基数調査及びPCB含有
調査

23,749,000円 8月4日
8月5日～
1月12日

23,650,000円 ㈱重建能登組4
高砂5号線ほか道路整備工
事

7月30日 21,500,000円 1回

国道230号横断管
L=13.1ｍ

1回3,500,000円7月30日日鉄鉱山廃水管更生業務 3,850,000円 8月3日
8月4日～
11月30日

3,850,000円 ㈱室蘭クリーンサービス6
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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

㈱室蘭クリーンサービス

道南環境保全㈱

㈱伊達浄化センター

㈱小松組

㈲宮藤建設

橋本建設㈱

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

㈱小松組

㈱重建能登組

北島建設㈱

㈲コバック

伝建設㈱

㈱高橋建設

8

路整備延長
L=548.5m
舗装工  A=2,589.9㎡
縁石工　L=1,062.1m
土工 V= 96.0m

高砂４号線ほか道路整備工
事

7月31日 27,500,000円 1回 27,720,000円 8月3日
8月4日～
1月12日

27,500,000円 ㈱小松組

7 日鉄鉱鉱山廃水清掃業務 7月30日 6,900,000円 1回 7,689,000円 8月3日
8月4日～
10月31日

7,590,000円 ㈱室蘭クリーンサービス 第1工区　L=288ｍ㈱道南浄化衛生セン
ター

施設正面入り口に風除
室を設置する。

10
入江・高砂貝塚館増築工事
（電気設備工事）

8月6日 5,600,000円 1回 7,249,000円 8月7日
8月11日～
3月15日

6,160,000円 ㈱福岡電設

増築工事に伴う電気設
備工事（電灯設備、弱
電設備、火災報知機設
備）

1回5,100,000円8月6日
洞爺水の駅屋外風除室設置
工事

5,742,000円 8月12日
8月13日～
11月30日

5,610,000円 橋本建設㈱9

増築工事に伴う機械設
備工事（空調設備、換
気設備、給水設備、排
水設備給湯設備）

12
史跡入江・高砂貝塚公園整
備工事及び植栽工事

8月6日 11,000,000円 1回 12,320,000円 8月12日
8月14日～
11月10日

12,100,000円 ㈲コバック

木道　L=348m
総合案内板　L=11m
標示板　N=10基
解説ｻｲﾝ　N=6基
規制ｻｲﾝ　N=2基
史跡標識　N=1基
史跡境界杭　N=22基

5,478,000円 8月11日
8月12日～
3月15日

5,280,000円 ㈱ヒロセ配管設備11
入江・高砂貝塚館増築工事
（機械設備工事）

8月6日 4,800,000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

応用設計㈱

道建コンサルタント㈱

㈱小松組

㈱重建能登組

北島建設㈱

伝建設㈱

㈱高橋建設

㈱シン技術コンサル

日本データサービス㈱

㈱パスコ札幌支店

伝建設㈱

㈱高橋建設

㈱小松組

北島建設㈱

㈱重建能登組

㈲コバック

伝建設㈱

㈱高橋建設

㈱小松組

北島建設㈱

㈱重建能登組

㈲コバック

㈱ゴウダ虻田支店

ホッコー建設運輸㈱

㈱重建能登組

㈱高橋建設

基礎地盤コンサルタンツ
㈱

現地測量　1式
実施設計　1式

14 いずみ大橋修繕工事 8月6日 23,000,000円 2回 25,597,000円 8月12日
8月13日～
3月10日

25,300,000円 ㈱小松組

橋面防水　A=517㎡
橋梁用埋設型伸縮継手
装置設置工　L=21.2m
表面被覆工　A=53.6㎡

1,980,000円 8月11日
8月12日～
9月30日

1,870,000円 応用設計㈱13
高砂貝塚公園駐車場実測実
施設計業務

8月6日 1,700,000円 1回㈱メイセイ・エンジニアリ
ング

造成年代調査　2箇所
変動確率調査　2箇所
保全対象調査　2箇所
第二次スクリーニング
優先度評価　1式
宅地カルテの作成　1式

16
洞爺湖温泉大通り線道路改
良工事　１工区

8月6日 13,300,000円 1回 15,103,000円 8月12日
8月13日～
1月12日

14,630,000円 北島建設㈱

道路改良延長
L=125.3m
側溝工　L=28.1m
舗装工　A=596.8㎡
縁石工　L=430.8m
土工　V=50.0㎥

2,200,000円 8月11日
8月12日～
12月10日

638,000円
㈱ダイヤコンサルタント
北海道支社

15
洞爺湖町大規模盛土造成地
第二次スクリーニング計画業
務

8月6日 580,000円 1回

㈱ダイヤコンサルタント
北海道支社

道路改良延長
L=240.0m
側溝工　L=91.5m
舗装工　A=1,996.6㎡
縁石工　L=703.6m
土工　V=122.5㎥

18
洞爺湖温泉大通り線配水管
布設工事

8月6日 12,300,000円 1回 13,805,000円 8月12日
8月13日～
12月11日

13,530,000円 ホッコー建設運輸㈱
配水管布設工　Peφ
50mm L=371.1m
給水工　N=3戸

35,585,000円 8月12日
8月13日～
1月12日

35,200,000円 北島建設㈱17
洞爺湖温泉大通り線道路改
良工事　２工区

8月6日 32,000,000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

㈱ゴウダ虻田支店

ホッコー建設運輸㈱

㈱重建能登組

㈱高橋建設

リフォーム成田㈱

㈲宮藤建設

橋本建設㈱

㈲スペース27

福島文具店

㈱藤原商店

伝建設㈱

北島建設㈱

㈱小松組

㈲コバック

㈱重建能登組

北島建設㈱

新栄クリエイト㈱

㈱栗林商会

21

配水管布設工　VPφ
150mm L=420.70m
給水工　N=1戸
既設管撤去
L=412.30m

20
大原送水ポンプ場屋根防水
外修繕

8月6日 3,000,000円 1回 3,410,000円 8月11日
8月12日～
10月30日

3,300,000円 リフォーム成田㈱

屋根防水修繕　A=65.30
㎡
壁塗装修繕　A=71.30㎡
窓面格子取付　N=3箇
所
内窓ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｻｯｼ取付、
看板製作取付、単管柵
手直し、外灯取替等

34,804,000円 8月12日
8月13日～
10月30日

34,320,000円 ホッコー建設運輸㈱19
豊浦洞爺線防雪柵工事に伴
う配水管移設工事

8月6日 31,200,000円 1回

1回

22 東曙線道路法面工事 8月20日 1,550,000円 1回 1,738,000円 8月21日
8月24日～
11月10日

1,705,000円

側溝工　L=46.0m
集水桝　N=2.0基

24
泉送水ポンプ場送水ポンプ
外分解整備修繕

8月20日 4,200,000円 1回 4,873,000円 8月24日
8月25日～
1月29日

4,620,000円
水ingエンジニアリング
㈱北海道支店

泉送水ポンプ場送水№
1、№2ポンプ分解整備
修繕、試運転調整　N=2
台
月浦浄水場原水送水№
1ポンプ分解整備修繕、
試運転調整　N=1台

2,002,000円 8月25日
8月26日～
12月10日

1,958,000円 ㈱重建能登組23 町道側溝補修工事その２

3,380,000円8月6日
洞爺湖町立小中学校GIGA
スクール遠隔授業用機器購
入業務

水ingエンジニアリング㈱
北海道支店

8月20日 1,780,000円 1回

ポケットWiFi 230式
Webカメラ（広角120度）
21式
スピーカーマイク　21式

伝建設㈱
土工　V=60.0㎥
張芝工　A=290.0㎡
植生土のう　N=90.0袋

4,966,170円 8月11日
8月12日～
12月28日

3,718,000円 ㈲スペース２７
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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

道路工業㈱日胆営業所

㈱室蘭クリーンサービス

㈱公清企業

㈱管研

道興建設㈱

25 町道舗装補修工事 8月24日 3,740,000円 3,960,000円 8月26日
8月27日～
12月10日

3,740,000円 道路工業㈱日胆営業所 表層　A=840.0㎡1回

26
汚水1号幹線管路内清掃外
業務

8月27日 13,200,000円 2回

管清掃（φ1000HP)
L=78.23m
水替工　N=1式
仮締切工　N=3箇所
人孔洗浄工　N=2箇所
汚泥処分工　W=62t

14,575,000円 8月27日
8月28日～
12月9日

14,520,000円 ㈱室蘭クリーンサービス
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