
 

◎議案第１号 工事請負契約の締結について 

（平成１９年度施行 白老町合流式下水道改善管渠布設工事第１工区） 

○議長（堀部登志雄君） 日程第 12、議案第１号 工事請負契約の締結についてを議題に供し

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 はい、山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） それではご説明申し上げます。 

議案第１号 工事請負契約の締結について。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定に基づき、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。

平成 19 年 11 月 12 日提出、白老町長。 

１、契約の目的、平成 19 年度施行 白老町合流式下水道改善管渠布設工事第１工区。２、契

約の方法、制限付一般競争入札。３、契約の金額、6,373 万 5,000 円。４、契約の相手方、白

老郡白老町字社台 53 番地１、丸幸鈴木建設工業株式会社、代表取締役 鈴木 武。５、契約保

証金、契約の金額の 10 分の１以上の額。 

次に議案説明でございます。１、工事場所、白老郡白老町高砂町３丁目。２、完成期限、平

成 20 年３月 10 日。３、工事概要でございます。管渠工（小口径推進）管径 500 ㎜でございま

す。中心間延長、Ｌ＝161.96ｍ。管渠延長、Ｌ´＝159.96ｍ。推進延長、Ｌ゛＝154.60ｍでご

ざいます。 

マンホール工でございますが、１号マンホールが１箇所。３号マンホール、２箇所。付帯工、

１式。立坑工、１式。仮説工、１式でございます。 

次に図面の説明でございます。１枚目の位置図でございますが、矢印で表示されております、

草野木材付近で、町道中央通り沿いに布設されるものでございます。 

次２枚目の図面でございますが、縦・平面図でございますが、町道中央通りのＪＲ側に布設

されるものでございます。 

次に補足説明でございます。入札の経過でございますが、去る９月 25 日に制限付一般競争入

札の公告を行いまして、翌９月の 26 日から 10 月３日まで入札参加資格の申し込みを受け付け

をし、その結果、株式会社ヤマテ三美、株式会川田建設、道南綜合土建株式会社、丸幸鈴木建

設工業株式会社、株式会社タマイの５社によりまして、去る 10 月 25 日に入札を行ったところ

でございます。 

落札率でございますが、予定価格 6,796 万 6,500 円に対しまして、落札額が 6,373 万 5,000

円でございますので、落札率は 93.7％となっております。以上で説明を終わらせていただきま

す。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 はい、４番、及川 保議員。 



○４番（及川 保君） ４番、及川です。これ、今回 6,400 万円弱の工事になっていますけど

も、これを見ると第１工区。１工区ということは、これからまたかなりの部分をこれ、やらな

ければならないという状況にあるのか、まず１点聞きたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） お答えします。全体計画としては、まだまだ平成 25 年まで

続く事業になっています。 

 今年度は１工区なのですが、これで一応終わりという予定でおります。来年はこれの前後を

引き続きやっていく計画でおります。 

○議長（堀部登志雄君） はい、4 番、及川 保議員。 

○４番（及川 保君） 分かりました。すると、来年以降もこれから平成 25 年まで工事を行

わなければならないということなのですけども、要はこれ、これを見ると合流式下水道改善管

渠という名称になっているのですけどもね、要するに老朽管が、老朽されてきているという状

況なのかね、それともこれは何か法によって定められた中でやらなければならない部分なのか

ということが、まず聞きたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） お答えします。この合流改善事業につきましては、合流式と

いうのは、汚水と雨水が一つの管で流れているというのが合流管でございまして、都市部にお

いてその大きな雨が降ったときに、雨水が大量に流れたときに、管の中の堆積物と言いますか、

そういうのが遮断しながら緊急避難的に公共水域に流すという仕組みにはなっているのですが、

公共水域の水質環境が悪化しているという事実が多くなってきたということで、平成 15 年に下

水道法の施行令を改正しまして、それで国の方がその合流改善、いわゆる汚水と雨水の一つの

管で流しているものを、分流しなさいと。雨と、汚水と雨水と分けなさいというふうになった

のが、この合流改善の事業であります。 

○議長（堀部登志雄君） はい、４番、及川 保議員。 

○４番（及川 保君） はい、４番、及川です。分かりました。 

 それでね、25 年までという、今目途でやっている、やるのですよね。となれば、今後どのく

らいのその費用を見込んでいるのかを最後にお聞きしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） 白老町の合流改善事業の全体計画としましては、総事業費で

約 14 億 8,000 万円です。その中には、15 年、16 年で調査をいたしまして、17 年にこの基本設

計を計画立てました。それで、18 年度、昨年が初年度で、一部実施設計をかけながら、管渠工

事に着手しております。 

 その後は 500 ㎜の管、全体延長で 1,500ｍほどありますが、だいたい３カ年ですから 21 年も

しくは 22 年ごろまでに、管渠を布設して、その後にいわゆる雨だけを今度は分流して持って行

きますので、そのまま処理場に入れると処理場の機能が少しオーバーになるということで、良

質な水質改善をして、また公共水域に出すということがありますので、堆水池というか、いわ



ゆるその雨水だけを溜める池、それを作るのがだいたい 23 年ごろ。 

 その後に、そのろ過施設等を作って、25 年にすべての事業を終わるという予定でおります。 

 金額は先ほど前段で言いました 14 億 8,000 万円、総額です。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、他ございませんか。 

 はい、９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） はい、９番、斎藤です。概況分かりました。 

 総額 14 億 8,000 万円を予定するということで、今下水道事業、できるだけお金のかからない

ように、何とか工夫をしていこうということだったのですよ。前の論議の中で、字白老のこの

町の部分の合流式を、何とかしなければならないという状況はよく分かってはいたのですけど

も。 

 これ、法的に言って、これから 25 年まで６年間の間、これをもう少しこう、先延ばししなが

らね、長い期間でやることが許されるのか、それとも１日も早くこれをやり上げなければなら

ないものなのか。その辺りは、法的に言えばどういうことになるのでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） はい、佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） はい、お答えします。この事業ができました当初は、国の方

からの指示は５カ年で整備を終えなさいということだったのですけども、その後やっぱり全国

各地から、かなり厳しいということがありまして、我々も下水道事業者の方から要望を出しま

して、10 カ年に延伸になったのです。 

 それが、いわゆる先ほど言いました、平成 25 年までというのが 10 カ年。国が、それでは 10

年で整備を完成してくださいという義務付けが、５年から 10 年に変わったというところです。 

○議長（堀部登志雄君） はい、９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） はい、９番、斎藤です。ということは、もう 10 年前からこれは、仕

事を始めてきて、その国の許可で 10 年目が平成 25 年ということになるのでしょうか。そう解

釈していいのかどうなのか。 

 これ、私たちの考え方から言うと、今までの下水のその赤字だとか、こう返済しなければな

らんということも含めればね、少しでも長くかけてやるべきではないのかというふうになるの

だけども、もうこれは 10 年以上には絶対にならないというような考えになるのかどうなのか。

その辺りどうでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） はい、佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） はい。説明不足で申し訳ございません。当初はですね、平成

15 年に施行令が変わりまして、16 年から５カ年だったのが、全国各地のその下水道を実施して

いる市町村から要望がありまして、国の方も 16 年から 25 年までの 10 年間の義務付けというこ

とでやっております。 

 それで、先ほど最初の質問にもありましたとおり、私どもとしては 15 年に調査を始めまして、

17 年に計画を作りました。それで 18 年度から現地新規着工したと。そういう状態になってい

まして、10 年というのは、今のところ国は 10 年間の平成 25 年度までに事業を完了してくださ



いということです。 

 ただ、機会があるごとにですね、私たちとしてはもう少し緩やかに期間を延ばして、延伸し

ていただきたいということは、これ毎年日本下水道協会等の大会があるときにですね、併せて

地方の方から、いわゆる我々の方から、少しでも延伸していただきたいというふうには国の方

には要望を出しております。 

 ただ、今のところは 10 年が 15 年になるというような回答はいただいておりませんので、当

分の間は平成 25 年までの 10 年間で整備を進めるという計画でいます。 

 ただ、あまり大きい声では言えませんけども、白老町にしても先ほど斎藤議員がおっしゃっ

たように、かなり厳しい経緯を強いられていますので、大掛かりな仕掛け、いわゆる一つの工

法的な部分で多額を要するところは、できるだけちょっとこう、後の方にしていくと。いずれ

にしても、管を先に整備しなければ水は流せませんので、管の方から先に緩やかにやっていく

というふうにして、期間延伸の要望についてはこれからも続けていきたいというふうに思って

います。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。一つだけちょっとお尋ねしたいのですけど、14

億 8,000 万円の財源内訳、大まかで結構ですけれども、補助、起債、単費の割合はどういうふ

うになっていますか。 

○議長（堀部登志雄君） はい、佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） はい。お答えします。内訳ですが、補助金。これは２分の１

補助で約７億 4,000 万円。それから起債ですが、２分の１の国庫補助の残りの２分の１の 90％

６億 6,500 万円。それで残りが単独費約 7,400 万円になろうかと思いますが、そういった内訳

になっております。 

○議長（堀部登志雄君） 他ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第１号、工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手

を願います。 

                  〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 



 


