


◎道内の建設従業者は19万人でピーク時の４割減に

総務、経済産業両省がまとめた2012年度経済センサス（活動調査）によると、北海
道の建設業従業者数は前回調査の09年度に比べて13.3％減り、18万9508人まで落
ち込んだ。過去最多を記録した1996年度の33万9551人を44.2％、15万人下回っ
ている。地場ゼネコンを含む総合工事業は10万150人で96年度から52％減り、電
気と管工事を除く専門工事業は４万2338人で37.4％減少。建設業はバブル崩壊後に
大量の失業者を受け入れたが、公共事業の削減政策と08年のリーマンショックが減
少を加速させたことをうかがわせる結果となっている。
両省が３年ごとに全国の産業構造を分析する統計調査。その中から本道建設業の事
業所と従業者の動向を検証した。
バブルが崩壊した91年度の道内建設業は、事業所数が２万6030社で、従業者数
が31万4048人。その後、公共事業の重点政策から予算が年々伸び、北海道開発事
業費は98年度に過去最多の２兆2000億円（補正含む）に達した。この間の96年度に
事業所数は２万7776社、従業者数は33万9551人と膨らみ、過去最多を記録した。
12年度の事業所数は２万3038社。96年度に比べて17.1％減った。併せて、従業
者数は44.2％減少。構造改革と民主党政権の相次ぐ公共事業削減に加え、リーマン
ショックが拍車となり、各社が体力を消耗して人員を手放さざるを得なかった現象が
見て取れる。
12年度の総合工事業は、事業所数が9829社で、96年度に比べて24.3％、リーマ

ンショック後の09年度に比べて5.4％それぞれ減少している。
従業者数は09年度比で8.7％の減少。内訳は、一般土木建築工事が96年度比で
64.5％、土木工事が50.1％の大幅減だが、建築工事は06年度を底に伸び続けている。



木造建築が減っている半面、建築リフォームが増加傾向にある。
一方、電気と管工事を除く専門工事業の事業所数は96年度を14.4％下回る7302

社。09年度比では13％減となる。従業者数は09年度比で21.5％と減少の一途をた
どっている。
中でも型枠大工を含む大工は、従業者数が96年度比で38.9％減ったが、事業所数
が増えた。直接雇用から離れた人員が一人親方などで独立したとみられる。鉄骨・鉄
筋工事は96年度比で54.7％減、高齢化が著しい左官は52.6％減となっている。
また、電気は96年度以降も事業所数が2000社台で推移し、従業者数が21％減
にとどまった。管は同じ2000社を維持しているが、従業者数は96年度に比べて
53.3％減少している。
アベノミクスで工事量は回復するものの、技術者や技能者の不足から、工事の遅延、

入札の不調・不落が散見されるが、技術や技能を引き継ぐ上でも危機的な現状にある
とみられる。

◎札幌信金が中小企業のアベノミクス影響を独自調査
札幌信用金庫はこのほど、安倍政権に
よる経済政策「アベノミクス」が中小企業
に与える影響を独自に調査した。大胆な
金融緩和など春先からの流れの中で、設
備投資を今後検討する場合どのような内
容とするかとの問いには、およそ３割の
企業が「更新、維持補修」と答えた。今後
の賃上げに関しては、明確に「引き上げ
る」とした企業の割合は５％に届かず、景気回復感が個々の企業にまで及んでいない
実態があらためて浮き彫りになった。
札幌圏に本社を置く製造、卸売、小売、サービス、建設、不動産の各業種の企業
373社に対し、①第１、第２の矢（円高是正、量的緩和、大規模な公共投資）が業績に
与えた影響②第３の矢（民間投資を喚起する成長戦略）への期待③賃上げの有無④女
性の活躍推進への考え⑤設備投資についての考え-の５項目を質問。90.6％に当たる
338社が回答した。
設備投資の内容は、全産業で33.5％が「更新、維持補修」と回答。これに「車両・事

務用機器」「省力化・合理化のための設備機械」「生産能力拡大のための設備機械」との
回答が続いた。「更新、維持補修」との回答は卸売業を除く全ての業種で30％を超えた。
「車両・事務用機器」は卸売業で突出。その割合は26.9％に上った。
今後の賃上げについては「引き下げる」とした企業が全産業で2.3％にとどまる中、

「引き上げる」との回答もわずか4.8％しかなく、多くが「据え置く予定」とした。公共
工事発注が増加している建設業でも「引き上げる」としたのは5.3％で、全産業平均を



わずかに上回る水準だった。
一方、アベノミクスの第１の矢による影響については、総じて「どちらともいえない」
との回答が目立ったが、サービス業で31％、不動産業で22.2％が「良い影響」と回答。
第２の矢では建設業で19.7％、卸売業で19.6％が「良い影響」と回答したが、ほかの
業種はいずれも10％以下だった。第３の矢への期待としては「経済連携の推進」「産業
の新陳代謝の円滑化」「規制改革の推進」がいずれも３割近くあった。
女性の活躍推進に関しては、「雇用を今後増やす」とした企業が全産業で28％、「変
えない予定」が53.3％に上った。増やすとしたのは製造業や卸売業で多く、ともに
87％に上った。残りの４業種はいずれも「変えない」の割合が高く、小売業で90.8％、
サービス業で43.7％、建設業で84.4％、不動産業で77.8％となっている。

◎道銀が建設業の人手不足で「人材に投資できる環境へ」と提言
北海道銀行は、道内建設業界における人手不足問題に関する独自の見解をまとめた。
これ以上の人手不足の進行を食い止めるには、各社が人材への投資をしようと思うよ
うな環境整備が必要になると提言。まずは、公共工事の発注機関による中長期の社会
資本整備計画策定が求められるとしている。
毎月発行している調査ニュースの最新号（12月号）で発表した。政府による大掛か
りな財政出動や民間投資の持ち直しによって道内の工事発注量が増えている一方、復
興需要が旺盛な宮城や再開発事業が活発化している東京への人材流出が止まらず、こ
のままでは景気浮揚の足かせになるとの問題意識からまとめた。
道銀の調べによると、道内の有効求人倍率が直近0.6―0.7倍で推移する中、型枠
大工、とび工、建築・土木の測量技術者はそれぞれ４倍を超えるなど、建設関連職種
の人手確保の難しさが顕著になっている。
道内の公共工事労務費単価は全業種平均で前年比17.5％アップした。その中にあっ
て人材の道外流出に歯止めがかからない背景には、より需要のある宮城や東京の単価
上昇に追い付かないという実情がある。
人手不足の回避に向け道銀は、公共工事を発注する官公庁や自治体が、中長期の社
会資本整備計画を策定し、先行きも予算を確保する姿勢を明確に示す必要があると説
明。そうした取り組みが結果として、各社の人材確保の意識を高めることにつながる
とする。
企業側には、人事・賃金制度の再構築や職場内教育（ＯＪＴ）の見直しを通じ、自ら
率先して担い手の育成に努める姿勢が求められるとする。自社内での対応が難しい場
合は、建設業向けの公的支援制度など外部機関の積極的な活用も視野に入れるべきと
している。
調査ニュースを編集している道銀地域総合研究所は「建設業の人手不足が進行すれ
ばインフラの維持や整備に支障が及び、地域社会が維持されなくなる恐れがある」と
警鐘を鳴らしている。



◎帝国ＤＢのメーンバンク調査で北洋銀がシェアを拡大
帝国データバンクがこのほど発表した2013年の「全国メーンバンク調査」による

と、道内では北洋銀行が昨年に続きメーンバンクとしてのシェアを伸ばし、２番手の
北海道銀行との差を広げた。道銀はわずかではあるが昨年よりシェアを落とした。北
洋銀のシェアは全国的にも高く、メガバンク４行に次ぐ５番手に位置。全国の地方銀
行の中でもトップシェアとなっている。
同社独自の企業概要ファイルに登録されている144万社について、10月末時点の

状況を調査した。個人経営を含む全業種全法人
が対象。調査の実施は今回で５回目となる。
それによると、道内企業がメーンバンクとし
て活用している金融機関の上位10行は、北洋
銀、道銀、帯広信用金庫、旭川信用金庫、札幌
信用金庫、北陸銀行、北海信用金庫、北見信用
金庫、大地みらい信用金庫、苫小牧信用金庫の
順で、順位は昨年と同じだった。
このうちの北洋銀と帯広、北見、大地みら
い、苫小牧の各信金が前年からシェアを伸ばし
た。一方、道銀と北陸銀、旭川、札幌、北海の
各信金はシェアを落とした。北洋銀をメーンバ

ンクとしている道内企業は２万4640社に上り、シェアは昨年より0.12ポイント上昇
の34.63％へと拡大した。
各地の有力銀行がメーンバンクとしてのシェアを伸ばす傾向は北海道だけにとどま
らない。北陸や中国、四国も同じ構図で、それぞれ北陸銀、広島銀行、伊予銀行がシェ
アを伸ばして２番手以下との差を広げた。
全国では三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行の４行が４
番手までを独占。合わせて全体の約２割のシェアを占めた。ただ４行の状況を個別に
見ると、みずほ銀がみずほコーポレート銀行との経営統合効果でシェアを伸ばしたも
のの、ほか３行はいずれも落とした。アジアを中心とした海外業務へのシフトが関係
しているとみられている。
北洋銀はメガバンク４行に次ぐ５番手で、地方銀行、第二地方銀行の枠の中では昨
年に続いて全国トップだった。シェアは前年とほぼ同じ1.72％となっている。

◎太陽光発電活用の融雪槽を研究開発―丸正石狩設備工業
丸正石狩設備工業（本社・石狩）は、自社開発した地下水利用型融雪槽「とけるベアー」
の多目的化を研究している。冬期間にも一定温度の地下水を、高圧ノズルで雪に集中
噴射して溶かす機器。同社は融雪槽に雨水をためて防災タンクとして活用する機能や、



太陽光発電と組み合わせて自家発電融雪槽にするシステムを考案。同槽を熱交換タン
クとし、地下水熱でのヒートポンプ冷暖房機能も検討中だ。
とけるベアーは繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）製の融雪槽、揚水ポンプ、排水ポン
プ、ポンプボックス、制御などで構成。冬期間でも10―12℃程度の水温が期待でき
る地下水を有効活用し、槽内の排雪を効率的に溶かす。
融雪槽は直径1500×高さ1500㎜で、容
量が2100ℓ。同槽内には強力な消防設備用
の拡散ノズルを５カ所設け、１分当たり120
ℓの吐水量で集中噴射する。この高圧噴射と
地下水温で１時間当たり3.2㎡の融雪を可能
とした。
熊谷雅之社長は「機器を動かすのに必要な
エネルギーはポンプの電気ぐらい」と話し、
１シーズンのランニングコストは最大で約
3000円と試算。従来の灯油やガスなどのボ
イラ熱源が必要な融雪槽と比べ大幅に削減
する。ボイラが不要なため、CO2の削減にも
寄与する。
雨水の貯留機能も搭載でき、既に導入実績
を持つ。雨水を災害時に雑用水として活用するほか、平時には菜園などの散水用に使
える。災害時に停電しても運用できるように手動ポンプへの切り替え機能も装備して
いる。
同社では製品の付加価値を一層高めようとシステムの多目的化を計画。太陽光発電
パネルや蓄電池をシステム構成に組み入れ、売電ではなく融雪に用いる自家発電融雪
槽を提案している。
さらに融雪槽を熱交換タンクに見立てて、地下水熱によるヒートポンプ冷房機能を
構想し、タンク内に地下水を循環させる熱交換器を試作した。室内へのアウトプット
（送風）は水冷式空調機を用いる。
熊谷社長は「後はヒートポンプが課題。今冬には実証実験を行い、熱交換器を見直
したい」と話す。空調は冷房だけでなく、将来的には暖房もできるように機能アップ
させたい考え。
これまでは、地下水位が６ｍ程度と浅い石狩市で普及させてきたが、システムの多
様化によって新たな需要開拓を展望する。
システムの通年利用で、水源が同市内よりも深くボーリングコストを要する地区で
もイニシャルコストの回収期間が短縮できるように工夫する。水源確保が困難な地域
では、熱源としてガスや灯油ボイラの導入も可能だ。

（以上、北海道建設新聞）



◎さっぽろテレビ塔が早ければ16年度に耐震化
さっぽろテレビ塔を共同所有するさっぽろテレビ
塔とＮＨＫは、完成から半世紀以上が経過したテレ
ビ塔の耐震化を計画している。東日本大震災を契機
に全国的に耐震性を強化する動きが出ていることを
踏まえ、年間30万人以上訪れる観光施設として安
全性確保を図るのが狙い。2014年度に耐震診断を
進め、早ければ16年度に着工する。
テレビ塔は開業が1957（昭和32）年で、高さは

147.2ｍ。建物部分は事務所や会議室の２階と、展
望台入り口や土産物屋が入る３階部分、地上90ｍ
の展望台、地下街オーロラタウンに接続する地下部
分からなり、延べ4414㎡。敷地面積は約1500㎡、
鉄骨重量は約1000ｔ。
老朽化が著しいため、07年の50周年に合わせ建て替えが検討された時期もあった
が、資金調達のめどが立たず断念した。
耐震診断後のスケジュールについて、施設所有者で運営・管理会社のさっぽろテレ
ビ塔は「必要な耐震補強の程度を見極めて共同所有者のＮＨＫに予算請求し、了解が
得られれば16、17年度ごろの着工になる」と話している。
耐震化の程度にもよるが、外観に大きな変化を強いる耐震補強や制震工法は不向き
とみられ、免震工法を採用する可能性もある。
事業費は診断後に補助金の活用を含め精査するが、改修費用が膨らみ負担が大きく
なるようならば、筆頭株主である札幌市などと協議して詰めていくことになる。

◎ラマダホテルを大改築―14年4月にオープン予定
札幌市は12月９日、ホテル運営国内最大手のＩＨＧ・ＡＮＡ・ホテルズグループジャ
パン（本社・東京）が、札幌市中央区のラマダホテル札幌を「ＡＮＡホリデイ・イン札
幌すすきの」としてリニューアルすると発表した。2014年４月上旬のオープン予定
で、ホテル運営会社のタスク（同・千歳）が、オープンまでに全館を対象とした大規模
改装を行う。同ホテルは、札幌・ススキノの中心部である札幌市中央区南５条西３丁
目７で1975年にオープン。ホテルサンフラワー札幌の名称だったが、2006年から
現在のホテル名で営業している。南北線、東豊線の両地下鉄駅に近く、ビジネスやレ
ジャーでの利用が多いという。
同ホテルの建物は、千歳市内でホテルを運営するタスクが所有。ＩＨＧ社はタスク



とホテル運営の受託契約を交わし、リニューアル後
の同ホテルの運営に乗り出す。ＩＨＧ社が札幌市内
で運営するホテルは、札幌市中央区北３条西１丁目
２の札幌全日空ホテルに次いで２館目となる。
リニューアルオープンは４月上旬から中旬を予定
する。それまでに、タスクが客室やロビー、レスト
ラン部分の大規模改装をする。客室については、ツ
インルームの面積をやや縮小し、シングルルームを
これまでより６㎡広げ18㎡とする。和室も新たに
設ける。
客室数は178室でこれまでと変わらない。改装
作業は12月11日からスタート。設計は鹿島（本社・
東京）のグループ会社のイリア（同）が担当した。

同ホテルは９階建て、延べ9122㎡の規模。敷地は986㎡。老朽化が進んでいるため、
リニューアルオープン後には外壁改修が予定されている。
「ＡＮＡホリデイ・イン」の道内開業は初めて。国内では仙台、宮崎の両市にある。
札幌とほぼ同じ時期に、金沢市でもオープンする計画がある。

◎秋元副札幌市長が工事関係800社に再度賃金改善を要請
秋元克広副市長は12月５日、第４回定例札幌市議会において官製ワーキングプア
などの問題に関連し、工事関係約800社、清掃、警備関係約300社に対し、あらた
めて労働者の賃金改善を要請する考えを示した。小形香織氏（日本共産党）への答弁。
小形氏は、公契約条例案否決後も、低賃金やワーキングプアは一向に解消されてい
ないと指摘。賃金を評価点に加えた総合評価方式の入札を増やすべきと提案した。
秋元副市長は「あらためて工事関係約800社と清掃、警備業務関係約300社に対し、
労務単価に基づく適正な積算と最低制限価格制度の趣旨などを踏まえた労働者の賃金
改善について要請を行う」と答弁。
労働者の賃金実態をはじめとする労働環境調査では、条例対象としていた工事や清
掃、警備のほかにも範囲を拡大し、回答義務化も含めて検討していることを説明し、「改
善要請や調査結果の公表などにより、実効性が上がるよう努めたい」と述べた。
総合評価方式の活用については「有効な方策の一つ」とし、評価項目や配点、方法な
どを検討し、可能なものから実施する考えを示した。
福田浩太郎氏（公明党）は、交通局の事業に関する今後の省エネ対策や、路面電車利
用促進の取り組みを質問。
秋元副市長は、これまでの省エネ対策について「老朽化した車両や施設を入れ替え
る際に、消費電力の少ない機器を導入し、東西線の再延長でピークとなった2000年
度の電力消費量と比較して12年度は約11％の省エネを実現した」と説明。



今後は次期経営計画に省エネ改修を位置付けるほか、14年度から導入する東豊線
9000形車両は機器の小型化や軽量化で最も省エネ性能の高い車両となる見込みであ
ることを明らかにした。
路面電車に関しては、「14年６月ごろには停留場に電車の現在位置や地域情報など

を表示する情報利活用システムを設置するとともに、ループ化後は運行ダイヤを改善
する予定」と答えた。

◎札幌副都心開発が新さっぽろ駅の暫定駐車場を活用へ
札幌副都心開発公社は、札幌市が策定作業を進める新さっぽろ駅周辺地区まちづ

くり計画に合わせ、暫定利用し
ている駐車場の開発を検討して
いる。商業テナントを併設する
立体駐車場や、福祉や子育て支
援、コールセンターなどの機能
を持つ施設の整備を視野に、３
ブロック合わせて約２haの敷
地活用を図る。
同計画は、新札幌駅周辺にあ
る既存の市営住宅下野幌団地
再編集約により、Ｇブロック

1.7haとＩブロック3.2haが更地となることから、この土地利用を含めた周辺の一体
的なまちづくり方針を打ち出すもの。
同公社の案は、面積1.3ha、515台収容の北駐車場を、現状より収納台数を拡大し
た立体駐車場にし、商業テナントを併設。
面積0.6haの東駐車場には教育・文化系施設を配置し、大学のサテライトキャンパ
スや保育施設、音楽専用ホールとしての活用を検討している。
面積0.4haの南駐車場にはコールセンターや、高齢者福祉施設、保育園、産学連携
研究などの機能を持たせる方針だ。北駐車場は早くて2015年度、南駐車場は同年度
以降、東駐車場は16年度以降の着工を見込む。
同公社は「社会情勢にもよるので、開発案の内容や時期は流動的」と話している。
一方、下野幌団地再編のスケジュールは、Ｈブロックに新たな住棟３棟を建設中で、
15年度には全てが完成する。住民の移動完了後、Ｇブロックでは早くて15年度中、
Ｉブロックでは16年度中に既存住棟を解体する予定だ。
同駅周辺には、青少年科学館など文教エリアとしての側面もあることから、Ｇブロッ
クについては、公的利用を視野に調査・検討を進める。Ｉブロックは未定だ。
今後、地域住民が参加するワークショップと学識経験者などで構成する検討委員会
を並行して開き、14年度末ごろの策定を見込んでいる。



◎ジェイ・アール北海道バスが本社などを西区に移転
ジェイ・アール北海道バス（札幌市中央区大通西１丁目14の２、山口力社長）は、

同社本社と札幌市手稲区稲穂に置いている車両の整備センターを、西区二十四軒の琴
似営業所敷地に移転させる。延べ約2700㎡の規模で新たな建物を建設。札建工業の
設計施工で2014年３月の着工を予定している。
現在の整備センターは、札幌市手稲区稲穂３条４丁目の手稲営業所に隣接。道内に
400台以上あるバスの車検や法定検査を担っている。

築後約40年が経過し、老朽化し
ていることから建て替えを決めた。
整備センターの建て替えに合わせ、
オフィスビルの１フロアを賃借して
構える本社も移転させることにし
た。
移転先は北5条手稲通沿い、西区
二十四軒２条７丁目４にある琴似営
業所の敷地内。計画によると、本棟

（Ｓ造、３階）と別棟（ＲＣ造、平屋）からなり、延べ2679㎡の規模としている。

◎札幌・繊維卸センター敷地の売買成立
分譲マンション販売のクリーンリバー (本社・札幌)が、協同組合札幌繊維卸セン
ターの所有する、札幌市東区北６条東５丁目の敷地約9000㎡を取得したことが分
かった。来秋にも建物を解体し、2015年から大型のマンションを複数新築する。総
戸数300戸以上で計画。同社としては過去最大の開発規模となる。
12月３日までに売買契約を結んだ。同センターによると、契約額は14億5000万
円。坪単価55万円で売却した。建物付きの現況引き渡しで、解体費用はクリーンリバー

の負担となる。
同社では、来秋をめど
に引き渡しを受け、その
後解体に着手。早ければ
14年内に更地にし、15
年から着工したいとす
る。取得するのはセン
ターの本館がある西側
の8727㎡で、北海道ト
ンボなどが入る東館部
分は含まない。



敷地には、大型のマンションを３―５棟計画。総戸数は300戸以上となる。数十億
円を投じ、15年から５―６年かけて順次新築する。取得の理由について同社では「安
定供給に適したまとまった土地で、都心に近いことから取得を決めた」と話す。大和
ハウス工業(本社・大阪)が近隣で開発を進める38階建てタワー型マンションの売れ
行きが好調なことも、取得の決め手になったとしている。
同センターは1963年に設立。衣料品などを扱う複数の企業で構成し、現在は17

社が加盟する。建物の老朽化などを受け数年前から売却に向けた準備を進めてきた
が、08年秋のリーマンショック発生に伴う景気悪化などが影響し、長い間買い手が
見つからないままだった。今回の売買契約締結により、来年6月末の組合解散も確
定した。
西側には、再開発が計画されている協同組合札幌総合卸センターが位置する。同セ
ンターは北６条東２丁目から４丁目にまたがる３街区の一部を民間に売却し、再開発
ビルを建てて機能を集約する方針だが、現時点では具体化には至っていない。再度の
プランニングが必要な状況で、当初計画から数年動きだしが遅れる見通しとなってい
る。

◎札幌地方職能開発協会が道央技能まつり
札幌地方職業能力開発協会（細坂一美会長）は11月23日、京王プラザホテル札幌

で「第31回道央技能まつり」
を開いた。優良技能士32人、
優良技術者１人、技能振興貢
献者３人、技能振興功労者５
人、功労団体１団体、知事感
謝状13人の計１団体54人を
表彰。技能向上と後進の育成
に努め、地域産業の発展に貢
献してきた各氏をたたえた。
細坂一美会長は、技能の道

に進む若者が減少している現状に懸念を示し、「若手技能者の入職を促すため、技能
士の待遇改善などの改革を進めていきたい」と呼び掛けた。
来賓あいさつで石狩振興局の松野幹也産業振興部長、札幌市の川畑恵産業振興部長、
道職業能力開発協会の吉沢慶信会長が「優れた技能を次世代に引き継ぎ、今後ももの
づくりの中核として活躍してほしい」などの祝辞を述べた。
最後に受賞者を代表して、優良技能士の野上昌司さん（藤井工務店）が「受賞の重み
を受け止め、技術・技能のさらなる向上に努力し、後進の指導・育成に傾注していく」
と謝辞を述べた。

（以上、北海道建設新聞）



◎コンクリート圧送業の現状と課題―復興需要に「もう限界」
東日本大震災からの復旧・復興事業を進める上で、大きな足かせとなっているのが
生コンクリートの不足だ。この問題に対応するため国交省や宮城県では、公共関与の
仮設プラントを設けることを決めた。しかし、生コンの製造量だけが増えても、現場
に行き届かなければ意味がない。ここにきて、プラントから運ばれた生コンをポンプ
車で打設する役割を担うコンクリート圧送業からは、「膨大な需要に対応するだけの
機材、人材を確保し切れず、限界が近い」との悲鳴が上がっている。圧送業界の現状
を通して、復旧・復興を進めていく上での課題を探った。
巨大なポンプ車が、福島原発事故であらわになった使用済み燃料プールに近づき、
冷却用の水を注ぎ込む―。事故発生当初、こうした姿が多くのメディアに報じられた
が、この車の本来の用途は生コンを圧送するためのものだった。圧送業は、全体工事
量に占める割合が0.2％～ 0.3％程度と小さいこともあり、専門工事業の中でも、目
立ちにくい存在。大震災では世間から思いもよらぬ注目が集まったものの、業界の疲
弊には目が向くことはなく、その余波が復旧・復興に及ぼうとしている。
「まさに塗炭の苦しみを味わってきた」。こう語るのは、全国コンクリート圧送事業
団体連合会・佐藤勝彦会長。ここ20年間は公共投資の縮小によって、各社の経営がひっ
迫し、ポンプ車の更新もかなわず老朽化が進んだ。

人材の確保・育成も大きな悩みの一つ。圧送
の仕事は肉体労働であり、朝は他の職種に先駆
けて準備し、機材の掃除やメンテナンスで帰り
は遅くなる。「若者が入っても３日で辞めてし
まう」ほどの厳しい労働環境に加え、待遇面や
将来への不安から、入職者の減少と離職者の増
加が相まって、技術・技能の伝承がままならな
くなっている。

こうした状況の中で大震災が起こり、現在は復旧・復興に向けて、生コン出荷量が
増加の一途をたどる。震災前の2010年上期と復旧事業が本格化した13年上期の比
較では、宮城県で約３倍、岩手・福島両県で約1.7倍、被災３県全体ではほぼ倍増となっ
た。これに対し、ポンプ車の数は１～２割しか増えていない。
これまでは被災地以外からの応援で急場をしのいできたが、全国で地震対策や豪雨
対策の公共事業が増え、地元回帰が鮮明になっている。今後、被災地で復興が本格化
し、一方で全国的には国土強靱化の取り組みや東京オリンピックの準備が進めば、膨
大な需要に対応し切れない可能性が限りなく高いという。
ポンプ車の増車に踏み切れない理由について佐藤会長は、「復興需要は期間限定で



あり、その先の展望が開けないため」と打ち明ける。１台3000万円～ 5000万円と高
額なポンプ車を急に増やすことは中長期的に経営の不安定要因となり得る。技能者不
足に対応するため、新たに人を雇い入れても、一人前になるには最低２年は必要で、
当面の需要増には間に合いそうもない。
こうした状況を少しでも改善しようと、岩手県コンクリート圧送協会などでは、元
請けなどに対して、早めにポンプ車を予約することや、空き時間に予約することなど
を求める要請活動を始めた。
全圧連は、公共関与の仮設プラント設置事業と同様の枠組みを準用するなどで、復
興事業限定でポンプ車の購入に何らかの支援策を講じてもらうことができないかを検
討。人材確保・育成の観点からは、業界の魅力を高める努力とともに、外国人研修制
度の要件緩和なども求めていく構えだ。

◎東北最大級の規模の仙台水族館が着工
三井物産ら６社の出資による仙台水族館開発（仙台市　西村孔裕社長）が仙台港背後

地に計画する仙台水族館（仮称）の起工式が12月４日、現地で行われた。延床面積は
約9800㎡で東北最大級の規模。入場者数は年
間130万人を見込んでいる。大建設計が設計、
大成建設が施工を担当し、2015年春のオープ
ンを目指す。式典に出席した奥山恵美子仙台市
長は「ミュージアム都市づくりの大きな一歩」
として期待を寄せた。
建設・運営に当たる仙台水族館開発は、三井
物産、カメイ、横浜八景島、ユアテック、河北
新報社、仙台三越が出資し、ことし２月に設立した。
仙台水族館の総事業費は約65億円。仙台水族館開発が仙台東部道路仙台港ＩＣ近
くの高砂中央公園内１万3500㎡を仙台市から借り受け建設・運営に当たる。
計画によると、水族館はＳ造２階建、延べ約9800㎡。総水量は約3000ｔを見込み、
東北の海、自然環境を体感できる大水槽や川の水槽を約100基設置するほか、生き
物を通じて世界との絆を体感できるゾーン、イルカなど海の動物たちによる東北最大
級のショー、ペンギンやアシカなどとのふれあいによる癒し体験などを提供する。
また、仙台市は仙台水族館プロジェクトを都市再生特別措置法に基づく民間都市再
生整備事業計画として国土交通省に申請。９月に認可されたことから、民間都市開発
推進機構から金融支援を受ける。
起工式には、関係者約100人が出席。大建設計仙台事務所の高藤勝己所長が鎌（か

ま）入れ、事業者を代表して三井物産の田中聡常務コンシューマーサービス事業本部
長が鍬（くわ）入れ、大成建設の桂純二常務東日本復興本部長が鋤（すき）入れを行った
後、玉ぐしを捧げて工事の安全を祈願した。



式典後に会見した佐藤秀之三井物産東北支社長は「ビジネスを通じて長く復興支援
をしていこうと計画を進めてきた。地域に愛され、東北が元気になる水族館にしたい」
とあいさつ。奥山仙台市長は「仙台市は海に面しているが、海について学習する施設
がなかった。106万市民とともに水族館ができるうれしさを分かち合いたい。ミュー
ジアム都市づくりの大きな一歩となる」と述べた。

◎帝国データ仙台―東北６県　未上場建設業の実態調査
帝国データバンク仙台支店が東北６県の未上場建設業494社の経営実態を調べた
ところ、2012年度の売上高は前年度に比べ26.7％増の１兆3087億2500万円と大
幅に増加したことが分かった。山形と青森を除く４県の売上総利益率は、前年度比で
上昇した企業の構成比が、低下した企業の構成比を上回った。特に、被災３県での上
昇ぶりが目立った。
この調査は、13年10月時点で未上場の東北６県に所在する建設業のうち、12年
度の年売上高が10億円以上で過去３期の年売上高・最終損益が判明している企業
494社を対象に実施した。
それによると、12年度の県別売上高は、岩手が45.9％増の1906億1400万円、宮
城が35.8％増の4152億5700万円、福島が35.6％増の2435億8700万円と被災３
県の伸びが際立ち、山形が13％増の1793億9200万円、秋田が9.3％増の1179億
500万円、青森が7.5％増の1619億7000万円と続いた。全国は、6.5％増の16兆
5112億3900万円だった。
売上高に占める労務・外注比率の推移は、東北６県平均で１ポイント減の57.4％。
県別では、秋田を除く５県が低下した。この要因について同社は、「労務・外注費の
高騰が続いているが、数多くの入札不調が見られたように、不採算の案件受注を避け、
一定の利益率を確保できる案件を選別して受注したため」と分析している。

◎仙台最大級の区画建設整理が着工
仙台市内で最大級の事業規模となる「仙台市富沢駅西土地区画整理事業」で、造成工

事などの安全祈願祭が12月１日、太白区富沢の
現地で開かれた。事業面積71.9haを５工区に分
けて、切土６万㎥、盛土44万㎥の土工を行った
上で、各種インフラを整備する。フジタ・オオバ
JVが業務代行者を担当。フジタが造成や組合事
務局運営、オオバが調査設計などを担う。
式典の神事では、オオバの辻本茂社長が鎌（か
ま）入れ、富沢駅西土地区画整理組合の本多善昭

理事長と仙台市都市整備局の相沢清志次長兼都市開発部長が鍬（すき）入れ、フジタの
上田卓司社長が鋤（くわ）入れを行い、参加者とともに工事の安全を祈願した。



続いて、本多理事長が「無事故無災害で、いいまちづくりを進めてほしい」、相沢次
長が「開通済みの都市計画道路をまたぐ形での施工となるため、安全に配慮しながら、
一日も早い完成を願っている」とあいさつした。これに対しフジタの上田社長は「まち
づくりのノウハウを結集して、工期内に無事故無災害で施工を完了したい」と抱負を
語った。
この事業は、施工区域面積が約72ha、関係権利者数約290人の土地区画整理事業。
仙台市内で最大級の規模だという。ことし９月27日にフジタ・オオバJVが組合と業
務代行契約を結び、事業を推進していくことになった。
土地利用計画は、住宅用地（戸建て住宅など）が26.2ha、沿道業務用地（商業施設な
ど）が12ha、業務用地（医療福祉系施設など）が8.3ha、公共施設用地（道路・公園・
調節池など）が25.5ha。工事請負費は約104億円、総事業費は約145億円。計画人口
は約2330人を見込んでいる。今後は都市計画道路をはさんで区域南側を１～３工区
と位置付けて、工事を先行。３年後をメドに北側の４～５工区を本格施工し、18年
12月までに全体の基盤整備を完了させる。事業完了は20年３月を予定している。

◎福島県が復興公営住宅をＵＲと基本協定を締結
福島県とＵＲ都市機構は11月26日、復興公営住宅整備に係る基本協定を締結し

た。県からの復興公営住宅の建設要請に対して、
ＵＲ都市機構が建設を行い、県に譲渡することな
どを定めたもので、いわき地域に整備する原発避
難者向けの県営復興公営住宅1800戸のうち、約
1000戸分を整備する計画。佐藤雄平福島県知事
と上西郁夫ＵＲ都市機構理事長が協定書を取り
交わし、佐藤知事が「今回の基本協定締結で復興

公営住宅の整備進捗が大きく前進する。避難している方々が一日も早く入居でき、安
心な生活を営めるようＵＲにはご尽力を願いたい」と述べ、引き続き上西理事長が「居
住の安定確保、コミュニティの維持、形成のため県、いわき市、避難元の自治体と協
力し、これまでの経験を活かしながらスピード感をもって事業に取り組むとともに、
整備に当たっては地元優先で受注業者を決めていきたい」とあいさつした。
福島県で整備する復興公営住宅は全体で約3700戸を予定、このうちいわき市内に
は1800戸を整備予定で、これまで常磐地区50戸、小名浜地区200戸について施工
業者が決定、今回のＵＲ委託分約1000戸については、現在、複数の整備予定地を選
定しているところで、用地が固まり次第、スケジュールを具体化し2015年度までの
入居開始を目指す方針。また、ＵＲ都市機構では、被災３県の復興加速化へ向け、現
地復興支援事務所（12事務所）を中心に支援体制を強化、11月現在、全職員の１割に
当たる352人が３県に派遣されている状況。

（以上、仙台・建設新聞社）




