


―工事の受注はどのような状況か。 
公共工事は予算の制約上、発注するタイミングが決まっているが、民間の動きは速
い。すでに来年の夏までの受注を確保している業者もいる。消費税の引き上げに伴う

駆け込み契約という要因もある。発注量はリーマ
ンショック以前の水準に戻っているのではない
か。 
民間工事の場合、計画や営業、契約などの段階
で参画させてもらえる。半年後を見据えたスパン
で人材を回すことが可能だ。状況の変化に素早く
対応することで、経営の見通しが立てやすい。 

―官庁工事に望むことは何か。 
法定福利費の内訳を明示した標準見積書の活
用を呼び掛けたことの意義は大きい。しかし、こ
れだけでは十分ではない。公共工事に関与しない

企業にはほとんど影響しない。活用を浸透させるためには、もっと効果的な方法を考
えるべきだ。

―10月の社会保険未加入対策推進協議会で、一人親方対策を訴えた。 
社会保険の適用除外となる一人親方が、ここ数年でものすごく増えている。民間専
門企業では５人以下にして、グループ会社にしているケースもある。これからも増え
るだろう。行政は複次下請け問題で対応しようとしているが、効果は疑問だ。 

―より強い規制が必要なのか。 
同じ現場に適用除外と社会保険に加入している技能者が混在することは、きちんと
対応している企業と技能者の意欲を著しく下げる。技能者の社会的地位向上にもつな
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がらない。彼らを非難する気はない。技能に優れ、モチベーションも高い。だから、
縛りを厳しくして皆が同じ土俵に乗れば、業界全体が良い方向に向かうのではないか。
 
―技能者の処遇は十分ではないのか。 
昔は賃金が高かった。背広を着て仕事するよりも魅力があった。他産業との競争力
もあった。しかし今は、20代から30代でコンビニの店員と同じ水準だ。やりがい以
前に楽な方に流れる。収入をアップさせないと人は集まらないし、定着もしない。
 
―設計労務単価が大幅に引き上げられたが。 
政策的な判断で引き上げたことは大いに歓迎する。しかし、まだ足りない。せめて
リーマンショック前までは上げたい。一方で、適用除外の民間工事を担う人は５割増
でもうけている。300万円の年収が450万円になるということだ。この格差を早急
に解消しなければ、人は皆そちらに流れてしまう。

―若者が業界に入ってくるための方策は。 
関東などでは、福利厚生を含めた一定の賃金ベースができかけている。しかし、北
海道ではできていない。通年雇用を進め、賃金を上げていかないと、若者は入らず、
技能者の流動がさらに加速すると思う。 
われわれはスペシャリストの集団だ。プライドがある。「この業界やこの仕事が好
きだ」という若者は必ずいるはず。誰かにしてもらうのではなく、「われわれがこの業
界を何とかする」という気持ちで、さまざまな取り組みを進める。

 ―型枠業界と技能者の現状は。 
公共事業の増加と民間設備投資の回復で工事量は増えている。北海道は以前から「夏
場は人手不足」といわれてきたが、今年は一層顕著だ。需要が高まり夏場も忙しかっ
たため、震災直後のように被災地に技能者が流出している状況ではない。道内に家庭
がある技能者は「仕事があれば北海道で」という気持ちは皆持っている。
 
―賃金の差は大きいが。 
「北海道で」という気持ちはあるが、一度東京に行って高い賃金をもらうと、戻って
来ない人もいる。東北は北海道と比べて賃金が５割ほど高いが、地元の社長に聞くと
「この状況があと何年続くのか」と不安を抱えている。震災からの復興が一段落した時
に「今後も高い賃金でできるのか」との疑問も持っている。 

◇北海道建設躯体工事業協同組合理事長　沢田　信彦氏◇

現場任せて仕事のやりがい喚起～基幹技能者を目標に



―設計労務単価が大幅に引き上げられたが、道内技能者の賃金水準は。 
今年はまだ低いが、来年はリーマンショック以前に戻るのではないかと考えている。
やっと、これで正常になるという思いだ。ただ、社会保険にきちんと入るのであれば、
今の単価ではまだまだ足りない。 

設計労務単価の引き上げは大変歓迎している
が、北海道の単価はまだ低水準だ。社会保険を
含めると、もっと上げなければならない。一方で、
それほど払うことが可能かという現実的な問題
もある。しかし、払わなければ技能者が定着し
ない。 

―若者の入職についてどう考えるか。 
今の若い人たちの考えが昔とは違っているの
ではないか。賃金なのか安定なのか。何を求め
ているのか正直分からない。また、型枠を分かっ
ていない人が世間では大部分だ。きちんと認識

してもらうため、ＤＶＤ作成など業界の認知度を上げるイメージアップ作戦を進めて
いる。

 ―定着も課題なのでは。 
われわれの業界の基本スタンスは「来るもの拒まず」であり、入ってからが勝負だ。
定着率が低いという点は反省しなければならない。ただ、若い人は賃金だけを求めて
いるのではないとも考えている。 
若者が伸びるのは仕事の面白さを感じた時。できるだけ現場を任せるようにしてい
る。一度自分で現場を持つとぐっと伸びる。任せることのリスクはあるが、それは経
営者の責任だ。 
人間関係を把握し、仕事の段取りや流れを覚えること。そうすることが職長への一
歩であり、やりがいもそこから生まれてくるはずだ。 

―基幹技能者の処遇を高めるべきでは。 
ゼネコンも優秀な技能者を囲い込みたいという考えがある。しかし現実は、資格を
持っている職長も基幹技能者だから配置されたという認識が薄い。処遇の差もさほど
ない。ただ、建設マスターなどの表彰は間違いなく若者のモチベーションになる。「基
幹技能者だから配置した。手当はこれだけです」という制度にならないと、目指す気
持ちにならない。 
設計労務単価にも基幹技能者という項目があれば良い。そうした制度や良い意味で
の差別化ができれば、意欲ある若者にとって大きな目標になるのではないか。



◎民需増加や東北復興で道内の鉄骨市場が活況
道内の鉄骨市場が活気にあふれている。民間投資の復調や東北の復興工事に加え、
職人不足で鉄筋コンクリート（ＲＣ）造からの設計変更が増えているため。鉄骨加工業
者（ファブリケーター）は久しぶりの仕事を抱え、「忙しさは来秋まで続きそう」と明る
い表情。一方、仕事を頼む側のゼネコンはファブリケーターの確保が工事受注や着工
に向けた第一関門となり、業者を囲い込む動きも活発化している。鋼材価格の上昇と
ともに加工費も少しずつ是正に向かっているもようだ。

日本鉄鋼連盟によると、全国の
2013年度上半期（４―９月）の普通鋼
受注量は３％増の2240万ｔ。うち建
築用は339万7000ｔで11％増えた。
道内での普通鋼受注も７％アップの
60万5000ｔと好調だった。
ビルや工場などの柱や梁に使う鉄
骨の加工量も増えている。道内の鋼材
積算業務の約８割を担っている札幌
共同積算事務所によると、13年４―

９月の積算数量は７万2400ｔで前年同期から17％増えた。過去10年の平均と比べ
ても3000ｔ近く上回っている。
Ｈグレードを中心に道内ファブリケーターの多くは、来春まで仕事が山積みとなっ
ている。さらに関東は今年の秋ごろまで中・大型物件がめじろ押しと伝えられ、好調
さは14年度以降も続くとみられている。
「ビルだけでなく、工場や社屋、ショッピングセンターと民間企業の投資意欲を感
じられるようになってきた」
（北海道機械工業会鉄骨部会の
竹原巌会長）。
需要が供給を上回る選別受
注に近い市場環境に、頭を悩ま
せているのがゼネコン側。鉄
筋工や型枠大工の不足で、Ｒ
ＣからＳ造へ設計変更する動
きが事態に追い打ちをかけて
いる。市場では「コンクリート
から人へ」ならぬ、「コンクリー



トから鉄へ」という皮肉が出るほど。ファブリケーターを事前に囲い込んでしまおう
という動きも目立ってきた。
供給が切迫ぎみに推移する中、焦点となるのが価格是正。1ｔ当たりの加工費６万
―７万円を望む業界側に対し、ゼネコン側の指し値は依然厳しいが、「新規物件を中
心に値上げは浸透。少しずつ適正価格へ近づいてきた」（札幌市内の鉄骨加工業者）と
いう。

◎道開発事業費の13年度補正予算はゼロ国含め2000億円台に
国土交通省北海道局は昨年12月12日、政府の経済対策に伴う2013年度北海道開
発事業費補正予算概要を発表した。追加補正は国費ベースで926億円。農業農村整

備が282億円で道路を上回ってい
る。ゼロ国債には事業費ベースで
845億円を措置した。追加補正は事
業費ベースで1200億円程度になる
見通し。ゼロ国債を含め、補正規模
は2000億円台に達する。
追加補正では、農林水産業の活力
発揮や交通・物流ネットワーク整
備といった競争力強化に393億円、
事前防災や減災対策、代替性確保
ネットワーク整備などの防災・安全
対策の加速に532億円を計上した。
追加補正規模は、ここ10年では
最大の12年度（2135億円）には及
ばないが、09年度（1190億円）に次
ぐ。事業費ベースや直轄・補助別は、
１月下旬開会予定の通常国会への予
算提出時に明らかになるが、国庫負
担率などから推計すると1200億円
程度になる見通しだ。
事業別では、農業農村が12年度
補正（278億円）を上回る規模とな
り、道路環境整備を含めた道路の総
額（国費ベース275億円）を超えた。

成長戦略の柱の一つである「攻めの農業」を実現する高付加価値や、生産コスト削減に
向けた農地の大区画化などの事業を抱える本道に重点配分された格好だ。
道路は防災・安全対策に216億円を措置し、大地震などに備えて代替ルート整備



を進める。競争力強化では渋滞対策や主要な港湾・空港へのアクセス道路を整備する。
治水は98億円を計上。全額が防災・安全対策で、事前防災・減災に向けて河川改
修や樋門改築などを施す。港湾に32億円を充て、耐震強化岸壁などを整備。水産基
盤には44億円を措置し、漁港の高度衛生管理対策を推進する。
一方、ゼロ国債は12年度の776億円を大幅に上回る規模となった。800億円台を
確保したのは08年度以来５年ぶり。道路が道路環境を含め467億円で過半を占めて
いる。

◎北洋銀と道銀両行の2014年度新設住宅着工予測
北洋銀行と北海道銀行は、2014年度の道内新設住宅着工戸数に関する独自の見通

しをまとめた。北洋銀は３万4200戸、道銀は３万3400戸を予測。それぞれ13年度
よりも2300戸程度減少するとみている。
両行とも、今年４月からの消費税率の引き上げ
を減少の理由としている。ただ、住宅ローン減税
の拡充やすまい給付金による現金給付といった政
府の施策が、13年度の駆け込み需要からの反動
をある程度緩和するとの見方も示している。

北洋銀は持ち家１万2000戸、貸家１万8000戸、分譲住宅4000戸、給与住宅（社宅）
200戸の計３万4200戸を予測。13年度は３万6500戸を見込んでいる。持ち家の減
少に加え、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）の建設がピークを過ぎたことや、分
譲マンション建設用地の不足などを減少の要因と位置付けている。
道銀は、持ち家１万2506戸、貸家１万6694戸、分譲住宅4056戸、給与住宅199
戸の計３万3455戸を見込む。13年度は３万5742戸と予測。いずれも13年度を下
回るとみている。最も減少率が大きいのは貸家の７％で、北洋銀と同様にサ高住建設
のピークが終わったことを要因に挙げる。
分譲住宅の内訳は、戸建てが1755戸、マンションが2301戸とみる。戸建ては13
年度から5.5％減少するが、マンションは0.2％の増加を見込む。マンションは建設
におおむね１年を要することから、15年10月に予定される２度目の増税を見越した
駆け込み需要が戸建て住宅よりも早めに生じ、14年度後半にもその動きが出てくる
とみている。

◎14年度の整備新幹線建設費で札幌延伸は2倍の120億円に
国土交通省鉄道局は昨年12月25日、2014年度の整備新幹線路線別建設費を発表
した。総額1560億円のうち、北海道には41.3％に当たる644億円を配分。仮称・
新函館―札幌間に前年度の倍となる120億円を充てた。15年度末開業予定の新青森
―仮称・新函館間は、工事の最盛期が過ぎたことから47.6％減の524億円となって
いる。



仮称・新函館―札幌間は全体の７割強がトンネル区間で、これまでに全19トンネ
ルのうち村山、昆布、立岩の３トンネルで発注や公告の手続きが終わっている。
事業主体の鉄道建設・運輸施設整備支援機構では、仮称・新函館―札幌間の14年
度工事内容について、引き続きトンネル整備が主体となるとしている。
道外は、北陸が606億円、長崎が310億円。北陸で長野―金沢（仮称・白山総合車
両基地）間と金沢―敦賀間の2路線、長崎で武雄温泉―長崎間（長崎ルート）の１路線
をそれぞれ整備する。

◎札幌信金本店新ビルの低層棟にパルコ
札幌信用金庫は昨年12月25日、札幌市中央区南２条西３丁目で計画する本店ビル
建て替えについて、新ビルの概要を発表した。建物をパルコ（本社・東京）と区分所有

し、高層棟は札幌信
金本店ビル、パルコ
が所有する低層棟
は、商業施設の仮
称・札幌ゼロゲート
とする。2014年春
の着工、16年春の
完成をそれぞれ予
定する。
旧ビルもパルコ
などと区分所有し
ていた。新ビルは２
棟で構成し、札幌信

金の本店が入るＡ棟がＳ造、地下２地上10階、延べ１万771㎡の規模。パルコは土
地を札幌信金から賃借し、Ｓ造、地下２地上４階、延べ2965㎡のＢ棟を建設する。
地下街のポールタウンと接続し、接続部分にはテナントを配置するなど回遊性やに
ぎわいの創出を図る。
両棟とも設計は久米設計、施工は鹿島・岩田地崎建設・玉川組共同体。
現地では、14年３月末までの予定で既存建物の解体が進んでいる。
ゼロゲートは、建物規模をパルコよりも小規模、低層とし、少数テナントで構成す
る業態。既に東京、大阪、広島で開業していて、札幌のほか、14年秋には名古屋で
開業を予定する。札幌の投資額は約10億円。
パルコ広報によると出店テナントは未定で「マーケティングなどをしながら、地元
の要望などを踏まえ決定していくことになる」と説明。既存の札幌パルコについても
「ゼロゲートの開業に合わせ、改装する可能性がある」としている。

（以上、北海道建設新聞）



◎北1西1地区市街地再開発が14年度から本格始動へ
都心部で展開する官民のビッグプロジェ
クト「北１西１地区市街地再開発事業」が、
2014年度から動きだす。１月を目途に基
本設計を完了。その後、事業計画をまとめ
権利者の合意を得られれば、５月連休明け
の組合設立認可を経て、６月にも設立総会
を開く予定。施工業者は公募で選定する考
えで、事業主体となる札幌創世１・１・１
区北１西１地区市街地再開発準備組合（理
事長・上田文雄札幌市長）は「（設立前後を
含め）なるべく早い時期に公募したい」と話
している。15年１月の本体着工を目指す。
同地区は大通西１、大通東１との３街区
で計画する創世１・１・１区（さんく）再開
発事業で最初のエリア。
敷地面積約１万1700㎡。規模は地下５
地上28階、Ｓ・ＲＣ・ＳＲＣ造、延べ約

12万7900㎡。北海道テレビ放送（ＨＴＢ）やオフィスが入居する高層棟は高さ約154
ｍで、約2300席の高機能ホールやアートセンター、図書館などで構成する仮称・市
民交流複合施設が入る低層棟は、高さ約70ｍとなる。
用途別の面積は、仮称・市民交流複合施設３万6000㎡、業務機能（事務所・放送局）
５万㎡、地域冷暖房施設4300㎡、店舗800㎡、駐車場２万2700㎡、駐輪場1500㎡、
機械室などが１万2600㎡となっている。
新たに西２丁目地下歩道とも接続する地階には、約430台分の駐車場や、公共駐
輪場約800台、仮称・地域冷暖房施設を整備する計画だ。
大規模災害時の安全確保のため制震構造を採用し、停電時にも発電可能なコージェ
ネレーションシステムを完備。総事業費に550億―570億円を見込む。
準備組合は、札幌市中央区北３条西３丁目のＵＲ都市機構札幌都市再生事務所に事
務局を置いている。
組合設立後、基本設計を担当する北海道日建設計・日建設計共同体で実施設計に着
手するとともに、秋口には明治安田生命のビルや立体駐車場などの既存建物の解体に
入る。市はこれらの関連費用の一部補助として、14年度予算に約７億8000万円を
要求している。



14年11月ごろの権利変換計画認可申請を経て、15年１月に着工。17年度内の竣
工を見込んでいる。

◎道立文書館別館売却の優先交渉権を堀製菓が取得
道は昨年12月18日、プロポーザル方式で売却先を公募していた道立文書館別館に
ついて、優先交渉権者を堀製菓（本社・砂川）に決めた。同社は菓子製造販売のホリ
（同）、北菓楼（同）などのホールディングカンパニー。北菓楼の店舗や芸術作品を展示
するギャラリーなどで構成する建物として、2017年３月末までに再生させる。
文書館別館は札幌市中央区北
１条西５丁目に所在。歴史的価値
が高いことから、多くの市民に親
しまれる建築物に建て替えるこ
とを前提に売却先を公募してい
た。
北菓楼では長年、札幌への路面
店の出店を検討。北菓楼は北海道
をコンセプトにしており、本道の
歴史を今に伝える文書館は、その
ブランドに合致することから手を挙げた。
建物は「北菓楼札幌本館」の名称で、サロンがテーマ。北菓楼の店舗のほか、芸術作
品などを展示するギャラリー、文化教室、イベントスペース、文書館のメモリアルルー
ムなどの配置を検討している。担当者は「いろいろな人が毎日集い、交流し、発信で
きる場としたい」と話す。
新しい建物の設計は今後詰めていくが、高さや外観を含めて既存建物（現在は４階
建て、延べ1204㎡）とほぼ同じ大きさとする方針。
改築は南・西側壁面を保存して外壁に使用することが条件のため、この壁面を残し
て解体し、内側から新しい建物を建設する手法を取る。
設計、施工ともに竹中工務店に依頼。14年１月に売買契約締結、３月に引き渡し
というスケジュールで、早ければ同年春の着手が見込まれている。

◎札幌・北4東6まちづくり準備組合が民間事業提案を募集
北４東６周辺地区まちづくり準備組合（末長守人理事長）は昨年12月24日、北海道
ガス札幌工場跡地を含む北４東６周辺地区市街地再開発事業の民間事業提案の応募受
け付けを始めた。ＪＲ線路南側で進める３街区のうち、札幌市中央体育館の移転用地
を除く２街区１万9350㎡対象に、事業協力者を募るもの。健康・医療・福祉などの
複合施設や、分譲マンションを計画。2016年春の本体着工を目指している。
同地区は、ＪＲ線路北側を含む約8.4haが対象。線路北側の敷地は、ホクレンや北



ガス、市が所有。このうちホクレンと北ガスはそれぞれ市道の拡幅に合わせて単独の
建て替え計画を持っており、市有地については、再開発事業に伴う業務施設の移転用
地になることから、一連の再開発事業区域から外している。
線路南側の敷地面積は約4.3ha。３街区の面積は、Ｂ―１街区が１万5000㎡、Ｂ
―２街区が１万1760㎡、
Ｃ街区が7590㎡。
Ｂ―２については、社会
医療法人社団カレス・サッ
ポロが参入の意向を示し、
既存病院の移転建て替え
計画があったが、単独開
発が難しいことから断念。
このため、同街区と北３条
通沿いのＣ街区を合わせ、
新たに民間から事業提案
を募ることにした。
応募要件は、保留床を
自ら取得できる資金力・
信用力があり、札幌市内および道内における市街地再開発事業あるいは延べ１万㎡以
上の大規模不動産開発事業の実績を持つことなど。
選定後は、準備組合と協定を結び、市街地再開発事業の組合員、保留床取得者とし
て事業に参画することになる。
募集・選定スケジュールは、１月17日に応募登録の受け付けを締め切り、３月14
日までに事業提案書を受け付け、同下旬に選定する。
北４東６周辺地区は、02年に都市再生緊急整備地域の指定を受け、07年に現在の

準備組合を設立。当初は08年に事業協力者を決め、都市計画決定や再開発事業認可
を受けるスケジュールだった。しかし、リーマンショックで不動産市況が低迷したた
め、事業協力者の採択に至らなかった経緯がある。
Ｂ―１街区の新中央体育館は、基本設計中で、規模はＲＣ造、３階、延べ１万
4000㎡程度。設計は北海道日建設計が担当し、１階は武道場やボクシング室など各
諸室を配置。２階が大スパン構造のアリーナになる。当初は市が単独で整備する計画
もあったが、負担金を拠出し、再開発事業で一体的に整備することにした。
工事は、Ｂ―１とＣ街区を１期工事として16年度から２カ年で進め、残りを18年
度からの２期工事で整備。19年度中の完成を目指す。
施工業者は３街区分それぞれについて公募で選定。まずは１期分を15年度前半に
募る方針だ。
応募登録、事業提案書の提出は、札幌市中央区大通東２丁目３、第36桂和ビル７階、



ノーザンクロス内にある準備組合事務局へ。電話は011（232）3661。募集要項は
同社ホームページから入手できる。

◎札幌市が二条小改築でまちづくりセンターを併設へ
札幌市教育委員会は、二条小改築の概要をまとめた。屋内体育館を併設した一体型

校舎とし、校舎にはプール、ミ
ニ児童会館のほか、市内で初め
てまちづくりセンター・地区会
館を取り込む。新施設の規模は
ＲＣ・Ｓ造、４階、延べ9450㎡。
現在のグラウンド部分に建設す
る予定で、2015年７月着工を
目指す。
同校は札幌市中央区南２条西
15丁目291の98に位置し、校
舎は1969年に完成。規模は３

度の増築を経てＲＣ造、３階、延べ4966㎡となっている。59年に建てられた屋内体
育館は、Ｓ造、平屋、延べ847㎡で、過去に一度増築した。いずれも耐震強度不足と
老朽化に対応するため改築に踏み切る。87年に設置したプールは敷地に余裕がない
ため撤去し、新校舎の３、４階部分に取り込む。
新施設の規模は、校舎がプール、ミニ児童会館、まちづくりセンター・地区会館含
めてＲＣ造、４階、延べ8150㎡。このうちミニ児童会館は300㎡、まちづくりセン
ター・地区会館は450㎡を占め、コンピューター室や給食室などとともに１階部分に
設ける。２―４階には普通教室18室、特別支援学級２室、理科室や音楽室など特別
教室10教室、多目的スペース、職員室などを配置しつつ、３―４階部分には屋内プー
ルを確保する。ペレットボイラ、外断熱工法を採用し、屋上には容量30㎾の太陽光
発電設備を取り付ける。
校舎に接する形で敷地北側に建設する屋内体育館はＳ造、平屋、延べ1300㎡で、
更衣室、開放用トイレ、災害備蓄庫などを設ける。設計は校舎を含めアトリエブンク
が担当。総事業費は25億円を見込む。
プールを15年４月から解体し、７月から屋内体育館と校舎の一部の建設を開始。
新しい屋内体育館は16年３月に完成後、４月から利用を開始する。その後、既存の
屋内体育館を４月から６月にかけて撤去。校舎は17年３月に完成し、４月の供用開
始を目指す。
既存校舎は４月から解体を始め、９月にグラウンド整備に着手。18年２月に全て
の工事を終える予定だ。
 （以上、北海道建設新聞）



◎宮城県が初の農地復興基盤総合整備に着手
宮城県は昨年12月17日、岩沼地区で東日本大震災復興交付金を活用した農村漁村
地域復興基盤総合整備事業を初めて起工した。計577haに及ぶ農地を大区画化する
ことで、競争力の高い低コスト土地利用型農業の実現を目指す。同日に開かれた安全
祈願祭・起工式で、村井嘉浩知事は「単なる原型復旧にとどまらず、全国のモデルと
なる大区画化の事業に初めて着手することになった。今後も地域農業の復興に向けて、
全力を挙げて取り組む」との決意を示した。

この事業は、東日本大震災による津
波で浸水した農村漁村地域の復興を目
的に、農地などの生産基盤を整備（区画
整理）するもの。宮城県内では計18地
区で事業が予定されており、今回の岩
沼地区が震災後に計画されたものとし
ては初の起工となる。
岩沼地区では、面積577.3haを整地す
るほか、道路（幅員４～５ｍ）62.2km、

用水路（パイプライン）65.2km、排水路（パイプライン）47.3km、揚水機場９ヵ所な
どを整備する。このうち、256ha分を２工区に分けて2013年度と14年度の２ヵ年
で施工する。施工者は１工区が春山建設（岩沼市）、２工区が佐藤建設（岩沼市）・花本
建設（北海道旭川市）復興ＪＶ。残る321haは14年度に着工し、15年度に完成させる。
総事業費は78億1800万円。
岩沼市の岩沼市総合体育館で開かれた安全
祈願祭・起工式には、村井知事、安藤俊威宮
城県議会議長、谷公一副復興相、井口経明岩
沼市長をはじめ90人が出席。この中で、谷
副復興相は「宮城県では農業の復興が大きな
柱。日本の新しい農業モデルが確立できるよ
う願っている」とあいさつ。また、井口市長
は「岩沼市は、市域の48％が浸水したにもか
かわらず、世間からの注目度が低い」と指摘した上で、「復興を進めるための予算をしっ
かり確保してほしい」と国や県に注文を付けた。
春山建設の金山正一社長は施工者を代表して、「稲作農家の20年後、30年後を見

据え、農業の省力化につながるような基盤整備を進める。品質確保に万全を期しなが
ら施工していく」と述べた。



◎生コンのひっ迫状況緩和―建設資材東北連絡会
東北地方整備局の2013年度第３回建設資材対策東北地方連絡会が昨年12月25
日、仙台市の宮城自治労会館で開かれた。この中では、生コンクリートのひっ迫状況
が全体的に緩和されつつある一方、新たに鋼矢板や覆工板の不足が懸念材料として浮
上した。生コン不足に対しては、民間事業者のプラント増設・新設や地域をまたぐ供
給体制、さらに東北整備局や宮城県の仮設プラント設置などにより不足感が緩和され
てきた。ただ、地域によっては今後も供給不足が見込まれるため、東北整備局は生コ
ンクリート生産団体に対し、協同組合のエリアを越えたサポートを要請した。
例えば、宮城県の仙台地区におけるこ
としの官需要量は１月から２月がピー
クでその後減少傾向にある一方、県南
地区の官需要は３月までが低く、４月
以降に高い水準で推移する見込み。こ
れを受けて、仙台地区生コン協同組合
は県南地区協同組合と連携を強化する
考えを示した。
資材不足については、材料の調達の
メドが立ってもトラックやオペレーターが足りない現状もある。出席者からは「モノ
と人のどちらが欠けても施工は進まない」「関係者が連携しないとうまく回らない」と
の指摘が相次いだ。
東北整備局の森吉尚企画部長は「地域ごとのきめ細かい工夫と関係機関の連携が必
要」と訴えた。
鋼矢板や覆工板については、今回から新たに参加した重仮設業協会が説明した。そ
れによると、13年度第４・四半期から14年度にかけて仮設鋼矢板の需要が増加。宮
城県で７万9000ｔ、岩手県で４万3000ｔ、福島県で１万ｔ以上の計13万ｔ以上が
見込まれるのに対し、東北では会員７社の在庫が２～３万ｔしかない状況だという。
都市土木で多く使われる覆工板についても関東・東北の在庫量に対し４倍以上の受
注・引き合いが来ており、「特に大きな物件だと出せる状況にない。新品を補充して
も焼け石に水」と強調した。
その上で協会側は発注機関に対し、長期の物件や錆びやすい海岸部の工事について
これらの材料を元請けに支給するよう提案した。
東北整備局は覆工板の受給量見込みを正確に把握するため、定期的に報告してもら
うようあらためて関係機関に要請した。

◎東北地整と東北大がインフラ維持管理などで連携
東北地方整備局と東北大学（里見進総長）は昨年12月18日、社会資本の効率的な維



持管理や人材育成などを目的とした包括的な連携・協力に関する協定を締結した。こ
れを受けて東北大は１月に研究・開発の推進機関としてインフラマネジメント研究セ
ンターを設置。東北整備局が提供する社会資本の膨大なデータを基に老朽化・維持管
理対策の研究を進める。また、維持管理の人材育成を目的に、新資格制度「メンテナ
ンスエキスパート」の創設も検討する。
東日本大震災の経験から防災・減災、効率的な社会資本の維持管理、それらを担う
人材育成が課題となっている。こうした中、東北整備局と東北大学は防災機能の向上、
地域社会の持続発展に寄与することを目的に協力・連携関係を強化する包括的な協定

を締結することになった。
協定の内容は▽教育・研究および
地域社会への貢献に関すること▽社
会資本の整備・維持管理に関するこ
と▽その他、両者が必要と認めるこ
と―の３項目。主に東北整備局は社
会資本の維持管理に関するデータを
提供し、東北大はそれを基に効率的
な維持管理技術の研究・開発を進め
ることで社会に還元する。

研究機関の受け皿として、東北大学は１月中旬にも工学研究科内にインフラマネジ
メント研究センターを設置する。
研究センターでは、整備局が保有する社会資本の維持管理に関するデータを分析し、
社会資本の維持管理や長寿命化、資源循環に関する研究・開発を進める。併せて、市
町村の維持管理業務を支援することにより地域の技術者を育成する。東日本高速道路
やＪＲとも協定を結び、さらなる支援体制を構築していく。
また、「メンテナンスエキスパート」は膨大な社会資本の維持管理を担う人材を認定
する新制度を想定。対象は社会人を想定しており、既存の技術士、診断士との連携を
視野に入れながら今後、整備局と大学が制度設計を進める。こうした人材育成につい
てはセンターだけでなく東北整備局東北技術事務所の研修制度を組み合わせながら枠
組みを検討する。
東北整備局と東北大学はこれまでもさまざまな場面で連携してきたが、今回の包括
的協定の締結で、より組織的に強く結び付いた。
仙台市の東北大片平キャンパスで行われた調印式で小池剛東北整備局長は「組織と
組織の枠組みができ、あらゆる分野の協力が得られることで、より効果的・効率的な
社会資本整備に寄与できる」とメリットを強調。里見東北大総長は「社会資本の老朽化
が喫緊の課題だ。社会資本の管理に関する膨大なデータと大学にある研究成果の相乗
作用によって効果的な対策が生み出される」と期待を込めた。

（以上、仙台・建設新聞社）




