


雇用や人材育成など幅広いサポートを
2014年度の北海道の建設市場は、補正予算と当初予算が順調に成立したことに加

え、札幌市を中心とする官民の大型建築工事の着工により、13年度に続いて好調を
維持する見通しだ。一方で、13年度に顕在化した人手不足問題は、依然として深刻。
労働者確保に効果的な通年雇用に対する関心も高く、札幌地区の13年度の通年雇用
奨励金の利用者数は、大幅な伸びを見せている。札幌地区における、通年雇用の実態
と意義を、通年雇用奨励金などの関連制度利用事業主の声とともに紹介する。
北海道は、積雪寒冷地による施工時期の制限に加え、近年では、公共事業費の削減
と民間設備投資の低迷により、単価の引き下げなど労働環境の悪化が顕著となってい
た。2006年度には季節労働者の冬の生活を支えていた雇用保険特例一時金の給付日
数削減などにより、季節労働者の生活は非常に厳しいものとなっていた。
こうした状況を受けて、厚生労働省では、季節労働者を支援し、通年雇用化を促進
する委託事業を制度化。その受け皿として道内各地に通年雇用の支援組織が発足した。
札幌市域を対象とする「さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会」は、札幌商工会
議所、（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部、（一社）札幌建設業協会、連合北海道
石狩地域協議会、北海道石狩振興局及び札幌市の６団体で2007年８月に発足。関係
団体と協力して季節労働者の就労相談、セミナーや合同企業説明会の開催、求人の掘
り起こしなどを展開するとともに、建設業チャレンジ支援センターや雇用促進支援員
が、事業主らにきめの細かいアドバイスや制度活用の提案などを実施してきた。
技能者を巡る環境が大幅に変化
2013年度は、補正予算による公共事業費の大幅増と、マンションなど民間建築の

活況などに加え、東北の被災地における復興需要が最盛期を迎えたことなどから、技
能者の需要が大幅に増加。その反動として、人手不足問題が一気に顕在化した。
国土交通省などは、公共工事設計労務単価の大幅な引き上げや、厚生年金など社会
保険の加入義務づけなど、技能者の待遇改善を推進。各企業においても、通年雇用化
など、技能者の安定的な働く場の確保が急務の課題となった。
札幌地区の13年度通年雇用奨励金の給付人数は、12年度に比べ大幅に増加した。
14年度も、事業主と直接接している支援員からは「法面工や型枠大工、鉄筋工などで
人材が不足している。今は少し落ち着いているが、今後は忙しくなるので人材確保に
ますます苦労するだろうという声が多い」「募集しているが特に若い人が集まらない」
という現状が報告され、人手不足問題が収束していないことがうかがえる。
協議会では「経営全般に関わる問題も、幅広く相談やサポートに応じている。雇用
に関しては、特に若年者の確保に苦労しているという声を聞く。人材確保ととともに、
その後の育成も課題だが、１企業では難しい場合もある。協議会では人材育成や教育
もお手伝いするので、気軽に相談してほしい」と各種制度の活用をＰＲしている。



通年雇用奨励金利用者の声①
「通年雇用で作業効率と品質向上へ」　　一二三北路（株）　熊谷一男社長　

通年で雇用している作業員は５人。このほかに、４月から12月まで雇用し、当人
の事情に合わせて３月まで契約する人が12人ほどいる。通年で雇用すると、企業に
とっての負担は間違いなく増える。一方で雇用される側にとっては生活が安定する。
雇う側は通年で仕事を確保しなければならないが、当社は年間維持除雪工事を請け
負っているので、比較的うまく人を回すことができる。
ただ、企業の負担になると言っても、通年雇用化により、安定感を実感し、モチベー
ションや作業効率が上がることで、そうした負担は解消できるのではないか。
また、通年雇用には、企業の理念への理解や技術の向上が図られるという利点もあ
る。われわれの仕事は、結局は現場の最前線の人が担うものだ。そうした点で、通年
で雇用し、気持ちよく働いてもらうことで経費負担の面は十分にカバーできていると
考えている。通年雇用奨励金も、そうした企業を後押しする制度だと思う。
人手不足は深刻な問題だと思う。技術者という点では、土木系の学校の生徒数は間
違いなく減っている。このまま新規の技術者が減少すると、将来的には一人で現在の

倍近くの仕事をこなさなければならなくなる
のではないか。今の制度や技術力では無理。
どうすれば良いかを真剣に考えなければなら
ない。制度改正やイノベーションを進めなけ
ればならないだろう。われわれにできること
は、現場でのルールを変え、効率化を進める
ことだ。間違いなくそのような時代がやって
くる。
建設業者の使命は、求められた品質をつく
り上げることだ。人を育てることが品質を確
保する上での基本だと思う。人を重要視して、
品質に対する価値観を共有し、もの作りに努
め、安全に作業することだ。忙しいときだけ

来てくれ、ではなく、通年雇用することで共有感も高まるのではないか。
技能がなければ、品質を確保し、安全に作業を進めることはできない。そうした技
能を習得するためには時間もかかる。優れた技能者は、社会にとって必要不可欠であ
り貴重な存在だ。彼らを安く使ってきて今の状況に至ったことを、業界としても真
（しんし）に反省すべきだ。
自分の子供を入れたい、と思うような業界にしなければならない。この会社を、地
域に信頼される企業としていきたい。地域とともにあってこその建設業だ。業界団体
と企業が人材問題を幅広い観点にたって取り組むことが不可欠だと思う。



通年雇用奨励金利用者の声②
「通年雇用と社会保障をセットで」　　（株）山本型枠工業　山本芳春社長　

型枠大工という仕事は、何百年も前から一日いくら、仕事がなければ休ませるとい
うことが常識だったが、最近は「それではだめだ」という意識の変化がある。
ただ、今年の春までは、消費増税の関係などで冬場の仕事があったが、今後はどう
なるかは分からない。企業も作業員も不安だ。札幌に仕事がなければ、本州などに仕
事を取りに行くという考えがなければ通年雇用はできない。当社でも、一昨年から東
北に行っている。昨年はさらに10人ほど増えた。
東北の復興や、東京オリンピック開催に伴う仕事は増えるだろうが、それでも期間
は限定されるだろう。北海道で仕事をすることが一番望ましい。しかし、今抱えてい
る全員の仕事量が、今後もあるかというと難しいかもしれない。
マンション系は、消費増税の駆け込み着工とその反動で工事量が大きく変動した。
ただ、工事量的には多少の増減はあっても、数年先が見通せるような状況にあればず
いぶんと楽になる。それは他の企業も同じではないか。
大工は現在45人を雇用している。７年ほ
ど前に、まず親方を４人ほど通年雇用とし
た。通年雇用と同時に社会保険にも加入し
た。昨年は、保険未加入業者への対応が厳
しくなったことに加え、若手の職人からも
厚生年金に入ってほしい、という要請があ
り、26人ほど通年雇用とセットで社会保険
にも加入した。現時点では、ほとんどが加
入している。
若者の定着は当社でも課題だ。当社の型枠
大工の平均年齢は30歳代。この業界では若
い方だと思う。訓練校と提携して、授業に組
み込んでもらい、卒業後に生徒を雇用してい
ることが大きいかもしれない。型枠大工を、単なる作業員と見てきたことが今の人手
不足状況を招いたのではないか。型枠大工は「職人」だ。一人前になるには10年はか
かる。外国人の雇用も、一時的には良いのかもしれないが、根本的な問題の解決には
ならないと思う。
通年雇用奨励金は、大変助かっている。ただ、年間の金額は少なくなっても、期間
を長くしてほしい。今は単価も上がり、仕事もある程度は確保されているが、先行き
は不透明だ。ある期間補助を見込めるというのは、大きな安心であり、企業経営の安
定にもつながることだと思う。今後は、北海道を基本としながら、東北や東京にも目
を向けていきたい。会社規模は今程度を維持できれば、と考えている。



◎高橋知事が新幹線札幌延伸で５年以上の短縮をＰＴに要請
自民、公明両党の与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム（ＰＴ、座長・町村
信孝元官房長官）は５月28日に都内で会合を開き、北海道新幹線仮称・新函館―札幌
間と北陸新幹線金沢―敦賀間の工期を短縮する場合の財源負担についての考えを地元
首長らから聞き取った。道からは高橋はるみ知事が出席。開業時期が早まるほど経済
波及効果が高まるとの道の独自試算を示しながら、５年以上の工期短縮をあらためて
求めた。
５月13日の前回会合と同様に衆議院第２議員会館で非公開で開かれた。今回は北
海道、北陸の両地域の関係者のほか、ＪＲ九州の担当者も出席。工期を短縮する場合
の地元負担に対する考えを、関係する自治体から聞き取るとともに、九州新幹線武雄
温泉―長崎間で計画されているフリーゲージ導入についても協議した。高橋知事自ら
が、ＰＴに工期短縮を直接求め
たのは初めて。
国土交通省が前回示した試算
を基に、北海道と北陸の工期短
縮の可能性を検討した。前回の
会合で国交省は、新幹線開業後
にＪＲ各社が国へ支払う施設使
用料（貸付料）を前倒しすること
で、北海道は２年、北陸は１年
の工期短縮が可能と説明。その
上で、北海道を５年、北陸を３
年それぞれ短縮するには、国と地方合わせて3400億円の追加負担が必要になるとし
た。
現行の国と地方との負担割合（２対１）に照らし合わせた場合、地方分の負担額は約
1130億円となる計算だ。
会合で高橋知事は、工期が５年短縮されて開業時期が2030年に早まった場合、単
年度の建設投資効果が現計画の1.3倍の1361億円となることや、経済波及効果が
400億円以上純増して約5100億円になるとの道の独自試算を踏まえ、工期短縮の必
要性を強調した。
また、国交省の試算では貸付料の前倒し期間は30年とされているが、これを40年
に延長すれば10年分の財源が確保されると提案。国による財源措置の拡充があれば、
工期短縮に伴う単年度負担の増加にも対応できるとし、地元として工期短縮に向けた
準備は整っているとの考えを示した。



◎道の企業調査で仕事増による技能者不足が顕著に
道経済部は「がんばれる企業人材育成事業」で2013年度に実施した、技能者の過不

足状況などに関する調査結果をまとめた。受注の増加などにより、直近１年間に技能
者が不足した企業は７割強に上った。従来からの人手不足に加え、仕事量の増加によっ
て人材確保がさらに難しくなっている状況がうかがえる。
建設産業専門団体北海道地区連合会の会員団体に加盟する企業のうち、複数団体
加盟による重複を除いた4109社を対象とし、13年９月にアンケート調査を実施。
28.3％に当たる1163社から回答を得た。
取得している建設業許可業種は、電気が42.2％で最も多く、管の22.4％、土木の

19.5％などが続いた。平均従業員数は20.4人で、10人以下が51.7％を占める。技能
者数の平均は、常時雇用が13人、期間雇用が4.4人だった。
直近１年間での技能者の過不足状況に関する問いには「過忙期に一時的に不足した」

（56.1％）と「年間を通じて不足した」（18.8％）を合わせ、74.9％が不足したと回答。「受
注の増加」や「若手入職者の減少」などが要因となっている。
技能者不足の対応は「外注」「残業・休日出勤」「地元の応援を要請」の順に多く、不足
によって「人件費の増加」や「コストの増大」などの問題が生じた。東日本大震災の復興
工事に技能者を派遣している企業は1.2％と少なかった。
技能者の定着状況については「良好」が86.9％で、「定着率は低い」は13.1％。
64.6％が定着率の向上に取り組んでいて、その内容として「同業他社並みの賃金を支
給し、福利厚生面の充実にも努めている」「従業員同士や先輩・上司とのコミュニケー
ションの促進」などが多かった。従業員の定着で指導層に必要な能力は「コミュニケー
ション能力」が最も多い。
また、建設関連学科を持つ高校・高等専門学校18校の就職指導担当者にヒアリン
グした。定着に向けて指導層に必要な能力は「コミュニケーション能力」が最も多く、
企業と学校の双方で指導層に強く求める能力が一致。定着のために新入社員が優先し
て身に付けるべき能力は「対人関係能力」が最多だった。
道経済部人材育成課は「この結果を踏まえ、14年度はコミュニケーション能力の向
上など、技能者の定着に向けた施策を講じたい」と話している。

◎札幌左官高等職訓校がカリキュラム見直し４月に集中訓練
札幌左官高等職業訓練校は、実態に即した効率的で効果的な人材育成を図るため、
教育カリキュラムを見直し、４月からの授業に反映させている。映像に収めた先輩職
人の作業をまねて技術向上を図るモデリング手法を活用した塗り壁トレーニングや、
４月の１カ月間を使った集中訓練が大きな特徴だ。新入社員が現場に入る前に必要最
低限の知識と技術を短期間でたたき込むだけではなく、その後の目標設定も含めた
フォローアップで成長を促す。



同校はこれまで若手職人の育成に取り組んできたものの、年々生徒数が減少。技術
習得も現場で先輩の動きを「見て盗む」のが主流だったが、技を磨く工事現場自体が減
り、見本となる職人が少なくなるなど、今までのやり方での育成が困難な状況となっ
ている。こうした現状に危機感を抱き、教育カリキュラムの見直しを決断。各事業者
と積極的に意見交換し、訓練校への要望を聞き取って訓練内容に反映させた。
新たなカリキュラムでは、４月の１カ月を使って集中訓練をして、現場で求められ
る一定の知識と技術を身に付けさせ、５―12月は各社の現場で経験を積むとともに、
月に２日間、習熟度に応じた課題などに取り組む。
2015年１―３月には技能照査（技能士補）試験に向けた訓練をして、４月に修了式

を迎える。さらに訓練生は現場に入った後、さまざまな問題や悩みを抱えるケースが
多いことから、フォローアップも徹底する。
集中訓練では午前に学科、午後に実技訓練をする。学科はコミュニケーションの重
要性に始まり、こてや工具などの使い方、安全対策、セメントやモルタルといった材
料などについて勉強。特に安全知識の習得は現場で不可欠となるため、重点的に教え
る。実技はモデリング手法を取り入れ
た塗り壁トレーニング。１時間で20
回のペースを目標に、塗り板に土を塗
り付けては剥がすという作業を繰り
返す。先輩職人の動きを映像で見て参
考にし、こてや体の動かし方、手首の
角度、リズムなど、同じ動きができる
よう修正を加え、技術を身に付ける。
このトレーニングは、中屋敷左官
工業（本社・札幌）で若手職人の育成に用いていたが、業界全体の発展を図るため、中
屋敷剛社長が協力を申し出て、訓練校のカリキュラムに採用した。14年度から指導
員を務める中屋敷社長は「今までと全く違うやり方ではなく、時代背景などを踏まえ、
現状に合わせた形にアレンジした。正しい知識と技術を持った左官技能工を育てるこ
とが一番の目的」と話す。
モデリングで作業を振り返る際は、生徒全員が問題点を出し合い、改善につなげて
いる。この問題点を探し出すことが観察する力の向上につながるという。
池上宏則校長（池上左官工業社長）は「今の若者は、与えられた指示はこなすが、指
示以外のことをしない傾向がある。訓練を通じて、自らが考え、目標を設定し、取り
組む力を養ってほしい」と期待する。14年度の入校生は８人で、７日から１年にわた
る訓練を始めた。入校生の一人は「始まったばかりでまだまだだが、短い期間でも成
長を実感している。早く先輩職人のようになりたい」と意欲を見せる。全国的な問題
である職人不足に対する左官業界の危機感は強い。しかし、池上校長は「左官は非常
に奥深い仕事で、興味を持つ若者はいるはず。入職を促すには待遇改善と業界のＰＲ



が不可欠だ。しっかりとした教育システムを構築することは、左官の道に進む若者の
安心につながり、学生を送り出す学校へのアピールポイントにもなる」と前向きに話
す。業界に新たに芽吹いた動きが大きな流れとなるか、期待が掛かる。

◎石油や電気料金値上がりで資材価格の上昇相次ぐ
道内の資材価格が軒並み上昇している。製造コストに影響を及ぼす石油や電気の料
金が値上がりしているため。2012年春に比べ、鋼材は直近で10％、舗装材料は７％
ほどアップした。政府の脱デフレ施策を反映し、供給者の間で販売価格を是正しよう
という意識が高まっているのも背景にある。民間設備投資の活性化や公共事業の増加
で、物余りにあった需給バランスが改善に向かい、
安値の出にくい市場環境に変わっていることも要
因に挙げられる。
値上げが目立つのは生コン。指標とする札幌
は協同組合が11年度まで共同販売事業を休止し、
それまでの市況が泥沼化していた特殊要因もあ
るが、３年間で60％の価格上昇となった。「（１
㎥当たり7000―8000円台の）旧契約物件が一
掃し、13年10月から打ち出した１万2500円も
徐々に定着してきた」（業界関係者）。道北や道東
では一層の引き上げを図る動きも出ているが、突
出した需要量を持つ札幌が同じ物差しでコストを
測ることはできない。ただ14年度に前年度並み
の100万㎥超を確保できるかは不透明で、値上げ判断のかじ取りは難しい。当面は
１万2500円の定着が優先課題となりそうだ。
鉄筋の市中価格はおおむね１ｔ当たり６万7000円で推移。道内は３月末に電炉
メーカー１社が事業停止し、ＪＦＥ条鋼（本社・東京、旧豊平製鋼）と清水鋼鉄（同・
千葉）の２社体制になり、長らく課題だった需給ギャップは徐々に正常化へ進んでい
るという。「全国一の安値市況を是正しようという動きは、今後もメーカーを中心に
加速するだろう」（鋼材商社）。直近では原料の鉄スクラップが下落局面を迎えている
が、一時的なもので、鉄筋の相場自体を下げる要素にはなりにくいという見方が濃厚
だ。高止まりする原油価格の影響を、もろに受けているのがストレートアスファルト。
直近の価格は１ｔ当たり10万5000円となり、３年間で１万4500円（16％）値上が
りした。並行し、道路舗装に使うアスファルト合材も４月以降で１ｔ当たり1000円
の価格見直しが広がった。直近では１万3550円前後（密粒度ギャップ13Ｆ）が中心
値となっている。そのほか、躯体工事に使う型枠用合板（コンパネ）も１枚1290円で
40％ほど上昇。石こうボードも10％超、一般建築用の木材も７％前後アップした。

（以上、北海道建設新聞）
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◎札幌市が西２丁目地下歩道整備に工事費23.2億円見込む
札幌市建設局は2015年度着工
予定の西２丁目地下歩道整備で、
工事費に23億1700万円を見込
んでいる。新たにできる北１西
１地区再開発ビル側と、経済セン
ター側でコンクリート躯体を築
造するほか、既存コンクリート躯
体の耐震補強などを施すもので、
まずは新設部から工事に入る計
画だ。

対象は、東豊線大通駅北側の札幌市民ホール前から北１条通を挟んで明治安田生命
ビル付近までの地下部分延長137ｍ。地下鉄東豊線の真上に当たり、同路線の工事
に合わせて1986―87年に躯体のみを先行整備していた。
14年秋から地上部で工事が始まる北１西１地区再開発事業に伴い、地下鉄などと
連結してアクセス向上を図るため整備する。有効幅員８ｍ、有効高３ｍで、１日当た
りの歩行者通行量を１万7952人と見込んでいる。
現状は躯体のコンクリートがむき出しの状態で、耐震強度も不足していることから、
既存部については柱部分に鋼板を巻き立てて耐震化するほか、電気設備や内装仕上げ
などを実施。
新設部は、既存躯体と再開発ビルや経済センタービルを連絡し、地下で直結するほ
か、経済センタービルの近くには地上出入り口も設置する。地上部の階段上屋付近で
は巻き込み部の歩道も広げる。
また既存躯体の中間部には４ｍほどの段差があることから、この部分にエスカレー
ターを上りと下り各１基を設けるほか、市役所本庁舎に近いことから地上までのエレ
ベーターも１基設置。本庁舎そばにつながる地上出入り口も整備する。
14年度は実施設計を７月ごろに一般競争で入札。経済センタービルへの出入り口
設置に関する同ビル事業損失防止調査も同じく一般競争入札で予定しているが、こち
らの発注時期は未定。
再開発ビル側と経済センタービル側の新設部掘削と、Ｈ鋼を埋め込む土工、躯体、
仮復旧までは、15年度から１―２年で施工し、16―17年度は既設部分の耐震補強と
電気、内装関係を進める。
総事業費は32億5400万円。接続する北１西１地区再開発ビルと同じ18年度の供
用を目指す。



◎札幌市の雇用調査で新規若年者は３割が「積極性不足」
札幌市経済局が市内の中小企業915社を対象に実施した調査によると、社員の採
用を当面は考えていないとする企業が過半数に上っている。また新規雇用に当たって
の若年者の問題としては、約３割の企業が「積極性が足りない」ことを挙げている。
今年２月に実施した2013年度下期企業経営動向調査で、特定質問項目として雇用
環境に関しても尋ねたもの。
社員採用について、14年度中に予定しているのは33.2％にとどまり、当面考えて
いない企業が50.3％を占めた。
採用の予定がある企業のうち、採用者の身分について（複数回答）は「既卒者・経験
者を正社員で」とする企業が64.8％と６割を超え最多。次いで「新卒者を正社員で」が
57.2％。ただ、人材を確保する上での基本的な考え方（２つ以内）では、「中途採用を
重視」という企業が52.6％と過半数を占めるが、「新卒者の採用を重視」は27％と半分
にとどまっている。
若年者の問題点（２つ以内）としては「積極性が足りない」が31.1％で最多。次い

で「基本的マナーができていない」28.4％、「コミュニケーション能力が足りない」
23.6％と続く。若年者を採用する上で重視する項目（３つ以内）は「人間性」が53.4％
でトップ。２番目が「基本的なマナー」48.9％、３番目が「積極性」42.6％、４番目が「コ
ミュニケーション能力」39.3％などとなっている。

社員の定着状況につい
ては、入社３年以内の正社
員で13年度中に「辞める
者がいる」は27.3％に上っ
た。離職理由は「本人の転
職希望」が23.1％、「その
他自己都合」が22.4％など
となっている。
新入社員研修の実施形
態は「日常業務の中で育成
（ＯＪＴ）」が59.5％で最も
多く、次いで「社内講師に
よる研修」が19.3％、「民

間団体のセミナーに参加」が16.9％などいう状況。ＯＪＴを除く研修期間は「１週間
未満」が20.5％、「１―２週間程度」が10.1％、「１カ月程度」が9.6％で、１カ月以下
が全体の４割を占めた。
女性社員が職場復帰しやすい環境整備では、「既に整備している」が37.2％、「考え
ていない」が30％、「今後計画がある」が11.9％、「無回答」が20.9％となっている。



◎札幌市北３条広場が７月19日に供用開始へ
赤れんが前に活動や休憩できる
空間が出現―。工事中の「札幌市北
３条広場」が、７月19日に供用され
る。道庁赤れんが庁舎前のイチョウ
並木・北３条通を、隣接地で進むビ
ル建設と一体的に整備し広場化する
もの。赤れんが側には、地下に眠る
土木学会選奨土木遺産の木塊（もっ
かい）舗装を紹介するモニュメント
を設置。オープニングは札幌国際芸
術祭2014の開幕に合わせ、９月28
日までを期間としてさまざまな催し
を開く。
広場化するのは、北３条通の西４
丁目部分約100ｍで、幅員は27ｍ、
面積は約2800㎡となる。
この道路下には、1924（大正
13）年、市内で最初に施工された木
塊が埋まっている。貴重な土木遺産を現地で保存するため、13年度に市が保全工事
を施した。その後は隣接する北２条西４丁目で三井不動産と日本郵政が建設を進めて
いる札幌三井ＪＰビルディングの外構と一体的に整備し、表面にれんがを敷き詰めて
いる。
同ビルの商業施設部分には飲食店など約30店舗が入る予定で、「赤れんがテラス」
として８月28日にグランドオープン。三井不動産の担当者は、同ビルと広場を一体
的に捉え、地下歩行空間の利用者を地上部に誘導することを整備のコンセプトに据え
たと説明する。
上田文雄市長は「道庁赤れんが前の札幌、北海道を象徴する空間を、市民、道民、

観光客らに提供できることは喜び」として、国際芸術祭との関連も含めて積極的にア
ピールする考えを示している。
モニュメントの大きさは幅１ｍ75㎝、高さ約２ｍ。足元には本物の木塊と同じ深
さで約45個のレプリカを並べて厚さ約30㎜の強化ガラスで覆い、地上から眺められ
るようにする。
市土木部の高久政行道路維持課長は「舗装発祥の地という歴史を多くの人に知って

もらえれば」と期待。当時の技術を後生に伝える新たな観光資源としても注目を集め
そうだ。



◎札幌市北４東６周辺地区再開発の協力者に大和ハウスを選定
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、民間事業者提案で募集
していた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事業協
力者として大和ハウス工業を選定した。分譲マンションや医療施設などの複合開発で、
総事業費約400億円に上るビッグプロジェクトがいよいよ動きだす。
４月21日の臨時総会で了承された。再開発はＪＲ線路南側で進める３街区のうち、
中央区大通東５丁目の札幌市中央体育館の移転用地を除く２街区１万9350㎡が対
象。
敷地面積は約4.3ha。３街区の面積は、中央体育館の移転用地を含むＢ―１街区が

１万5000㎡、東８丁目・篠路通側のＢ―２街区が１万1760㎡、北３条通側のＣ街
区が7590㎡。
今回選定した案では、Ｃ街区がツイン型の分譲マンションと商業施設の複合施設で、
地上17階、延べ約２万2000㎡。戸数は約230戸を想定する。Ｂ―２街区はクリニッ
クや高度検診センターから成る６階建ての医療施設と、12階建ての高齢者住宅など
を併設するもので、延べ約３万5000㎡に上る。
再開発事業は、2014年度に都市計画決定と事業認可、15年度の実施設計、権利変
換計画認可を経て、同年度後半から既存建物の解体に入り、16年春の本体着工を目
指す。
工事は、中央体育館の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期工事で実施。全体完成は19年度を予定している。施工業者
は１期分をまとめて15年度に選定する見込みだ。

◎ニプロが札幌に細胞医薬品工場新設で15年にも着工
医療機器や医薬品などの製造販売を手掛けるニプロ（大阪市北区本庄西３丁目９の
３、佐野嘉彦社長）は、札幌市内に細胞医薬品工場の新設を計画している。総工費は
10億―20億円を試算。札幌医大が取り組む脳 塞、脊髄損傷の後遺症改善に向けた
細胞医薬品の臨床試験が順調に進めば、2015年の着工、18年の生産開始を予定して
いる。同社は、札幌医大の「脳 塞及び脊髄損傷の治療に用いる自己骨髄間葉系幹細胞」
の特許について、研究成果を全国の患者に広く還元するため、再生医療医薬品の製造
販売を行うことを目的に、同大とライセンス契約を結んだ。
札幌の工場について同社は、建設地は白紙の状態としながらも、患者のことを考
え、札幌医大に近い場所を視野に入れている。工場では年間200人分相当の細胞医
薬品を生産する見通しだ。細胞医薬品工場は札幌をはじめ、東北、関東、近畿、九
州の４地域にも建設する構想を持っているが、これらの具体的な時期は決まってい
ない。

（以上、北海道建設新聞）



◎東北大医学部耐震改修　“居ながらできる”免震改修を推進
免震改修と建物全体のリニューアルを実施している「東北大学（星陵）医学部３号館

耐震改修事業」が、竹中工務店の設計・施工により佳境を迎えている。建物を利用し
ながら機能性・耐震性の向上を
図ることが求められるこの工事
には、同社が新たに開発した「免
震装置プレロード工法」を採用。
免震装置をあらかじめ圧縮して
設置することで、上部建物の沈
下や変形を防止するとともに工
事範囲を最小化して、効率的に
“居ながらできる”施工を実現。
利用者への影響を最小限に抑え

て免震改修を進めた。
既存建物は築後40年以上が経過していて老朽化が進行。大学関係者の医学研究の
拠点となっているこの建物は、利用者数が多数に上るため全体での仮移転が難しいこ
とから、施設を利用しながら改修工事を行うことが求められた。
建物はＳＲＣ造地下１階地上12階建て、延べ１万4080㎡の規模。免震改修によ
る耐震性向上と、経年劣化した設備や室内プランのリニューアルを同時に進める複雑
な工事で、2012年12月に着工した。
建物周辺スペースに余裕が無いことから、免震化のための掘削工事が不要な中間階
免震工法を採用。構造体補強工事が低層階に集約され、上部では工事範囲を最小化で
き、建物の継続使用に有効性が発揮された。
一般的な中間階免震改修では、免震装置（積層ゴム）に荷重がかかる際の縮みにより、
既存構造体に生じる微小なゆがみが工事管理上の難題だったが、免震装置をあらかじ
め圧縮してから設置する同社の新工法「免震装置プレロード工法」を採用して有害なゆ
がみを防止し、既存躯体の健全性を確保している。
従来工法であれば、免震装置設置後、ジャッキダウンに伴い躯体が下がるため、免
震装置を全て据え付けなければジャッキダウンができず、工事影響範囲も広範囲に及
んだ。これに対し同社の免震装置プレロード工法は、柱ごとの部分的な範囲で免震装
置の設置作業を実施できるため▽工事エリアが最小化される▽仮設費が軽減できる―
などメリットも大きい。この建物では１階部分の43本の柱を４本ずつのエリアに分
け、同工法により免震装置を設置した。一度に切断する柱の本数が少ないため工事中
の安全性も高く、騒音の影響も抑制された。



◎被災地の官民連携復興まちづくり　女川ではＪＲ駅中心再生
東日本大震災の発生から３年が経過し、被災各地では道路や橋梁などの社会資本整
備の復旧のほか、住まい再建の土台となる防災集団移転や土地区画整理事業などの復
興事業が本格化し始めている。こうした中、中心市街地の再生事業に対して、民間の
ノウハウやアイデアの導入によって賑わいを取り戻そうと、官民連携による事業体を
立ち上げる動きが始まっている。
■岩手県大船渡市
震災で市街中心部まで壊滅的な被災を受けた岩手県大船渡市は、ＪＲ大船渡駅周辺
の再生を目指した大船渡地区津波復興拠点整備事業に着手しているが、ここに民間事
業者が協力してまちづくりを後押しする取り組みがスタートしている。
津波復興拠点整備は、市と都市再生機構（ＵＲ）が復興まちづくり事業協定を締結し
て市街地再生を行う事業。ＵＲから受託した東急建設ＪＶが調査、測量、設計、施工
を一体的にマネジメントするＣＭ方式で造成工事を進めている。
茶屋前地区など約10haの区域には商業業務施設として大規模店舗のほか、宿泊施

設や産直・飲食施設などの立地を想定している。土木工事の進捗とともに、この区域
で実際に事業を行う企業誘致や施設配置計画などの取りまとめがこれから本格化す
る。市は、この主導的な役割として商工会議所や地元関係者などと協力し、まちづく
り会社の設立を決めており、今年３月に事業協力者となるエリアマネジメント・パー
トナーの大和リースと協定を締結。
■岩手県大槌町
ＵＲが復興事業を支援しており、旧役場庁舎や住居兼商店が密集していた町方地区
では前田建設工業ＪＶがＣＭ事業を行っている。このうち、末広町御社地エリアの再
建プランは歴史的な要素を残しつつ、図書館や博物館などの文化・メディア機能を備
える官民合築複合施設や商業業務施設、復興公営住宅などを集約することで、徒歩で
生活できるコンパクトでにぎわいある町づくりを目指している。
実現に向けた中心市街地再生計画案は、昨年３月に設立した第３セクターの復興ま
ちづくり大槌が作成。昨年度に基本案をまとめており、現在は地権者との合意調整中
で７月をめどに本案を策定する見込みだ。今後は商工関係者とのワーキンググループ
を開くほか、商業業務施設の整備やテナント誘致に着手して具体化を図る。
■宮城県女川町
宮城県女川町は官民合同出資によるまちづくり会社を発足させて、駅前商店街のに
ぎわい再生に取り組む方針だ。女川湾に面した中心部が津波で甚大な被害を受けた同
町でも、ＵＲと復興まちづくり推進パートナーシップ協定を締結し、2012年から鹿
島ＪＶがＣＭ方式で中心部をはじめとする100ha以上の造成を担っている。
整備方針は、人口減少が続く中で持続可能なまちづくりを進めるため、公共施設や
商店街を集約してコンパクトな街並みを形成。



具体的には、中心部の女川浜地区に被災したＪＲ女川駅を再建し駅から女川湾に向
かってプロムナードを
整備。沿道にはテナン
ト型商店街、物産セン
ター、まちづくり拠点
施設、建物所有型商店
街などを配置して活気
ある町を作り上げる計
画だ。駅周辺のまち開
きは来年３月を予定。
まちづくり会社の役割
は、地域密着型のデベ
ロッパーとして町の顔

となる駅前プロムナード周辺事業に特化し、テナント型商店街の施設整備やリーシン
グ、イベントの企画を担うなどハード・ソフト両面からまちづくりに携わる。

◎社会保険加入対策の徹底を　東北建専連宮城支部が意見交換
建設産業専門団体東北地区連合会宮城支部（宮崎佳巳支部長）と宮城県土木部事業管
理課との意見交換会が５月15日、仙台市のホテル白萩で開かれ、社会保険未加入対
策などについて意見を交わした。
冒頭、宮崎支部長が、「全力で復旧・復興に取り組んでいるが、長期的に見ればい
ずれ災害復旧は終わり、先行きが心配される。専門工事業者が持続的に発展でき、県
土発展に尽くしていけるよう、指導をお願いしたい」とあいさつ。
意見交換では業界側から、法定福利費が内訳明示された標準見積書の活用が進んで
いない点を指摘する意見や、「専門業者への社会保険加促進対策が感じられない元請
けもある」といった現状を訴える声があった。
国交省では８月から直轄工事で社会保険未加入業者の排除措置を実施するが、県
側はこうした措置に関して、「現段階では様子を見たい」と述べるにとどめるととも
に、職員のマンパワー不足もあって作業員の加入状況の確認が難しい現状にあるこ
となどを説明した。業界側は、作業員名簿から作業員一人一人の加入状況をチェッ
クできることをあらためて伝え、確認と加入指導を要請した。宮崎支部長は、「国と
同様に対応してもらうことで、未加入企業の排除が進む」と、積極的な取り組みに期
待を込めた。
また、技術者・技能者育成や若手の入職促進についても深刻な課題として意見が交
わされ、適正賃金の支払いと就労環境の改善が不可欠だとして、適正な工事量を継続
的に確保できるよう求める声が上がった。

（以上、仙台・建設新聞社）




