


◎奨励金利用者数が大幅増に
　―人材確保に効果的な通年雇用の取り組みが本格化

2013年度に顕在化した建設技能者の不足問題は、依然として厳しい状況が続き、
各企業では人材の確保が経営上の最重要課題となっている。人材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2014年度の通年雇用奨励金の利用者数は、大
幅な伸びを示している。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。
北海道における季節労働者の現状は、積雪寒冷地による施工時期の制限に加え、
2006年度には雇用保険特例一時金の給付日数削減などにより、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、札幌市域では、2007年８月
に札幌商工会議所、(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、北海道及び札幌市の６団体で構成する「さっぽろ季節労
働者通年雇用促進支援協議会」が発足した。季節労働者の就労相談、セミナーや合同
企業説明会の開催などを実施するとともに、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対して、きめの細かいアドバイスや制度活用などを提案してき
た。
通年雇用化促進に向け企業をサポート
2014年度は、公共事業が引き続き堅調な伸びを見せ、民間建築についても、消費
増税の反動により、住宅建設が低迷したものの、分譲マンションやホテルなどの大規
模改修や医療・福祉関係施設の新築などは依然として活発な状況が続いている。

札幌地区の2014年度の通年雇用奨励金の
給付人数は、大幅増を示した2013年度をさ
らに上回る状況を見せている。事業主と直接
接している支援員からは「特に若手技能者の
確保が難しいという声が多い」「職種や企業
により忙しさは違うようだが、人手不足の状
況は変わらない」「今は少し落ちついている
が、夏にかけて忙しくなり、人材確保にます

ます苦労するのでは、という声を聞く」といった現状が報告され、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「各種経営相談や助成金等支援制度の活
用など、経営全般に関わる問題について、解決に向けた支援を実施している。支援員
が、直接企業に訪問してお話をお伺いするので、気軽に活用してほしい」と呼び掛け
ている。

幅広い支援を行っている協議会の支援員



◎通年雇用奨励金活用企業インタビュー
　「ここが正念場、しっかりと雇用を」　大東工業社長　飯島裕幸さん

「公共事業予算は、当初ベースでは伸びを確保したが、補正が大幅に減ったため、
実行ベースではかなり厳しいものとなるだろう。しかし、だからといって新規の人材
確保に消極的にはならない。むしろ『ここが正念場』と考えている」
創業以来半世紀以上にわたって、札幌市内の国道の維持除雪や、道路や河川の土工
などを施工してきた。数多くの建設機械と現場の技術者、オペレーターなどを抱えて
いる。昨年度は奨励金を活用して２人を通年雇用化した。
「採用の際は通年雇用を基本としている。本人の希望により季節雇用とした場合も、
通年雇用を勧めている。技術の習得や生活の安定のために通年雇用は重要であり、そ
れを支援する奨励金は企業としてありがたい制度だ」と語る。

同社の完工高は、1990年代後半のピーク時には60
億円程度に上り、従業員も80人に達していた。しかし、
その後の公共事業費の削減で、一時は社員数が40人程
度まで半減したが、その後徐々に回復し、ここ数年は
50人程度で推移している。
「公共事業費は、政権交代により大型補正が計上され、
当初予算も２年連続で増加したが、2015年度について
は、補正が大幅に減少したため、工事の実行ベースで考
えるとかなり厳しいことになるのでは、と考えている」
との見通しを示す。
「しかし、厳しいからといって新規の雇用や人材育成
に消極的にはならない。若手の人材確保と育成は、企業

にとって生命線だ。厳しいからこそ『ここが正念場』と考え、これまでのやり方を継続
していく」と語る。
同社では、ほぼ毎年、札幌工業高校から２人を採用している。同校の卒業生は、企
業からの求人が非常に多いが、毎年確保できている理由について「かつて就職が厳し
い時代から就職に応じてきたという実績が学校側からも評価されているのではない
か」と語り、「継続的に雇用することで、世代のギャップがなくなり、会社としての総
合力が高まる。すでに働いている若手技術者にとっても、後輩ができることで、仕事
に責任感とやりがいを持つようになる」と、継続的な雇用が若者の定着に結びついて
いることを指摘する。
「本年度の人手不足状況は少し緩和されるかもしれないが、絶対的な技術者・技能
者不足の状況は変わらない。われわれも人材育成に最優先で取り組むが、発注者側も、
担い手の確保・育成を実現するためにも、工事発注の平準化や柔軟な工期設定などを
進めてほしい」と、企業と発注者が相互に連携した担い手育成対応の必要性を求める。

「継続的な雇用が若者の定
着にもつながる」と語る飯
島社長



　
「安定した生活の提供が最重要」　札幌建設サポート社長　山口忠さん

「安定した生活を社員に提供することが会社の何よりも重要な役割。そのためには
仕事でしっかりと利益を得て雇用を守るとともに、通年で雇用することで、確かな技
術を身につけることが可能となる」
トンネル覆工用の鋼製型枠組立・解体など、鉄を材料としたとび工の専門会社とし
て、道内外の大手ゼネコンからその技術力が高く評価されている。来年3月に開業す
る北海道新幹線の車両基地では、検査・メンテナンス用のレールの敷設などを請け負
い、すぐれた技術力を証明した。
奨励金の活用に関しては、昨年２人を通年雇用し、社員14人全員を通年雇用とした。

「毎月一定の収入を得てはじめて生活が安定する。技能や安全面でも通年雇用をする
ことでより向上する。奨励金は企業にとって非常に助かる制度だが、奨励金がなくて

も通年雇用に積極的に取り組む業界になるべきでは、と
も考える」と語る。
職人を志す若手が減少し、入社しても離職するケース
が多い現状について「重機の操作や、責任を持った仕事
がしたい、という気持ちは理解できる。でも、何事も最
初からベテラン並みの仕事をするのは無理。地道に仕事
をこなし、経験を積んではじめて一人前の仲間入りをす
ることができる。最近は、辛抱する、という気持ちを持っ
た若者が少なくなったような気がする」と、若者気質の
変化を指摘する。
同社の技能者の年齢は20歳代から50歳代までと幅広

く、社員の能力アップに向けて、資格取得を積極的に奨励している。「職員によって
は10種類以上の資格を持っている。より高度な作業を任せることもできるし、何よ
りも本人の成長とやりがいにつながる。会社としても元請けに対して、より水準の高
い単価を請求することが可能だ」。資格取得効果は、人材育成から企業経営まで多岐
に及ぶ。
現場作業で、最優先することは安全。「一度事故を起こしてしまうと、元請けから
仕事が来なくなる。とにかく安全第一で作業し、そのために工期が遅れてもいい、と
社員には伝えている」と一貫している。
人口減少時代を迎え、建設業界、特に専門工事業界の人材確保はさらに困難になる
ことが予想される。「この業界に入ってくる若者は、社会人としての経験や専門的な
知識の少ない人が多いだろう。でも、そうした若者でも機会を与えるとすばらしい仕
事をする。業界が真剣になって取り組めば、彼らが活躍する場をつくり上げることが
できるはずだ」。若者の力を信じ、彼らの技術を磨き、人を育てながら、今日も現場
を駆け回る。

「最優先するのは安全」と語
る山口社長



◎技術者の有効求人倍率、依然として高水準を維持
　―５月以降、技能者の人材不足も懸念材料に

北海道労働局がまとめた2015年３月の建設業関連工種の有効求人倍率は、建築・
土木等技術者で3.82倍、型枠大工など技能者は1.58倍と、全職種の0.90倍を大き
く上回る状況を示している。前年同期の数値と比べると、技能者では0.32ポイント、
技術者も0.20ポイント改善している。一方、企業側が提示する最低賃金の平均額を
見ると、特に技術者では、前年同月を約6,200円上回る水準となり、求職側が求める
賃金との差が縮小するなど、企業側の処遇改善による人材確保の意欲がうかがえる結
果となっている。今後の技能者確保の動向について、技能者関係団体からは「春先は
やや仕事が少ないが、５月以降は忙しくなる。マンション新築の動きは鈍いが、病院
や店舗、老健施設などが好調なため、人手不足の状況は昨年と変わっていない」（北海
道型枠工事業協同組合）と、今後の建設市場活発化により技能者の需要が高まると予
想している。

北海道労働局が公表している職業別求人・求職状況データを分析した。建設関連の
技術・技能系職業では、建築・土木・測量技術者と技能系の型枠大工・とび工、大工・
左官、建設作業員、電気工事・電気配線工の５工種があり、これらについて有効求人
倍率や企業と労働者側の提示・希望賃金の推移などを整理した。
有効求人倍率は、企業の総求人数を労働者側の総求職者数で割って算出している。
倍率が１を超えると人手不足、１未満だと求職者数が求人数を上回る、いわゆる「人
余り」を意味する。2015年３月の全職種平均有効求人倍率は0.90倍。2014年同月を
0.08ポイント上回った。建設関連は、技術者の3.82倍や型枠大工・とび工の2.62倍
など、全工種平均で2.12倍と、２倍を超える倍率となっている。



例年、建設業関係の有効求人倍率は、11月以降下がり続け、春になると上昇し、
工事最盛期を迎える秋にかけてピークを迎える。しかし、2013年秋以降14年春に
かけては、下降の動きを見せながらも、高止まりの状況が続いていた。
特に型枠大工・とび工は、2014年10月に7.20倍と、ここ10年間では最高の倍
率となった。その後は12月に4.86倍、15年１月が3.40倍、２月は2.83倍、３月は
2.62倍と、急激に倍率が下降した。背景には、統一地方選により、新年度予算が骨格編
成だった自治体が多かったことと、分譲
マンションなどの消費増税前の駆け込み
着工が一段落したことなどがあるとみら
れる。
建築・土木・測量技術者については、
型枠大工・とび工ほどの急激な動きは見
せず、2015年３月も3.82倍と、高止ま
りの状態が続き、全職種の中でもトップ
クラスの倍率を維持している。2014年
度の追加補正が13年度を大幅に下回り、
2015年度の実質的な工事量の減少が見込まれる中、2015年度予算の前倒しとなる
ゼロ国債が過去10年間で最大規模の予算額となったことから、ゼロ国債受注に向け、
早めに技術者を確保しようとする企業側の動きが反映されたととらえることができ
る。
技術者で２万円以上賃金差が縮小
また、求職者側が求める賃金と、企業側が提示する最低賃金を比べると、技術者で
は、前年同月から賃金差が大幅に縮小している。求職者側の23万4,571円に対して、
企業側の提示額は22万7,947円。差額は6,624円と、前年同月の３万348円から約
２万4,000円縮まっている。理由としては、深刻な人材不足を背景に、企業側が人材
確保のために、積極的な賃金水準の引き上げを図ったことが差額縮小の要因の一つと
考えられる。
一方、技能者系の企業側提示額を見ると、大工・左官で、前年同月から3,846円上
昇し、17万6,758円となったほか、建設・土木作業員も4,004円増額の18万7,730
円となっているが、型枠大工・とび工では、5,000円減の18万2,342円に減少する
など、職種によって異なる状況を示している。
北海道型枠工事業協同組合の澤田信彦理事長は、賃金と人材確保について「技能者
の賃金はアベノミクス以降、確実に上がっている。年収で400万円程度が平均だが、
ここ数年で１割ぐらいは上昇しているのではないか。建設投資が今後も順調であれ
ば、われわれの業界がモデルとしている年収500万円の実現が見えてくる」と、技能
者確保に欠かせないモデル年収実現に向け、建設投資の着実な増額に期待を寄せて
いる。

依然として人手不足が続く専門工事業界



◎札幌建協が研修で若手定着へ／悩み共有できる場を
建設会社に就職した高卒者の５割が３年以内に離職している中、北海道建設業協会

（岩田圭剛会長）の地方組織である札幌建設業協会は、会員企業の新入社員を含む若手
社員を対象に人材の定着対策に取り組む。
各社から参加者が集う合同の研修会などを通じ、建設業の魅力ややりがいを伝える
とともに、同世代で悩みを共有して励まし合う場を設ける。人材教育はこれまで各社
の企業風土や文化に委ねられてきたが、時代の変遷により、地域の建設業団体に役割
が引き継がれようとしている。
厚生労働省が2011年３月に卒業した全国の高校生を追跡調査した結果、建設業
に就職した高卒者の48.5％が３年目までに
離職している。１年目は27.5％で３割近
くに達している。全産業でも３年目までは
39.6％と高いが建設業が特に深刻な状況を
うかがわせる。
新入社員や中堅社員の人材教育を進めて
きた札幌建協は、これまでの取り組みに加え
2015年度から、入社して間もない20代の若手
技術者を対象に合同研修を試みる。専門家によ
るアドバイスを絡め、同世代が悩みを共有する
ことで、わだかまりの解消と将来への前向きな歩みを後押しする。建設現場での勤務が
終わる冬季の実施を予定している。
札幌建協によると、2014年４月に開いた新入社員合同研修には26社から126人
が参加したが、2015年３月までに12.7％に当たる16人が退職した。ここ数年は年
１割程度の離職率で推移している。事務局は「ものづくりの世界が好きで飛び込みな
がら、楽しさを見いだせないまま辞めている。中途離職者の防止が新規入職率を高め
ることにもなる」と研修の趣旨を説明する。
大卒者の離職率は３年目までに29.2％と、全産業の32.4％に比べて低い傾向にあ
る。しかし、道内地場ゼネコンの担当者は「公務員を志しながら、第２志望で入社し
た社員が自治体の試験に合格して辞めていく。転勤のない札幌市や道内主要市に転職
している」と肩を落とす。
札幌大谷大の平岡祥孝教授は、現代の高卒者ら若者の気質について「社会への耐性

が弱くナイーブな若者が多い。彼らに対して強くしようと無理をするとへこたれてし
まう」と分析。立派な企業人とするにはトップの本気度が求められるとし、「相談しや
すく働きやすい職場づくりが必要。仕事の意義を徹底して納得させた上で少しずつ自
信を付けさせ、成功体験を積み重ねてやる丁寧さが求められるのではないか」と助言
している。

若手社員定着に向けた新たな取り組み
がスタートする（写真は４月13日に開
催された新入社員研修会）



◎道建設部が若手確保で企業の採用意欲や就職動機など実態調査
北海道建設部は、道内建設業者を対象とした女性技術者・技能者の採用に関するア
ンケート調査の結果をまとめた。在籍している女性の割合は技術者、技能者ともに１％
台にとどまった。
2015年度の女性技術者採用数は2014年度より拡大する見込みだが、2014年度に

採用に取り組んだ企業の５割近くが就業環境や施設整備、社内や現場の意識などで採
用に課題があると回答。関係機関に対しては、建設業のイメージアップや設備整備へ
の助成、必要経費の設計への反映などを求
める意見があった。
国と建設業５団体が現場で働く女性の数
を５年以内に倍に増やす目標を2014年度
に掲げたことを踏まえ、道内の実態と企業
の採用意識などを把握して支援策検討の基
礎資料とするため、北海道建設業協会と各
地方建設業協会、各建設業関連団体の会員
企業831社を対象にアンケート調査をし
た。回答率は40.4％だった。
回答企業に在籍する技術者数は8,660人、技能者数は2,749人の計１万1,409人。

うち女性は技術者116人、技能者29人で、割合は技術者の1.3％、技能者の1.1％だっ
た。
2014年度に採用できたのは26％、採用できなかったのは49.2％、採用予定な
しは24.8％。採用数は技術者358人、技能者151人で、うち女性は技術者で２％
に当たる７人、技能者で6.6％の10人だった。2015年度の採用予定数は技術者
426人、技能者174人で、女性技術者は30人と拡大する見込みだが、女性技能者
は８人にとどまっている。
女性採用に向けた取り組み状況を尋ねる質問（複数回答可）では、10.3％が就業環
境や福利厚生の整備に取り組んでいるとした。就業環境の整備に取り組んでいると答
えた企業の73％は女性用トイレや更衣室といった設備面、45.9％は勤務時間などの
配慮をしている。
2014年度に採用に取り組んだ237社のうち、女性の採用に当たり課題が「ある」と

答えたのは48.1％に上った。託児施設の整備・拡充や現場・社内の受け入れ意識、
育児休業・産前産後休暇期間の対応、女性同士が情報交換できる環境の整備などをあ
げる企業が多かった。
道などの関係機関に求める支援策としては、女性と企業のマッチング機会創出、女
性用トイレや更衣室整備への助成、女性の現場配置に掛かる必要経費の設計への反映、
入札参加資格審査や経営事項審査での女性技術者採用の加点評価などが挙がった。

女性技術（技能）者採用で「課題あり」との
回答は５割近くに上った（写真は道建設
業協会が１月に開催した女性技術者活躍
研究会）



◎秋元克広新札幌市長に聞く／五輪と合わせ地下鉄延伸を検討
札幌市長選挙で初当選を果たした秋元克広氏が4月13日、
北海道建設新聞社のインタビューに答え、冬季五輪招致に
合わせた地下鉄延伸や、丘珠空港の利用促進に取り組む考
えを強調した。
―新市長として補正予算編成に臨むポイントを。
子育て支援の充実や、交流人口を増やすための観光予算
増など、すぐ取り組めるものを実施したい。
―地下鉄東豊線の清田方面延伸検討にどう取り組むか。
まちづくり的に地域の中心核をつくる必要性から、清田
区役所付近まで持っていかなくてはならない。ただ現状の
事業計画ではプラスの乗車が見込めないため、延伸が実現できていない。乗客確保に
向け、冬季五輪招致に合わせて札幌ドーム周辺の土地利用を考えたい。羊ケ丘と国道
36号の間の土地を全部という訳にはいかないが、選手村やプレスセンターをどうす
るのか、その後の活用策を含め採算性を検討していきたい。
―丘珠空港の利用促進と防災拠点としての考え方は。
小型ジェット機の時代になるにつれ、使えない空港は淘汰（とうた）されていく。ま
ずは現状の滑走路で夏場の定期化などに取り組む。それと合わせて近い将来、滑走路
延長や手狭になっている空港ターミナルの充実などを考えていく。防災拠点の観点で
は、津波への対応を考えた場合、現在、石狩市にある消防ヘリコプター基地を丘珠に
戻すことが有効。東消防署の移転を含めて丘珠周辺での防災機能強化に取り組んでい
きたい。
―事業化判断が先送りされた札幌三越周辺など南１条地区のまちづくりを
どう考えるか。
もう一度（関係者と）ざっくばらんに話をさせてもらおうと思っている。大通以南を
今後どう再整備していくのか、（開発が）止まっている部分を動かすために何がネック
になっているのか。それぞれの皆さんの思いを確認しながら進めていきたい。トラン
ジットモールなど現状の再開発構想の考え方でいいのか確認しなくてはいけない。直
接皆さんとの交渉の場につきたい。
―北海道新幹線の札幌延伸を見据え、北５西１地区を含む札幌駅交流拠点
が注目されるが。
既にＪＲ北海道と勉強会は開いている。北海道新幹線が来年春に函館まで開業する
ので、札幌に来たときにはどうなるのか、具体的な絵を外部に示していくためにも構
想を早くつくっていきたい。

道都のにぎわいづくりに
意欲を示す秋元新市長



◎札幌市が下野幌Ｇ団地跡地活用案を今秋にもプロポで公告
札幌市の副都心、新札幌の再開発がい
よいよ動きだす。札幌市都市局は、下
野幌Ｇ団地の跡地活用案を公募型プロ
ポーザルで今秋にも公告する。再開発で
駅周辺地区ににぎわいを生み出せるの
か、プロポの行方に関心が集まりそう
だ。
新さっぽろ駅周辺地区は、ＪＲ新札幌
駅と地下鉄東西線新さっぽろ駅を擁し、
新千歳空港からの玄関口であるととも
に北広島市民や江別市民なども訪れる。
青少年科学館や体育館など公共施設も
整っている。

地区内では下野幌Ｇ、Ｈ、Ｉ団地の建て替えに伴う集約化が進み、Ｇ、Ｉ団地が余
剰地となる。面積は4.9ha。さらに、札幌副都心開発公社が所有し暫定駐車場として
利用しているＡ－Ｃの区画も合わせると、駅周辺という好立地にある6.9haもの広大
な土地を再開発に使うことができる。
市はこの希少な機会を捉え、地区の活性化に向けたまちづくりを一体的に進めよ
うと、新さっぽろ駅周辺地区まちづくり計画を2015年３月に策定した。計画期間は
2015－24年度の10カ年。
初年度となる2015年度は、まず厚別区厚別中央１条５丁目に位置するＧ団地を解

体。既存の５棟全てが対象で、規模はいずれもＲＣ造、５階、延べ床面積は合わせて
延べ約１万3,350㎡となっている。５月下旬－６月上旬ごろに着工し、10月末ごろ
の完了を目指す。
その後に公告する跡地活用プロポでは、学校や多目的ホールなど文化・教育機能を
中心とした上で、住居や商業、業務機能の集積を図る再開発案を求める。ただ、プロ
ポ実施に関する費用は当初予算で確保されていないため、新市長就任後の補正計上が
前提となる。
余剰地となるもう一方のＩ団地は、2016年度に解体する。同年度にＪ、Ｂの区画
とＩ団地との間を通る道路を一部廃道、移設し、Ｉの跡地とＪ、Ｂを合わせたＩ街区
として造成する予定。プロポ実施に当たっては、これらの一体的活用案を募る方向で
検討している。約700㎡あるＪの区画は民間の銭湯業者に貸し出しているが、Ｉ団地
の居住者退去に伴い銭湯も閉鎖する見通し。
Ｉ街区全体は商業や新規開発ゾーンと位置付け、既存商業地と競合しない多様性の
ある施設整備を求めることにしている。



人材確保の留意点を学んだ

◎建設業の人手不足問題、若手の定着対策について学ぶ
　―建設業戦力アップセミナー開催―

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会は４
月23日、札幌サンプラザで建設業戦力アップセミ
ナーを開催した。市内の企業などから20人が参加
し、建設業の人手不足問題について学んだ。
４―５月に全３回開講するセミナーの１回目。北
海道建設新聞社の荒木正芳常務が「建設業の人材確
保・育成」をテーマに講演した。
荒木常務は、生産年齢人口の将来予測から「いず

れ工事量の増減に関係なく、働き手を巡って産業間競争が激烈になってくる」と指摘。
建設業の魅力を伝える戦略的広報、給料・休暇・勤務時間の新３Ｋ対策などの必要
性を説き、地域で若手技術者を育てる仕組みづくり、仕事と家庭の両立の実現を提言
した。また「建設業にとって非常に大きな壁だが、これを何とかしないと若者は定着
しない」として、発注者・受注者が一体となった現場の週休２日制導入についても投
げ掛けた。
今後のセミナーは、５月28日に札幌サンプラザで３回目を開催。道銀地域総合研
究所の浦田祥範取締役常務が「アベノミクスで建設業はどう変わっていくのか」をわか
りやすく解説する。定員は30人程度。参加費は無料。

◎札幌市が南１条地区まちづくり事業化を15年度以降に先送り
札幌市は2014年度中に事業化を判断する予定だった南１条地区のまちづくりにつ
いて、沿道ビルの建て替えや再開発といった民間投資の動きが見えないことなどから
先送りすることを決めた。年内に開通する路面電車ループ化の影響などを見極めなが
ら、引き続き検討していく。南１条地区まちづくりは、東西が札幌駅前通から創成
川通まで、南北が南２条仲通から大通までの約８haを計画対象範囲とし、南１条通
西１－３丁目間約350ｍの①地下歩行空間の整備②路面電車の延伸③トランジット
モール化－の３点を大きな軸として構想。エリア内には丸井今井やパルコ、札幌三越
など老舗の大型商業施設がある。
上田文雄前市長が公約に掲げ、これまで地上部広場化の整備内容検討とともに交通
影響調査などを実施。当初は2014年度中に事業化の結論を出すとしていた。
１条地区を含む大通地区は、ＪＲ札幌駅前の大型商業ビル開業に伴う客のシフトな
どにより低迷が続く。先に公表された地価公示でも、商業地で長年道内の最高価格地
だった大通地区を札幌駅前が抜いた。
多くの施設が老朽化で更新時期を迎える中、新市長の下で大通地区再生の要となる
南１条地区が今後どう位置付けされていくのか、注目されている。



◎札幌市財政局が総合評価の改正内容を公表／２タイプ新設
札幌市財政局は、４月公告分から適用す
る総合評価方式の改正内容を公表した。従
来の３タイプに加え２タイプを新設するほ
か、評価項目などを見直す。新規の人材育
成型と地域貢献型では、若手技術者の育成
や除排雪事業などに取り組む企業が落札し
やすくなるよう、評価項目によって、高い
ものでは2.5－３点を加点する。
改正に伴い、従来までの簡易型を「計画
審査型」、特別簡易技術評価重視型を「実績
評価Ⅰ型」、特別簡易地域貢献重視型を「実
績評価Ⅱ型」に改称。新たに若手技術者や
女性の活用などを評価する「人材育成型」
と、除排雪や地域貢献活動などを評価する
「地域貢献型」を設定する。既存３タイプの
評価項目見直しでは、主要建設機械の保有
状況、登録基幹技能者・有資格者の雇用状

況、配置予定技術者の雇用年数―の３項目を共通して追加。さらに、実績評価Ⅱ型は、
企業の工事成績平均点や現場代理人の従事経験、本店所在地を評価項目に加えること
にしている。
また、評価対象を拡大する項目を見ると、３タイプ全てで過去５年間の市の工事表
彰回数について、５回以上で最高の2.5点を付与。過去３年間の災害対応などの活動
実績では、従来の災害防止協力会や札幌市管工事業協同組合に加え、電気や空調、下
水処理設備などの協定を団体加入も評価。過去５年間の雪対策事業などの従事実績は、
従事年数などによって0.5点刻みで加点していく。これまで自動的に加点されていた
過去５年間の工事表彰回数や雪対策事業などの従事実績について、入札参加者が任意
の工事に加点申請を行うことで評価対象とする方法に変更する。
一方、新設となる人材育成型では、職種を限定せず過去３年間の新規学卒者の雇
用状況を評価するほか、配置予定技術者を年齢ごとに区分し、最高３点を加える。
女性の活用や配置予定技術者の資格保有状況によっても加点する仕組みだ。地域貢
献型では、公共工事の施工実績や工事成績平均点、手持ち工事の状況や災害対応活動、
雪対策への従事、ボランティア活動の取り組みなどを評価。過去３年間の災害対応
などの活動実績、建設機械保有状況、過去５年間の雪対策事業の実績などは実績評
価Ⅰ型などと同じ仕組みで加点。ボランティア活動への参加は具体的な活動を示し、
市が実施している福祉除雪の地域協力員として参加した場合などに１点を加える。



◎道がんセンターが全面建て替えの設計・監理をプロポで入札
国立病院機構北海道がんセンター（札幌市白石区菊水４条２丁目３の54、近藤啓
史院長）は、同センター全面建て替え整備の基本実施設計・工事監理業務を公募型プ
ロポーザルで入札する。札幌市白石区菊水４条２丁目にある現センターは、敷地面積
１万5,633㎡、建物延べ３万5,614㎡の規模で、病床数は一般520床を構える。
築後30年以上が経過し、駐車場も手狭なことから改築を計画。市道を挟んで南西
側隣接地を取得できたため、地下鉄菊水駅が近く利便性の良い現在地で建て替えるこ
とにした。業務内容は基本実施設計、工事監理の全て。技術提案書の提出を求め、入
札を経て、2021年12月28日を履行期限に設定した。北海道がんセンターは1999
年の国立病院再編見直しに伴い、道内のがん基幹施設として位置付けられ、がん分野
における診療・研究・教育研修・情報発信で先端的な役割を担っている。

◎ＪＲ北海道が新苗穂駅の設計に６月にも着手／ 18年度供用へ
ＪＲ北海道は2015年度から、新たな苗穂
駅の整備事業を始める。駅舎の面積は延べ約
1,000㎡を想定。白石駅と同様の橋上駅とし、
６月にも設計に着手する。現在の苗穂駅（札
幌市中央区北３条東13丁目）の300ｍほど
西寄りに整備する。着工は2016年度。ホー
ムは、札幌・小樽方面行きと岩見沢・苫小牧
方面行きの各１面となる。
６、７月から設計に着手し、併せて2015、
16年度の２カ年で構内配線の変更工事を進

める。ホームと駅舎は2016年度から2018年度にかけて建設。2018年度中の供用を
目指している。施設の詳細についてＪＲ北海道では「設計を実施した上で具体化させ
たい」（広報部）としている。

◎住友不動産が札幌の伊藤邸敷地に高層ＭＳ／ 15年中に着工へ
住友不動産が、札幌市中央区の伊藤義郎氏（伊藤組土建名誉会長）の邸宅敷地に、延
べ４万㎡超の30階建て高層マンションを建設することが分かった。伊藤組土建と北
海道日建設計に依頼し、設計作業を進めている。年内の着工を目指している。
地下１地上30階の高層マンションで、面積は付属のエレベーター式駐車場も含め
延べ４万3,790㎡となる。高さは99.95m。同敷地にはこれまで建築高33mの規制が
かかっていたが、現在は高さ100mまで建てることができる特別地区計画エリアに指
定されている。今回の計画を受け、５月下旬から建築審査会を開き、終了後に確認申
請手続きを進める流れだ。施工業者は未定。工事の開始は最短で12月となる。

新たな苗穂駅の整備予定地



◎国家戦略特区　特定事業が本格スタート
東京圏の国家戦略特別区域内で、都市再生に向けた特定事業が本格的にスタートし
た。東急不動産（渋谷区）と鹿島（港区）は竹芝地区、森トラスト（港区）は「（仮称）虎ノ

門四丁目プロジェクト」について３月20日、そ
れぞれ国家戦略特区の特定事業として内閣総
理大臣の認定を受けたと発表した。いずれも
2019年度の完成を目指す。
竹芝地区の計画は、東急不動産と鹿島が設立
した事業会社・アルベログランデが都有地を約
70年間の定期借地で借り受け、国際的なビジ
ネス拠点を整備するもの。

港区海岸１丁目の敷地面積約１万5,600㎡に、延床面積約20万㎡の複合施設を建
てる。Ａ・Ｂ二つの街区のうちＡ街区には、業務棟として事務所や店舗、コンテンツ
産業の関連施設、新産業貿易センターなどが入る。規模は地下２地上39階建て延べ
約18万㎡。高さ約210ｍ。
Ｂ街区の規模は地上21階建て延べ約２万㎡。高さ約100ｍ。用途は住宅やサービ
スアパートメント、子育て支援施設とする。
浜松町駅から計画地を通り竹芝ふ頭まで行く歩行者デッキも併せて整備する。

◎法定福利費８割超が支払い―標準見積書活用で　国交省調べ
国土交通省は、民間建築工事における社会保険加入状況と法定福利費を内訳明示し
た見積書（標準見積書）の活用状況に関する調査結果をまとめた。これによると、現
場別調査で32.7％、企業別で23.3％が何らかの形で標準見積書を提出されたと回答。
標準見積書の活用が伸び悩んでいる現状が明らかになった反面、標準見積書を提出さ
れた結果、法定福利費を支払った割合は８割以上になり、提出されれば標準見積書を
尊重する傾向も見られた。
調査は、民間建築現場における社会保険の加入状況や標準見積書の活用状況を把握
するため、現場別調査を2014年12月９日～ 19日、企業別調査を2014年12月16
～１月８日にかけて実施した。
現場別は日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会の会員企業の現
場430カ所から4,001件、企業別は3,349件を回収した。
標準見積書の活用状況については、下請け企業に標準見積書の提出を一部でも指
導した元請けは、現場別で19.9％、企業別22.3％あった。内訳明示はしなくても、
法定福利費を含んだ見積書の提出を指導した元請けも現場別で43.5％、企業別で

竹芝地区の全体鳥瞰図



58.9％に達した。
下請け企業からの提出状況では、現場別調査で32.7％、企業別調査で23.3％が何

らかの形で提出されたことがあると回答。ただ、標準見積書の提出を受けた結果、
53.7％が「内訳明示された法定福利費を含む見積金額全額を支払う契約とした」と回
答。「見積総額は減額したが、法定福利費は減額しない」と答えた30.7％を含めると、
法定福利費が支払われた割合は84.4％に達している。

◎三井不動産　新日比谷プロジェクト　鹿島の施工で着工
三井不動産（中央区）は、千代田区有楽町１丁目にある三信ビルディングと日比谷三
井ビルディングの跡地を一体的に開発する「（仮称）新日比谷プロジェクト」に着工し、

３月23日に起工式を行った。施工は鹿島（港
区）が担当。日比谷公園や周辺の劇場・映画館
と連携した芸術文化の発信や、国内外のベン
チャー・中小企業を支援するビジネス連携拠点
として、「国際ビジネス・芸術文化都心『日比谷』
のまちづくり」をコンセプトに掲げる。2018
年１月末の完成を目指す。
同プロジェクトは、日比谷通りに面し、東京

宝塚ビル（東京宝塚劇場）や日本生命日比谷ビル（日生劇場）の北側に位置するエリア。
オフィスや店舗、文化交流施設などを配置した地下４階地上35階建て、延床面積約
18万9,000㎡の複合施設を建設する。
建設地は千代田区有楽町１ノ１ほか。敷地面積は約１万700㎡。都営三田線の日比
谷駅に直結。東京メトロ日比谷線と同千代田線の日比谷駅間をつなぐバリアフリーの
地下通路も整備する。　　　　　　　　　　　　　　

◎建設技能労働者処遇改善を　賃金･単価引き上げ決起集会
全国建設労働組合総連合（全建総連）は３月25日、東京都内で「賃金・単価引き上げ

中央決起集会」を開き、「建設技能労働者・職人の処遇改善と若年者の入職促進のため、
賃金引上げと法定福利費の別枠確保の運動を全国各地でさらに大きく展開していく」
などとした決議を採択した。集会に招かれた自民党・公明党など各党の代表も口々に
建設技能労働者・職人の処遇改善の必要性を指摘。全建総連の主張にも理解を示し、
政策への反映に協力していく姿勢を強調した。
勝野圭司書記長は「建設業の就業者数はピーク時に比べて27％も減少した。大工に
いたっては25年間で半減している」と指摘。「就業者の３割が55歳以上、29歳以下
１割、10代の大工にいたっては全国でわずかに2,150人だ。担い手不足は深刻な状
態に陥っており、10年後には住宅やインフラの維持すら危ぶまれる」と述べ、建設業
の持続可能性に対する危機感をあらわにした。　　　　　　　（以上、建通新聞東京）

日比谷交差点からの鳥瞰パース




