


◎補助事業に手厚く計上、農業農村も400億円台に
　―2016年度北海道開発事業費第２次補正予算案

国の2016年度第２次補正予算案がまとまった。北海道開発予算のうち一般公共事
業費に当たる道開発事業費は、国費ベースで956億6500万円。ことし１月に成立し
た補正を16.9％上回る。農業が中心だった前回補正とは異なり、道や市町村が事業
主体の補助事業や交付金が中心となっている。開発局や道では、国会での成立後に順
次発注を進めていく方針だ。
今回の補正では①21世紀型のインフラ整備②防災対応の強化③地方の支援の3分
野に必要な経費を計上した。21世紀型のインフラ整備では、外国人観光客4,000万
人時代に向けた大型クルーズ船の受け入れ環境整備、輸出拠点としての漁港整備、畜
産・酪農収益力強化総合プロジェクトの推進や物流ネットワークの強化、渋滞対策、
国際バルク戦略港湾の機能強化も実施する。
防災対応の強化では、340億円を計上し、河川、道路、空港、廃棄物処理施設、農
業水利施設、山地、漁港の防災・減災、老朽化対策を進める。地方の支援は、無電柱
化や交通安全対策、水道施設の整備によって地方創生を推進する。

事業別に見ると、農業農村整備が最多の439
億6200万円。１月の補正にはおよばないが、
400億円台を確保し、補正総額の５割近くを占め
る。道や札幌市など市町村が実施する社会資本
総合整備は129億6000万円で、農業農村に次ぐ
規模を確保した。
2016年度の公共事業費を、年度内の執行規模
という観点で整理すると、16年度は、当初およ
び１月の補正予算、そして今回の経済対策に伴
う補正予算の合計となる。総額は7,091億円と
7,000億円台に達している。同様の手法で集計し
た15年度予算と比べると、総額では29.4％増と
３割近くの増額となっている。
事業別に見ると、農業農村が2.3倍の1,727億
円と突出した伸びを示し、予算額でも道路に次ぐ
規模を確保。２回の補正で1,000億円台の予算を
確保したことが大幅増につながった。このほか、
市町村が事業主体となる水道や廃棄物処理も大
きく伸びている。両事業とも補正が当初予算を



大幅に上回る状況となっている。
北海道建設業協会の岩田圭剛会長は「2016年度第２次補正予算案が閣議決定され、
昨年度の補正予算額と比べ大幅に増加している。いわゆる秋枯れが懸念される中、早
期発注により、建設業界にとって、明るさを取り戻す予算案を決定していただいたと
感謝している」と話している。
一方、国の補正予算編成を受けての札幌市の補正は、学校施設や道路・街路、公園、
水道・下水道など幅広い事業で予算化を予定している。国の2次補正関連の予算案は、
12月の４定市議会での上程を目指し、年明けの２－３月にかけて入札する方針だ。
現時点の要望額としては、学校施設では澄川小や中央小などの改築やリニューアル
改修などの補助分として国費ベースで約20億7,000万円を要望している。札幌市水
道局は、２億7,000万円を要望している。大部分を、既に発注が済んでいる豊平川水
道水源水質保全事業に投じる。建設局土木部所管の道路・街路事業では、国費ベース
で最大22億円を要望している。橋梁の長寿命化修繕や耐震補強などを予定している。

2017年度要求、農業農村が22％増に

８月末に決定した2017年度北海道開発予算の概算要求額のうち、道開発事業費は、
国費で前年度比17.3％増の6,234億円、事業費ベースで17.3％増の7,658億円を要
求となっている。前年度に引き続き、農業農村整備や空港など食と観光の分野に予算

が重点化された。優先課題推進枠は
1,437億円を計上し、道路整備や農林
水産基盤整備、自治体の交付金事業な
どに上積みした。
国交省北海道局は、①人が輝く地域
社会の形成②世界に目を向けた産業
の振興③強靱で持続可能な国土の形
成－の３項目を概算要求の重点事項
に設定。第８期北海道総合開発計画の
推進に必要な要求額を計上した。
事業別では、農業農村が22％増と
補正予算と同様に大きく伸び、道路
は、16％増を要求。2017年度の開通
を目指す道横断自動車道陸別町小利
別－訓子府間（16㎞）と日高自動車道
日高門別－仮称・厚賀間（14.2㎞）で
供用に向けた工事を推進する。治水
は、19年度の完成を目指して千歳川
遊水地群の工事進ちょくを図る。



◎記録的な豪雨で公共施設に甚大な被害　
　―各地の建設業者、24時間体制で復旧作業に取り組む

８月に相次いだ台風の上陸などによる記録的な大雨は、北海道に甚大な被害をもた
らした。空知川や十勝川で堤防が決壊し、274号日勝峠など道央圏と道東圏を結ぶ幹
線国道が寸断された。公共施設の被害額は1,700億円を超え、1981年のいわゆる「56
水害」に次ぐ災害となっている。未曾有の災害発生を受けて、各地の建設業者は、行
政と連携しながら、総力を挙げて復旧工事を進めている。地域住民の安全と安心を守
る建設業は、その役割を着実に果たしている。
８月の北海道は17日から23日にかけて３つの台風が相次いで上陸した。オホーツ
ク管内の常呂川や石狩川、天塩川などで洪水が発生し、農地が水につかるなど甚大な
被害が発生した。
しかし、これらの台風から１週間後、北海道に接近した台風10号による記録的な
大雨は、それまでの台風被害を遙かに上回る大災害を引き起こした。空知川や札内川
など複数の河川で氾濫や堤防の決壊が相次いだ。
南富良野町幾寅地区の空知川では左岸堤防が決壊。水が市街地まで流れ込んだ。ま
た、274号日勝峠では多数の橋が落橋し、複数箇所で斜面もろとも崩壊するなど甚大
な被害が発生している。

９月に入ってからも、稚内市や利尻島で豪雨による土砂崩れや道路の冠水などの被
害が発生し、さらに９日には、羅臼町の国道で道路巡回中の建設会社職員が土砂崩れ
に巻き込まれて死亡するなど、豪雨による被害は人命にまでおよんでいる。
一連の台風による公共施設の被害額は、道や市町村で約955億円、北海道開発局
が所管する道路や河川で750億円程度と見られている。しかし274号日勝峠などは、
道路が寸断されているため、調査に行けない地区もあり、被害額はさらに膨らむ可能
性がある。
今後は、災害査定を経て復旧額が決定し、災害復旧工事が本格化するが、河川につ

崩壊した道路（274号日勝峠） 総力挙げて復旧作業に取り組んだ



いては、現場を視察した国土交通省の災害査定官が、現状の施設を強化する「改良復旧」
の必要性について言及していることから、堤防のかさ上げや河道断面の拡大など、災
害に対してより強い施設として整備が進む可能性も出ている。
一方、未曾有の災害に対して、道内各地の建設業者は迅速に対応した。決壊した堤
防の土嚢積み、排水ポンプ車の出動、道路になだれ込んだ土砂の除去、寸断された道
路の仮道・仮橋の整備など、各企業や建設業団体は、すべての人員と資機材を投入し
て、24時間体制で復旧に取り組んできた。
道路については、すでに応急復旧工事が完了し、通行が確保された路線がある一方
で、道央圏と道東圏を結ぶ動脈である274号日勝峠は、被害が広範囲かつ壊滅的で
あることから、開通の見通しが立っていない。
道路や河川の復旧工事は膨大なものとなることが予想されるが、住民の暮らしを支
えるインフラの一刻も早い復旧に向けて、建設業の存在は欠かすことのできないもの
となっている。

◎振興局農業が８割増、総額も２けたの伸びに
　―2016年度８月末の開建、建管、振興局農業発注額

2016年度８月末の開発建設部、建設管理部、振興局（農業）の発注額は、１月に成
立したＴＰＰ補正の影響で、振興局が前年度同期比８割増の金額となっている。今後
成立する第２次補正予算でも、農業農村整備に多額の予算が計上されていることから、
同事業の発注増傾向は当面の間続く見通しだ。
３機関の発注総額は3,386億円。前年度同期と比べ約300億円、10％の増を見せ
ている。建設管理部は社会資本総合整備交付金減額の影響などにより、２けたのマイ

ナスとなっているが、開発
建設部は8.5％増を示し、
振興局農業では、約1.8倍
の536億円に達している。 
振興局農業の大幅増は、
１月に成立した2015年度
補正予算によるもの。この
補正では、振興局農業の
事業となる補助農業に463
億円が計上されている。
2016年度当初予算と合わ
せると728億円となり、前

年度の約2.6倍に達する。今後国会で審議される第２次補正予算でも、補助農業に
400億円規模の予算が見込まれていることから、振興局農業の発注は当面高水準で推
移する見通しだ。



◎賃金や勤務時間への誤解多数、建設業離れの要因に
　―宗谷建設青年会が高校生や保護者1,361人にアンケート

北海道内の若手建設会社経営幹部で構成する北海道建青会は、９月16日に開催さ
れた全道大会で、高校生らを対象としたアンケート結果を発表した。大会を主管する
宗谷建設青年会（斎藤敬介会長）が、宗谷管内７校の高校生・保護者・教師1,361人を
対象に実施したもの。回答からは、建設業の賃金や勤務時間への誤解や認識不足があ
り、こうした事情などから、建設業への就職を反対する保護者が全体の３分の１を占
めている現状が明らかになった。宗谷建設青年会はアンケート結果を踏まえ、出前講
座や意見交換会を実施し、イメージ改善に努め、成果を出し始めている。
アンケートでは、建設業の将来性ややりがい、賃金、勤務時間などについてのイメー

ジを聞いた。建設業のＰＲ活動への認知では、３者とも「知らない」との回答が多数を
占め、業界団体の行っている活動が十分に伝わっていないことが浮き彫りとなった。

賃金に関する設問では、
保護者と教師の約半数が
「安い」と回答。生徒は「安
い」「分からない」が30％台
半ばだった。勤務時間につ
いては３者全てが「長い」と
回答し、特に生徒は約４分
の３が「長い」と答えてい
る。就職希望では、生徒と
保護者が「賃金・給与」、教
師は「仕事のやりがい」を重
視している。しかし、建設

業への就職希望を尋ねると「希望する」という生徒の割合が全体の4.4％にとどまって
いることが判明。希望しない理由としては「他の業種に魅力を感じる」「自分に向いて
いない」との声が多くを占めた。
また、保護者が子どもから建設業に就職したいと相談をされた場合、「賛成」「反対」

「分からない」は全て約３分の１とほぼ同じ割合だった。反対する理由（複数回答）とし
ては「給料が安い・不安定」が約半数、「公共事業費の削減など将来性がない」とする理
由も４割近くを占めた。
宗谷建設青年会では、このアンケート結果を踏まえ、高校での出前講座や保護者と
の意見交換を開催。16日に開催した全道大会では、こうした活動の内容についても
紹介した。斎藤会長は「建設業に対する誤解が多く、そうしたことも建設業の若者離
れの一因になっているのではないか。出前講座を通じて理解が深まったと感じている
ので、さらに効果的なＰＲ活動につなげていきたい」と話している。



函館駅前市有地等整備事業の
外観イメージ図

◎函館駅前市有地整備事業の最優秀提案者に大和ハウス
函館市は、函館駅前市有地等整備事業プロポーザルについて、最優秀提案者を大和
ハウス工業に決めた。交流広場、商業施設、ホテル＆サービスアパートメント（ＳＡ）

から成る拠点を提案。13階建てのホテル
をはじめ、２棟で延べ１万3,456㎡の規模
を見込む。開業は2019年５月を予定して
いる。
同事業の用地は、函館市若松町43の５
ほかの9,887㎡。市が公募主体となり、市、
ＪＲ北海道の所有地を一体的に整備する民
間事業者を５月から募り、３者から提案書
の提出があった。大和ハウス工業の提案に
よると、交流広場の西側にホテル棟（ＲＣ
造、13階塔屋１階、延べ１万2,234㎡）、

東側に店舗棟（Ｓ造、平屋、延べ1,221㎡）を配置し、専用駐車場142台分を計画。「和」
のおもてなしをキーワードに、観光と交流によるにぎわい創出の拠点を生み出す。
函館の顔にふさわしいホテルと滞在型観光に適したＳＡを整備。客室は18－46㎡
のゆとりある空間にする。商業施設は、函館の食材を使ったレストラン、特産品販売
など地元企業が中心のテナント構成を想定。宿場町の街並みを再現しつつ、駅前広場
との一体性・連続性を持たせる。

◎倶知安町花園地区リゾートは宿泊施設だけで延べ５万㎡
香港の不動産開発会社パシフィック・センチュリー・プレミアム・ディベロップメ
ンツ（ＰＣＰＤ）と米国のホテルグループのハイアットホテルアンドリゾーツが倶知安
町花園地区に計画しているホテル、コンドミニアム建設の全貌が判明した。６棟から
成る施設群の整備を予定し、ホテルとコンドミニアムだけでも総延べ面積は５万㎡を
超える。2017年春に着工する見通しだ。
ＰＣＰＤ傘下の日本ハーモニーリゾート（本社・東京）が運営する、ニセコＨＡＮＡ
ＺＯＮＯリゾートの敷地に整備するもの。ＰＣＰＤの担当者が明らかにした同計画の
名称は「ＨＡＮＡＺＯＮＯホテル・ブランデッドレジデンス建設計画」。ホテル２棟、
コンドミニアム２棟と、これに付随するレストラン棟、宴会や講演の場となるイベン
ト棟の計６棟を建設する。2017年春に着工、19年開業を目指している。コンセプト
デザインは竹中工務店が担当。全棟がＳ一部ＲＣ造となる見込み。
ホテルは、地下２地上５階、延べ２万3,500㎡、客室100室に室内プール、ジムな
どを設ける。コンドミニアムは、地下１地上９階、延べ２万7,400㎡の規模。客室は
ホテルと同じく100室とする。近く設計、施工を一括で発注する見通し。



◎札幌市の１―６月新設住宅着工、大幅に回復
　―サービス高住などの着工受け、貸家が36％増 
札幌市の2016年上半期（１－６月）新設住宅着工は、前年同期比24.8％増の8,071
戸と大幅に回復した。微減の分譲住宅を除く全てがプラスで、特に貸家が35.7％増
と大幅な伸び。2007年を最後に１万戸を割り込んだ状態は続いているが、2009年
に4,000戸台まで落ち込み、その後も6,000戸台が中心だった状況からは大幅に改善
している。専門家からは「サービス高住など福祉関係で底堅い。低金利などもあり、
下期も好調は維持するのでは」との見方が示されている。
国土交通省の住宅着工統計を基に集計したもの。2016年上半期を単月で見ると、
２月を除いた全ての月で前年を上回り、１、３月は約５割増、５月は約６割増と増加
幅も大きかった。

１―６月の利用別では、
貸家は35.7％増の5,217
戸、給与住宅が3.6倍の18
戸のほか、持ち家はリーマ
ンショック後の影響時をも
下回った前年から18.2％
増の1,581戸に回復。た
だ、分譲は4.5％減の1,255
戸とわずかに前年を下回っ
た。
一方、６月単月では、全

体が1,641戸で15.3％増加している。持ち家が7.2％増の371戸、貸家が25.8％増の
1,117戸、給与住宅が4.3倍の17戸とプラスだが、分譲は26.5％減の136戸という
内訳だ。
６月の区別は、北区が72.3％増の305戸と最多。これに東区が2.2倍の262戸、中
央区が33％減の256戸と続く。前年比は厚別区が6.5倍と大幅な伸びを示すなど５
区がプラス、西区が33.7％減など５区がマイナスとなっている。
不動産市況に詳しい住宅流通研究所（本社・札幌市中央区）は、2016年上半期の状
況について「全ての用途が順調に回復している」と分析。道内全体ではマイナスになっ
ている持ち家も市内は好調で、貸家も引き続きサービス付き高齢者住宅など老人福祉
関連施設で底堅いとしている。
下半期については、住宅市場で効果が高い持ち家が中心となって下支えするほか、
低金利状態という環境が続き、「プラスのムードが続いていくのでは」と予測している。



◎旧月寒ドーム跡地利用案／札幌市が６割取得、民間に４割売却
道立産業共進会場跡地（旧月寒
ドーム）の利用方針案がまとまっ
た。取得希望する札幌市に敷地面
積の約６割を、残り４割を民間に
それぞれ売却する内容。民間売却
は公益性の高い利活用に限定する
方針だ。道は2017年２月に民間
への譲渡を公募する考えだ。
札幌市豊平区に位置する同会場
は、今年３月に閉鎖。敷地面積は
12万2,700㎡。跡地利用には冬

季五輪・パラリンピックの招致を目指す札幌市が、大会のメインメディアセンターの
候補地として挙げていることから譲渡の協議を道と進めている。同市は、旧月寒ドー
ムの施設を中心に７万8,527㎡の用地取得を希望している。残る４万4,173㎡は民間
に売却する方針だ。現在、都市計画法に基づく用途地域には住宅や学校などが建設可
能な第１種低層住居専用地域に指定されているが、道は公共性の高い土地利用を想定
しているため、民間売却では公益性の高い利用を求める。
ドームは老朽化が著しいため、道が本年度に設計を進め、2017年８月に解体する
見通しだ。

◎円山動物園アジアゾウ展示施設の基本設計まとまる
札幌市円山動物園は、アジアゾウ展示施設新設の本体工事を年内にも発注する方針
だ。基本設計では、屋内施設がＲＣ一部Ｓ造、地下１地上２階、延べ3,406㎡、屋外
放飼場が約3,000㎡を想定。国内で事例のない屋内プールも設置する計画で、プール
内部をガラス越しに見られる施設もアジア圏で初となる。
ミャンマーから計４頭のアジアゾウを導入する同園では、2018年秋の獣舎オープ
ンを計画。施設の基本・実施設計を大建設計で進めている。新施設は、近く解体する
熱帯動物館跡地に建設。エンリッチメントに配慮し、砂床の採用や積雪寒冷地対策用
のロードヒーティング、飼育員の安全確保とゾウのストレス軽減の双方を兼ねるプロ
テクテッドコンタクト方式のトレーニングエリア設置など、随所に工夫を施す計画。
さらにプールは、当初、屋外に雄、雌用を１カ所ずつ整備する予定だったが、屋内
にも１カ所を追加。冬季も水浴びができるようになるため、ゾウの健康維持とストレ
ス軽減を図ることができる。建設費は当初見込みの約20億円からさらに膨らむ見通
し。年内に工事を発注し、2017年１定市議会での議決を経て、2016年度内に着工
したい考えだ。



◎札幌市2015年度の除雪契約実績は122億円／少雪傾向で１割減
札幌市の2015年度除雪費の最終契約額がま
とまった。少雪傾向で出動回数が伸びなかった
ため、10区合わせた契約額は121億6,232万
3,000円と前年度実績を9.7％下回った。
昨シーズンの降雪量は、札幌管区気象台によ
ると428㎝で前年を61㎝上回ったものの、例
年多いはずの１－２月の降雪量が少なかった
ため出動回数は減少。地域が費用の一部を負担
して除排雪業者に委託するパートナーシップ
排雪をキャンセルする団体も多かった。
2015年度の当初契約額は、前年度同期比

11.3％増の125億3,822万6,000円。道路除雪が11.5％増の116億2,057万3,000
円、雪堆積場が9.7％増の７億8,004万5,000円、施設維持管理が1.0％増の１億3,760
万8,000円という内訳。これに対し実績額は、道路除雪が9.7％減の111億7,507万
8,000円、雪堆積場管理が9.5％減の８億3,388万5,000円、施設維持管理が10.2％
減の１億5,336万円で、合わせて9.7％減の121億6,232万3,000円。雪堆積場への
搬入量は前年度より３割少ない1,300㎥にとどまった。区別で見ると、2014年度実
績比が前年を上回ったのは厚別区のみ。これ以外は軒並みダウンで、中でも北区は
23.5％も減少した。

◎成績重視型入札の基準点算出方法を見直し／札幌市財政局
札幌市財政局は、成績重視型入札の基準点算出方法を見直す。これまでは各案件と
も一律で参加可能業者数20者を確保できるよう算出していたが、10者を下限に、上
限は工種・等級別に定める業者数の割合に応じて設定。型式、工（業）種、等級区分に
よっては、３―５点基準点が高くなる場合があり、契約管理課では「告示別表を十分
確認した上で参加してほしい」と注意を呼び掛けている。
一定基準以上の工事成績平均点を参加条件とする成績重視型は、土木や下水道など
７工種のＢ等級以上が対象で、成績平均点の評価年数は５年型と２年型の２タイプを
運用。委託では2014年度から測量Ｂ等級に２年型を導入している。同局は、今年２
月に制限付き一般競争で地域要件を設定できる応札可能業者数を20者から10者に緩
和したことを踏まえ、10者を下限としつつ、上限は実績業者数に応じ、工種・等級
別の割合（非公表）により柔軟に応札者を確保できるよう運用を見直すことにした。
これにより市長部局では、管Ｂ等級以外の全工（業）種・等級で成績重視型が導入可
能となる。成績重視型の成績平均点算出対象期間が５年型は2011年度から、２年型
は14年度からに切り替わる。



◎札幌技能フェスに2,000人が来場／ものづくり体験が人気
第15回札幌技能フェスティバルが8月７日、
札幌市産業振興センターで開かれた。親子連れ
など約2,000人が来場し、技能への理解を深め
るとともに、ものづくりの楽しさを実感した。
実行委員長の細坂一美札幌地方職業能力開発
協会長が「ものづくりの楽しさや達成感を子ど
もや市民に知ってもらうことを目的に開いてい
るが、各ブースで工夫を凝らしていると思う」
とあいさつした。　

会場では鉄筋、型枠、板金、配管、建具などの各団体がブースを設け、それぞれの
職種をＰＲ。中でもものづくり体験コーナーが人気で、型枠では取り付け、建築では
椅子製作、左官では壁塗り、鉄筋では切断、タイルではモザイクタイル、板金ではネー
ムプレートづくりなどに多くの子どもたちが挑戦した。技能士たちは作業手順などを
丁寧に指導。参加者は出来上がった作品に満足そうな様子だった。

◎札幌タイル煉瓦工事組合が白石区でタイルアートに協力
札幌タイル煉瓦工事組合は、７月24日から
札幌市が取り組んでいる”白石こころーど”の
トンネル壁面へのモザイクタイルアート制作に
協力し、タイル張りの指導に当たった。
市は、普段は暗いトンネルを明るくし、トン
ネル内の落書きを防ぐことを目的に、2005年
度からタイルアート制作を実施。同組合が協力
するのは３回目となる。対象は白石区東札幌２
条３丁目の東札幌ボックス橋。白石区が東札幌
小児童、日章中生徒らと開いた、図案を考えるワークショップでの意見を踏まえ、彫
刻家の原田ミドーさんがデザインを担当した。テーマは「過去・現在・未来」。今回は、
過去から現在の様子として、野ウサギやフクロウ、ＳＬが走っている様子や、次第に
始まった宅地開発などの様子を表現した。対象面積は約42㎡で、２万5,000枚以上
のタイルを使用。材料は北海道タイル協会から提供を受けた。
原田さんは「職人とデザイナーが一つのチームになり、そこに地域の人が加わるこ
とで味わいが出る。子どもたちの思い出になれば」と笑顔を見せ、指導に当たった佐
藤章組合長は「中には小学生で作業に参加し、中学校に上がってからまた来てくれて
いる子もいると聞いている。この取り組みを通して、タイルに興味を持ってくれた」
と話していた。

多くの参加者が匠（たくみ）の技
に触れた

最後は組合の職人が丁寧に仕上
げた



 ◎「総合評価と施行成績の傾向と対策」セミナーに160人参加
　―施工計画や施行成績の高評価に向けたポイント学ぶ

北海道建設新聞社は９月２日、札幌サンプラザで「総合評価と施行成績の傾向と対
策」と題したセミナーを開いた。全道から建設業者の担当者や役員ら約160人が参加。
北海道開発局や北海道庁、札幌市など主要官庁の総合評価や工事成績評定について理
解を深め、成績アップのポイントなどを学んだ。
セミナーは２部構成。第１部は北海道開発技術センター企画部長の山崎達哉氏が、
総合評価方式と工事成績の対策と傾向について、開発局職員だった当時の経験を織り
交ぜて講演した。
山崎氏は、職員時代の経験を生かし、各地で開発建設部の若手技術者に対して施行
成績評定のポイントなどを指導した際の写真を示し「設計書通りに作るのではなく、
利用者にとって使いやすい施設とは何か、また、メンテナンスコストを考え、どのよ
うな機能が望ましいかを常に考えながら施工することが重要だ」と指摘した。
また、規模が小さくても手間がかかる工事や、人家の密集地帯、自然災害の発生など、
施工に際してはさまざまなアクシデントや悪条件があるが、これらを克服すると施行
成績のアップや表彰選考の際のアドバンテージになることを指摘し「ピンチをチャン
スととらえることが必要だ」と述べた。
第２部は、道内の建設会社で現場監督を長年務め現場のイメージアップや創意工夫
の方法を指導している、建設ＩＴ職人組合ＫＲＥＩＳ（クライス）の佐々木実代表が登
壇。施工計画と創意工夫の分野で発注者にアピールするポイントを解説した。

佐々木氏はまず、中小建設会社における
「技術力」とは「事前に問題を見つけ、提案
し解決する力」と定義。その上で「どんなに
良いことを行っても、相手に伝わらなけれ
ば、行っていないことと同じ」と指摘し、
相手の要求を満足させるだけの書類ではな
く、現場の取り組みがはっきりと魅力的に
相手に伝わるような書類の見せ方、作り方
が重要だ」と話した。
具体的には、福岡県のある舗装工事現

場を紹介。1,500万円の請負額で難易度の低い現場だったが、担当技術者が、佐々
木氏のアドバイスを受け、地域の課題などを真剣に考え、その解決のための施工方
法や工程管理を実践したことで、県内でもトップクラスの84点という好成績を達成
したことを報告。「現場の成果について共感を持って受け止めてもらうための過程（ス
トーリー）を考え、監督員へアピールすることで、高評価を得ることが可能だ」と説
明した。

全道各地から約160人が参加した
　　



◎住友不動産が北４東１に超高層マンションを計画
住友不動産北海道支店（札幌市中央区
大通西４丁目６の８、松田昭支店長）は、
超高層分譲マンションを新築する仮称・
北４東１計画を構想している。延べ面
積約２万㎡で、戸数は177戸を見込む。
2017年２月上旬ごろの着工を予定して
いる。
計画によると、建物はＲＣ一部Ｓ造、
地下１地上31階、延べ２万170㎡の規
模で、高さは105ｍを想定する。住戸
数は177戸を見込み、２ＬＤＫ29戸、

３ＬＤＫ148戸で構成する予定。前田建設工業が設計施工を担当する。
建設地は、創成川通沿いの中央区北４条東１丁目１の１で、現在は時間貸しの駐車
場として利用されている。敷地は2,324㎡の広さで、ホテルモントレ札幌の隣接地。
ＪＲ札幌駅などが近く、利便性が高い。2019年３月ごろの完成を目指している。

◎ＪＡ三井リース建物がススキノで200室超のホテルを着工
ＪＡ三井リース建物（東京都中央区銀座８丁目13の１、保崎隆行社長）は、中央区
南５条西６丁目で計画するホテルの新設を岩田地崎建設に依頼し、着工した。200室
を超える部屋数を想定し、運営は別会社に委託する。当初、大和ハウスグループのフ
ジタ（本社・東京）がホテル建設を進める予定だったが、ＪＡ三井リース建物が敷地を
購入し、計画を継続する。完成は2017年11月を予定している。
建設地は、中央区南５条西６丁目13の２ほかで敷地面積1,062㎡。地下鉄南北線
すすきの駅から徒歩５分程度と利便性が高い。フジタが昨年９月にこの敷地とテナン
トビルを取得し、ホテル事業を計画。更地にして建設の準備を進めていた。ＪＡ三井
リース建物は、近年の訪日外国人の急増に伴い、宿泊施設不足の問題を抱える札幌市
内でのホテル展開を模索。地下鉄や繁華街に近いフジタが保有する好立地の敷地に目
を付け、「投資した分の回収が見込める」（同社担当者）と判断し、７月に取得した。
新ホテルの規模は、Ｓ造、13階、延べ約7,032㎡とし、当初計画よりも延べ面積
が500㎡ほど増えている。設計はエーエーアンドサン（本社・東京）が担当。ホテル運
営者は、既に決まっているが明らかにしていない。
同社は、ＪＡ三井リースのグループ会社で、全国各地で商業施設や宿泊施設の不動
産賃貸などを展開。道内では今回のススキノでのホテル建設だけでなく、今後、札幌
市内での商業施設の開発も視野に入れる。同社担当者は「現在、条件が整った物件を
探している段階」と話しており、本道での事業拡大を強める考えだ。

中央区北４条東１丁目のマンション建設
予定地



◎ＮＨＫ放送センター建て替え　第Ⅰ期は情報棟建設
日本放送協会(ＮＨＫ)は、東京･渋谷にあるＮＨＫ放送センターを建て替える。工
事を複数の期間に分け、第Ⅰ期で「情報棟」建設を設計･施工一括で発注する。2017
～ 18年に業者を選定し、18年に設計開始。東京オリンピック･パラリンピック終了
後の20年秋に着工し、放送開始100周年に当たる25年の運用開始を目指す。第Ⅱ
期以降については今後検討する。

建て替え後の放送センターは延べ床面積が約27万㎡。想定建設費は第Ⅰ期･情報
棟が600億円、第Ⅱ期以降の制作事務棟･公開棟などが1,100億円(放送設備を除く)。
全体の工期は約16年間を見込む。
基本計画はＮＨＫが専門家のアドバイスを得て策定した。
第Ⅰ期で建設する情報棟は免震構造。現在の「ふれあいホール」と車路の一部などを
解体して建設する。規模は地下１階地上９階建て延べ約７万㎡。中核となる放送基幹
機能を整備し、現在北館と本館に分かれているニュースセンター ･ラジオセンター ･
国際放送スタジオなどを集中配置。受変電室や配電室などセンター全体の電源インフ
ラを配置する。
第Ⅱ期以降の発注範囲は未定だが、手順としては東館の一部を除却し(2026 ～ 27

年)、「制作事務Ⅰ期棟」建物を建設(28 ～ 30年)する。その後、東館の残りと西･北･



本館を除却(31 ～ 32年)。「制作事務Ⅱ期棟」と「公開棟」を建設する(33 ～ 36年)。人
工地盤や駐車場も36年までに整備する計画だ。ＮＨＫホールは現状のまま残す。
制作事務棟は免震構造で地下１階地上18階建て延べ約16万㎡。４Ｋ・８Ｋ、ＳＨ
Ｖやネット展開に対応する創造空間を整備する。低中層が制作機能と食堂や共用会議
室、ポストプロダクション施設群で、中高層階が一般室。特大映像スタジオを情報棟
側に配置し、緊急時の報道に迅速に対応する。公開棟は耐震構造の４階建て延べ約
２万㎡。「スタジオパーク」や公開スタジオ、特大映像スタジオを設け、エントランス
のアトリウムにレストランやショップ、「ハートプラザ」を設置する。設備は非常用電
源機能を168時間分確保する。液体燃料に加え、耐震化が進んだ都市ガスも併用す
る「デュアルフューエルシステム」の自家発電装置の導入を検討する。
建設地は渋谷区神南２ノ２ノ１(現在地)の敷地８万2,645㎡。

◎ＩＣＴ土工　中小に実演型支援　自治体10カ所でモデル工事
国土交通省は、直轄工事で４月から導入したＩＣＴ土工を地方自治体の発注工事に
拡大するため、中小建設業に対する実演型の支援を行う。2017年度に全国10カ所
程度で自治体にモデル工事を発注してもらい、国交省の費用負担で受注者に施工計画
立案を指導。ＩＣＴ土工に必要な機材も貸与する。モデル工事ごとに、発注者、建設
業者、測量業者、建機レンタル業者などの関係者による協議会を組織させ、モデル工
事で得られた成果を公開。経営層にＩＣＴ土工の効果を実感してもらい、機材･人材
育成に伴う投資判断を手助けする狙いがある。
2017年度予算の概算要求で必要経費4,500万円を要求している。モデル工事の発

注者となる自治体からの求めがあれば、16年度に前倒しで事業を実施することも視
野に入れている。
ＩＣＴ土工は、４月から予定価格３億円以上で標準化されるなど、生産性向上に全
省で取り組む国交省の直轄工事で急速に普及している。ＩＣＴ土工は、自動制御のＩ
ＣＴ建機を使用することで、丁張りが不要になったり、３次元測量データと設計図面
との差から施工量を自動算出できるため、土工の施工管理に必要な時間を従来の５分
の１に短縮できるといったメリットがある。
国交省は、自治体の発注工事にＩＣＴ土工を普及させるためには、機材や人材育成
に投資が求められる中小建設業がこうしたメリットを正しく理解する必要があると考
えている。このため、まず自治体にＩＣＴ土工のモデル工事を発注するよう働き掛け、
その上で、国交省が費用を負担して、受注者に施工計画の立案やマネジメントの指導、
必要な機材(ドローン、計算用ソフト、建機など)を貸与する。
モデル工事の受注者には、施工計画書の公開を求め、協議会に参加する関係者が共
有できるようにする。現場見学会や講習会などの場も設ける。歩掛りの調査など、実
演を通じた効果検証を行い、ＩＣＴ土工のメリットを関係者間で共有してもらう。
　　　　　(以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部)




