


◎市内最大級の再開発プロジェクトが始動
　―新さっぽろ駅周辺地区Ｇ・Ｉ街区公募提案型売却を公募

札幌市は、新さっぽろ駅周辺地区Ｇ・Ｉ街区公募提案型売却の募集要項を公表した。
両街区を一体的に売却するもので、面積は両街区合わせて約5.6 。最低売却価格の
総額は57億5,250万円に上る。Ｇ街区は文化・教育機能を、Ｉ街区は商業機能を核
とし、多様な機能集積を目指している。来年１月４－13日に応募申し込みを受け付
ける。３月中旬に事業者ヒアリングと審査を実施し、同月下旬に仮契約を結ぶ予定だ。
札幌市内では最大級の再開発プロジェクトがいよいよ始動する。
ＪＲ千歳線を挟んで北エリアは商業を中心とする新規開発ゾーンとし、団地跡地と
暫定駐車場とを一体化することで大街区化を実現。南エリアは文化や教育、コミュニ
ティゾーンと位置付け、ふれあい広場や科学館公園の再整備で交流拠点の強化を図
る。売却対象となるのは駅南側に位置し青少年科学館西側のＧ街区1.7haと、地下鉄
新さっぽろ駅東側のＩ街区3.9ha。Ｉ街区には札幌副都心公社所有地で駐車場として
暫定利用されているＢゾーン（0.6ha）も含む。

最低売却価格はＧ街区
が14億4,980万円、Ｉ街
区は札幌市所有分が29億
7,970万円、札幌副都心公
社所有分のＢゾーンが13
億2,300万円となっている
が、Ｂゾーンについては賃
貸借も可能で、契約期間
30年以上50年未満で提案
を受ける。
提案公募に当たり、評価
対象となるのはＧ、Ｉ街区
への機能集積案と配慮す

べき取り組み事項についての提案。評価点と価格点の合計で審査する。Ｇ街区は文化・
教育機能を、Ｉ街区は商業機能を核とし、多様な機能集積を目指している。
配慮すべき項目には①歩行者ネットワークの充実②低炭素型まちづくりの推進③質
の高い景観・都市空間形成④公共貢献⑤まちづくりコンセプト⑥エリアマネジメント
―を挙げた。
特に歩行者ネットワークの充実では、ＪＲ千歳線でエリアが南北に分かれているこ
と、駅は地下鉄とＪＲの重層構造になっていることから、往来しやすく回遊性のある



動線計画を求める。空中歩廊を設ける場合は道路路面から高さ5.5m以上を確保する
こととしている。
このほか、採点対象ではないものの、道路や駐輪場などの整備は事業計画の必須条
件としている。市営住宅に合わせて配置されていた道路の副都心団地５、８、９号線
を見直すため、具体的には５号線の一部と８、９号線を廃道にする一方、利便性確保
に向けて原始林通と７号線を結ぶ幅員16mの新たな道路を整備する必要がある。新
設道路には周辺住民の駅へのアクセスに配慮し、歩道線を接続する。
Ｂゾーンにある駐輪場は撤去。地下鉄７番出口から約100mの範囲内に650台分の
駐輪場を新たに整備する。また、Ｂゾーンにある立体駐車場（447台）は事業者が解体
することになるが、両街区に導入する機能に応じた必要台数分の新駐車場も用意する。
このほか、Ｉ街区内に1,300㎡のプレイロット（遊具広場）を整備する。道路と駐輪場
は整備後、市への寄付を求める。
応募は法人単体か、複数の法人による共同事業者で、土地や建物の所有予定者が応
募者に含まれること。札幌市がことし１月に実施した事業参加を希望する団体との意
見交換では、11団体（20法人）が参加した。今後は11月４日まで質問書を受け付け、
11月16－30日に応募予定者登録を行う。来年１月４－13日に応募申し込みを受け
付ける。３月中旬に事業者ヒアリングと審査を実施し、同月下旬に仮契約を結ぶ予定
だ。

◎11月７日に供用開始、にぎわいの拠点に
　―白石区複合庁舎新築

札幌市が2014年度から整備を進めている白石区複合庁舎が11月７日に供用を開
始する。総工事費に64億円を投じたこの施設は、区役所機能に加え、保育・子育て
支援センター（愛称・ちあふる）や区保健センター、絵本図書館などを配置し、地域
の活性化とにぎわい創出、地域コミュニティーを創造する複合施設としての活用が期
待されている。
白石区南郷通１丁目南22の１に整備する複合庁舎は、ＳＲＣ一部ＲＣ造、地下２
地上７階、延べ１万6,140㎡の規模。市有施設初となる免震構造を採用した。地下２
階で地下鉄東西線白石駅と直結する。主体工事は大成建設・泰進建設JVが担当した。
1－4階に区役所機能が入るほか、1－2階に区保育・子育て支援センター、3－4

階に区保健センター、５階に区民センターの機能を配置し、６階には仮称・絵本図書
館を新設。７階は機械室などとなっている。このほか、庁舎内には、開拓にゆかりあ
る品々や、当時の生活様式を示したパネルなどを飾る郷土資料館も設置する。
また、庁舎に隣接して民間商業施設も新築される。施設規模はＳ造、地下２地上４階、

延べ約6,900㎡の店舗棟とＳ造、５階、延べ約7,000㎡の立体駐車場からなる。店舗
には、ファミリーレストランや居酒屋、定食屋、コンビニエンスストア、美容室、薬
局、銀行などが入居する予定だ。



◎屯田茨戸通整備／屯田西工区に66億円を投入
札幌市が３工区に分けて整備する３・２・616屯田茨戸通4.5㎞のうち、構造物が

主体となる屯田西工区1.3㎞の
概要が固まった。高架・擁壁区
間が大半を占め、総事業費には
約66億円を見込んでいる。安
春川をまたぐセパレート方式の
高架区間は北側が185ｍ、南側
が166ｍで、前後の擁壁は北
側が計453ｍ、南側が計551
ｍという計画。2018年度に高
架の下部基礎から着工する考え
だ。
屯田茨戸通は、北区屯田町の
花川通交点を起点に、国道231

号（創成川通）交点までを結ぶ主要幹線道路。完成後は主要道道札幌北広島環状線の一
部となる。
一般部は路肩0.25ｍ、車道6.5ｍ、停車帯２ｍ、植樹帯３ｍ、歩道３ｍを、3.5ｍ
の中央分離帯の両側に配置し、全幅33ｍで計画している。
整備に当たっては屯田茨戸通の関連整備で延伸する屯田紅葉山通交点と、新琴似通
交点を境に、東から延長1.5㎞の西茨戸工区、1.7㎞の屯田東工区、1.3㎞の屯田西工
区として３分割。西茨戸工区で札幌北広島環状線の一部約410ｍを活用する以外は
新設となる。
2016年度は最初の工区となる西茨戸工区で仮称・創成川橋の下部に着手した。17
年度から載荷盛り土などを順次実施し、21年度までに完了させる。追って屯田東工
区は17－22年度、屯田西工区は18－25年度のスケジュールで施工する計画だ。
最終の屯田西工区は、新琴似第５横通や屯田４番通、安春川と交わる部分を立体交
差化し、大部分を高架・擁壁区間として整備。上部は２径間連続鋼床版箱桁、下部は
逆Ｔ式橋台と壁式橋脚で構成。擁壁は起点の花川通側から、北側が192ｍと261ｍ、
南側が227ｍと324ｍとなる。幅員は擁壁部が26.5ｍ、高架部は11.65ｍの橋梁が
並ぶ計25.8ｍで予定している。
同工区の構造物実施設計は、このほど近代設計・田宮設計事務所JVに外注。2017
年度は残りの設計や用地買収を進め、18年度の着工に備える。
屯田茨戸通は、道央都市圏の都市交通マスタープランで骨格道路網を構成する連携
道路に位置付けられており、圏域を結ぶ新たな大動脈として未整備区間の早期開通が
期待されている。



市役所本庁舎（中央）に隣接し大通に
面するＮＴＴ大通２丁目ビル

◎札幌市がＮＴＴビル取得の意向／土地活用案に広場整備も
札幌市は、市役所本庁舎に隣接す
るＮＴＴ大通２丁目ビルの取得を検
討している。既にＮＴＴ東日本に取
得の意向を伝えており、同社もまち
づくりに協力するという観点から売
却・移転に向けて協議中。市は土地
活用案の一つとして、ここを広場化
することで大通公園から時計台の眺
望を確保する構想を描いている。
広場整備は、大通沿道に建つ同ビ
ルと、その北側にある市の駐車場の
土地を活用する形で検討。時計台を

訪れる外国人観光客らの増大で、写真撮影などのために歩道から人があふれている状
態を改善するだけでなく、大通公園からの眺望を確保し、観光資源として生かす狙い
がある。
同ビルは敷地が2,315㎡、規模がＲＣ造、５階、延べ１万1,500㎡に上る。主にコー
ルセンター機能が中心だが、１階にはミスタードーナツやローソンといった店舗が入
るほか、約200㎡部分は日本郵便が区分所有している状況。隣接する市役所本庁舎や

その前庭とともに、総面積約１万1,700
㎡の大通西２丁目街区を形成している。
一方、市道を挟んで東側の大通西１丁
目街区にはＮＨＫ札幌放送会館と市民
ホールが立地。このうちＮＨＫの土地
は、同会館の移転建て替えに伴って北
１西９丁目の市有地と交換することに
なっており、2021年度には約１万1,600
㎡の街区全てが市有地になる見込みだ。
大通西１、２丁目両街区の一体的な活
用を視野に、市は2008年にＮＴＴ所有

地の取得を同社に打診。その際、移転先として北１西１地区再開発事業で建設が進む
再開発ビルへの入居を提案した。同社は、再開発ビル完成の2017年度までに結論を
出すことにしている。
市はこれら一連の土地利用検討業務を北海道日建設計に委託。この業務には、広場
化に関するイメージパース作成や概算事業費算出も含めている。履行期限は2017年
３月17日までに設定している。



◎中央区役所は現地改築が適切／秋元札幌市長が議会で表明
秋元克広札幌市長は、改築を計画する中央区役所の建設場所について、中央区南３
条西11丁目の現地が適切であるとの考えを明らかにした。規模などは今後検討する
が、敷地面積3,952㎡、容積率400％であることから、最大で延べ約１万5,800㎡の
庁舎建設が可能となる。

９月開催の第３回定
例市議会の代表質問で、
秋元市長が中央区役所
改築について答弁した。
現 庁 舎 は、1972年
の建設で、規模がＳＲ
Ｃ造、13階、延べ１万
3,550㎡。このうち１－
３階部分が区役所、４階
から上が都市再生機構
（ＵＲ）の所有する賃貸
住宅となっている。敷
地が狭いため駐車場の
台数も少なく、駐車待
ちの列が途切れない状
況にある。

秋元市長は、建設場所を現地とすることについて、区民に長年認知されているほか、
地下鉄や市電などの利便性が高いことを理由に挙げた。
2016年度中に現庁舎の現況分析を進めた上で、必要な庁舎規模やＰＦＩなどの事

業手法を検討し、17年度末をめどに庁舎の整備基本計画を策定する考えだ。
賃貸住宅部分については、所有者のＵＲと除却することで合意済み。新庁舎は住宅
との複合化はしない。
入居者の転居期間などを考慮すると、解体は早くとも2019年度で、新庁舎供用ま
でにはさらに６年程度を要する見込み。
敷地の余裕がなく、既存施設を解体しないと新施設に着工できないため、まずは仮
庁舎の確保が必要となる。懸案の駐車場はタワー型の機械式か地下を活用した自走式
のどちらかで整備するもよう。
住宅以外の機能を持たせる複合化の可能性も検討するが、その際、保健センターや
区民センターなどの機能を併設し、11月７日にオープンする白石区役所新庁舎を参
考とする。単純比較はできないが、免震工法を採用した同庁舎は、ＳＲＣ一部ＲＣ造、
地下２地上７階、延べ約１万6,000㎡の規模で、工事費に約60億円を投じている。

駐車場が手狭な現在の中央区役所



◎『事業運営の道しるべ』、事業計画書の作成手法を学ぶ
　―建設業チャレンジ支援センター　2016年度第２回セミナーを開講

建設業チャレンジ支援センターは10月５日、帝国データバンク札幌支店で2016
年度第２回セミナーを開いた。テーマは「事業計画書の作成手法と銀行対策」。鈴江誠
税理士事務所代表の鈴江氏を講師に迎え、経営者の考えを銀行や出資者などへ明確に
伝える事業計画書作成のポイントを学んだ。
はじめに鈴江氏は「事業計画書とは事
業を運営していくための『道しるべ』とな
るもの。書面にすることで事業を進め
ていく上での様々な要素について熟考で
き、不測の事態の発生を確実に少なくで
きる」と説明し、計画書を作成するにあ
たっての考え方、必要な記載項目などを
詳しく解説した。
経営理念と基本方針、将来の目標、ま
ずはこの３つをしっかりと定め会社全体
で共有すること。そして、なぜこの事業をやりたいのか、実現したい目標を記すこと。
自社の限界利益（売上高－変動費）と損益分岐点（限界利益と固定費がイコールになる
点）を把握することで目標売上高や行動計画などの数値が立てやすくなると説明した。
金融機関側から見るポイントとしては、なぜ融資を受けるのか、その資金をどう使
うのか、その結果いつまでに返済できるのかを説明できなくてはいけない。「その回
収性を担保する手段の一つが事業計画書になる」と強調した。
「顧客ニーズの存在と競合他社に対する優位性をわかりやすく示すこと」、「事業に
対する懸念・不安材料は計画書にあって当たり前。リスクを伝えると不利になるから
と何も伝えないのは逆にマイナスになる。打開策を考えてあることが大事」、「経営者
自身がその事業プランに絶対の自信を持って、堂々と答えられることが必須」などと
助言した。
今回のセミナーを開講した同センターは、さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協
議会の委託を受け、帝国データバンクが運営している。建設業経営に関する相談に無
料で応じているほか、セミナー・勉強会も順次開催している。
2016年度のセミナー開講は２回で終了。11月以降の勉強会は、11月９日「決算書
の見方・中級編」、22日「社会保険の基礎知識」、12月14日「工事原価管理の進め方」、
21日「人材確保に向けた労務管理」、１月18日「人材育成と新規事業」の５回開催する。
いずれも会場は帝国データバンク札幌支店(中央区南２西９- １-17) ６階会議室、時
間は15時から17時まで。参加無料、定員は10人で、事前の申し込みが必要。申し
込み・問い合わせは同センター事務局、電話０１１( ２０９) ３６１１まで。

建設業経営者ら10人が参加した



◎８月の豪雨被害額は「56水害」上回る2,806億円に
　―各地の建設業者が全力挙げて災害に対応

観測史上初めて本道に3つ上陸した台風など、8－9月に猛威を振るった豪雨は、
広範囲にわたって甚大な被害を与えた。被害総額は2,806億円と、風水害では過去最
悪だった1981（昭和56）年のいわゆる「56水害」を上回った。今後復旧工事が本格的
に始まるが、調査に入れず復旧の見通しが立たない箇所があり、ＪＲや幹線国道の寸
断が続くなど、その爪痕は依然として道民生活と経済に深刻な影響を与えている。被
害の状況と復旧に尽力する建設業の取り組みをまとめた。
「津波が押し寄せてきたかと思った」。清水町の高薄渡町長は、怒濤（どとう）の勢い
で流れるペケレベツ川の氾濫現場を見て、声を絞り出すように話した。台風10号の
記録的な大雨で壊滅的な被害を受けた同町。川に流されたとみられる町民２人の行方
は今も分かっていない。
本道は8月17日の台風7号を皮切りに、台風13号から変わった今月9日の低気圧
まで、約3週間という短い期間に連続して豪雨災害に見舞われた。

９月27日時点の被害額は道と市町村の合計で1,963億円に上る。国道や１級河川
など国土交通省の道内直轄分は30日時点で844億円。総額2,806億円は、1981年
に発生した「56水害」の2,705億円を上回り、過去最悪の規模だ。このうち、道路や
河川など公共施設関係は2,446億円に達する。未曾有の豪雨災害は、洪水や道路の寸
断を発生させ、住民生活や経済活動に深刻な影響を与えた。しかし、一方で、これま
でに整備したインフラが被害の拡大を防ぎ、早期の復旧を後押しした。
河川の被災箇所を調査した清水康行北大大学院教授は「ダムの洪水調節機能が下流

の洪水被害を抑えたが、南富良野町幾寅をはじめ、上流にダムがない地点では洪水被
害に見舞われた」と指摘する。大きな被害があった空知川上流などで新たな洪水対策
を模索する必要があると提言。開発局と道は、今回の豪雨災害の検証をするとともに
治水の見直しに着手する方針だ。

豪雨により甚大な被害が発生した

機関 部局など 被害額
建設部 1,195億円
農政部 250億円

水産林務部 65億円
環境生活部 39億円
経済部 42億円
その他 10億円
計 1,602億円

844億円
2,446億円

＊農水産物などを含めた道と市町村の被害総額は1,963億円
＊台風等の総被害額は2,806億円
＊四捨五入のため内訳と合計が一致しない場合がある

台風などによる公共施設被害額集計(9月30日時点)

道・市町村

合計
国



また、道路では、台風10号の大雨による甚大な被害を受けた国道38号狩勝峠や国
道274号日勝峠が通行止めとなり、一時、道東へのアクセスが途絶えたが、被災翌
日には道東自動車道が代替路線として機能を発揮。道東道のような規格の高い道路が
災害に対して強靱であることを証明した。
経験と機動力生かし復旧へ
一連の豪雨災害では、各地の建設業者がこれまでの経験や機動力を生かして緊急復
旧に取り組んだ。台風10号により、河川が氾濫した十勝地方や南富良野町幾寅地区
では、24時間体制で、土嚢の設置や排水ポンプによる作業を続けた。幹線道路が寸
断した国道274号や38号、273号などでは、一日も早い開通に向け、施工中の現場
を中断してまで復旧作業に取り組んだ。

未曾有の災害に対して、短期間での復旧は、各地の建設業者の底力を示すものだが、
復旧に携わったある業者は「施工中の現場があったため、人や資機材をすぐに充てる
ことができた。現場がなければすぐに対応することは難しかったのでは」と振り返る。
また、人員や機材に余力がない中での災害対応は難しい面もある。長期にわたる公
共投資の削減の結果、建設業が人材採用や設備投資に消極的だったことに加え、少子
化・高齢化が進み、地方を中心に担い手不足に悩まされているのが現状だ。
国道の維持除雪を請け負う会社の幹部は「これまで社員を削減せずにやってきたが、
社員の高齢化が進む中、再び今回のような未曽有の災害が発生した場合、迅速に対応
できるかどうか分からない」と将来を懸念する。一刻を争う災害時、建設業が人材や
機材を迅速に手配できなければ被害は拡大してしまう。安全・安心な地域を形成する
ためには、防災・減災対策を一層充実させるとともに、緊急時を含めて、インフラの
整備と維持を担う建設会社の持続的な発展が不可欠だ。
さまざまな教訓を残し、今後の防災の在り方を考える契機ともなった今回の豪雨災
害。政府は９月16日に4つの台風を激甚災害に一括指定した。降雪期を前に、各地で、
過去に例のない大規模な復旧工事が本格化する。地域の安心と安全を担う建設業者の
取り組みは、緊急復旧を経て次の段階に入った。

各地の建設業者が24時間体制で復旧作業を進めた



◎若者が未来を描ける建設業に
　―北海道建青会が稚内で全道大会開催

北海道建青会（主管・宗谷建設青年会）は９月16日、ＡＮＡクラウンプラザホテル
稚内で第31回全道会員大会を開催した。基調講演やパネルディスカッションを通し
て、人材確保に向けた効果的なＰＲ方法などについて議論した。
大会テーマは「新化－若者が未来を描ける建設業へ！－」。北海道建青会を構成する
道内11の二世会組織と来賓の行政機関、建設関連団体ら250人が参加した。
斎藤敬介会長は、相次いだ台風被害で多くの仲間が復旧・復興に当たっていること
に触れ「建設業は地域の生活や経済を維持する交通網を守り、自然災害からの早期復
旧・復興など果たすべき役割は大きく、地域にとって不可欠な存在だ。しかし、業界
への就職者の激減は危機的な状況。地域建設業が業界の必要性ややりがい、魅力を発
信し、若者が未来を描ける建設業にしていかなくてはならない」と宣言した。
来賓は今日出人北海道開発局長代理の原俊哉開発監理部次長、高橋はるみ知事の
メッセージを代読した道建設部の小林敏克技監、北海道建設業協会の栗田悟副会長、
稚内建設協会の藤田幸洋会長が登壇し、「地域の安全・安心を守るために建設業が必要」
とし、魅力ある建設業をつくる若い力に期待を寄せた。

パネルディスカッショ
ンでは、「若者が未来を描
ける建設業へ」をテーマ
に、北海道建設新聞社の
荒木正芳社長がコーディ
ネーターを務め、ノンフィ
クションライターの北室
かず子氏と、稚内高の若林
利行校長、斎藤会長が宗谷
建設青年会が実施した生
徒らへのアンケート結果
を基に意見を交わした。
今回のアンケートは、大
会のテーマである〝若者〟

が建設業にどのようなイメージを持っているのか知りたいと、宗谷管内の7つの高校
で、生徒、保護者、教師1,361人を対象にアンケートを行った。そこで浮き彫りになっ
たのは、建設業界のＰＲ不足だった。
建設業の関連団体は、学生や保護者、一般の人に向けた現場見学会やイベント、出
前講座など、さまざまなＰＲ活動に力を入れている。しかし、そうした取り組みに対
して、アンケート結果からは、建設業の実態を誤解したり、ＰＲ活動そのものを知ら

アンケート結果を基に意見交換した



ないという現実が浮き彫りとなった。
宗谷建設青年会はこうした状況に危機感を持ち、アンケート集約後、生徒に対する
出前講座を3回、保護者・教師との意見交換を2回実施し、あらためて建設業の役割
について説明した。
アンケートでは、建設業のＰＲ不足や賃金、勤務時間などに認識のずれがあったこ
とから、生徒を対象とした出前講座や保護者と教師を対象にした座談会を行い、建設
業について説明したことを報告。その後のアンケートでは、「建設業は安定した職業か」
の問いに、生徒が39.2％（事前）から81.9％（事後）に変化し、「建設業へのイメージ
は良い方向へ変わったか」には生徒、保護者、教師の約９割が「変わった」と回答。ま
た、生徒に「建設業への就職を希望するか」と尋ねると、「希望する」が4.5％から7.1％
に増えた。
斎藤会長は「生徒や保護者に理解してもらうＰＲ活動の重要性を認識した」と総括。

若林校長は「さまざまな業種が人材不足。地道なＰＲ活動を続けることが大事」と語り、
北室氏は「若者が地域をデザインする仕事で働けるのは幸せ。その選択肢となる建設
業を広く伝えて」と話した。荒木社長は「今回のアンケートを〝稚内モデル〟と呼びたい。
各地でもこうした取り組みを」と結んだ。
また、基調講演では北大大学院の岸邦宏准教授と北室氏がそれぞれ講演し、地域や
社会基盤づくりに建設業の力が欠かせないとエールを送った。

◎道内の2016年度建設マスター受賞者は20人
国土交通省は、2016年度の優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）の受賞者
415人と39歳以下の技能者を対象に選考した青年優秀施工者土地・建設産業局長顕
彰（建設ジュニアマスター）の受賞者106人を発表した。道内からは建設マスター 20
人、建設ジュニアマスター４人がそれぞれ栄誉に輝いた。
道内に在住する受賞者は次の各氏。（カッコ内は勤務先）
◇建設マスター▽伊藤洋一＝土工（西村組）▽近江昭雄＝建設機械運転（山崎

建設）▽尾崎文雄＝建設機械運転（水上建設工業所）▽菊地睦＝コンクリート（三
立コンクリート打設）▽木下良喜＝建具工（木下鋼建）▽黒木康雄＝大工（帯建工
業）▽合田富重＝板金工（合田板金工業）▽小沢雅彦＝建設機械運転（藤建設）▽齊藤輝
明＝とび工（梅内工業）▽佐伯圭一＝トンネル工（川元建設）▽神昭二＝タイル工（昭タ
イル）▽鈴木教之＝鉄筋工（タイセイ鉄建）▽鈴木佳人＝防水工（北開技研工業）▽髙橋
喜一＝建設機械運転（東亜道路工業）▽鶴田由弘＝熱絶縁工（鶴田保温工業）▽土門隆＝
建設機械運転（大東工業）▽中塚匡二＝電気工（第一電設）▽名和孝志＝鉄筋工（エヌエ
ス工業）▽樋口浩＝建設機械運転（苫重建設）▽増子司＝大工（板垣建設）
◇建設ジュニアマスター▽小笠原隆志＝切断穿孔工（テクノサークル）▽辻元隼平＝
塗装工（辻元塗装工業）▽砂原秀範＝大工（土屋ホーム）▽谷内誠一＝トンネル工（北新
建設）



◎全道の公共工事請負額、上半期は８％増の6,687億円に
　―補正と災復で今後は大幅増も

北海道建設業信用保証がまとめた、2016年度上半期（４－９月）の公共工事請負額
によると、４月からの累計は6,686億8,100万円となり、前年度同期を7.9％上回っ
た。今後は経済対策に伴う補正や８月の豪雨災害による災害復旧工事の発注が見込ま
れるため、十勝や日高などを中心に増加幅はさらに拡大する見通しだ。
発注者別で見ると、国が8.3％増の2,177億500万円、市町村が2.4％減の2,040
億6,100万円。道は11％増の1,382億7,500万円などとなっている。
地域別では、日高が30.9％増と最も高い伸びを見せ、根室、後志も３割近くの伸
びを確保。空知や上川、十勝も２けた増を見せている。日高と後志は高規格幹線道路
のトンネル工事、根室は漁協の生産施設整備などが伸びを支えている。

事業別に見ると、ことし１月に成立し
た補正予算の発注により、農業農村整備
が大きく増加している。振興局が発注し
た９月末の請負額は542億円と、前年
度同期比で247億円、84％増加してい
る。空知や上川、十勝の伸びの一因は、
農業農村整備の好調さが影響している。
本年度の公共事業発注は、政府の方針
に基づき、前倒し発注が積極的に進めら
れた。このため、当初予算分で10月以
降に発注となる工事はごくわずかと見
られる。一方で、経済対策に伴う国の第
２次補正予算が臨時国会での成立を受
けて、発注が本格化する。
北海道開発事業費の２次補正分は、事
業費ベースで1,384億円。開発局など直
轄分が523億円、道や札幌市など補助
分が861億円と、補助に手厚く計上さ

れている。年度末にかけて、これらの工事が発注となるほか、８月に相次いだ豪雨被
害の復旧工事の執行が今後本格化する。
災害復旧工事は発生年度を含め３カ年で実施することが規定されていることから、
本格的な発注は来年度になると見られるが、来春の湧水期前に施工する必要がある河
川や通行止めの解消が求められている道路などは年内に着手する必要があることか
ら、これらの工事を抱える十勝や日高、オホーツクなどの各地域では、今後工事費が
大幅に伸びることも想定される。



◎道がんセンターの全面建て替え／17年１月公告へ
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、2017年春に同センターの全
面建て替えに着工する考えだ。規模は本館
と別館を合わせて延べ３万6,640㎡とし、
病床数430床を設ける計画。ＷＴＯ対象
工事として17年１月に公告し、入札は３
月ごろの見通し。19年２月の完成を見込
む。
既存施設の敷地内にＳ造、地下１地上８

階の本館、市道菊水３号線を挟んだ第２駐車場の敷地3,298㎡にＳ造、４階の別棟を
建設する計画。本館と別館はＳ造の上空通路で３階部分をつなぐ。307台の駐車場も
設ける。新施設は一般病室400床、緩和ケア病室26床、ＩＣＵ病室４床、手術室８
室を設ける。医療機能は本館に集中させ、別館は事務所などが入る管理棟として使用
する考えで、工事は１、２期に分割する。

◎日本レーベンが中央区の医療と介護の複合施設に年内着工へ
日本レーベン（札幌市中央区北10条西24丁目３、枝広誠彦社長）は、中央区南１条
西14丁目に計画する医療と介護の複合型施設「ウィステリア南１条（仮称）」新築につ
いて、2016年内に着工する見通しで、施工業者の選定を進めている。
計画によると、建物はＲＣ一部Ｓ造、地下１地上12階、延べ１万4,209㎡の規模で、
サービス付き高齢者向け住宅にメディカルモールを併設した複合型施設とし、住戸数
は118戸を見込む。設計は日本レーベンが担当。建設地は南１条通と福住桑園通に
面する中央区南１条西14丁目291の81、同南２条西14丁目291の93の旧市教育委
員会庁舎跡地。敷地は3,105㎡の広さがある。

◎札幌市が旧白石清掃事務所跡を流通施設等条件付きで売却
札幌市は、白石区本通20丁目北にある旧白石清掃事務所跡地約１万3,000㎡の売
却を条件付き一般競争入札で公告した。最低売却価格は６億9,300万円に設定。申し
込みは11月２日から同10日まで受け付け、同25日に入札する。
この物件は、1968年から95年にかけて旧白石清掃事務所が立地し、東米里の現

白石清掃工場内に移転した後は、リサイクル保管庫などで活用していた。国道12号
沿いで敷地は１万3,434㎡の広さ。用途地域は建ぺい率60％、容積率200％の準工
業地域となる。建築基準法の流通業務市街地の整備に関する規定があり、建築できる
施設に制限がある。

築後30年以上が経過し建て替
える北海道がんセンター



◎「四谷駅前再開発事業」着工　延べ14万㎡で　ＵＲ都市機構
新宿区四谷エリア初の駅前大規模開発となる総延床面積約14万㎡の「四谷駅前地

区第一種市街地再開発事業」が着工した。施行者のＵＲ都市機構が9月6日、起工式
を行った。大成建設の施工で2019年の完成を目指す。事業パートナーとして、三菱
地所と第5メック都市開発特定目的会社（三菱地所と阪急電鉄、太陽生命保険が出資
するＳＰＣ）が参加している。総事業費は約840億円。

事業区域は新宿区四谷1ノ50他の約2.4ha。公務員宿
舎や廃校となった区立小学校などが含まれるエリアに、
鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリー
ト造）地下3階地上31階建て延べ13万9,700㎡の複合
ビルを建設する。
3～ 30階にオフィスを配置。地下1階～地上2階が
商業施設、3～ 7階が住宅（2棟、計60戸）と教育施設と
なる。地下2階～地上4階は公益施設で、新宿区の文化
国際交流拠点として国際交流基金と国際観光振興機構が
入居する他、スポーツも可能な多目的施設を整備する。
基本設計を日本設計・三菱地所設計ＪＶが、実施設計
を大成建設が担当した。ＵＲ施行の市街地再開発事業と
して初めて事業パートナー制度を活用し、2013年に公

募で三菱地所と第5メック都市開発特定目的会社を選定。計画の初期段階から民間事
業者が事業に参画することで、施設建築物完成後に特定事業参加者として保留床を一
括取得することに加え、商品企画や事業推進などに対して助言・提言を行い、お互い
のノウハウを生かしたまちづくりを進める。

◎国交省　不正行為の抑制へ　監督検査ＩＣＴ技術を検討
国土交通省は、直轄工事の監督・検査の在り方を見直す。落橋防止装置、地盤改良
工事、基礎杭工事で施工データの改ざんが相次いで発覚したことを受け、発注者が施
工状況を確認する際、ＩＣＴ技術を導入することを検討する。ビデオ撮影した映像記
録、自動計測管理、施工データのクラウド管理などの手法で不正行為の抑制を図ると
同時に、検査に必要な書類の削減にもつなげる。落橋防止装置と地盤改良工種では、
受注者に事前通告せずに監督員が現場に赴く抜き打ち確認も行う。
9月26日に開いた「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムの在

り方に関する懇談会」に、監督・検査見直しの方向性を示した。
昨年度から本年度に掛けて、落橋防止装置、地盤改良工事、基礎杭工事を巡る施工

四谷駅からの外観パース
（ＵＲ都市機構提供）



データの改ざんが立て続けに明らかになった。いずれも、元請けや下請けが意図的に
施工データを改ざんしたもので、性善説に立つ現在の監督・検査では不正を見抜くこ
とができなかった。
それぞれの不正行為に対する国交省の再発防止策では、監督・検査を強化する方針
が打ち出されている。ただ、発注者・受注者ともに人員は限られており、効果的・合
理的に不正を抑制し、再発防止を図る必要がある。このため、現在は監督員が現場を
訪れて行う施工状況の確認をＩＣＴ技術を導入して効率化することを検討する。ビデ
オ撮影で施工状況を記録・保存したり、自動計測した施工データをクラウドサーバに
転送し、データをリアルタイムで共有する技術を導入することも検討する。試行工事
を行って対応状況を検証し、本格導入に向けた基準類の整備などにつなげる。
コンクリート構造物の配筋など、不可視部分の確認に非破壊試験を活用する。コン
クリートの表面から約300㎜の深さまで配筋状況を測定できる、電磁波レーダーなど
の非破壊試験を完成検査で活用する。これに合わせ、段階確認の頻度を少なくするこ
とを検討する。コンクリート構造物以外の工種に適用することも考える。
施工データの改ざんがあった落橋防止装置の溶接状況、地盤改良の薬液注入状況に
ついて、受注者に事前通告せずに監督員が現場を訪れ、抜き打ちで施工状況を確認す
る。具体的には、落橋防止装置の溶接状況や地盤改良の薬液注入をチェックする。ま
た、受注者自身に品質確認体制を強化することも求める。受注者と契約した第三者が
工程を確認する手法に加え、ＩＳＯ9001の認証取得を参加要件とする工事の拡大な
ども検討する。

◎東名ＪＣＴ工事現場でシールドマシン組立て　東京外環
国土交通省東京外かく環状国道事務所と東日本高速道路会社、中日本高速道路会
社は9月26日、東京外かく環状道路（関越～東名）の東名ジャンクション（ＪＣＴ）工
事現場でシールドマシンの組み立て状況を公開した。日
本に4台しかないとされる800ｔつりクレーン車を用い
て、シールドマシンのカッターヘッド（外周カッター半
分、重量約130ｔ）を立坑（長辺部50ｍ×短辺部30ｍ
×深さ70ｍ）に投入する作業を行った。
公開した本線トンネル（北行）東名北工事は大林組・西
松建設・戸田建設・佐藤工業・錢高組ＪＶが担当している。
シールドマシンは国内最大の外径16.1ｍ、機長約15ｍ、
重量約3,700ｔで、6月から組み立て作業を開始。組み
立ての進捗率は約8割となっている。残り半分のカッター
ヘッドは立坑に投入済みで、今後それぞれの溶接工やシー
ルド後胴部組み立て、電気配線関係の準備を進めていく。

　(以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部)

800ｔクレーンで立坑に投
入されるカッターヘッド



新規募集講習
　申込受付　11月13日（日）午前９時～（初日のみ日曜日も受け付けます！）

継続募集講習
６月から継続募集中。定員に達した場合は募集を終了します。

お問い合わせは下記まで　（担当　前川）

お問い合わせ

〒060-0001　札幌市中央区北１条西８丁目２番地 39　みたけ大通ビル５階


