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◎札幌の「顔」が大きく変貌
　―大型再開発事業と創成川通機能強化が具体化へ

道都・札幌市の「顔」となるＪＲ札幌駅周辺が大きく変貌しようとしている。駅の南
北では、複数の民間再開発事業が検討され、アクセス道路となる創成川通の機能強化
も関係機関での協議が進んでいる。札幌市では今年２月に、同駅周辺のうち、けん引
役として北５西１・西２街区など17haを一体的に再整備するための基本的な考え方
を示す「札幌駅交流拠点先導街区整備基本構想」を策定。合わせてＪＲ北海道や地権者
らをコアメンバーとした札幌駅交流拠点まちづくり協議会を設置し、年度内の計画策
定に向けて具体的な作業を進めている。また、創成川通の機能強化では、まちづくり
と一体となった整備手法の検討にも着手するなど、「面と線」両面での協議が加速して
いる。
札幌市は、2030年度の北海道新幹線札幌延伸で交流人口増加が見込まれるＪＲ札
幌駅を中心とする南北52haのゾーンについて、北海道や市の玄関口にふさわしい機
能強化や街区形成、土地の高度利用を図るため、拠点整備の推進を掲げている。こと
し２月には、けん引役として北５西１・西２街区など17haの一体的再整備に関する
基本的な考え方を示した「札幌駅交流拠点先導街区整備基本構想」を策定した。

合わせて先導街区への民間活力
導入や民間再開発との連携に向け、
地権者、バス、タクシーなど交通
事業者を交えた協議会を設置。ま
ちづくりを方向付け、先導街区の
開発や基盤整備の前提とする計画
策定に着手した。
協議メンバーにはＪＲ北海道、
ヨドバシカメラのほか、平和不動
産、札幌駅総合開発、日本郵便、

北海道熱供給公社、協同組合札幌総合卸センターが参加。各バスタクシー事業者や経
済団体、関係行政機関も加わっている。まちづくり計画の作成や土地利用検討は日本
設計、基盤整備検討は建設技術研究所が受託し、計画づくりや協議運営を担う。
これまでに２回の会合を開催。６月27日の会合では、周辺地権者59者から回答の
あった周辺開発に関する調査結果を報告。その上で、拠点機能や交通結節機能の強化、
低炭素化など、まちづくり計画の基本方針案を確認した。
今後は地権者が土地利用を議論するまちづくり検討部会と、交通事業者らとバス
ターミナルの現地建て替えや通路再整備などを考える基盤整備検討部会に分かれ、議
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渋滞状況を視察する石井大臣
（手前左から２人目）

論していくことを決めた。年内に予定している３回目の会合では、東急百貨店、三菱
地所、住友生命保険、住友不動産、帝国繊維、トラストパークなど新たに地権者9者
が加わり、議論を深めていく。
また、札幌駅北口側では、札幌駅北口８・１地区市街地再開発準備組合による北8
西1街区の再開発事業が着工を待つ。約1万1,700㎡の敷地にＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ造、
地下1地上50階、延べ約12万1,500㎡の高層ビルを計画する。施設内はマンション
部分や商業施設、駐車場、さらにはホテルとオフィスの誘致を考えている。
さらに比較的に再開発の動きが鈍かった駅北東側でも、中央エネルギーセンター敷
地内（北7条東2丁目）で、北海道ガスが延べ２万4,477㎡の規模の本社ビルについて、
10月着工、2019年３月の完成を予定している。これに札幌総合卸売センター（北６
条東２―４丁目）が構想する再開発事業が具体化すれば、駅北東地区は一気に様変わ
りすることになる。
創成川通機能強化検討が本格化
札幌駅周辺が大きく変貌しようとする中、欠かせないのが高速道路からのアクセス
整備だ。北海道開発局と道、札幌市は昨年12月に、担当部長・局長をメンバーとした「札
幌都心アクセス道路検討会」を設置。創成川通の札幌新道交差点から北３条通交差点
までの約４㎞を対象に、課題や整備効果を調査。整備形態として高架化、地下化、交
差点改良の３案をまとめた。開発局では、2017年度予算に7,000万円を計上し、計
画段階評価を進めるための概略ルート・構造検討を進めている。
８月10日の2回目の会合では、開発局側が創成川通の課題について、対象区間に
主要渋滞箇所が５カ所存在し、慢性的な渋滞が発生していることなどを踏まえ、何ら
かの対策が必要だとの認識を示した。
特に札幌北インターチェンジの交通量が多く、千歳方面出口では年間日数の８割で
出口の渋滞が発生し、高速道路本線にも影響が出ている。開発局はこれらの調査結果
を踏まえ、次回会合で地下構造などの対策案や概算費用を示す。

また、８月23日には石井啓一国土交通相が創
成川通を視察。秋元克広札幌市長らと視察した石
井国交相は「片側3車線あるので交通の容量はあ
ると思っていたが、信号交差点が多く、渋滞を如
実に体感した」とし、「地元と連携して対策の検討
を進めていきたい」と、整備に向けて前向きに取
り組む方針を示した。
2030年度の新幹線開業に向けて、札幌駅周辺

は複数の再開発やビルのリニューアル、ホテル建設などが進み、高速道路からのアク
セスも大きく改善される。札幌の街並みは今、変貌期を迎えている。官民が連携した
エリアマネジメントによるまちづくりが札幌市の交流人口を増やし、活性化と賑わい
をもたらすことになる。



◎市内7.4㎞区間の大部分はシールド工法で
　―測量などを進め早ければ2018年度にも着工

鉄道・運輸機構北海道新幹線建設局は、北海道新幹線札幌市内ルートの事業概要説
明会を８月23日の西区民センターを皮切りにスタートした。説明会では、ルートの
概要などが示され、市内約7.4㎞区間の大部分はシールド工法を採用する。工事に際
しては、２つの立て坑を設け、シールドマシンで地表から30―35m下の地中を掘削
しながら、直径12mの円形トンネルを築造する。同建設局では、早ければ2018年
度の着工に向け、今後測量や用地協議などの準備作業を本格化させる。
札幌市街地ルートは、小樽市朝里川温泉から中央区北6条西10丁目の石山通付近
までを結ぶ全長26. 2㎞の「札樽トンネル」と、ＪＲ札幌駅ホームに接続する高架橋で
構成。このほか、札幌駅と苗穂車両基地の間にも高架橋を整備する。
札樽トンネルの札幌市内ルートは、当初高架橋で整備を予定していた約7.4㎞区間
をトンネルに変更したもの。手稲区富丘付近で市街地へ入り西宮の沢の住宅街を横切
る形でＪＲ函館本線沿いに向かい、西区の発寒駅そばでＪＲ函館本線の北側に抜け、
在来線北側を並走する鉄工団地通の下を東進。琴似駅の東で再び函館本線の南側に
ルートを変え、石山通交差部を過ぎたところで地表に出て、札幌駅に至る高架橋に接

続する。
地下の大部分は、シールド工法
で掘削。工事は西宮の沢に発進立
て坑を設け、そこから機械で小樽
側に掘り進んで山岳トンネルに接
続した後、引き返して札幌方面へ
掘削。桑園駅を越えた北区と中央
区の境界付近に到達立て坑を設け、
そこでシールド工法区間が終了す
る。

トンネルルートは、一部住宅街の地下を通り、地権者約150人に地下利用を制限
する補償が必要なことから、対象となる手稲区では年度内、西区は来年度にかけ用
地協議を進める。協議後は構造物設計、境界確定作業を進め、準備が整った段階で
2018年度以降にトンネル工事を発注する。施工は掘削用の立て坑工事から進め、掘
削機械が完成するのを待って本体工事に着手する。掘削機械の完成は発注から2年程
度かかる見通しとなっている。
23日の住民説明会には約120人が参加。住民からは工事が建物や地下水に影響し
ないか問う声が上がり、担当者は影響を注視しながら慎重に工事を進める姿勢を伝え
た。また、札幌駅ホーム位置に関する質問も複数寄せられ、関心の高さをうかがわせ
た。担当者は「良い位置を総合的に判断するため、検討が長引いている」と述べた。
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◎若き匠たちが躍動
　―札幌工業高校の生徒が木材加工と測量部門で全国大会へ

道立札幌工業高校の生徒が、第17回高校生ものづくりコンテスト北海道地区予選
会の木材加工と測量部門で、そろって優勝に輝き、11月に開催される全国大会の切
符を手に入れた。木材加工は５年連続、測量は４年連続の優勝となり、ものづくり「名
門校」の技術力の高さを証明した。
ものづくりコンテストは、ものづくり学習の成果発表の場として全国工業高等学校
長協会（本部・東京）が主催。競技は木材加工や旋盤作業、測量など７部門に分かれ、
全国９ブロックの予選会優勝者が全国大会に進む。
６月に苫小牧市で開催された木材加工の道予選には、建築科から３人が出場。２年
生の橘悠翔さんが優勝し、建築科３年の遠田柚樹さんが４位、同２年の飯星渉さんが
６位と、全員が入賞を果たした。札幌工高は過去17回開かれた地区予選のうち９回
の優勝を誇る「名門」。15年度の全国大会では、当時３年生だった岩原大樹さんが３
位に輝いている。
建築科の佐藤祐士教諭は「先輩が築いた伝統を絶やしたくないという気持ちが５連
覇を達成したのでは」と強さの原動力を推測。放課後、土日と技術の習得に励む生徒
たちの熱心さに目を見張っている。
８月８、９日に釧路工高で開かれた測量部門での道予選は、チームでの競技となり、

札幌工高が優勝。11月に岡山市で開かれる全国大会への出場権を獲得した。同校が
全国大会に出場するのは4年連続。生徒たちは「全国でも最優秀賞を狙う」と力強く宣
言した。
1チーム3人で競った大会に出場したのは、土木研究同好会の近藤遙平さん（2年）、
難波大洋さん（2年）、渡会悠貴さん（1年）。最優秀賞に輝いた瞬間は「驚きと、うれし
さで一杯になった」とリーダーの近藤さん。最年少の渡会さんは「すべてが初めてで分
からないことばかりだったけれど、練習の成果は発揮できた」と満足した様子だった。
全国大会は11月18―19日に広島市（木材加工）と岡山市（測量）で開催される。大
会まで１カ月あまり。若き匠(たくみ)たちの最優秀賞を目指した訓練は日々続く。

木材加工部門で全員入賞を果たした測量部門で４連覇を達成した



◎新しい人材育成のモデルに
　―中屋敷左官工業が「左官技能研修センター」を開設

中屋敷左官工業（本社・札幌）は、石狩市に「左官技能研修センター」を開設した。
10人単位で訓練ができるフロアを備え、入社４―５年目の技能者を中心とした「中期
育成プログラム」の実践の場とする。中屋敷剛社長は「現場プラスアルファとして、セ
ンターを活用し、人材育成の新たなモデルとなれば」と話している。
同社では、現在約50人の技能者を通年雇用しているが、このうち2013年４月以
降の高卒者を中心とする新規採用者は４割近くの18人に上る。若手確保に頭を悩ま
せている専門工事業界にあって、同社の「若者比率」は突出した数値と言える。
中屋敷社長は「当社も2012年までは採用―退職ということの繰り返しだった。こ
の当時、技能者の平均年齢は51.5歳。10年後は60歳以上が６割近くを占めること
になり『会社が持たない』と考えた」と振り返る。まず着手したのがリクルート戦略だっ
た。素っ気ない記述だけの書類から、写真などを使った独自パンフレットを全道の工
業高校に送付すると、８人の応募があり、13年春には６人を採用した。
しかし、従来の育成手法では、せっかく入職した若者が辞めてしまう。中屋敷社長
は、若年気質を踏まえた新しい育成の仕組みを考案する。ベテラン職人らから左官の
知識などを学ぶ「座学」に加え、実際に作業を体験できる「左官道場」も開設。先輩の作
業映像をタブレット端末などで繰り返し確認し、動きをコピーし技術習得する「モデ
リング手法」を採用した。新規入職後１カ月間の「即戦力育成プログラム」効果は直ち
に現れる。プログラム発動後の離職者は１人だけ。若手定着が実現した。

取り組みの効果を確信した中屋敷社長は
次の一手を打つ。技能者の一層のスキルアッ
プを図る『中期プログラム』の実践の場とな
るあらたな「道場」の建設だ。「多くの若者が
学ぶためには、今の道場では狭い。多額の
投資への迷いもあったが『今を見るのではな
く、５年後、10年後の未来を見て考えよう』
と決断した」

新しい道場となる「左官技能研修センター」は、初代道場の隣接地に8月末に完成し
た。75インチの大型液晶ディスプレイを設置し、自らの作業の確認や、ベテランの
技術のモデリングがより効果的に実践できる。中屋敷社長は「多くの若者が集まって
技能を学ぶことでお互いが切磋琢磨する。ベテランも若者の成長に刺激を受ける。決
断は間違っていなかった」と語る。同社の取り組みは、左官業界で先駆的事例として
注目されている。しかし、中屋敷社長は「常に考えている人材の育成と定着を実行し
ただけ。左官業界という『森』があってこそ、当社の未来がある。このセンターを業界
としても有効に活用してほしい」と業界の財産としての活用を呼びかけている。

若者が一堂に集まりスキルアップを図る



◎橋梁長寿命化修繕計画を改定
　―2021年度までに149橋を整備、各年度の工事費は50億円に

札幌市建設局は、橋梁長寿命化修繕計画を改定した。2017年度から21年度まで
の5年間で修繕を施す短期計画には149橋を位置付けている。各年度の工事費として
40億円程度を試算。同局の試算では、計画推進によって従来の維持管理と比べ今後
50年間で約2,800億円のコスト縮減効果があるという。
1972年開催の冬季札幌オリンピックを契機に集中して建設された道路構造物の計

画的な維持管理を目的に、市は2010年「道路維持管理基本方針」を制定。これに基づ
く施設別補修計画として「橋梁長寿命化修繕計画」（修繕計画）も策定した。
当初は豊平川に架かる橋梁など247橋を対象に補修工法や時期をまとめたが、
2012年には一般橋梁1,009橋を加え、計1,256橋を対象とする計画に改定。14年7
月に道路法施行規則の改正によって道路構造物に対
する５年に１度の点検が義務づけられたことから、既
存の計画と最新の点検結果を統合した。
今回の改定では新設などを含めた全管理橋を1,280
橋に拡大し、橋長15ｍ以上のものを「重要橋梁」、15
ｍ未満のものやボックスカルバート橋などを「一般橋
梁」と定義。「重要橋梁」は①ＪＲ線や高速道路をまた
ぐ橋梁、また豊平川に架かる（新御料橋より下流）橋梁
②緊急輸送道路・都市計画道路をまたぐ、または緊急
輸送道路上・都市計画道路上にあるもの③その他、「一
般橋梁」は④橋長15ｍ未満⑤ボックスカルバート橋―
などの合計５つにグループ化して位置付けを見直した結果、重要橋梁が571橋、一般
橋梁は709橋となった。重要橋梁は目標供用年数を100年、または100年以上を想定
して、点検結果を見ながら状況悪化を食い止めるための「予防保全」を取り入れる一方、
一般橋梁は60年の供用を目安にして点検結果による事後保全に取り組む。
加えて、各橋梁を修繕実施時期に応じて短期計画、中期計画、長期計画に振り分け、
短期計画が149橋、中期計画が596橋、長期計画が535橋となった。
2021年度までを期間とする短期計画の区別対象橋梁のうち、橋長が100ｍを超え

るものは次の通り。
▽中央区＝南七条大橋、一条大橋、南19条大橋▽北区＝太平こ線橋、あいの里こ
線橋、あいの里・福移こ線橋▽東区＝上白石橋▽白石区＝水源池通こ線橋、白石中央・
北郷こ線橋▽厚別区＝厚別こ線橋、ポンノッポロ橋▽豊平区＝中の島橋▽清田区＝札
幌南インター橋、里塚大橋▽南区＝藻岩橋、石山橋、ミュンヘン大橋、藻南橋、五輪
大橋、砥山橋、白井大橋、湖水大橋▽西区＝西発寒こ線橋、発寒こ線橋、新川大橋、
西陵橋、天狗橋▽手稲区＝宮の沢こ線橋、星置こ線橋、新発寒わらびこ線橋

短期計画に盛り込まれた
ミュンヘン大橋



◎札幌市の2016年度除雪費最終契約額は165億円
　―シーズン当初の大雪、冬季アジア大会で道路排雪増える

札幌市がまとめた2016年度除雪費の最終契約額は165億4,854万5,000円とな
り、前年度実績を36.1％増と大きく上回った。シーズン初めの大雪と2月の冬季ア
ジア大会開催に伴い、道路排雪が前年度を上回ったことが要因。後半の少雪で出動回
数は前年度並みか下回る水準となったものの、雪堆積場搬入量は1.59倍に増えてい
る。
札幌管区気象台によると、昨シーズン（2016年11月1日－17年5月7日）の降雪
量は、札幌市で508㎝と平年より13.5％減少。12月は198㎝と平年を66㎝上回る大
雪に見舞われたが、後半は少雪傾向で推移した。
平均出動回数は車道幹線で22.9回と前年度より0.6回増のほぼ横ばい、生活道路は
14.9回で3.1回減少した。
一方、12月の大雪の影響で、市は異例となる年内排雪を決断。シーズン後半にも
前半の影響が残ったことに加え、2月の冬季アジア大会に合わせた排雪抑制延長の短
縮で、前年度に比べ排雪量が大きく増えた。雪堆積場の搬入量は公共、民間合わせ
2,071万㎥で前年度を大幅に上回る。
契約額を見ると2016年度当初は、全区合計で130億6,008万6,000円。道路除雪
が121億1,972万6,000円、雪堆積場管理7億9,505万8,000円、施設維持管理が1
億4,530万2,000円という内訳だった。
これに対し最終額は全区合計で165億4,854万5,000円に上り、当初から26.7％
伸びた。
うち道路除雪は当初から25.7％増え152億3,554万5,000円。雪堆積場管理は
38.1％増の10億9,804万4,000円、施設維持管理が47.9％増の2億1,495万6,000

円と、それぞれ増えている。
区別では全区で前年度実績を上
回り、中央区と清田区は前年度の
約1.5倍、白石、豊平、西、手稲の
4区で約1.4倍になるなど軒並み増
加。
当初から最終契約額への伸び率
は中央区の45.2％が最高で、豊平
区も40.2％と4割台に達している。
白石、清田、南、西、手稲の各区
も3割台と高水準で、最も伸び率が
低い厚別区でも5.6％の伸びとなっ
た。



◎東急百貨店札幌店内にハンズ札幌店が移転―18年春オープン
東急百貨店（本社・東京）は、東急ハンズ札幌店を東急百
貨店札幌店内に移転し、2018年春にオープンする。
札幌市中央区南1条西6丁目にあるハンズの現店舗ビル
はＲＣ造、地下1地上8階、延べ約10,000㎡の規模で1998
年に建設。2016年7月に北海道フーズが取得している。
利便性の向上や新規顧客の獲得などを目指し、札幌市
中央区北4条西2丁目にある東急百貨店札幌店内に移転す
る。新店舗は上層階のワンフロア（売り場面積約3,200㎡）
となる予定。
◎ホテルＪＡＬシティ札幌中島公園2019年度開業へ―オークラニッコー

オークラニッコーホテルマネジメント（本社・東京）は、
札幌市中央区に「ホテルＪＡＬシティ札幌中島公園」を開
業する。札幌市内でのホテル運営は3カ所目。国内外から
の観光需要の高まりを受け、20代後半－40代前半の利用
をターゲットとする。2019年の開業を予定している。
建設地は札幌市中央区南8条西3丁目1の25。登記簿に

よると敷地は約1,400㎡で、ミサワホーム（本社・東京）が
出資する札幌ＮＫ開発（同）が5月に取得していた。
施設は13階建て、延べ9,219㎡、211室の規模。オー

ルデイダイニングや温浴施設、スパラウンジを備える宿泊主体型ホテルを見込み、客
室面積は21―28㎡と従来のホテルＪＡＬシティより広めの間取りとする。
◎南大通ビルがオフィスビル新築を計画／中心部での市場見込み
南大通ビル（本社・札幌市、山本靖社長）は、札幌市中央区北1条西9丁目でオフィ

スビル新築を計画している。2018年4月の着工、19年5月ごろの完成を見込む。
建設予定地は、北1条宮の沢通沿いの札幌市中央区北1条西9丁目3の1ほか。1,389
㎡の敷地で、現在は時間貸し駐車場として利用されている。
施設規模はＳ造、7階、延べ約9,500㎡で計画。貸室部分は1階が640㎡程度、2－
7階はそれぞれ約1,000㎡ずつ用意する。1フロア貸しのほか、テナントごとに間仕切
りで分割した形での賃借にも対応できるようにする。設計施工は竹中工務店が担う。
三幸エステートがまとめたオフィスマーケットによると、7月の札幌市中心部オ
フィスビル空室率は前月を0.16㌽下回る4.08％となり、統計開始以来の最低値を更
新。特に、貸室面積200坪以上の大規模ビルの空室率は1.3％で需要に対して供給が
少ない状況が続いている。
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◎事業費ベースで19％増の7,796億円に
　―2018年度北海道開発予算概算要求

国土交通省北海道局が公表した2018年度北海道開発予算の概算要求によると、一
般公共事業費に当たる開発事業費は国費で前年度当初比18.8％増の6,372億円、事
業費で19.1％増の7,796億円となっている。戦略的産業に位置付けた食と観光を支
える農業農村や空港などに予算を重点化。優先課題推進枠には1,277億円を計上し、
道路整備や治水、自治体の交付金事業などを積極的に積み上げた。
今回の概算要求では、食と観光を担う本道の「生産空間」を支える社会資本整備の推
進に軸足を置いたのが特長だ。激甚化する災害発生を踏まえ、安全・安心の社会基盤
を確保するとともに、新千歳空港の国際線ターミナルと滑走路を結ぶ誘導路増設事業
の継続など訪日外国人増加につながる事業も重点的に進める。

事業別に見ると、道路は、道路整備
と道路環境整備合わせて16.9％の増額
要求。都市機能や生活機能へのアクセ
ス向上、災害時の代替ルート確保など
に向け、高規格幹線道路などの整備を
推進。整備のストック効果によりイン
バウンド増加が期待される５号倶知安
余市道路（39㎞）などの進捗を図る。
治水は、石狩川などで激甚化・多様
化する災害に備えるため河川改修を推
進。19年度の完成を目指して千歳川遊
水地群の工事進展を図るほか、直轄ダ
ムは幾春別川総合開発などの整備推進
のほか、新規に雨竜川ダム再生事業を
盛り込んだ。農業農村整備は、食料供
給力の確保と競争力強化の観点から予
算を重点化し、要求額が2割以上伸び
た。　　

港湾は国際バルク戦略港湾に指定されている釧路港や苫小牧港などで物流機能強化
や防災対策などを盛り込んだ。優先課題推進枠では函館港、小樽港のクルーズ船受け
入れ環境整備などに15億円を要求している。また、建設現場や除雪現場ではｉ－Ｃ
ｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを推進し、生産性の向上と建設産業の担い手確保を図る。
12月の政府予算案決定に向けて、今後財務省との攻防が開始される。予算確保に
向けては、経済界を含む本道が一丸となり、北海道を次の成長につなげるためのシナ
リオを描き、それを実現する予算確保を訴えていくことが欠かせない。



◎型枠大工・とび工で高い倍率に
　―７月の有効求人倍率、建設業の人手不足が加速

道内の建設業関連職種の人手不足が深刻化している。北海道労働局がまとめた７月
の有効求人倍率によると、型枠大工・とび工は前年同月を２ポイント近く上回る7.94
倍と、求職数と求人数のギャップが著しい。国土交通省が発表した建設労働需給調査
結果でも、北海道地方の技能者不足は突出。昨年８月の台風災害の復旧工事の本格化
や札幌圏で相次ぐ大型民間建築工事の着工などが人手不足深刻化の要因と見られる。
北海道労働局がこのほど公表した職業別求人・求職状況データのうち、建設業関係
の職業を見ると、建築・土木・測量技術者は5.32倍、型枠大工・とび工は7.94倍と、
いずれも全職種平均の1.09倍を大きく上回っている。

また、国土交通省が
発表した７月の建設労
働需給調査結果でも、
北海道地方は、型枠工
（土木）と鉄筋工（土木）
で全国10ブロック中、
不足率が最も高く、９
―10月の見通しも複
数の職種で「確保が困
難」と回答している。
背景には昨年８月の
台風災害に伴う復旧工
事の本格化や、札幌圏

におけるホテルやビルなどの大型民間建築工事の着工ラッシュなどがあると考えられ
る。北海道建設業信用保証がまとめた2017年度４―８月末の地域別公共工事請負額
データを見ても、十勝が前年度同期比49.7％増、日高も42％増と、被害の集中した
これら地域の工事量が激増している。
建設業の若者離れなどにより、恒常的に人手が不足している状況下に、集中的な工
事発注が加わったことで、需給のバランスが大きく崩れたと見られるが、来年以降も
北海道新幹線のトンネル工事や、札幌市内での民間再開発事業が本格化するため、人
手不足はさらに深刻化する可能性がある。
建設業の人材確保に関しては、企業や団体などによるインターンシップや現場見学
会、行政による週休２日制モデル工事の実施など、それぞれ取り組みを進めている。
特にインターンシップや現場見学会など、建設業の魅力とやりがいを直接伝えること
のできる取り組みは、着実に効果を上げつつある。今後も各機関が連携し、一体的か
つ息の長い取り組みを進めることで、次代を担う人材の確保・育成が実現する。



◎道建設部が建設産業支援新プランで方針／重点に人材確保の取り組み
「仮称・北海道建設産業支援プラン2018」のたたき台が明らかになった。基本方針
は「地域の安全・安心に欠かせない建設産業の持続的発展」とし、建設産業の経営力強
化とともに、担い手の確保や育成、入職促進に向けた就業環境改善など人材確保の取
り組みに重点を置く内容。
道建設部が、８月に開催した北海道建設業審議会の第2回建設産業の振興に関する
専門委員会で示した。現行プランの推進期間が2017年度で終了することから策定す
る。新プランの期間は18－22年度までの5年間としている。
基本方針達成のための目標は「将来に続く経営力の強化」「技術をつなぐ担い手確保・
育成の強化」「地域の安全・安心の確保」「建設産業の環境整備」とし、併せて「発注者と
しての取り組み」も示している。
「将来に続く経営力の強化」では経営力、生産性、技術力の向上に取り組む。生産性
向上についてはＩＣＴ活用や施工時期の平準化、余裕ある工期設定に努める。技術力
向上に向けて、総合評価落札方式で取り組みの実績がある企業を評価していく。
「技術をつなぐ担い手の確保・育成の強
化」に関しては、働き方改革、担い手の確保、
担い手の育成、女性の活躍推進を盛り込ん
だ。
働き方改革は週休2日制工事の導入や長
時間労働の是正などで対応。労働市場の実
勢価格を把握し、適切な賃金水準の確保も
図る。担い手確保は、支援施策などの情報
発信やインターンシップなどを通じたＰＲ
活動を展開。技能士の積極的な重用や表彰などで担い手育成を促進する。また、女性
の個性と能力が十分発揮できる職場環境を創出していく。
「地域の安全・安心の確保」では、地域力の強化と市町村との連携強化を推進事業と
して記載。防災協定の充実を図り、市町村への入札制度の情報提供も考えている。
「建設産業の環境整備」の施策は、新分野や道外への進出、法令順守の徹底、適正な
施工体制、不良・不適格業者の排除の4点。元請け・下請け業者が対等な立場で契約
が交わせる体制の構築や、社会保険未加入企業への是正指導を進める。
一方、「発注者としての取り組み」では、地域の安全・安心確保を図るよう北海道イ
ンフラ長寿命化計画による中長期的な見通しを提示し、透明で公正な競争を促進する
ため、総合評価方式の充実などを推進させる。
同部では、素案を9月の道議会建設委員会に報告した後、11－12月にパブリック
コメントを実施。来年1月の第3回専門委員会を経て、2月に原案を策定し、3月下
旬の成案化を目指す。

インターンシップなどのＰＲ
活動を展開する



宿舎の解体を終えた1工区の宅地造成に着手した

◎拓豊開発が札幌・八軒で大規模宅地開発／マンションや病院用地も
拓豊開発（本社・札幌、佐藤義昭社長）は、札幌市西区八軒の国家公務員宿舎跡地約
6.8haを使った宅地開発に本格着手した。「ウィズランド八軒」として、戸建て住宅用
地178区画をはじめ、マンションや病院用地、街区公園の整備を計画。2020年まで
の4カ年にわたる巨大プロジェクトが動きだした。
場所は札幌市西区八軒1条西4丁目ほか。北海道財務局が宿舎15棟、敷地6万7,891

㎡を解体・撤去を条件に一般競争で売却した物件で、同社が32億100万円で落札し
た。
今年3月から本間解体工業で既存建物の解体に着手。8月10日に開発行為の許可
を受け、解体を終えた一部の造成に同14日から取り掛かった。
戸建て分譲宅地に3万3,666㎡を充て、全178区画を造成する。着工した1工区（50
区画）を12月、2工区（29区画）を2018年8月、3工区（47区画）を同12月、4工区（52
区画）を19年夏に完成させる計画だ。
最小区画は180㎡、最大は258㎡で、土地販売価格は平均2,200万円程度を見込む。
三井ホーム、北海道セキスイハイム、スウェーデンハウス、土屋ホーム、住友林業、
日本ハウスホールディングス、国木ハウス、住まいのクワザワ、スカイハウス、アト
リエＤ、住研ハウスの11社が住宅建築を担う。
共同住宅用地は5,885㎡で、クリーンリバーが住戸数143戸規模のマンションを建
設する見通し。1棟を2工区に分けて整備する計画で、完成時期は1期が2019年夏、
2期は20年夏ごろになるとみている。
医療系施設用地は8,700㎡。札幌市北区にある医療法人社団北腎会の坂泌尿器科病
院の移転地とし、2020年春の開院を予定している。
このほか、2,513㎡の街区公園をはじめ、幅8mの道路約1,070m、幅11mの道路
約730mも造成する。
戸建ての全区画には「まちづくりを通して社会問題の解決に貢献したい」（同社）との
思いから、宅配ボックスを標準配
備することも決めている。商業施
設や学校が集まる好立地というこ
ともあり、同社では2019年内の
完売を目指している。
同社は1978年に設立。測量、
土木設計業務を中心に、道内や東
北地方などで土地区画整理や再開
発を手がけ、ウイズランド平岡中
央、函館市稜北土地区画整理、宮
城県石巻市 南部土地区画整理などの実績を持つ。



◎ＲＣ造の回復へ声上げる職人たち―躯体業界に危機感
近年、道東を中心に大型建築工事のラッシュが続いているが、着工した施設の構造
をみるとＳ（鉄骨）造を採用するケースが増え、ＲＣ（鉄筋コンクリート）造が劣勢に立
たされている。十勝管内では、躯体関連団体で組織する躯体専門工事業業界再興プロ
ジェクト連絡協議会が地元の専門業者が多く携わることができるＲＣ造の減少に危機
感を募らせ、鉄筋コンクリートをアピールするため本度内にもＰＲに特化した組織を
立ち上げる予定。
国土交通省が実施している建築着工統計調査によると、道内で2016年度に着工し
た建築物の床面積は約529万㎡。このうちＲＣ（ＳＲＣ）造の建築物は182万㎡、Ｓ
造は195万㎡に上る。バブル崩壊、リーマンショック等で低迷期からＳ造が上回る
傾向にあり、ＲＣ（ＳＲＣ）造は一時44万㎡近く水をあけられていたものの10年度以
降は回復。ところが14年度は大幅減に転じ16年度は逆転した。
帯広市内では、2011年度はＲＣ造（2.3万㎡）がＳ造を18.8％上回っていたが13年
度にはＳ造が逆転。15年度は帯広厚生病院（総延べ床面積6.6万㎡）のほとんどの施
設がＳ造だったこともあり、Ｓ造が11万㎡と急激な伸びを見せる一方で、ＲＣ造は
1万を切る8,520㎡を記録。16年度は2万5,118㎡まで回復するもののＳ造と比べる
と23％下回っている。
現場の専門業者も減少を実感する。北海道型枠工事業協同組合十勝支部の国枝恭二
顧問は「型枠工事が基礎だけの現場が圧倒的に多いことに危機感を感じる」と嘆く。
強度や耐火性、遮音性を備えた鉄筋コンクリートは、公営住宅や小中学校の校舎な
ど公共建築物で採用されてきたが、2000年以降これらの新規整備は少なくなった。
一方、民間建築はその時々の需給のバランスに左右される。日本型枠工事業協会の
三野輪賢二会長によると、2008年のリーマンショックの際に型枠大工の単価が暴落
し技術者が相当数減少。道内の型枠大工の人数を見ると、07年度は3,587人だった
が09年度には2,633人と26.6％落ち込んだ。その後、東日本大震災を経て仕事の量
が回復してきても技能者数が戻らず、「施主や設計事務所、ゼネコンがＳ造やＰＣ（プ
レキャストコンクリート）造へのシフトを考えた」（三野輪会長）。
2016年4月、釧路地域の建設関連10団体が行った釧路市への要望活動は、道内外
の関係者から大きな反響を引き起こした。
同市は市立総合病院新棟建設をＳ造で設計を進めていたが、地元建設業者が携わる
部分が大幅に減ることを危惧した専門工事業団体が実情を訴えた。蝦名大也市長は計
画通りＳ造で進める意向を示す一方で「今後、老朽化施設の複合型施設への建て替え
など、一定の事業量をつくりたい」と述べ、業界の窮状に理解を示した。
十勝管内の躯体関連の工種団体で組織する躯体専門工事業業界再興プロジェクト連
絡協議会でも釧路の要望活動をきっかけに、鉄筋コンクリートのＰＲ活動を本格的に
始める一方、人材の確保と育成に力を注いでいく方針だ。



◎兜町再開発　3.8万㎡の金融拠点　平和不動産
平和不動産は、東京都中央区日本橋兜町に延床面積約3万8,000

㎡の再開発ビルを建設することを明らかにした。「（仮称）日本橋兜
町７地区開発計画」として、山種不動産および、ちばぎん証券と共
同で進める。現在、中央区の都市計画手続きに着手した段階で、
2018年度に新築工事を始める予定。20年度の完成を目指す。
再開発ビルの規模は地下2階地上15階建て延べ約3万8,000㎡。
事務所や店舗、金融関連施設の用途を導入。500人規模のホールや株主総会・ＩＲ説明
会で利用する会議室およびセミナールームの他、投資家と企業との対話・交流の場とし
て活用可能なラウンジなどを設置する。また、コミュニティーカフェや、帰宅困難者の
受け入れスペースをはじめ、地域に貢献する機能を整備する。日本橋兜町・茅場町で「東
京証券取引所」など複数のビルを保有する平和不動産は、街のにぎわい創出や証券・金
融機能を高める再開発の検討を進めてきた。今回が第1期プロジェクトとなる。

◎国交省　多能工育成で指針策定　中小建設業の生産性向上へ　
国土交通省は、多能工を育成する中小建設業向けのガイドラインを2018年度に策

定する。異なる工種の作業を1人で担う多能工には、工期短縮、手戻りの防止、外注
費削減などの効果が期待できる反面、育成のコストや期間など企業負担が重く、建設
現場での活用が広がっていない。ガイドラインで多能工の育成・活用手法を明示し、
中小建設業に建設現場の生産性向上を促す。
多能工は、複数の異なる作業、工程をこなせるマルチスキルを持つ技能者。工種ご
とに専門工事業や技能者がいる建設現場において、複数工種の作業をこなす多能工を
配置すると、工種の入れ替えが生じないため、工期短縮や手戻りの削減に効果がある
とされている。多能工を雇用する企業にとっては、人材の有効活用による繁閑調整、
複数工種を受注する機会の拡大といったメリットがある。技能者にも、配置される現
場が広がり、賃金が向上する効果などが期待できる。ただ、多能工は、単一の工種の
技能者に比べ、育成手法が確立されていないことに加え、企業側には「多能工が必要
な現場がない」「作業効率がかえって低くなる」といった意識も根強くある。多能工を
育成しても、複数の工種を受注するには複数業種の建設業許可も必要だ。
国交省は、ガイドラインを策定することで多能工の育成・活用手法を浸透させると
ともに、建設業界の多能工に対する意識転換を促す。2018年度に多能工の育成・活
用に連携して取り組む異業種の複数企業に支援措置を講じ、好事例を収集。支援措置
の成果を踏まえてガイドラインをまとめる。ガイドラインは建設業団体を通じて普及
させる。 （以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部）

来街者を呼び込
む金融関連機能
の誘致を図る
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