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◎全国平均を上回る伸び率に
　―2018年度公共工事設計労務単価、７年連続の増加

 国土交通省と農林水産省は、２月
16日、2018年度の公共工事設計労
務単価を発表した。道内の全職種（45
職種）の平均は前年度比4.5％増の
２万3,536円。7年連続の上昇となっ
た。17年度の伸び率には及ばなかっ
たが、全国平均の2.8％を上回る伸び
率となり、1,000円台の増額を確保
した。普通作業員や型枠など主要11
職種平均では、4.7％増と全体の伸び
を上回り、単価水準のピークだった
97―98年度を上回る業種が８職種と
なった。宮城など被災３県や東京都
との格差も縮小しているが、型枠工
や鉄筋工など建築技能系の職種では、
依然として5,000円から１万円近く
の差が生じている。
※公共工事の工事費積算に用いるもので、下
請け契約などの労務単価や雇用契約での
労働者への支払賃金を拘束しない

※所定労働時間内８時間当たりの単価で、時
間外や休日、深夜労働の割増賃金、各職
種の通常の作業条件・内容を越えた労働
に対する手当などは含まれない

※労働者に支払われる賃金に関わるもので、
現場管理費（法定福利費の事業主負担額、
研修訓練に要する費用など）や一般管理費
などの諸経費は含まれない。交通誘導員
単価には、警備会社に必要な諸経費は含
まれない

※法定福利費の事業主負担額、研修訓練に要
する費用などは積算上、現場管理費など
に含まれている。経費込みの単価は建設
労働者の雇用に伴って必要となる、法定
福利費の事業主負担額、労務管理費、安
全管理費、宿舎費等を公共工事設計労務
単価に加算した金額。これらは共通仮設
費、現場管理費の中に計上されている。



公共工事の積算に使用する労務単価は、技能労働者の所定労働時間８時間当たりの
基本給と基準内手当、１日当たりの臨時給与と実物給与で構成する。
今回の改定では、2017年10月の賃金支払い実態調査を基に、最近の技能労働者
不足に伴う労働市場の実勢価格を考慮。各企業が社会保険への加入に取り組めるよう、
14年度から続いている、加入に必要な法定福利費相当額（本人負担分）を反映させて
いる。
主要11職種の単価は、作業員や運転手で５％台の伸びを確保し、特殊作業員と特
殊運転手、大工、左官については1,000円台の増額となった。交通誘導員Ａは3.3％増、
交通誘導員Ｂ3.8％増と、他の職種に比べやや小幅な伸びにとどまった。
ピーク時の単価に回復へ
北海道の主要職種単価の年度別推
移を見ると、約20年前の1997―
98年度にピークを迎え、このころ
は、鉄筋工や型枠工、大工、左官の
４職種は２万円台に乗り、普通作業
員も１万6,000円と、１万円台後半
に達していた。
その後は低下傾向を続け、11年
度には最低水準となった。ピーク時に比べ、型枠工は41％、8,900円のマイナスに
まで落ち込み、他の工種も6,000―7,000円台の減額を示した。
12年度は微増を示し、13年度に安倍政権が発足すると、13年度の労務単価算定

に際して、社会保険加入に必要な法定福利費相当額（本人負担分）を確保。入職者の減
少や賃金低下に歯止めをかけるため、社会保険の未加入者も加入できるよう、法定福
利費相当額を適切に単価に反映させる対策を講じたことから、全ての工種で２桁増と
なった。主要職種については、普通作業員が1万2,700円と、15.5％、1,700円の増
を示した。型枠工と鉄筋工、大工、とび工は17％を超える上昇率となり、いずれも
2,000円以上の増額を示した。
14、15年度は、13年度ほどの伸びではないが、引き続き堅調な上昇を示し、16
年度は全国平均を上回る6.5％増となった。型枠工や鉄筋工などに加え、若者が従事
することが多い普通作業員など、人材不足が顕著な職種を重点的に引き上げたことが
特徴だ。17年度も6.5％と高い伸びを維持。18年度も4.5%増を確保した。13年度
以降の積極的な引き上げにより、運転手と型枠工以外の職種はすべてピーク時の水準
を上回り、中でもとび工と大工は2,000円以上の上昇となっている。
宮城の型枠とは依然１万円台の差に
一方、東日本大震災による被災３県や東京都の単価を見ると、被災３県、東京都と
もに２％台の伸びとなり、北海道の増額が際立っている。
とび工や型枠工、鉄筋工、大工、左官の５職種を見ると、宮城県では、型枠工が



３万1,200円と、３年連続して３万円台を確保し、鉄筋工も２万8,900円と３万円目
前にまで迫っている。
北海道との単価差は、北海道が伸び率で大きく上回ったことから多くの職種で500

円前後、単価差が縮小した。
特に東京都では、2014年度にとび
工、鉄筋工、型枠工、左官で6,000円
以上の差がついていたが、2018年度
については、型枠工と左官は3,000円
台の差にまで縮まっている。しかし、
宮城県では、型枠工の差額が9,800円
と、17年度の１万円の差から縮小し
たものの、依然として大きな単価差と
なっている。
新単価の補正予算への的確な反映を
図るため、北海道開発局は、３月１日
契約分から新単価を適用する。また、
すでに公告済みで２月28日までに入
札書提出が求められている工事は、落
札後に新単価を反映した内容に契約
変更する。北海道庁や札幌市なども、
３月入札分から新単価を適用する予
定だ。
石井啓一大臣は、16日の閣議後の

記者会見で「今回の改定の効果が現場
に従事する技能労働者の賃金水準の
上昇につながるよう、業界団体に対
して適正な賃金水準の確保を要請し
ていきたい」と語った。また、北海道
建設業協会では「北海道の平均単価が
全国を上回る伸びとなったことを歓
迎する。発注機関に対しては、今後

も工事発注の平準化と適切な工事量の確保を要望していきたい」と話している。
本年度の公共工事発注は、４月以降も引き続き好調に推移すると見られ、札幌圏で
は、民間大型プロジェクトも相次いで具体化する。ハローワークがまとめた有効求人
倍率は、特に建設業で高い倍率を維持している。単価の上昇による技能者の処遇改善
とともに、通年雇用化などを通じた人材確保の取り組みは、昨年度以上に重要性を増
すことになる。



◎一般会計が初の１兆円台に
　―札幌市2018年度予算ダイジェスト　東白石小など３校の改築着工

 札幌市は２月２日、2018年度予算案を発表した。一般会計は１兆116億円と、前
年度当初を1.5％上回り、初の１兆円台に達している。一般会計の普通建設事業費は、
1,116億円と微減したものの５年連続の1,000億円台を確保。道路、河川など社会
基盤整備にはおよそ360億円を投じる。建築は老朽対策や、学校、保育所整備など、
重点である子ども関連に手厚く配分。東白石小、羊丘小、発寒西小の３校で校舎改築
に着工する。市街地再開発には、補助や関連事業を含め100億円を投じ、関連事業
や民間投資も含めた総事業費は1,878億円に上る。北海道新幹線の開業を見据えたＪ
Ｒ札幌駅周辺の交流拠点再整備に関しては担当部を新設し、北5西1・西2街区再開
発の具体化を急ぐ。
秋元克広市長にとって、現任期最終の本格予算編成。全会計総額は、1.1％減の
１兆6,344億円。一般会計のほか、７特別会計に9.1％減の3,617億円、６企業会計
に0.8％増の2,611億円を計上した。
一般会計は、秋元市長が目指すまちづくり実現に向けアクションプラン達成と、子
どもの育成支援、女性の活躍推進、経済・雇用など
力を入れる３分野に重点配分。大型事業は、民間再
開発補助など投資効果の高い事業を選んだ。
３本柱の一つ「子どもの育成支援」では、学校の新
増改築に82億円を充て、合築で整備する新型児童
会館整備に５億円を配分。「女性の活躍推進」では私
立保育所整備補助に44億円を支出し、定員1,957
人分を拡大する。女性の働き方支援に向け総合窓口
の開設・運営も始める。
「経済・雇用」に関しては、官民で構築したビッグ
データの利活用基盤を生かした産業の活性化や、地
下歩行空間のＩＣＴ活用実験など効率的な都市運営
を模索する。
波及効果の高い観光分野では、外国人観光客の富
裕層受け入れ環境充実を図るホテル改修費の補助を
新設。新ＭＩＣＥ施設は、年度内で候補地検討にめどを付け、ＰＦＩの導入や詳細な
機能検討、設計に入る。
政策分野の主な事業を見ると、民間投資を誘発する市街地の民間再開発補助関連は
引き続き重視し、全体で100億円を投じる。苗穂駅の移転橋上化に合わせ、事業が本



格化する北３東11周辺など４地区の再開発補助のほか、新たに札幌大同生命ビルを
建て替える北３西３南地区や、苗穂駅北口西地区を、優良建築物整備として支援する。
新幹線開業をにらんだ札幌駅周辺の再整備は札幌駅交流拠点のまちづくり計画策定
後、先導街区となる北５西１・西２再開発の基本設計に入る。丘珠空港ビルでは利活
用調査のほか、バリアフリー化の設計に着手する。
冬の市民生活を支える除雪費は過去最高の202億円を計上。次期雪対策計画を策
定し、排雪効率化のため大規模融雪槽の基本設計に入る。
スポーツ関連は2026年の冬季五輪・パラリンピック招致に１億円を配分。立候補
プロセス参加と並行して、施設計画の更新や追加検討を展開。秋までに正式に立候補
するかどうか判断する。ラグビーワールドカップや東京五輪を控える札幌ドームの保
全費には、過去最大の14億円を投じる。
工事請負費は14％増に
全会計に占める建設費を見ると、総額は1,634億円で、0.1％減とほぼ横ばい。また、

17年度に前倒しで補正する13億円を含めた執行ベースの建設費は、1,647億円規模
になる。一般会計の普通建設事業費は、0.5％減の1,116億円だが、このうち工事請
負費は610億円と13.9％増加している。
道路・街路、河川、公園など社会基盤整備の普通建設事業費は、補助、単独合わせ
2.7％減の360億円を計上。街路は継続となる屯田茨戸通の屯田東、西茨戸両工区な
ど改良16路線、西５丁目樽川通など電線類地中化10路線などに99億円を配分。道
路は新規着工する屯田茨戸通屯田西工区など改良５路線と電線類地中化３路線などに
56億円を充てた。
市有建築物整備は補助、単独合わせ、0.6％増の756億円。政策で重点化する学校
施設の新増改築、施設改修が約４割増の172億円となったほか、増加する公共施設
老朽対策の保全推進費は19.6％増の69億円と伸びている。
このうち学校施設整備関連では、東白石小、羊丘小、発寒西小の３校で校舎改築に
着工するほか、中央小では屋体に続き２カ年で校舎の建設に入る計画だ。新陽小、発

寒南小、栄中の３校については実施設計を進
め、19年度を予定する着工に備える。
基本設計費には7,400万円を計上。対象は
市立学校施設耐震化の最後となる本町小と
二十四軒小の改築で、いずれも19年度の実施
設計を経て、20－21年度に校舎と屋体を建て
替えることにしている。
学校新築には、21億円を計上。石山小と石

山南小の統合校である石山緑小で、２年目となる校舎、屋体建築などに19億円、常
盤小と石山東小の統合校である芸術の森新設小の実施設計などに2億2,000万円を投
入する。

東白石小の西側から見た完成イメージ



◎建設業の魅力を市民に伝える　体験ブースでは定員上回る来場も
　―地下歩行空間で建設産業ふれあい展

道建設部と札幌市が主催する建設産業ふれあい展が１月13、14の両日、札幌駅前
通地下歩行空間で開催された。建設に携わる各社が知恵を持ち寄り、行き交う人々に
建設業の魅力を伝えた。
建設産業について、特に若い人や子どもたちに広く知ってもらいたいとの思いで
2016年から毎年開催しており、ことしで３回目。北海道建設業協会の協賛で札幌建
設業協会や日本建築大工技能士会札幌支部、北海道測量設計業協会など12団体と道、
札幌市が参加し、17のブースを出展した。
当日は道建設部の京田隆一建設業担当課長もオレンジ色のウインドブレーカーを着
て会場を巡回。「開場前から子どもたちが並び、期待してもらえている。歓声や笑顔
が至る所にある」と話した。
地下鉄さっぽろ駅に隣接する北４条付近では北海道左官業組合連合会、北海道型枠
工事業協同組合、日本建築大工技能士会札幌支部がそれぞれ技術力を生かし、体験型
のブースを出展。子どもたちに椅子作りを体験してもらうブースでは、用意した120
脚では足りず、材料を追加した。
北３条交差点広場では北海道建設作工技建協同組合と北海道鉄筋業協同組合が、足
場の組み立て、鉄筋の結束体験コーナーを設けた。ハッカーを用いた結束作業は力が
ほとんど要らず、一人で何カ所も結び付ける子どももいた。

日本建築仕上学会女性ネットワーク
の会が建設業界で活躍する女性を招き、
トークショーを開催。資機材メーカーの
菊水化学工業や日野興業などの女性研
究者５人が体験を話した。
菊水化学の児山奈央美さんは同社の
女性研究者が開発した、タイルに用いる
色砂を応用したジェルキャンドルなど
を紹介し、「研究開発には女性ならでは
の発想を活かすことができる」と、会場
の若い女性に呼び掛けた。

札建協は北２条広場で、ＩＣＴを活用した最先端の現場技術を紹介。仮想現実（ＶＲ）
コーナーでは希望者が途切れることなく続き、ヘッドセットを着けた体験者は驚きの
声を上げた。
大通交差点広場では、北海道造園緑化建設業協会がラジコン重機を使った造園体験
と竹を使ったコップなどの制作体験を実施。北海道管工事業協同組合連合会は塩ビ管
を使った遊びを、北海道電業協会は果物から電池を作る実験をした。

各業界のプロが高い技術力を生か
し、子どもたちを楽しませた



◎2015－17年度の民間建築物耐震改修補助は20件、19億円―札幌市都市局
札幌市都市局が2015－17年度に実施した民間建築物に対する耐震改修の補助実

績額は設計、改修工事を合わせて20件、19億円に上っている。新さっぽろアークシ
ティサンピアザやアルシュビルなど７施設が17年12月末までに補助を活用して耐
震化を終えている。都市局は18年度に関連予算1億6,600万円を予算化し、民間建
築の耐震化を促す方針だ。
耐震診断を義務付ける要緊急安全確認大規模建築物に関しては、国が民間建築物に
対して耐震化に必要な設計、改修・建て替え費用を補助する制度を用意。札幌市は
2015年度からこれに補助額を上乗せする制度を整え、耐震化を促している。
補助活用には2018年度末までに設計に着手する必要があり、都市局では駆け込み
も想定し、18年度は設計主体の補助枠確保で事業者のニーズに対応する考えだ。
補助額の内訳は耐震設計が2015年度に６件、16年度が７件、17年度が１件の合
計14件で対象事業費
は２億3,700万円。改
修工事は15年度２件、
16年度３件、17年度
３件の計８件だが、う
ち１件が16－17年度
の２カ年のため実数は
７件となり、事業費は
総 額16億5,300万 円
だった。
サンピアザのほか、
新札幌パウロ病院、ガイア北42条店、イオン東札幌店、アルシュビル、東カン札幌
第2ビル、札幌第一幼稚園の7施設が設計もしくは工事の補助を活用し耐震化を済ま
せた。
設計費補助の14件のうち改修済みは５件で、18年度改修が１件、建て替えが１件
あるが、残る７件は対応未定としている。
2015－17年度の補助実績は次の通り。（カッコ内は補助対象となった事業費）
◆耐震改修工事
◇2015年度▽新札幌パウロ病院昭和56年設計棟（4,265万円）▽ガイア北42条店

（5,700万円）
◇2016年度▽イオン東札幌店（１億4,906万円）▽アルシュビル（５億7,520万円）

▽新さっぽろアークシティサンピアザ専門店棟（１億8,520万9,000円）
◇2017年度▽東カン札幌第２ビル（1,940万円）▽新さっぽろアークシティサンピ
アザ専門店棟（６億2,449万1,000円）



◎もみじ台で建物用途制限緩和などの地区計画変更を検討
札幌市は、若者世代の流入促進やコミュミニティの場形成といった地域活性化に向
け、もみじ台団地地区の地区計画変更を検討している。戸建て住宅地区の建物用途で
長屋や共同住宅、集会所のほか、新たに事務所、喫茶店、アトリエなどとの兼用住宅
を認め、敷地面積の最低限度を200㎡から180㎡に緩和する。地域の意向調査に入り、
早ければ2018年度の都市計画審議会に諮る可能性もある。
北は南郷通、南は厚別青葉通に挟まれた同地区は、新住宅市街地開発事業として
1965－75年代にかけて開発。４団地、約5,500戸に上る市営住宅の周囲に商業エリ
アや戸建て住宅地、小中学校、公園などが配置されている。
住環境維持保全の観点から242haを対象として1983年に地区計画を決定。これに
より戸建て住宅地区88.6haでは第1種低層住居専用地域としてのほか、建物用途や
広告物の制限が設けられ、敷地面積の最低限度も設定された。
一方、開発から40年近くが経過して人口減
少や少子高齢化が進行。ピーク時（1985年）に
は２万6,000人近くに上った人口が、2017年
10月時点では約１万5,000人に減少。市は地
域活性化の観点から、統廃合後の旧小学校2
校を、民間の私立中学校や居宅介護支援事業
所などに跡利用。「まちづくり戦略ビジョンア
クションプラン」では、市営団地建て替えを含
めた土地利用再編検討も位置付けた。
また、2017年には「もみじ台自治連合会」が
地区計画変更に関する要望書を提出した。高
齢化が進む中で地域のコミュニティーが衰退
する恐れなどを訴え、地区計画の緩和を求め
ていた。
市は、地区計画で用途制限している長屋、共住・寄宿舎・下宿、集会所、兼用住宅
で事務所、食堂・喫茶店、美術・工芸品制作用アトリエ・工房を認め、若者の流入促
進や地域交流の活性化を図るほか、敷地面積の最低限度緩和により若者世代の購入を
促すことを検討していく。
ただ、兼用住宅では、理容室や日用品販売店など5カ所の既存商業エリアに設置さ
れている用途を検討対象から除外するなど、既存商業者への影響も考慮する。
このほか市都市局は、ことし４月から厚別区のもみじ台団地の一部住戸を、北星学
園大や同短大の学生に提供するモデル事業を始める。学生の自治会活動参加を条件に
月額約１万2,000円と低廉な料金で住戸を提供する。状況に合わせ提供戸数の拡大を
検討するほか、要請があれば、他大学との連携も考えていく。



◎札幌市が除雪パートナーシップの排雪断面検討で今冬から実証実験
札幌市雪対策室は、除雪パートナーシップ制度の排雪断面検討に向け、今冬から実
証実験を始める。地域の支払額が上昇傾向にある中、排雪や運搬量を少なくした実験
断面を試行し、道路状況や作業への影響を数年にわたり調べる。現行断面と比較し、
地域の満足度を分析しながら、基準断面の在り方を考えていく。
市内の生活道路については、市と地域が費用を負担し合う除雪パートナーシップ制
度を用いて年に１度、２－３月ごろに排雪作業を実施している。
現行の排雪断面は道路幅約６ｍを確保し、路面の残雪厚10㎝まで整正することが
基本。地域の支払額は１㎞当たりの排雪量と運搬距離を一定条件に設定し、市内一律
で費用を算出。これを超える部分を市が負担する仕組みだ。
過去５年の平均負担割合は市が７割、地域が約３割で、少雪だった2015年度でも
市が56％と半数以上を負担している。
ただ、2013年度以降は人手不足による人件費や機械経費の上昇を背景に、地域の
支払額が１㎞当たり約40万円から上昇を続け、
17年度は前年度より4.7％高い48万6,000円
と50万円に迫る水準になった。
このため雪対策室は費用上昇の抑制策として
新断面の検討を決め、基礎資料とするため、排
雪や運搬量を減らした断面での試行に入る。
実験断面は２種類を設定。一つは現行基準
の幅６mで排雪した後、路面整正などの雪を
排雪後の道路脇に残し、運搬量を減らすもの
とする。もう一つは民間排雪の利用拡大を前提
に、排雪幅を現行よりも狭い４m強にとどめる。
実験に当たっては厚別、豊平、清田、南の
４区から４町内会を選定。実験断面と従来断
面による排雪を100m程度の区間で試行して
影響を確認するほか、民間排雪の利用率も調
査する。
作業は現行基準に最適化されているため、効
率が低下し費用が増える可能性もあるが、実験
による増加分は市が負担する。雪対策室では「積
雪量も影響するため、地域の協力を得て数年間実験を続け、影響や地域の満足度を調
べた上で判断したい」としている。
このほか実証実験では幹線４路線、生活８路線で、空き地や公共用地に雪を入れる
地域内雪処理の効果と作業効率も探る。



22日のオープン前に公開した
「からくさホテル札幌」の客室

◎ＫＤＤＩエボルバが東札幌にコンタクトセンター／新ビル建設へ
コールセンターなどを展開するＫＤＤＩエボルバ（本社・東京）が、札幌市白石区に
ある日本通運の札幌東支店跡地で新ビルの建設を検討している。計画が固まれば今春
の着工を予定する。
新施設の建設予定地は、白石区東札幌２条１丁目２の14で地下鉄東札幌駅から北
西側230ｍの場所。日本通運札幌東支店跡地で敷地面積は約7,600㎡。現在は更地と
なっている。南郷通を挟んでイーアス札幌や
イオン東札幌店といった大規模商業施設が建
ち並び、付近では分譲マンションなどの建設
も盛んなエリアだ。
現在、設計を進めており、春ごろにも着工
して１年程度の施工で竣工するスケジュール
を描いている。施設概要や施工者の選定動向
などについて同社は明かしていないが、不動
産関係者によると規模は延べ9,000㎡程度を想定し、完成後は中央区内にある機能の
一部を移転するものとみられている。

◎ザイマックスが道内でホテル事業強化／札幌で２カ所目検討
不動産総合サービスのザイマックス（本社・東京）は、道内でホテル事業の展開を強
める。札幌市の狸小路商店街５丁目で１月にオープンした「からくさホテル札幌」を皮
切りに、道内の観光地で宿泊に関わる事業者などと連携して〝からくさブランド〟を広
めていくことも模索。独自の客室サービスで連泊客の確保を狙っていく。
道内初進出となる宿泊特化型の「からくさホテル札幌」は、大阪、京都に次いで５カ
所目。これまでで最も多い177室を完備した。隣り合う客室を内扉でつなぎ、最大
４－６人が利用可能なコネクティングルームを110室用意するなど多人数の宿泊に

も対応する。
２階に露天風呂付きの大浴場を備えるほか、ラウ
ンジには座敷に掘りごたつを設けるなど和の空間を
創出。からくさホテルは、宿泊者の７割以上が香港、
台湾をはじめとする外国人が占めるため、ニーズに
対応したサービスで集客を図る。
同社は今回の１号店に続き、客室140室程度の２
号店の出店を検討。狸小路商店街２丁目に面した敷

地約700㎡を取得済みだ。佐藤亮祐からくさホテル事業部長は、札幌での２号店につ
いて「１号店の運営動向を見ながら考えていきたい」との見解を示す一方、道内の観光
事業者などの連携について期待感を示した。



◎さっぽろ通年雇用促進協が車両系建機実習や勉強会を開催
さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会が実施する職場体験実習事業のうち、
車両系建設機械の2017年度実習が1月10日から始まった。年度内に３回を予定し、
人手不足が深刻な建設業界と地域での通年雇用を希望する労働者のマッチングを進め
る。また、１月25日には事業主を対象とした勉強会も開催し、公共事業の動向や民
間プロジェクトの概要などについて学んだ。
１月の実習は大同舗道（本社・札幌）道央営業所内で行われ、２人が参加した。同社
は札幌市発注の中央区中地区と東区西地区の本年度除
雪に携わっており、参加者は敷地内で待機していたグ
レーダーやロータリー除雪車に同乗。オペレーターか
らプラウの操作方法や、作業中の注意事項などについ
て説明を受けた。
このほか事務所内では建設業や道路工事の業務内容
について解説。対応に当たった金子立一統括所長は「人
手不足は深刻な状況で、職場体験実習という形で就労
希望者と接する機会は貴重」と話していた。
同協議会は、就業希望者と事業者のマッチングのほ
か、通年雇用の希望者に対する人材育成のための資格
取得をサポートする無料講習や面接対策セミナーなども実施。資格取得は、２級土木
施工管理技士（土木、学科のみ）、車両系建設機械（整地等）運転技能、移動式クレーン
運転実技などのメニューがある。
また、勉強会については、本年度８回目となるもので、北海道建設新聞社の矢部育
夫取締役企画部長が「建設業の課題と解決について」と題し、公共事業予算の動向や札
幌市内で本格化する大型再開発プロジェクト、人材育成問題などを解説した。　　　
公共事業予算については、過去の予算動向を説明し、道路や河川、農業農村など各
事業の今後の展望について「農業農村予算はＴＰＰやＥＰＡ対策が継続すると予想さ

れることから、今後も高い水準で推移す
るのでは」との見通しを示した。
再開発プロジェクトについては、新
さっぽろ、苗穂、札幌駅北口などで相次
いで本格化することに加え、旧耐震基準
施設のリニューアルや建て替えが今後数
年で集中すると予測。「建築ラッシュに
より技能者の人手不足は続き、季節労働
者の通年雇用化は人材確保のために重要
な取り組みとなる」と説明した。勉強会の風景



◎農業農村が900億円台に回復、補正は３月にかけて発注本格化
　―2018年度北海道開発予算と17年度補正予算

国土交通省北海道局は１月22日、2018年度北海道開発事業費の概要を発表した。
公共事業費に相当する北海道開発事業費が事業費ベースで前年度比1.3％増の6,631
億円。17年度の伸び率（0.3％増）を大きく上回った。このうち、北海道開発局など
が実施する直轄は1.8％増の4,107億円、補助が0.5％増の2,524億円。直轄は道路
や港湾、空港、国営公園等、農業農村整備などが伸び、事業費全体に占める割合は
61.9％と0.3㌽上昇した。また、２月１日に成立した補正予算では、ゼロ国債と追加
補正で1,746億円が措置され、３月にかけて集中的に発注となる。
政府は、道開発事業費を盛り込んだ2018年度予算案を22日の通常国会に提出。
年度内成立を目指す。
直轄は、事業費の４割強を占
める道路が1,891億円を積み上げ
0.2％の増加。国営公園等は20年
の東京五輪に合わせて開園を目指
す白老町内の国立民族共生公園の
整備本格化で59％増と大幅な伸
びを見せた。新千歳空港の受け入
れ機能強化を図る空港は52.1％
増えた。ＴＰＰ・ＥＰＡ対策を
受けた農業農村整備は0.9％増の
592億円。治水は0.6％減の858
億円にとどまり、治山は前年度と
同じ32億円を確保。港湾は0.1％
と微増の170億円だった。
補助は、農業農村整備が16.5％
増の332億円と、2017年度（7.7％
増）を大幅に上回る伸びを示した。
道路は苫小牧中央ＩＣ新設が補助事業に変更となったため、9.1％増の107億円を確
保。空港は女満別空港エプロン改良が17年度で完了するため４割減となった。社会
資本整備総合交付金は667億円で0.3％減少。防災・安全交付金は721億円で0.4％
の伸びを示した。
また、２月１日に成立した補正予算では、2018年度予算の前倒しとなるゼロ国債
に617億円を措置。17年度当初予算に計上されていた分を加えると、総額は859億



円に達する。追加補正分は1,129億円。農業農村整備が4割超を占め、18年度当初
予算と同様に、ＴＰＰ・ＥＰＡ対策に伴い手厚く配分されている。
６年連続の増額を確保
2018年度北海道開発事業費は、６府省合計の公共事業関係費が0.04％の微増にと

どまる中、1.6％増と全国の伸び率を大きく上回り、６年連続の増額を確保した。特
に農業や空港の伸びは、第８期北海道総合開発計画で戦略的産業に位置付ける食と観
光に対する期待の表れが具体的な数値となって表われた。
農業農村整備予算は、民主党政権により2010年度予算で激減した。アベノミクス

始動とＴＰＰ対策により14年度以降は増加に
転じ、18年度は激減前の900億円台にまで回
復した。
また、前年度（6.7％増）を大きく上回る伸び
となった空港は、新千歳空港で2016年度から
着手した国際線の誘導路新設とエプロン拡張な

どの工事を推進する。訪日外国人観光客が増え続ける道内では新千歳空港の利用が
増加傾向にある。道によると16年度に来道した外国人観光客は前年度比10.6％増の
230万人に達した。今後もアジアを中心に格安航空会社（ＬＣＣ）の新千歳空港への乗
り入れ希望が増える見通しで、道も500万人達成を見据える。

◎技術者・技能者の残業時間の長さが目立つ
　―道建協の労働時間アンケート調査結果

北海道建設業協会（岩田圭剛会長）の会員企業に対する労働時間などのアンケート結
果がまとまった。月間残業時間が80時間以上という回答が2割近くに上り、特に技
術者・技能者の残業時間の長さが目立つ。
アンケートは全国建設業協会が実施。このうち道建協会員企業分を同協会が公表し
た。2017年10月現在の状況を調査。261社（回答率38.3％）が回答した。
月間残業時間（各社上位３人）は、53.1％が44時間以内に収まっているものの、80
時間以上という回答も18.3％に上った。勤務時間の管理は、69・4％が本人の申告
によるもの。長時間労働抑制の取り組み（複数回答）は、「経営トップによる声掛け」
（50.6％）、「休日出勤の禁止・抑制」（35.6％）が上位で、「特に取り組んでいない」も
２割を超えた。
長時間労働の是正や週休２日の普及に向け必要と考えられる取り組み（上位３項目
回答）は、「適正な工期設定」という回答が65.5％と最も多かった。また、「提出書類
の簡素化・削減」が46％、「設計労務単価の大幅引き上げ」が42％などと続いている。
働き方改革を進める上で優先順位が高いと考えられるもの（上位３項目回答）は、「経
営トップの意識改革」が60.2％と最も多く、「発注条件の改善」56.7％、「職員の意識」
53.6％などと続いている。

900億円台まで復活した農業農村整備



赤坂二丁目地区
イメージパース

ＭＦＬＰ羽田
イメージパース

歌舞伎町一丁目地区
イメージパース

◎歌舞伎町一丁目、赤坂二丁目の都市再生ＰＪ　2019年度着工目指す
東京圏国家戦略特別区域内の都市再生プロジェクトとして民間事業者が計画する

「歌舞伎町一丁目地区」と「赤坂二丁目地区」の都市計画
素案がまとまった。歌舞伎町一丁目地区では東急レク
リエーションと東京急行電鉄が、新宿東急ミラノ跡地
に地下5階地上40階建て延べ8万5,800㎡の施設を
建設。赤坂二丁目地区では、森トラストが赤坂ツインタ
ワ―跡地に地下3階地上43階建て延べ約22万㎡の施
設を整備する。いずれも2019年度に着工する考えだ。
歌舞伎町一丁目地区は、新宿東急ミラノ跡地（新宿

区歌舞伎町1ノ29、敷地面積約4,600㎡）に公共空間と一体的に
エンターテインメント拠点を創出するとともに、都市観光の拠点
となる宿泊施設を整備。歌舞伎町地区の集客力を高め、にぎわい
を創出するとともに、アクセス性や回遊性を高める。2019年度
に着工し、22年度に完成させる。
赤坂二丁目地区のプロジェクトは、各国の大使館や宿泊施設、
文化・商業施設が集積する赤坂ツインタワ―跡地約2ha（港区赤
坂1、2丁目）で展開する。オフィスや国際的なホテル・サービス
アパートメントといった国際競争力を高める文化発信・観光支援

機能を導入するとともに、重層的な歩行者通路の整備や広域的な電線類地中化を実施
する。2019年度の着工、24年度の完成を目指している。

◎羽田旭町プロジェクト　８万㎡の物流施設　三井不動産
三井不動産は「（仮称）羽田旭町プロジェクト」新築を新日鉄住金エンジニアリングの
設計・施工で2018年2月に着工する。まちづくり型ロジスティクスパーク開発事業
の一環。免震構造で鉄骨造5階建て延べ8万1,000㎡の物
流施設を建設する。基礎は杭基礎。完成予定は19年6月。
建設地は大田区羽田旭町10他の敷地3万6,213㎡内。
敷地内では、ＡＮＡホールディングスが隣接してトレー
ニングセンターの建設を進めている。両者は連携して羽田
エリアを「インダストリアルパーク」として整備し、活性化
する計画だ。トレーニングセンターは鉄骨造8階建て延べ
6万2,000㎡。施工は鹿島横浜支店。2019年3月の完成を予定。

（以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部）
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