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建設産業ニュース～札幌編～

　働き方改革への対応が喫緊の課題
　―週休2日の工事現場の導入が各発注機関で加速
「働き方改革関連法」が成立し、建設業界は「週休２日」と「時短」が喫緊の課題として
対応を迫られている。週休２日については、北海道開発局、北海道、札幌市ともに、
受注者希望型を柱に導入を進めている。業界団体との意見交換会の場でも焦点となる
のは現場における週休２日対応だ。業界側からは日給月給制や工期の設定、民間工事
への普及など数多くの課題が指摘されるが、受発注者ともに「人材確保のためには週
休２日の導入は避けて通れないテーマ」という点で共通している。行政と業界の週休
２日への対応などをまとめた。

週休２日への工事現場への対応では、北海道開発局が先行している。　同局は「北
海道開発局建設業等の働き方改革実施方針」を2017年12月に決定し、国のガイドラ
インに合わせた見直しを18年４月に実施。これまで道路、河川、港湾と農業の一部
工事だけだった週休２日制導入試行を全部門に拡大した。

2017年度に週休２日制モデルを実施した工事は道路・河川６件、港湾７件にとど
まっていたが、18年度は5月下旬までに500件を受注者希望型で公告。そのうち３
分の２に当たる333件の受注者が実施の意向を固めている。発注者指定型は52件を
契約し、これも大幅に増えている。

道建設部や札幌市も2018年度から週休２
日制試行工事を導入。道建設部では、対象
工事603件中、受注者が週休２日の取り組
みを表明したものは７月18日現在で321件
に上っている。また、札幌市でも、早期発
注で導入した週休２日の試行工事について、
４件全ての受注者が週休２日を選択した。
夏以降の導入についても検討を続けている。

６月７日に札幌市内で開かれた日本建設
業連合会と道内主要発注機関の意見交換会でも週休２日制に関して大きく時間が割か
れた。宮本洋一副会長はモデル工事試行に理解を示しつつ、「互いに共通の工程表を
持ち、一緒になってやれば受注者の責任という言葉はなくなる」と述べ、発注者指定
方式により受発注者双方が休日確保を前提とした工程を考えるべきと主張した。
課題は日給月給制と工期
各機関で週休２日導入が進む一方で、日給月給制の技能者にとって、労働日数減少

は賃金低下に直結する深刻な問題。空知管内のある社長は「型枠業者に１日空くから
他の現場に行ってと言うわけにもいかず、休んだ分を割り増しして協力を求めた。費

週休２日導入の現場では技能者賃金
への対応が課題となっている
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用も工期も厳しいとなれば代理人も下請けも消極的になってしまう。全工事に導入し
たいなら週休２日前提の歩掛かりが必要だ」と労務費の改善を求める。

冬季施工で週休２日を実施した上川管内の社長は「雪による休工や除雪に時間を取
られた。北海道では繰り越しを活用しなければ定着しないのでは」と指摘する。開発
局のアンケートでも技能者の給与水準や工期が確保できず試行を断念したケースが
あったことが判明した。

開発局では、2018年度は早期発注分から試行し工期確保に努めるほか、４月１日
以降の公告分からは労務費と機械経費に休日取得に応じた補正係数を乗じる措置を取
り、17年度に措置した共通仮設費と現場管理費の補正係数も上積みしている。補正
係数に関しては道、札幌市ともに国の基準を反映、または一部反映する方向で対応し
ている。

導入が業務改善のきっかけに
週休２日導入工事には課題も多い一方、業務体制見直しにつながったと評価する意

見も聞こえる。山間部の工事で週休２日に取り組んだ十勝のある企業の社長は「厳し
い気象条件で工程が停滞したが、代理人だけでなくオペレーターから世話役まで一丸
となった休日確保を考えたことで現場の集中力が増した。習慣付ければ組織全体の生
産性が高まる」と元請けと下請けが一体となって取り組むことの好影響を強調した。

また、ｉ－Constructionを導入した渡島のある企業の社長は「業務効率化で生じた
時間を担当者の残業の削減、週休２日制に
充てることが可能になった」と語り、「中小
の地場企業でも先端技術を取り入れると労
働環境が変えられる。3Ｄ計測などで女性の
活躍の場も広がった。建設業の将来にとっ
て間違いなくプラスになり、人材確保で他
産業に後れを取らないためにも、ｉ－Con
を広げていきたい」とｉ－Construction効果
を指摘する。

北海道建設業協会の栗田悟副会長は「モデル工事はまだ未知数。やってみれば社内
体制や工事費面でかみ合わない部分が出てくる。それを蓄積して適切な勤務態勢や単
価を求めていくことが重要ではないか」と発注者に改善を働き掛けるためにも、積極
的な対応が必要との考えを示している。

週休２日導入の現場では技能者賃金
への対応が課題となっている
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　都心アクセス道路で新案　支障物回避し低コスト化
　―社整審道路分科会北海道地方小委員会で提示
北海道開発局は７月31日、社会資本整備審議会道路分科会北海道地方小委員会を
開き、国道５号創成川通（札幌都心アクセス道路）について４つの構造案を示した。地
下トンネル、高架、現道活用案に加え、地下トンネルを基本として札幌新道との接続
部で支障物を回避するために下り線の一部を高架化する上下線分離構造案を初めて提
示。分離構造案は事業費最大1,100億円で、高架やトンネルのみの案より低コストな
のが特長だ。

対象ルートは高速道路の札幌北ＩＣがある北34条付近から北３条付近までの約４㎞
で、北37条での石狩街道との接続を含めて総延長５㎞を計画。　現道活用以外の構造
物新設3案はいずれも、既存の創成トンネルとの接続を想定し、北６条の新幹線・ＪＲ
在来線高架など地上の構造物を回避するため都心部は地下構造を採用したい考えだ。

札幌新道の千歳方面から札幌北ＩＣで降りる車両の渋滞対策を目的に、同道上り線か
ら直接乗り入れできる降り口を確保するほか、北８条付近で地下トンネルから現道への
出入り口を設け、札幌駅へのアクセス向上を図る点でも構造物新設の３案は共通している。

全線地下トンネル案は冬季の定時性確保
に最も効果が高く、札幌新道からランプ
ウェイを地下に引き込む。一方で病院や公
園の移転が生じることなどから、整備費は
1,200億－1,400億円と４案の中で最も高
額だ。一部高架整備案は北37条から北13
条まで上下線に高架橋を整備し、北13条
から北３条までは地下化して創成トンネルにつなぐ。札幌新道とは高架上で接続する
が、こちらも病院の移転が必要になり、整備費は1,050億－1,250億円に膨らむ。

支障物件を踏まえて考案されたのが上下線の分離構造案だ。基本は上下線ともに地
下トンネルで整備するが、札幌都心に向かう下り線のみ北37条から北18条付近まで
高架とするもので、高速道路との接続部で周辺の民間敷地に影響しない。計画的に整
備を進めやすく新幹線の札幌開業効果の取り入れと発現を見込めるほか、物件補償や
移転がないため900億－1,100億円と別線整備案では最も経済性が高い。

現道活用案は河川断面上に右折レーンを設けるもので、整備費は85億－170億円
と最も低コストだが、冬季交通の定時性確保などの整備効果は最も低い。

開発局は秋にも第１回のアンケートを行い住民意見の把握に努めるとともに、より
詳細な構造の検討を進めていく。同日、秋元克広札幌市長は定例会見で「アクセス改
善は観光、集客交流の向上に重要な要素」と強調。「具体的検討に入り、かなり前進し
たと認識している」と話し「最少経費で最大効果が得られるよう丁寧に説明していきた
い」との考えを示した。

創成川通縦断図面
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　札幌市の新さっぽろ駅周辺地区計画と再開発施設規模が判明／複合市街地形成へ
民間大規模再開発が計画される新さっぽろ駅周辺地区で、札幌市が設定を目指す
36.6haを対象とした地区計画の概要と、主要施設の規模が明らかになった。地区計
画では副都心に商業・業務、宿泊、医療、教育など多様な都市機能集積を図り複合市
街地の形成を目指す。再開発によって整備する施設規模はＧ、Ｉ両街区を合わせた全
体で、延べ14万4,800㎡となる見込みだ。

市営住宅団地跡などを対象とした新さっぽろ駅周
辺地区再開発事業はＧ街区に大学と専門学校の施
設、Ｉ街区に商業、ホテル、集合住宅、医療施設を
配置。Ｇ街区は2021年春、Ｉ街区は22年度の開
業を予定する。

学校法人の札幌学院大学と産業技術学園が参入す
るＧ街区は、1.6haを全て教育・地域交流複合地区
として設定。屋内施設と一体的に機能する広場や歩
行者空間、歩道沿いに空地などを設ける。再開発に
よる主要施設としては、敷地東側に札幌学院大の社
会科学系学部施設（6階、延べ1万2,600㎡）、西側
に産業技術学園の看護医療系学科専門学校（6階、延べ7,500㎡）を配置する。

駅北東側で整備するＩ街区3.9haには、大和リースや医療法人新さっぽろ脳神経外
科病院などが参入する。街区中央を南北に貫く道路を新設。新設道路西側で商業・業
務地区に1.6ha、集合住宅地区0.5haを設定。道路東側は医療・業務地区1.8haとした。
街区内では各施設の回遊性向上やＪＲ新札幌駅へのアクセス向上として、空中歩廊や
公共駐輪場、地域住民の憩いの場となる広場を整備する方針。

Ｉ街区の主な再開発施設は、
商業施設が立体駐車場を含め地
下2地 上5階、 延 べ4万7,900
㎡、ホテルが地下1地上12階、
延 べ1万4,800 ㎡、 集 合 住 宅
は 地 下1地 上30階、 延 べ2万
4,100㎡。医療系施設は、新さっ
ぽろ脳神経外科病院が5階、延
べ1万1,300㎡、新札幌整形外
科 病 院 が5階、 延 べ5,700 ㎡、
記念塔病院が7階、延べ9,600

㎡でそれぞれ計画しているほか、クリニックなどが入居する棟も7階、延べ1万1,300
㎡で見込んでいる。

Ｇ街区のイメージパース。現況
（写真下）が複合市街地に生まれ

変わる 
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　来年度道開発予算概算要望に国費ベースで163億円積み上げ／札幌市
札幌市の2019年度北海道開発予算に関する概算要望額は国費ベースで162億
7,500万円を積み上げている。18年度配分額を51.1％上回り、バリアフリー化や橋
梁耐震補強などを進める道路・街路、建て替えを進める公営住宅の増額が押し上げた。
新規は篠路駅周辺まちづくりで、鉄道の連続立体交差化に伴う市道・横新道整備、篠
路駅東口土地区画整理を盛り込んだ。

北海道開発事業費の要望のうち社会資本整備
総合交付金（社交金）と防災・安全交付金（防安）の
国費要望額をまとめたもの。全国枠の交付金や補
助は含めていない。

種別では社交金が76億2,400万円で前年度配
分額比72.5％増、防安は36.2％増の86億5,000
万円。全体に占める割合は社交金が47％、防安
53％で社交金が6㌽伸びている。

事業別に見ると道路・街路は、65億9,300万
円で62.4％の増額要望。新規で横新道の測量調
査費を計上したほか、札幌北広島環状線屯田西工
区の屯田高架橋新設、屯田茨戸通西茨戸と東茨戸工区、電線共同溝整備、橋梁耐震補
強を継続する。

ストック再編や長寿命化対策に取り組む公園・緑地は41.2％増の17億200万円、
札幌駅交流拠点の基盤整備、2019年度改定を目指す総合交通計画の検討費を計上す
る交通調査は8.3％減の1,100万円を要望した。

河川は16.8％増の3億9,000万円。下水道は7.5％増の40億円で、水再生プラザな
ど下水処理施設の電気、機械設備更新や災害対策を推進する。

公住整備は28億2,600万円で3.6倍の伸び。2018年度新規の伏古団地替え工事が
本格化し、二十四軒団地建て替えに新規着工する。二十四軒団地は1970－71年に
完成した4棟120戸を2棟116戸に建て替え・再編する。総事業費は41億円。

安全ストック形成は3.1倍の4億円で中央体育館、さっぽろ芸術文化の館の解体費
が押し上げた。

優良建築物等整備は北3西3南地区と苗穂駅北口西地区の継続2地区で、前年度配
分額の2倍にあたる2億1,900万円を計上。区画整理は皆増の4400万円で篠路駅東
口を新規要望する。ＪＲ篠路駅周辺で、線路と駅東側を走る道道花畔札幌線に挟まれ
た4.4haを対象に鉄道高架や周辺道路の整備と土地区画整理事業を柱としたまちづく
り事業で解消を図る。

このほか、東米里西処理場造成など環境衛生は34.4％減の700万円、白川第3送
水管が2018年度に完了する水道は8,300万円で79.5％の大幅減となった。
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２年連続で300人割れ／札幌中央・東労基署管内の2017年建設業労災
札幌中央・東労基署は2017年建設業労災発生状況（休業4日以上）の確定値をまと
めた。被災者の総数は296人で、前年を14人上回ったものの2年連続で300人を下
回った。死亡災は前年比1人減の4人でこのうち3件が7月に集中している。

総数の内訳は、土木が11人増の69人、木
造建築が10人増の36人、設備は1人増の
53人となった一方、建築が138人で8人減
少した。

死亡災は土木、設備でそれぞれ2人の計4
人。2年連続の減少となり、過去10年で見る
と2011年、13年の3人に次いで少ない水準
だが、法面防護の現場でドラグショベルごと
転落、ダンプトラック誘導中にひかれた事故、
工場の修理作業中に梁に付着していたダスト
の落下、乗用車を運転中に対向車と正面衝突
事故により命が奪われる事案が発生した。

事故の型別では最多の墜落・転落が87人（前年比1人減）で、次いで転倒が55人（同
6人増）、動作の反動・無理な動作が31人（同3人増）、切れ・こすれ29人（同4人増）、
挟まれ・巻き込まれが27人（同）2人減）など。墜落・転落と転倒で全体の約半分を
占める。

署別に見ると、中央労基署では1人減の123人が被災。建築で14人と大きく減少
したが、設備で13人増えた。死亡災は土木で2人、設備で1人の計3人に上り、前
年より1人増加した。

中央労基署の山田雅之署長は、第13次労働災害防止計画で建設業が死傷災害防止
対策の重点業種となっていると指摘。「特に墜落・転落、建設機械・クレーンなどに
おける労働災害防止対策については、現場に応じた具体的な対策を事前に実施して」
と求めている。

東労基署管は前年比15人増の173人だった。建築と木造建築のほか土木が16人
と大きく増えた一方、設備は12人も減少した。このうち死亡災は設備の1人で前年
から2人減った。事故の型別では、墜落・転落が最多で次いで転倒の発生が多い。

このような傾向を受けて、東労基署の工藤英司署長は、「フルハーネス型安全帯の
普及促進や転倒防止対策の重点的な取り組みなど、経営首脳者は強いリーダーシップ
を持って自主的な対策を展開してほしい」と呼び掛けている。

北海道労働局がまとめた2017年労災発生状況（確定値）によると、道内の建設業死
傷者は前年比3.5％減の879人。3年連続で1,000人以下にとどまった。死亡は7人
減の23人、休業4日以上の傷病は25人減の856人となった。
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　北海道新幹線函館北斗－札幌間トンネル工事契約に目途
　―札幌でも始まった掘削土の受け入れが工期短縮の課題
北海道新幹線新函館北斗－札幌間211㎞うち、８割を占めるトンネルの契約済み延
長が2018年度末に約160㎞とトンネル全体の95％に達する見通しだ。19年度から
は高架橋工事や駅など明かり部整備も本格化する。一方、トンネル掘削土の受け入れ
地確保が契約に追いつかず、30年度の札幌延伸には地域の理解や協力が不可欠な状
況。札幌市内でも朝里トンネル工事着手に伴い、7月9日から中央区の採石場に掘削
土の搬入が始まった。

建設工事が先行するトンネル部
は、契約済み延長が６月１日現
在で29工区、約128㎞と、路線
全体の61％、トンネル総延長の
76％に達した。

整備主体の鉄道・運輸機構は、
2018年度に新たに８工区を契約
する計画。小樽―札幌間を結ぶ札
樽トンネルは、シールド工法で札
幌市街地の地下を通過する札幌工
区（8.4㎞）、山岳をＮＡＴＭ工法
で施工する銭函工区（４㎞）、星置

工区（５㎞）を予定。札幌市内でも新幹線工事が始まる。
トンネル発注に一定のめどが立ったことで今後は明かり部の工事が進んでいく。高

架橋を含む橋梁は96カ所、総延長4,459mを計画し、2018年度は詳細設計を促進す
る。駅位置が変更になった札幌駅は、ＪＲ北海道と連携しながら計画変更認可の手続
きを経て、まちづくりと整合性ある駅づくりを進める。

駅高架橋は地元調整を経て、早ければ2019年度に設計に入り、その後着工に至る。
札幌駅は2面2線で上下分離の高架駅、新八雲は相対式2面2線の地平駅、長万部は
島式2面4線の高架駅、倶知安と新小樽は相対式2面2線の高架駅で計画。

工程上の大きな課題はトンネルの掘削土対策だ。基準値以上の自然由来の重金属
を含有する対策土を含め総発生土量2,100万㎥に対し、受け入れ先の確保率は50％、
見込みを含めても70％にとどまり、この先、受け入れ先確保が工期短縮の鍵を握る。

札幌市中央区の昭和採石工業盤渓工場に運び込まれている朝里トンネルの発生土
は、自然な状態で含まれる重金属が法令で示す溶出や環境の基準を下回る「無対策土」
と呼ばれる岩や土。採石場の埋め戻しや復元に有効活用する。今後、着工する札幌市
内工区の掘削土も同採石場に搬入予定だが、引き続き同機構は新たな受け入れ先の確
保と、搬入先の分散化に努める方針だ。
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さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

新幹線トンネルの掘削土を札幌市内
に搬入するダンプ
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　建設業チャレンジ支援センター開設　セミナーなど始まる
　―無料の経営相談、助成金・補助金の活用方法など指導
厚生労働省の通年雇用促進支援事業の一環として、さっぽろ季節労働者通年雇用促
進支援協議会が取り組む「建設業チャレンジ支援センター」が、2018年度の業務を開
始した。このほどの第1回セミナーでは、中小企業診断士の平野陽子氏と特定社会保
険労務士の向田裕一氏が講師を務め、建設業に適した助成金の種類や手続き、補助金
活用に当たっての留意点などを解説した。

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から委託を受け、東京
商工リサーチ北海道支社が運営している。中小建設業の経営等に関する相談に無料で
対応し、中小企業診断士や社会保険労務士ら専門家が個別にアドバイスをする。開設
期間は2019年３月末まで。セミナーや勉強会も順次開催している。

８月７日、アスティ 45（中央区
北４条西５丁目１）内の研修室で開
いたセミナーは、「建設業向け助成
金・補助金の効果的な活用法」が
テーマ。建設業者が活用できる補助
制度を解説した平野氏は、提案の優
劣を競う補助金の審査では「地域社
会への貢献など事業コンセプト、研
究機関との連携が重視される傾向
がある」と述べるとともに、綿密な
事業計画の策定、補助金を当てにし
ない資金繰りの重要性を強調した。

向田氏は、厚労省の助成金制度を説明。通年雇用助成金やトライアル雇用助成金と
いった「利用者が多いものは、対象の範囲が広く、手続きも易しい。もらい損ねない
ように」と呼び掛け、受給の要件や申請方法などを紹介した。

定員10人程度の勉強会は、月１－２回のペースで来年１月まで開催する。９月は
11日午後３時から、公認会計士の井上晋一氏が「決算書の読み方～基本から実践まで」
を予定。同月26日には「決算書から学ぶ与信管理」、10月25日は「儲かる実行予算書
作成の仕方」、11月13日は「雇用と経営のための助成金」、12月６日は「業績管理の
基礎」、来年１月24日は「建設業が抱える課題と今後について」をテーマに各分野の有
識者が講師を務める。

２回目のセミナーは、10月４日午後３時から「人手不足解消のための働き方改革」
をテーマに開催する。講師は特定社会保険労務士の本間あづみ氏で、定員は30人。
セミナー、勉強会ともに参加無料で、事前の申し込みが必要。

問い合わせは、同センター事務局（電話011－213－1647）まで。

建設業などから約20人が受講した
第１回セミナー

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
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　札幌市が市営住宅伏古団地の建替に着工
　―600戸へ再編整備、2032年度までに16棟新築を計画
札幌市都市局は、東区内にある市営住宅伏古団地建て替えに着工した。現在18棟
690戸で構成する同団地を全面的に改築し、16棟600戸に再編する。新棟整備の初
弾となる新１－３号棟の新築工事は2018年10月から取り掛かる予定だ。建て替え
事業が全て完了するのは32年度の見通し。

伏古団地は、1973年から75年にかけ18棟690戸が整備された。築後約40年で
老朽化が進み、エレベーターもなく高齢者対応が課題となっているため、建て替えで
16棟600戸に再編、集約する。

建て替えは、既存の１－６号棟が
あるＡブロック（東区伏古６条５丁
目）、７－10号棟のＢブロック（同
３条４丁目）、11―18号棟のＣブ
ロック（同３条３丁目）の３ブロック
に分けて実施する。Ｃブロックを
先行させ2018－23年度に再整備。
Ｂ ブ ロ ッ ク は24－29年 度、 Ａ ブ
ロックは30－32年度でそれぞれ施
工する計画だ。Ｃブロック内には８
棟、Ｂブロックには６棟、Ａブロッ

クに２棟をそれぞれ新築する。住戸数など集約化を図るものの、新設するエレベーター
など共用部分の面積が増大する関係で、総延べ面積は現在の約4万440㎡から約５万
㎡に拡大する見込み。

現17、18号棟の解体に入ったＣブロックでは、解体後の敷地に新１－３号棟を新
築する。新棟の規模はいずれもＲＣ造、５階、延べ3,000㎡、1棟35戸。箱型の中廊
下タイプで２ＬＤＫを主体に、２ＤＫ、３ＬＤＫを配置する。各棟にはエレベーター
１基を設置し、３号棟１階部分には車椅子対応の住戸３戸を設ける。工期は２カ年で、
１－３号棟の工事費には約28億円を見込む。

新棟の建築主体は、1号棟が藤建設工業、2号棟が山﨑建設工業、３号棟がオリエ
ンタル建設のいずれも札幌市内業者と仮契約を済ませた。9月開会の市議会で契約承
認を提案し、本契約に持ち込む。主体の契約に合わせ電気、暖房衛生、建具は棟ごと
に、エレベーターは3棟分まとめて工事を発注する。完成は2019年10－11月ごろ
の見通し。

新1－3号棟建設後のＣブロック内整備スケジュールは、2020－21年度に現11、
12号棟を解体して新5－7号棟、22－23年度に現13－16号棟跡地に新4、8号棟
と集会所を整備する。

既存住棟を解体した跡に新棟を建設
する伏古団地
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 　ＪＲイン札幌北2条が弘済ビル跡地の新ビルに出店へ
ＪＲ北海道ホテルズ（本社・札幌）は、札幌市中央区北2
条西2丁目に宿泊特化型ホテル「ＪＲイン札幌北2条」を出
店する。（公財）鉄道弘済会（東京）が弘済ビルを現地で建て
替え、新ビルに入居する計画。ビジネスや観光客をターゲッ
トに205室を備える予定だ。設計施工は清水建設。今秋か
ら解体を進めて着工。2020年7月の開業を目指す。

規模はＳ造、地下1地上13階、延べ約6, 500㎡で計画。シ
ングル194室、ツイン10室、ユニバーサルルーム1室で構成
し、大浴場や宿泊者専用ラウンジ、レストラン、立体駐車
場を設ける。建設地は札幌市中央区北2条西2丁目8の1。

ＪＲ北海道は近年、伸び悩む運輸業をカバーするため、ホテル事業や不動産業に
力を入れている。中でもＪＲインチェーンは、9月19日に千歳駅東口でＪＲイン千
歳、2020年春に函館市内でＪＲイン函館の開業を控え、20年には全7店で総客室数
1,300室に達する予定だ。

　カレスサッポロが時計台記念病院本館を札幌駅付近に移転へ
社会医療法人社団カレスサッポロ（札幌、大城辰美理事長）は、札幌市中央区北1条
東1丁目にある時計台記念病院本館の移転新築を検討している。移転先としているの
はＪＲ札幌駅付近。老朽化が進み、耐震性が不足していることから、今後5年をめど
に着手する見通しだ。

当初は、法人の所有地（中央区北4条西18丁目）への移転を計画していたが白紙に
戻し、札幌駅付近に方針転換した。

札幌市中央区北1条東1丁目2の3にある本館は1982年の建設。ＳＲＣ造、地下1
地上10階建て。増築などを経て延べ8,026㎡の規模と
なっている。

2002年建設の別館はＲＣ造、6階、延べ5,765㎡の
規模で、本館とは通路でつながっている。05年に、運
営していた医療法人財団敬和会から事業承継した。

診療科目は同病院が消化器内科、外科、内科、腎臓内科
な ど。本館2階の時計台記念クリニックが循環器内科、形
成外科、脳神経外科、眼科、婦人科など。病床数は250床。

カレスサッポロは、耐震不足が明らかになっている本
館を移転新築する意向で、別館と隣接するカレスサッポ
ロビル（ＳＲＣ造、地下1地上8階、延べ9,734㎡）は残
す見通し。

札幌駅付近での移転新築を
検討している時計台記念病
院本館（左から2棟目） 
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　第２青函トンネル建設は7,200億円、工期10年と試算
　―有人運転の自専道規格を想定し有識者構想研が提言
第二青函多用途トンネル構想研究会（座長・石井吉春北大大学院公共政策学連携研
究部教授）は、有人運転による自動車道を想定した第２青函トンネル整備に関する提
言をまとめた。延長30㎞、内径14.5mのシールドトンネル整備に7,229億円の事業
費を試算し、ＰＦＩなど民間主導だと48.2年で投資額を回収できると推計。道内へ
の経済波及効果は730億円に達するとみている。

同研究会は、石井座長をはじめ、神尾哲也戸田建設執行役員、加森公人加森観光社
長、栗田悟北海道建設業協会副会長、田中義克トヨタ自動車北海道顧問、田村亨北海
商科大教授という委員で構成し、オブザーバーとして北海道経済連合会、北海道商工
会議所連合会も参画。青函トンネルには①貨物列車との共用走行による新幹線の低速
化②北海道－本州間のトラック輸送が海
上のみ―という課題があると分析した。

日本建設業連合会鉄道工事委員会が
2016年３月に考案した「第２津軽海峡線
建設構想」は、列車専用トンネル１本を増
設し新幹線の高速走行を実現することを
主眼に置くが、②の課題には対応してい
ない。

2017年３月に日本プロジェクト産業協
議会（ＪＡＰＩＣ）がまとめた構想による
と鉄道貨物・カートレイン共用、無人運
転トラック走行という2本のトンネル整備で①、②のどちらも対応できる一方、将来
的な技術開発が前提のため、同研究会は現行の基準における有人運転による自動車専
用トンネルの可能性を探った。

構想では、シールドマシンやＴＢＭ（トンネルボーリングマシン）による推進工法
で30㎞の新トンネルを既存トンネルに並走させる。片側1車線の走行車線各3.5m、
両側路肩各1.75mに加え、柵かスリット壁による中央分離帯1.5mを確保するため
内径15.5mが必要で、走行車線の地下には緊急車両走行車線と両側に避難用人道を
設ける。

ジェットファンと換気塔による換気方式を採用。トンネル6,900億円、非常駐車帯
100億円、換気設備229億円を試算し、早ければ10年で建設可能と予想する。

石井座長は「投資余力をどのように使うべきか考える時期。地域を挙げて議論して
もらいたい」と今回の提言の意義を語る。

建設産業ニュース～道内編～

トラックや一般車両の通行で経済効
果の拡大を狙う
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　道立高等技専建築技術科の訓練生減少に道が危機感
道立高等技術専門学院建築技術科の2017年就職率は、前年度から6.3㌽下回る
92％にとどまった。9割以上を維持したものの、3年ぶりにマイナスに転じた。一方、
訓練生の充足率は18年度が57.8％と2年連続で減少。著しい伸び悩みに道はものづ
くりへの興味が薄れてきていると危機感を募らせている。 

道経済部が建築技術科を置く札幌、函館、旭川、北見、帯広、釧路の6校を対象に
集計した。1校当たりの定員は20人だったが、北見が2016年度、釧路が17年度、
函館が18年度から10人に削減している。

就職状況を見ると2013年度は100％に達し、その後も90％台を維持している。
17年度は希望者50人のうち46人が就職。依然として高い水準を保っているが、就
職率は前年度を下回った。

一 方、 定 員 充 足 率 は2010年 度 の
87％をピークに14年度には50%を
割った。16年度からは定員を削減し
たものの、大幅な回復には至ってい
ない。地域別に見ると18年度は札幌
が95％と最も高く、旭川と帯広が各
60％だった。北見は40％、釧路は
30％、函館は20％と半数を割ってい
る。道では在籍人数が半数を割った場合、定数削減を検討するとしている。

同部人材育成課は入校希望者が減少している要因として「ものづくりへの興味が
薄れている」と分析。また、景気回復が充足率の減少につながっているとしている。
景気が悪化し、求人率が低下した2009、10年度は技術を身に付けようと充足率は
80％を超えたが、景気回復とともに充足率は低下した。

道労働局がまとめた2017年度建設業の有効求人倍率は前年度から0.67㌽増の
3.29倍。特に建築・土木・測量技術者は4.9倍と人手不足が深刻化している。 
訓練科目評価見直しも、多様な人材開発に重点
道経済部は７月30日、北海道労働審議会職業能力開発部会を開き、年度内に新し

い運営方針を策定するため、これまでの訓練科目の評価や入校促進の取り組みを見直
すとした。これまでの訓練科目の評価項目に「訓練生の満足度」「関連業界就職率」「雇
用の質」「企業の評価」の4つを追加する。

このほか入校促進についても新規高卒者だけでなく、既卒者・転職者が入校しやす
い環境をつくるため、自己推薦制度の対象科目や年齢の拡大、募集・選考時期の見直
しなどを検討する。また、地元自治体との連携・協力体制を構築し、労働人口の減少
に対応するために女性や障害者など多様な人材の職業能力を開発することによって全
員参加型社会の実現を目指す。
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　国立病院機構が道医療センターと函館病院で新病棟新築
　―八雲病院を廃止し、2020年８月両施設に機能移転
国立病院機構の北海道医療センターと函館病院が病棟などの新築に入る。八雲病
院を廃止し、2020年８月をめどに両施設に機能移転するための整備。それぞれ主
体、電気、管の３件に分割して一般競争入札する。入札時期は、北海道医療センター
が18年度第４四半期（19年１－３月）、函館病院が第3四半期（10－12月）を予定
する。

北海道医療センターは、札幌市西区山の手５条７丁目１の１にある既存棟に隣接
する現在の駐車場で、新館
棟（Ｓ造、地下１地上５塔屋
１階、延べ１万5,900㎡）と
体育館棟（Ｓ造、２階、延べ
1,610㎡）を新築する。

新館棟は１階に臨床研究
部門を設置。２、３階に筋ジ
ストロフィー、４階に重症心
身障害の各病棟を備え、併
せて病弱特別支援学校用普
通教室２８教室や特別教室
などを設ける。体育館棟は、
１階が保育所、２階が体育館
となる。このほか、渡り廊
下と上空通路を新設。既存
建物の改修（延べ4,670㎡）と
解体（10棟、延べ4,900㎡）、
外構整備を施す。

設計は石本建築事務所が担当している。工期は約33カ月。改修後の病床数は643
床（一般410床、結核21床、精神40床、筋ジストロフィー 116床、重症心身障害56床）
となる。

函館病院は、病棟（ＲＣ造、２階、延べ3,370㎡）を新設する。１階に重症心身障害
病床６０床、２階に会議室などを配置。道立特別支援学校の訪問教育に対応する教室
も整備する。このほか、渡り廊下新設、機能訓練棟増築、既存建物改修（延べ1,000㎡）
を予定。

建設地は函館市川原町18の16。既存棟の隣接地で、解体を進めている旧付属看護
学校と寮の跡地となる。設計は岩見田設計が担当している。工期は約18カ月。病床
数は365床（一般300床、結核５床、重症心身障害60床）となる予定だ。

保育所

既存病院棟

体育館棟

新館（新病棟・教室等）

新病棟

既存病院棟

屋上庭園
散策テラス
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　国交省が過度な重層下請け構造の削減方策を検討
国土交通省は、下請け対価の減少や労務費へのしわ寄せを生む、過度な重層下請け
構造の改善方策を検討する。下請けの主任技術者の配置要件を緩和することに加え、
発注工事で下請け次数を制限する地方自治体の取り組みも参考にする。

重層下請け構造は、専門性の高い工種に対応するため必然的に生まれる側面がある
が、行き過ぎると施工の役割分担が不明確になり、品質や安全性の低下につながる懸
念もある。国交省の調査では、下請け次数が高い企業ほど、賃金の引き上げ、社会保
険加入、法定福利費の確保が進んでいない実態も明らかになっている。

国交省は、中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問題小委員会で検討して
いる建設業法改正で「下請共同施工制度（仮称）」を創設する方針。同制度は、下位下請
けの主任技術者の配置要件を緩和することで労務提供を円滑にし、行き過ぎた重層化
を回避する効果が期待される。

一部の都道府県では、発注段階で下請け次数を制限している。福井県、京都府、鳥
取県は、建築工事で３次以内、建築以外の工事で２次以内の制限を元請けに求め、制
限以上の契約が判明した場合、指名停止などのペナルティーを設けている。国交省は、
こうした事例も参考に下請け次数削減策を検討する。

民間工事では、公共工事と同様、施工体系図を公衆の見やすい場所に掲示するよう
求めることも検討している。

　三田三・四地区再開発が始動―総事業費1,620億円投じ
東京都港区内で三田三・四丁目地区第1種市街地再開発事業が動きだす。約４ha
の区域に42階建ての建物を中心とする４棟、延べ22万5,000㎡の再開発ビルを新築
する。2019年２月に既存施設解体に着手、23年10月完成を目指す。

港区三田３、４丁目を大きく３つの街区に区分し、
事務所、住宅、学校、店舗などを取り込んだビルを４
棟建てる。中央のⅠ街区にＳ一部ＳＲＣ造、地下３地
上42階、延べ19万6,744㎡の「複合棟１」、東側のⅡ
街区にＳＲＣ造、地下１地上６階、延べ7,214㎡の「複
合棟２」、西側のⅢ街区にはＲＣ造、地下１地上９階、
延べ２万1,049㎡の「住宅棟１」、ＲＣ造、地下２地上
４階、延べ570㎡の「住宅棟２」を新築。このほか街路、
公園などを整備する。

総事業費は約1,620億円。事業協力者として住友不
動産、大林組が参画している。
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