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９月6日に発生した北海道胆振東部地震は、市内に甚大な被害をもたらした
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建設産業ニュース～札幌編～

　里塚地区などで甚大な被害　長期の停電と断水が市民生活を直撃
　―北海道胆振東部地震
９月６日未明に胆振管内厚真町で発生した北海道胆振東部地震は、札幌市内でも甚
大な被害をもたらした。長時間にわたる停電と断水が市民生活や企業の経済活動を直
撃。清田区里塚地区では大規模な地盤沈下などにより多数の家屋が被災した。札幌市
では秋元克広市長を本部長とする災害対策本部を立ち上げ、国や道、関係団体と連携
しながら、懸命の復旧活動を展開した。
清田区里塚１条１、２丁目では、大規模な地盤沈下が発生し、多数の家屋が被害を
受けた。被災現場では、道路が最大で２ｍ以上陥没し、水道管の破損による流水によ
り路盤が大きくえぐられた。複数の家屋が傾き、基礎がむき出しになった家もある。
また、流出し
た大量の土砂が
旧国道36号に
流れ込み堆積し
たため、通行中
の一般車両が立
ち往生した。道
路維持業者など
が緊急出動し、
土砂の除去や排
水作業を進め、同日午前中には通行止めが解除された。
市都市局では、同区を対象に９月７―８日に応急危険度判定を実施。２日間で514
棟を調査し、「危険」と判定された家屋は83棟に上った。このうち、里塚地区は288
戸を調べ、「危険」が62戸、「要注意」が43戸となり、支障があった家屋の割合は約３
分の１に達した。（数値は９月10日時点）
秋元市長は９月８日に現地を視察。担当者から被害状況などについて説明を受けた。
この日は被災した家屋の住民が避難している平岡南小学校の避難所を訪問。被災した
住民と対話し「まずは皆さんの住まいを確保し、一日も早く安心して暮らすことがで
きるよう市としても全力を尽くします」と語りかけた。
里塚地区には９日に安倍晋三首相も視察。秋元市長と高橋はるみ知事、水島徹治北
海道開発局長らが出迎え、秋元市長が被災状況と被災者の対応などについて説明した。
秋元市長は「多くの家屋が被災しているが、地盤の問題もあり、復旧には時間がか
かることを説明し、まずは被災者の方の住まいの確保を優先して進める、と説明し、
安倍首相からは『国として十分な支援をする』との答えをいただいた」と語った。

流出した土砂が旧国道36号
を覆い走行中の車両が立ち往
生した（９月６日午前８時）

流れ出た水により路盤が大
きくえぐられた（里塚１条
２丁目付近）
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市では、大きな被害が限定的に集中したため、
10日同地区を対象とした対策会議を立ち上げた。
吉岡亨副市長をトップに建設、下水道河川、水道、
都市、環境、財政など関係部署で構成し、原因究
明と対策を検討する。しかし、被害が民間の土地
を含めて広範囲にわたり、仮復旧も難しいため、
復興には時間を要する見通しだ。
東15丁目屯田通が約４㎞にわたって陥没
里塚地区以外の被害状況を見ると、道路では東15丁目屯田通は、北13条から北46

条付近の約４㎞にわたり断続的に陥没。地下鉄南北
線の上を走る西4丁目線は北35条から38条にかけ
て車道や歩道が400ｍにわたり陥没した。また、９
月10日には、南郷通16丁目付近で130ｍにわたっ
て最大20㎝沈下した。
断水と停電も市内全域で発生した。断水に関し
ては清田区と厚別区で最も被害が大きかった。清
田区配水池への送水管（直径500㎜）と配水池から
の配水管（同200㎜）が破断。一時１万6,000件で断

水した。市では学校や公園などに給水車を手配し、住民に供給。復旧工事は９月７日
午前中に完了。８日の午後には一般家庭に通水を開始し始めたが、地盤崩壊した里塚
地区では依然として断水が続いている。
停電に関しては、道内最大級の発電所である苫東
厚真火力発電所が被災したため、地震直後から道内
のほぼ全世帯に当たる295万戸が停電。供給エリア
全域で一斉に停電する「ブラックアウト」現象が発生
した。札幌市内に関しては、９月６日午後から徐々
に回復し、７日夜までには市内全域で復旧した。
しかし、大規模かつ長期間の停電は市民生活に

深刻な影響をもたらした。テレビが映らず、唯一
の情報収集手段となったスマートフォンや携帯電話の電源が不足し、札幌市が１階ロ
ビーに解放した充電サービス所には、多くの市民が殺到した。また、自家用車に電源
を求めたため、ガソリン切れとなる車が相次ぎ、ガソリンスタンドには長い車の列が
生じた。さらに、スーパーやコンビニエンスストアでは飲料水や電池などが姿を消し、
大規模停電の影響はかつてない規模で市民生活を直撃した。

安倍首相に被害状況を説明す
る秋元市長（左から2人目）

陥没し地下の暗渠が見える東
15丁目屯田通の北46条付近

電源を求めて市役所ロビーに
は多くの市民が殺到した

北海道胆振東部地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福を心より
お祈りするとともに、被災された方々へのお見舞いを申し上げます。
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　札幌で北海道建青会全道大会　若者確保に知恵出し合う
札幌建青会（玉川裕一会長）が主管する第33回北海道建青会全道会員大会が８月24
日、札幌グランドホテルで開かれた。記念事業のパネルディスカッションではパネリ
ストが建設業の魅力や社会貢献といっ
た役割を発信し、若年技術者・技能者の
確保に向けた効果的なＰＲ方法などを
議論した。
大会テーマは、他の業界に建設業の魅
力を発信し、世間にＰＲする『ＦＵＮ　
ＴＯ　ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ』。道
建青会を構成する道内11の二世会組織
と行政機関、建設関連団体などから約
200人が参加した。
式典では北海道建青会の玉川会長が

「まずは私たちが楽しまなければならない。魅力を発信して応援していただく」とテー
マ趣旨を説明し、「未来を見据えた活動こそが本来の建設業の在り方」と決意表明した。
来賓の水島徹治北海道開発局長、高橋はるみ知事、秋元克広札幌市長、岩田圭剛北
海道建設業協会会長は、働き方改革など建設業の魅力向上、担い手の確保・育成に手
腕を発揮してほしいと期待の言葉を寄せた。
パネルディスカッションで建設業ＰＲ策にアイデア
記念事業では北大の今日出人特任教授をコーディネーターに、2018ミス日本「水
の天使」を務める浦底里沙さん、プロサッカー選手の伊藤壇さん、北海道建設新聞社
の荒木正芳社長、北海道建設業協会の栗田悟副会長、玉川会長をパネリストにディス
カッションした。
今特任教授が「建設業は通常のインフラ整備に加え、災害発生時には地域を守って
いる。地元に建設業者がいなければ地域は成り立っていかない」と指摘。その上で、

「少子高齢化の中、若い人が入ってきて
くれないという課題がある」と問題提起
し、このパネルディスカッションでは
「魅力を大きく発信することでファンを
つくって理解していただく」という方策
を探るとした。
異業種からの担い手確保について伊
藤さんは、「建設業界とサッカー業界が
コラボしてはどうか。建設業界がスポン

サーなどサポートして、オフの期間や引退後に地元の建設業界で仕事ができるように

全道各地から若手経営者らが
参集した大会

人材確保についても議論した
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なれば」と提案。玉川会長は「若い力として建設業で雇うことは十分可能」と応じ、栗
田副会長も「この話を聞いて、人材の宝の箱を少し開けたのかなと思った」と賛同した。
建設業のＰＲ方法に関して荒木社長は「災害対応で奮闘している建設業者の姿や映
像は、一般市民にはほとんど届いていない」との現状を示し、「ＳＮＳなどの情報ツー
ルを駆使して、自らの手で発信していくべきだ」と提言。栗田副会長も「自ら発信して
いく力を持つことが必要」と同意し、「被災していない地域の建設業者や団体が後方部
隊となり、活動を記録してホームページなどで公開することも可能」との考えを披露
した。
浦底さんは「今の若者にとってＳＮＳは欠かせないコミュニケーションツール。Ｓ
ＮＳ映えするようなファッションや見せ方が必要では。先日、佐賀県の土木展に行き、
ここで見た作業服がとても格好良く、建設業界には絵になる人が多いと感じた」と報
告。伊藤さんは「子どもたちに魅力を伝えることはすごく重要。子どもの頃の記憶と
いうのは、意外と強く残るもの。建設業って格好いいなと思わせれば、業界に入って
くる人も増えるのでは」と述べた。

楽しくものづくりを体験／第17回札幌技能フェスティバルが開催
第17回札幌技能フェスティバルが札幌市内のポリテクセンター北海道で開かれ
た。夏休み最初の週末とあって親子連れを中心に1,373人が訪れ、ものづくりの楽し
さに触れた。
ポリテク北海道能開フェアと同時開催。開会式で、実行委員長の細坂一美札幌地方
職業能力開発協会長は「フェスティバルの目的はものづくりの楽しさ、完成した時の
喜び、資格があることを伝えること」と述べ、来場者に技能の素晴らしさを知ってほ
しいと呼び掛けた。
来賓としてあいさつした札幌市経済観光
局の小西正雄局長は「子どもたちにものづ
くりは楽しく、格好いいものだと、皆さん
の背中で見せてほしい」と激励した。
会場には建築板金、塗装、建築配管、建
具、建築、鉄筋、型枠、左官、タイル・れ
んがなど職種ごとに15のブースが設けら
れ、銅板レリーフやうちわ、塩ビパイプを
使ったフラフープ、小物入れ、桟木で作る
椅子などのものづくり体験を用意。想定を
上回る来場者で用意した材料が足りなくなり、早々に参加を締め切ったブースも複数
あった。
鉄筋の結束や型枠の取り付け、壁塗りといった職業体験に子どもたちが挑戦したほ
か、札幌鳶技能士会が勇壮な木やり・まとい振りを披露して花を添えた。

多くの子ども達がものづくり
を楽しんだ
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　札幌市　地下鉄東豊線さっぽろ駅コンコースを延伸
　―新幹線開業見据え、北８西１地区の民間再開発ビルと接続
札幌市は、地下鉄東豊線さっぽろ駅のコンコースを北方向に約120―140ｍ延伸
し、ＪＲ札幌駅周辺と、北８西１地区で計画中の民間再開発ビルを、地下歩道で直結
させる方針だ。札幌駅交流拠点まちづくり計画案の基盤整備の一つに位置付け、民間
事業者が推進する北８西１地区再開発事業の一環で施工、完成後は市が地下鉄施設と
して管理する。
北８西１地区では、民間事業者が640戸の超高層マンションを核に、オフィス、ホ

テル、商業施設を融合した地下２階地上50
階、延べ約12万㎡の再開発ビル建設を計画。
職住が近接し、多くの人が行き交う駅北口の
拠点地区になると想定されている。2022年
度の完成を予定する。
地下鉄東豊線さっぽろ駅コンコースは現
在、北7条西1丁目付近まで整備済み。市は
これを北側に延伸し、再開発ビルと札幌駅周
辺の地下街を接続する考え。
延伸整備は再開発事業に含め、市は事業費
補助で費用を負担し、完成後は地下鉄施設と
して延伸部を所有・維持管理する。年内をめ
どに、延伸に伴う再開発事業計画の変更や、
延伸区間を地下鉄コンコースとして位置付け
る都市計画変更の手続きを進める。
新幹線札幌駅ホームが現駅より東側の大東

案に決まり、人の流れが東側にシフトすることが予想されている。市は2030年度の
新幹線札幌開業を見据え、周辺の再構築方向を示す札幌駅交流拠点まちづくり計画案
で、北８西１地区を重点エリアの先導プロジェクト街区に設定。天候に左右されずに
移動できる都心に広がる地下歩行ネットワークとビルを直結することで、歩行者中心
の回遊性が高いまちづくりを推進する。
東豊線コンコースは新幹線駅のすぐ西側の地下を通るため、新幹線駅や再開発が予
定される北5西1・西2街区など南口と、北口のオフィス・居住街を最短で結ぶ地下
通路として役割が高まりそうだ。
直近では、北１西１地区再開発の創世スクエアと東豊線大通駅コンコースを結ぶ、
西２丁目地下歩道約130ｍを整備している。札幌振興公社が建設済みだった地下躯
体を活用したほか、深さや環境も異なるためさっぽろ駅コンコースの延伸と単純比較
は難しいが、総事業費には44億円を投じている。

駅周辺の地下歩行空間と延伸検討部分

駅舎（予定）

北5条手稲通

新幹線ホーム
（予定）

北８西１
地区

札幌駅
バスターミナル

札幌駅北口
バス乗り場

札幌第１
合同庁舎

JR札幌駅

N

地下歩行ネットワーク

120m
地下歩道
検討部
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　札幌市が住宅マスタープラン見直し案／市住管理戸数抑制へ
札幌市は住宅マスタープラン2018案を公表した。少子高齢化や国の住生活基本計
画の改定を踏まえて見直しを図った。現状水準を維持するとしていた市住管理戸数は、
人口減少や民間住宅の空き家増加などを背景に抑制へと方針転換しつつ、民間住宅と
も連携して住宅セーフティネットの充実と既存住宅やこれから新たに供給される住宅
の質向上を方針を掲げた。
札幌市の住宅マスタープラン（住宅基
本計画）は、住宅施策の目標と具体的施
策の方向性を示す、官民合わせた住宅ス
トック施策のビジョンとなるもの。2011
年度に計画期間は21年までの10年間を
想定して策定した。この間、少子高齢化が
加速化し将来的な人口減が見込まれるなどの社会情勢の変化を受けて、軌道修正が必
要との判断から、16年度に改定に向けた検討を開始。このほど見直し案がまとまった。
2011年度版では「予測される人口減少期の到来」と総括していた札幌市の人口動態
に関する現状認識は、「人口減少期の到来」「世帯規模の縮小」と具体的に踏み込み、市
営住宅の現状については「新しい団地に対する応募の極端な偏りや当選後の入居辞退
など応募している世帯が必ずしも住宅に困窮している訳ではない現状がうかがえる」
「入居者のうち月額所得額が10万4,000円以下の世帯が８割を占める一方、入居後に
収入基準を上回る世帯数が一定数存在」「入居承継により長年、同一親族が居住し続け
ている」などの実態から、現行制度の検証や見直しに言及。
基本目標に掲げたのは①暮らしを支える住宅セーフティネットの構築②良質な住宅
ストックの形成および将来世代への承継③良好な住環境の形成―の3つ。住宅セーフ
ティネットの構築については新規に「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の普及
促進」を盛り込み、札幌市と道や民間事業者が連携して住宅供給を進める方向性を示
した。市住は建て替え時を基本として管理戸数の抑制に方針転換。民間賃貸住宅は住
宅セーフティネットの役割を果たすため、入居を拒まない新たな制度を設ける。
良質な住宅ストックについては、2020年に義務化される改正省エネ基準をにらみ、
これまで新築戸建てを主とする札幌版次世代住宅の拡大と、集合住宅や既存ストック
の省エネ性能向上を図る新たな制度設計に入る。特に既存住宅の借家についてはバリ
アフリーや耐震化のほか、高齢者等のための設備の整備状況が不足している現状の改
善を促すほか、今年４月から創設された建物状況調査（インスペクション）の活用によ
る住宅価値の「見える化」を促進し、住宅価値の維持・向上を進める。老朽分譲マンショ
ンの改修は、管理実態調査を踏まえ管理組合の支援充実を図る。
良好な住環境形成については、地域が主体となったまちづくりルールの策定やまちづくり施策

と連携した市営住宅整備、空き家等対策推進、地域コミュニティの維持・活性化支援を柱にすえた。
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　湖水大橋と滝の沢大橋を整備へ　札幌市
　―小樽定山渓線のダム湖に架かる長大橋で
道道小樽定山渓線の橋梁長寿命化などを進める札幌市は、未着手の湖水大橋と滝の
沢大橋の整備を計画している。ダム湖に架かり施工時期が制約されるため長期化が見
込まれることから、費用面も勘案しながら、工期短縮ができる手法を探る。

湖水大橋（橋長163ｍ）は、上部が２径間連続鋼トラ
ス、下部は橋台Ａ１が門型ラーメン式、Ａ２が枕梁式、
橋脚Ｐ１がＩ型式。滝の沢大橋（同258ｍ）は、上部が
２径間連続鋼板桁・３径間連続鋼箱桁、下部はＡ１が逆
Ｔ式、Ａ２が円柱式、Ｐ１、Ｐ２が円柱式、Ｐ３、Ｐ４
がＩ型式となっている。
２橋とも、長寿命化として高欄取り換え、橋面、地覆
補修、耐震補強では橋脚補強、支承交換、落橋防止対策
などを施すことにしている。
定山渓ダムのさっぽろ湖に架かり、橋脚の一部が湖の
底に埋まっているため、耐震補強には掘削が伴う。特に
湖水大橋は、土量が１万8,000㎥程度に上ると試算する。
湖水大橋は、橋脚が基礎を除く躯体部分で約37ｍあ
るが、このうち常時満水位で23ｍ程度、滝の沢大橋は、
約37ｍの橋脚で、26ｍ程度が水面下にある状況。
耐震補強を実施するには、自然にダムの水位が下がる

2月から4月中旬ごろの期間に、さらにダムの貯水量を減らして施工する方法が考え
られる。ただ、この期間に限定して耐震補強を進めると、工事は10年以上の長期に
わたる可能性もあり、定山渓ダムで減らした分の貯水量を他のダムで補う必要もある。
工期を縮める方法を取ると費用が膨

らむが、コストを一定程度抑えながら
施工できる方法がないか、2018年度
はダム管理者の北海道開発局など関係
機関との協議を進める。協議次第では
着工時期が20年度以降となる可能性
もある。
小樽定山渓線の橋梁では、17年度に
さっぽろ湖上の小樽内橋（橋長37ｍ）
と小天狗橋（同80ｍ）、さっぽろ湖手前
の樹海橋（同82ｍ）と樹林橋（同35ｍ）の計4橋を改修。18年度は木挽大橋（橋長361
ｍ）、烏帽子橋（同125ｍ）、夕日橋（同60ｍ）の3橋が対象に補修を進めている。

さっぽろ湖に架かる湖水大橋

小樽定山渓線の

滝の沢大橋

湖水大橋

定山渓ダム

未整備橋梁位置図
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４月に行った札幌建協の合同研修会

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　興味や魅力を感じ入職する新入社員が増加
　―札幌建協の新入社員アンケート調査で　建設業界ＰＲが奏功
札幌建設業協会（岩田圭剛会長）は、今年４月の新入社員合同研修会で実施したアン
ケート調査結果をまとめた。建設業に入職した理由を問う設問では「興味を持ってい
た」と「魅力を感じた」が合わせて77％に上り、2017年度に比べ16㌽増加。札幌建協
では「現場見学会や建設産業ＰＲ漫画などの各種広報活動、インターンシップの効果」
としている。
アンケート調査は、新入社員合同研
修会に参加した176人に実施。入職し
た理由や会社を決めた理由、仕事上で
重要と考えていること、不安なことな
どを聞いた。
入職した理由では、「興味を持ってい
た」が11㌽増の46％に上り、「魅力を
感じた」も５㌽増の31％となった。一
方、「先生に勧められた」は14％で11
㌽の減となり、「両親、親戚に勧められ
た」も５％と２㌽減少。札幌建協では「インターンシップなどを通じて自分で進路を決
める傾向が強まったのではないか」と分析している。
会社を決めた理由の設問では、「会社の安定性」が19％、「会社の対応が良かった」
が18％、「社風が良かった」と「給料などの待遇が良かった」の各11％と続く。
仕事をしていく上での重要なことは「良好な人間関係」が28％を占め、「専門技能・
知識を身に付けること」が22％、「社会や
人から感謝されること」が16％、「自分の
成長が実感できること」が13％、「高い収
入」が12％となった。
働く上で不安に感じることでは「仕事を
覚えられるか」が28％で最多となる一方、
「上司や先輩、同僚とうまくやっていける
か」も24％になるなどコミュニケーション
を重視していることが分かる。
上司や先輩から指導してほしいことは「専門知識」が26％、「仕事の進め方や基本」
が25％とほぼ並び、以下「マナーや社会常識」と「会社の基礎知識」が各14％などと
なっている。
入社した会社でいつまで働きたいかとの質問には52％が「定年まで働きたい」と答
え、25％が「条件次第で転職もありえる」とした。
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　札幌市内の2018年上半期新設住宅着工戸数は7,986戸
札幌市の2018年上半期（1－6月）新設住宅着工は、前年同期比11.9％減の7,986
戸となった。3年連続の増加からマイナスに転じたが、過去10年では3番目に多い
水準。相続税対策などで好調だった貸家が、供給過剰により空室が増えて減少に転じ
たことが全体に響いた。
種別で見ると、貸家は前年同期比14.4％減の5,253戸、分譲は22.1％減の1,078
戸にとどまった。一方、持ち家は7.2％増の1,650戸、給与住宅は2.5倍の5戸で好
調だった。
区別では、中央区が20.6％減の1,489戸でトップ。貸家と分譲がいずれも各区で
最多の戸数だった。これに白石区（1,253戸、10.2％増）、西区（1,120戸、10.1％減）
が続く。
伸び率では、南区が11.8％増（321戸）と最も大きく、2位は白石区、3位は5.4％
増の東区（1,020戸）。増加したのはこの3区のみだった。
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「これまでけん引して
きた貸家が供給過剰によりブレー
キがかかり、中でも賃貸マンショ
ンの減少が大きい」と分析。
分譲はマンションの減少が押し
下げたとする一方、「持ち家は、好
調だった昨年より増加。これは低
金利が追い風になっている上に、
マンション建設費が高騰している
ため」と説明する。
下半期について同研究所は、貸
家の減少傾向が続き「昨年より増加する要因がないので、持ち家や分譲も微減にとど
まるのでは」と予測。「昨年が特に好調だったため、微減でも数値としては悪くない」
としている。
6月単月では、全体が1,564戸で、0.3％と微減だが3カ月連続の減少。内訳は、貸
家が6.1％減の1,056戸となった一方、持ち家が3.4％増の368戸、分譲が59.8％増
の139戸、給与住宅は皆増の1戸。
今年は１月（472戸、前年同月比38.3％減）２月（690戸、23.2％減）、３月（1,621戸、
4.5％増）、４月（2,123戸、20.2％減）、５月（1,516戸、6.2％減）と３月を除きいず
れも前年割れ。
6月の区別は、戸数としては中央区が前年同月比2倍の370戸で戸数、伸び率とも
に1位。これに0.5％減で221戸の東区、7.9％減で211戸の西区が続く。プラスを
記録したのは中央区と、同数で66戸の南区のみだった。
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　札幌市が都心部の開発誘導方針素案／容積率最大50－200％上乗せ
札幌市は、都心を対象とした開発誘導方針の素案をまとめた。再開発やビル建て替
え時に、まちづくり方針に沿った取り組みを評価し、指定容積率の限度を緩和する。
対象となるのは市の立地適正化計画に定める都市機能誘導区域。土地の高度利用
を図るため、民間事業者の関心が高い容積率緩和で都心のまちづくりを誘導するの
が狙い。
敷地面積に対して、建設する建物の延べ床面積の最大限度を指定する容積率の緩和
は、これまで土地の公共利用を図る公開空地の面積を主体に評価してきた。今回の開
発誘導方針ではこれに加え、まちづくりの方向性に沿った取り組みを評価し、項目ご
とに設定した緩和率を積み上げる方式を採用。評価は質の高いオープンスペース整備
など11項目を設定し、達成項目ごとにそれぞれ最大50－200％を容積率に上乗せす
る。周辺ににぎわいを生む屋内外の公共的な滞留、歩行空間を指すオープンスペース
整備は、最大200％の上乗せが得られる。
地下歩行空間などの接続による地下ネットワーク拡充は150％の緩和。駅周辺で需
要が高い高機能オフィスは1フロアのオフィス占有床面積で概ね1,000㎡以上、ハイ
グレードホテルは全客室面積
40㎡以上で、それぞれ最大
50％の上乗せとした。
一方、誘導期間としてオ
フィスは産業振興ビジョン計
画期間の2022年度、ホテル
は新ＭＩＣＥ施設整備完了年
度の25年度までとする方針。
取り組みの具体的評価内容
など詳細は、別途策定する運
用基準で示す。
容積率緩和の上限は都市計
画法上の地区計画で指定容積率の1.5倍まで。都市再生特別地区は個別計画の内容で
上限を判断。建築基準法の総合設計制度は1.5倍か250％を加えた数値の、いずれか
低い値とする。
現行制度では最大指定容積率の800％に対し、1,050％まで緩和した実績がある。

新方針では同じ容積率で、理論上1,200％までの引き上げが可能となる。
今後は都市計画審議会や意見公募などを経て年内に成案化し、2019年4月からの
運用を目指す。
札幌市は1973年、市内の土地利用計画で8種の用途地域を指定して容積率を導入
後、86年と92年、2006年に都心部での容積率緩和を行っている。
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移転する新苗穂駅を中心とし
た再開発が始まる

　札幌・北3東11再開発の代行者がセントラルリーシングＪＶに決まる
ＪＲ苗穂駅の南口で、高層マンションや医療モールなど、総延べ床面積約6万㎡の
施設整備が2019年春にも着工する。北3東11周辺地区再開発組合（松本哲朗理事長）
は、実施設計や施工などを担う特定業務代行者をセントラルリーシングシステム・岩
田地崎建設・丸彦渡辺建設・田中組・札建工業・山下設計共同体に決めた。今後、実
施設計や権利変換手続きなどを進める。
北3東11周辺地区再開発は、札幌市中央区北3条東10、11丁目にまたがる新ＪＲ
苗穂駅南口の約2.5haの敷地を4街区に分けて
開発する計画。総事業費は214億円に上る大規
模再開発となる。
東11丁目側のＡ街区は25階建て、延べ2万
4,700㎡の商業施設付き共同住宅202戸、Ｂ街
区は商業・医療施設併設の26階建て共同住宅
199戸と、12階建て高齢者向けマンション50
戸の計延べ3万4,000㎡をそれぞれ新築する。
共同住宅は大和ハウス工業が手掛ける。
Ｃ街区で4階建て、延べ2,000㎡の寺院建て替えをする。Ｄ街区では3階建て、延
べ1,800㎡の業務施設を新築する計画だ。
2019年春に既存施設の一部を解体し、本体に着工。4街区並行して工事を進め、
21年度末の完成を目指す。

　京阪電鉄不動産が札幌・南2西1の宮本ビル跡地にホテル／来春着工
京阪電鉄不動産（大阪市）は、札幌市大通地区にある宮本ビルを取得し、ビジネスホ
テルに建て替える計画だ。年内にホテルの概要や設計、施工者などを決める考え。来
春の着工を目指している。
宮本ビルは札幌市中央区南2条西1丁目にあ
るオフィス・商業テナントビル。規模は地下1
地上7階、延べ2,979㎡。ことし６月、同社が
不動産業のワイエスジー（本社・札幌）から取
得した。築57年で老朽化が進んでいることな
どから7月31日に閉館している。
解体後は、狸小路商店街を訪れる外国人観光
客などを取り込もうと、約400㎡の敷地にビジ
ネスホテルを建設する計画。概要や運営方法などは年内に固める意向だ。
同社は、宮本ビル近くの南1条西1丁目13の4でホテルを建設。4月に東急ステイ

（本社・東京）が「東急ステイ札幌」として出店した。

ホテル建設が計画され7月末
で閉館した宮本ビル
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　総額は9.8％増の3,379億円　民間建築の好調続く
　―道内外主要建設業者の2018年度４－６月受注実績
道内に本社・支社を置く主要建設業者の2018年度４－６月の受注動向がまとまっ
た。官庁土木がダムやトンネルなどの大型工事発注により、災害復旧工事で好調だっ
た前年度同期を3.3％上回り、民間建築も3割増と好調だったことから、総額では
9.8％増3,379億円と、14年度以降の５年間では最高水準を確保している。
今回のデータは、格付けや完成工事高上位の道内外の主要建設業者約300社に対
して、北海道建設新聞が四半期ごとに実施している受注高アンケート結果を集計した
もの。官庁土木、官庁建築、民間土木、民間建築の４分野について、元請受注額を調
査。道外業者については、道内工事における受注分をカウントしている。

2018年度の総受注額は3,379億円。14年度からの５カ年で見ると3,000億円を突
破した17年度を上回る水準に達した。首位は中山組、２位には岩田地崎建設が入り、
３位以下は大林組、飛島建設、岩倉建設、宮坂建設工業、砂子組、鹿島建設、熊谷組、
戸田建設となり、上位10社を道内、道外企業が半数ずつを占めた。
分野別に見ると、官庁土木は2017年度比3.3％増の1,469億円。16年8月に発生
した豪雨災害の災害復旧工事が本格し、大幅に増加した17年度をさらに上回った。
増加の要因は、新桂沢ダム堤体建設第2期や北海道新幹線のトンネル工事などの大型
工事が集中したため。
官庁土木、官庁建築は2017年度を下回ったが、民間建築は32.5％増の1,424億円
と1,000億円台を大きく超え、ここ５ヵ年では最高水準を確保した。
好調の要因は、仮称ルスツリゾートホテル新築や洞爺サンパレスクリスタル館建て
替えなど、大型ホテルの建設が相次いだことに加え、大同生命札幌ビル再開発プロジェ
クトなど再開発事業関連の発注も盛況だったことなどがある。
民間建築は、札幌市を中心に再開発事業などが相次いで計画されていることから、
今後も積極的な投資が行われることが期待できそうだ。
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技術者・技能者とも若手の育成が大き
な課題になっている

　若手技術者育成型総合評価で35歳未満の配置は６％
　―開発局2017年の入札での担い手確保の取り組み
北海道開発局は、2017年１―12月入札・契約工事における担い手確保の取り組み
状況をまとめた。若手技術者育成型総合評価は155件実施し、35歳未満の配置技術
者が16年の実績に比べ３㌽上昇して６％となった一方、50歳以上が４割強を占める。
登録基幹技能者評価型総合評価は130件で試行し、72者が有資格者を配置した。
　豊富な経験持つ世代が引退していき、優秀な技術者の確保・育成が課題となって
いる。開発局では、監理（管理）技術者になり得る人材の育成機会を確保するため、経
験の少ない者にも不利にならない総合評価方式の運用で、若手技術者の活用を図って
いる。

若手技術者育成型の総合評価は、技術者
能力評価の項目で同種工事実績や工事成績
などの履歴を問わないほか、一部の工事で
一定の年齢以下の技術者を配置する場合に
は加点評価を設けるなど、若手技術者の登
用を進めている。
試行件数は、2012年が25件、13年が58
件、14年に102件と百件台に乗せ、15年は
112件、16年は130件、17年は155件と年々

増やしている。18年は200件超の試行を目指す。
2017年の試行で配置された監理・主任技術者は30歳未満２％、30－35歳４％、

35－40歳10％、40－45歳26％、45－50歳14％、50－55歳12％、55歳以上
32％の内訳だ。
35歳未満の登用は2016年に比べ３％から６％まで拡大したが、50歳以上は４㌽
増の44％で技術者の高齢化がうかがえる。
また、45歳以下の技術者配置を参加要件
にした年齢制限工事は２件、配置予定技術
者の年齢を段階評価で加点する総合評価は
23件を試行。年齢評価に関しては落札者の
約８割、19者が若年者を配置して加点を受
けた。
また、構造物の品質確保に重要な役割を
果たす、専門工事の上級職長などに登録基幹技能者や技能士の有資格者を配置する
場合、加点評価を行う総合評価方式は130件に適用した。落札者の63％に当たる72
者に加点。うち67者が登録基幹技能者、３者が国土交通大臣顕彰者（建設マスター）、
２者が技能士の配置により評価された。
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　東京都　技術者育成モデルＪＶ試行、都住工事で第１弾
東京都は、入札契約制度改革の一環で試行する「技術者育成モデルＪＶ工事」の第１
弾を「都営住宅30Ｈ―109東（江東区辰巳一丁目）工事」に決めた。大企業と都内中小
企業による２者編成のＪＶ結成を入札参加条件とし、中小企業には45歳以下の技術
者を配置することを求める。
モデルＪＶ工事は、都内中小企業の技術研鑚の機会を創出し、技術力を確保・向上
させることを目的に試行する。第１順位企業（代表構成員）を大企業、第２順位企業を
都内本店の中小企業とするＪＶ結成を入札参加の条件とする。中小企業には、３カ月
以上の直接的・恒常的な雇用関係にある45歳以下の技術者を１人以上配置すること
も求める。
技術者の育成に関する成果（習得した技術）と、その成果の企業内へのフィードバッ
クの状況について、報告書を提出してもらう。その際、大企業にも技術継承に関する
記載を求める。施工内容によっては、工事の途中で中間報告を求めることも検討する。
工事完成後、技術力の習得・向上に成果があったと確認できれば、工事成績評定で加
点措置を講じる。
都では2018年度、モデルＪＶ工事を、建築工事と土木工事でそれぞれ数件発注す
る予定。

　中野二丁目再開発　総事業費633億円、2022年内完成へ
中野駅南口に事務所棟と住宅棟の２棟で延べ約９万6,200㎡の再開発施設を建設す
る「中野二丁目地区第１種市街地再開発事業」が本格的に動きだす。東京都が７月31
日付で本組合の設立を認可した。2019年10月に着工し、22年12月に完成させる方
針だ。
中野区中野２丁目の約１haを区域とする同再開発は、
中野２・３丁目の約2.4haを対象とする土地区画整理と一
体的に施行。中野駅に面して地下２階地上20階の事務所
棟、その南側に地下１階地上37階の住宅棟を建設し、事
務所や店舗、約440戸の住宅、駐車場などを配置する。
区画整理事業により、区画街路第５号線や区画道路、公
園などを設ける。中野駅南口の駅前広場機能を補完する歩
行者空間を一体的に整備し、駅の活性化やにぎわいの創出につなげる。
事業協力者は西松建設で、組合員として住友不動産が参画。コンサルタント業務
と基本設計はアール・アイ・エーが担当している。再開発事業の総事業費は約633
億円。
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