


　新苗穂駅を交流拠点に大型再開発が本格化
　―タワーマンション、商業・医療施設などが次々と着工へ

移転・橋上化を進めてきたＪＲ苗穂駅の新駅舎が2018年11月17日、開業した。駅北
口開設の要望から30年近くが経過し、鉄道で分断された南北エリアがようやくつな
がった。駅舎移転に伴い、周辺ではタワーマンションや商業施設など大規模再開発も本
格化。新駅舎は、苗穂地区まちづくりの交流拠点施設としての役割が期待されている。
1935年に完成した旧苗穂駅は昨年11月16日で役目を終え、西側約300mに改築
した新駅舎に機能を移した。れんがとガラスを特徴とする外観に生まれ変わり、地上
駅から橋上駅舎となった。構内の改札を抜けた真正面は一面ガラス張りとなり、行き
交う列車や、北海道遺産に選ばれたＪＲ苗穂工場の景色を展望できる。
新駅舎はＳ造、２階、延べ1,450㎡で、旧駅舎と比べて約３倍の規模。事業費は市

とＪＲの負担で約52億円に上る。
線路上で南北の往来を結ぶ自由通路は、事業
費34億円を投入。有効幅員６m、延長130mで、
南北の各昇降棟にはエレベーターとエスカレー
ターを備え、バリアフリー化を図った。
施工はＪＲ所管部分が札建工業、伊藤組土建、
ドウデン、市所管部分がアイケン工業、岩田地崎
建設、創建、日立ビルシステム、北央電設、北
明電気工業、溝淵建設がそれぞれ担った。

2018年11月16日に開かれた開業イベントでは、札幌市や苗穂駅周辺まちづくり
協議会など関係者が自由通路を南側から北側に向かって渡り初めをし、地域が待ち望
んでいた南北地域の接続を喜びあった。
開通記念イベントでは、南北の各昇降棟内で協議会が企画した刻印レールと、この
地域に本社を置く岩田地崎建設が寄贈した駅周辺の模型をお披露目。関係者の名前が
刻まれたレールは、昇降棟壁面に各436枚が飾り付けられ、模型は北口昇降棟１階
に当面展示される。　　
待望の開業を迎え、秋元克広市長は「駅舎の完成は創成東側地域の発展につながる
スタート」と述べ、周辺で計画する複数の大規模再開発事業への波及に期待した。また、
ＪＲ北海道の島田修社長は「駅を中心に新たな魅力ある街が紡ぎ出される」と周辺のま
ちづくりの活性化に注目。苗穂駅周辺まちづくり協議会の八田力会長は地元待望の開
業を迎えた喜びと感謝を示した上で、「これらの完成をステップとして、持続可能な
まちづくり活動の新たな展開を図っていきたい」と意気込みを述べた。
整備中の南北昇降棟前の駅前広場は、2019年度中の全面供用開始を予定。その後

交流拠点としての役割が期待
されるＪＲ苗穂駅新駅舎



も市が北３条通と北８条通を結ぶ街路の拡幅・一部新設などを進める計画だ。
再開発事業が本格化
駅北口と南口がつながったことで、交流人口の増加が見込まれる。すでに駅の南北で
はマンションや商業・医療施設などを核とした４件の大規模再開発が動きだしている。
観光地としても有名なサッポロファクトリーを背に、北3条通を挟んだ向かいの北
4東6周辺地区では、北海道ガス札幌工場跡地を含む約4.1haの敷地を北西、北東、
南の3街区に分け、札幌市の中央体育館や共同住宅、商業施設、医療・福祉施設、ス
ポーツジムなど工事が最盛期を迎えている。
メインとなるのは地下１地上21階、延べ３万
1,089㎡の規模を誇る高層ツインタワーマンショ
ン。道路を挟んで向かい合うサッポロファクト
リーや2018年度に完成予定の中央体育館と空中
歩廊で接続するのが特徴だ。
北３東11周辺地区は、新駅南側の約2.5haを

Ａ－Ｄの４街区に分けて整備。Ａ街区には、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。Ｃ街区では4階
建て、延べ2,000㎡の規模で地区内にある浄土真宗西本願寺派真照寺を建て替える。
Ｄ街区には３階建て、延べ1,800㎡の業務施設を新築する計画だ。
北側では北海道新幹線開業睨んだ動きも
一方、苗穂駅北側では、北５条東10、11丁目周辺で事業が進む。ＪＲ北海道研修
センター跡地の約1.4haを利用し、３街区に分けて整備する。ＪＲ北海道の事業パー
トナーに選定された大京と住友不動産がプランニングを担い、分譲マンションやサー
ビス付き高齢者向け住宅、商業・業務施設、病院などを新設する。
９月には、ＲＣ造、地下1地上27階、延べ３万2,774㎡、総戸数300戸の分譲マ
ンションが着工。空中歩廊を設け、北西側にある複合商業施設アリオ札幌と結ぶ。病
院については、北5条東11丁目の東街区で、医療法人社団我汝会がさっぽろ病院を
移転改築する。規模はＲＣ造、５階、延べ7,000㎡。診療科目は整形外科とリハビリテー
ション科、麻酔科、病床数は50床。基本・実施設計をアトリエブンクで進め、2019
年４月に着工を予定している。
また、北６条東２丁目から東４丁目までの３街区にある協同組合札幌総合卸セン
ターの再開発も始動。同センター加盟各社の事務所機能を、東４丁目街区に集約する
新ビルの建て替えが決まり、2018年度から約１年半をかけて既存施設の解体、建設
を進める。売却を検討する東２、３丁目街区には、大手デベロッパーなどがマンショ
ンやホテルなど構想。北海道新幹線札幌開業を見据え、大型プロジェクトが動きだそ
うとしている。

工事が本格化している北4東
6周辺地区



　札幌市が用途地域見直し／北丘珠などで2種特別工業地区指定へ
　―大谷地流通業務団地の用途区分統合で更新促す

札幌市は、2018年6月に改定した土地利用計画制度運用方針に沿った、用途地域
の見直し素案をまとめた。大区画の工業用地確保に向けて北丘珠、米里地区などに第
2種特別工業地区を指定。大谷地流通業務団地では、団地内の用途区分に関し一部を
除き流通業務施設にまとめて施設更新をしやすくする。住居系用途については、人口
減が見込まれる地域交流拠点などで、用途や床面積の制限を緩和し、にぎわい創出を
促す。都市計画審議会などを経て、19年8月の運用開始を目指す。
北丘珠と米里などで新たに設定する「第2種特別工業地区」は工業系用途以外の土地

利用制限を強化するもの。工業系
施設の老朽化や更新需要の増加に
伴い、建て替えの種地となる大区
画の工業用地を保全するための措
置で、戸建てなどによる敷地の細
分化を防ぐ。
工業地域の北丘珠や準工業地域
の米里地区などを含め市内の約
417 で指定する。
現在、中核施設のトラックター
ミナル、鉄道貨物駅、倉庫、運送、
卸売など用途が細分化されている
大谷地流通業務団地は、用途設定
を見直す。
今後、団地内施設の更新や建て
替えによる大型化・複合化に対応
するため、倉庫、運送、卸売の用

途区分を撤廃し、これらを統合した81haの「流通業務施設」を再設定。団地内の国道
12号沿い一部と周辺など計35.9 は、新たに第2種特別工業地区に指定する。
市街地の住宅系用途では、人口減少が見込まれる地域の魅力向上を図るため、栄町
や光星、大谷地、新さっぽろ、月寒などを対象に第2種中高層住居専用地域を、用途
や床面積制限が少ない、第1種住居地域に変更。ホテル、遊戯施設の建設が可能とな
るなど、多様な施設の立地に伴う地域のにぎわい向上を狙う。
地域交流拠点のうち都市機能誘導区域の琴似、北24条では、地下鉄駅周辺の住居
系用途を、第1種よりも用途が広い第2種住居に見直す。
郊外住宅地の2,335 は、建ぺい率を40％から50％に緩和。平屋や二世帯住宅な

ど、建築面積が広がる傾向にある、住宅ニーズに対応する。



　札幌市財政局の2018年度上半期業者別工事受注実績
　―受注総額12.9％減の650億円に

札幌市財政局が2018年度上半期（4－9月）に発注した業者別工事受注実績がまと
まった。受注総額は649億7,244万円。前年度同期比で12.9％減少したが、過去5
年の平均総額を1.2％上回る。首位は丸竹竹田組で市営住宅光星団地6号棟の耐震改
修・全面的改善など27億円を受注。2位は田中組で発寒西小改築主体など20億円を
積み上げた。
市財政局が上半期に公表した工事、道路維持除雪の入札結果を基に、落札額や決
定額を契約ベース（税抜き）で集計している。
ＪＶは出資比率で配分した。債務負担行為設
定がある案件は契約額を全額加算し、3月以
前に発注された2018年度支出分は加えてい
ない。
受注企業は前年度同期を29者下回る436
者で、受注件数は931件（ＪＶの重複含む）
だった。
内訳を見ると市内企業は881件、584億
1,022万円。件数は73件、金額で6.3％の減
少となったが、総額に占める受注額シェアは
89.9％と6.3㌽上昇した。
道外企業の受注は44件、60億4,731万円
に上る。件数は7件、受注額は48.5％減少し、
シェアは9.3％で6㌽後退した。市外の道内企
業は6件、5億1,491万円で、件数は1件減、
金額は0.7％増のほぼ横ばいだった。
前年度同期は西部スラッジセンター焼却機
械など大型の機械工事が多く、これが総額や道外企業のシェアを押し上げていた。
今期は、こうした傾向が薄れ、総額は過去5年平均レベルに戻り、上位には建築、
土木の地場企業が並んだ。
10億円以上の受注企業は5者で、トップの丸竹竹田組は光星団地6号棟のほか、
発寒西小、東白石小の両改築主体の3件、26億9,445万円を契約した。田中組は発
寒西小のほか、環状通の電線共同溝整備など建築、土木の6件を獲得し、20億3,096
万円を積み上げた。
3位は羊丘小改築主体など5件を契約した丸彦渡辺建設で、15億1,015万円、4位
は橋梁工事を中心に6件を受注した北土建設で13億3,868万円。東白石小改築主体
など2件を受注した岩田地崎建設は5位につけた。



　札幌市の除雪実施計画まとまる／除雪センターに発電機常備へ
　―2018年度の除雪費は207億円で過去最高に

札幌市は、2018年度の除雪実施計画をまとめた。災害時の大規模停電を踏まえ、
新たに市内23地区の除雪センターに自家発電機と発電燃料の常備を求め、災害時の
燃料優先供給先に除雪機械を設定する。1人乗り機械の拡大、提出書類の電子化など、
新・雪対策基本計画「冬のみちづくりプラン2018」で掲げる業務効率化の試行をス
タートさせる。
除雪費は2定補正を含め前年度比1.5％増の206億7,800万円で過去最高。うち
道路除雪費は164億3,300万円で3.7％増、雪処理施設などの雪対策関係費は42億
4,500万円で6.5％減少した。
災害時対応としては、北海道胆振東部地震の経験から停電時の除雪センター業務が
滞らぬよう、各センターに発電機と燃料備蓄を求め電力確保を図る。燃料は企業側で平
均2.5回分を確保できるが、供給停滞が長期化する可
能性があるため、除雪機械の優先供給を明確化する。
今冬は新プランを踏まえ、生活道路のパートナー
シップ排雪で排雪断面を変更し、町内会負担を抑え
る実証実験を展開。1人乗り機械の運用拡大など、
試行的な取り組みが始まる。
１人乗り機械は昨年導入したグレーダーの運用条
件を緩和。新たにホイールショベル2台、小型ロー
タリーと凍結防止剤散布車各1台に、テレビカメラ
など安全装置を搭載し、実証試験に入る。
除雪センターの電話対応は、新プランが示すコー
ルセンターへの移行検討のため、実態調査を進める。業務の運行記録や作業日報は、
衛星測位データなど電子化対応を認めるなど、省力化に取り組む。
一方、2017年度に起きた警備員の死亡事故を踏まえ、仕様書に安全管理や教育を
順守事項として盛り込み、堆積場の防護柵や待避場確保を追記した。
除車延長は車道が5,435㎞、歩道が3,033㎞で計画。雪堆積場は76カ所で、計画

搬入量に1,963万㎥を予定。
車両はグレーダー 9台、小型ロータリー 6台、凍結防止散布車2台を購入する。
市は、2018年度から10年の雪対策基本計画「冬のみちづくりプラン2018」案で、

高齢社会の進展や除雪従事者の減少を見据え、除雪費を抑制しつつ、ＩＣＴなどで効
率化を進め、除雪体制の安定化、維持を図ることを目標に掲げる。
年間200億円を超える除雪費、現在2,000人前後で推移する除雪オペレーターが
10年後には2割減少するなど体制維持が課題とし、具体的な取り組みは2019年にア
クションプランをまとめ実行性を確保する。



里塚地区で漏水が発生した水道管
の改修を進める現場

　札幌市が里塚地区の宅地など復旧工事を年度内に一部発注へ
　―薬液注入による地盤改良を主体に

札幌市は、清田区里塚地区で液状化した宅地などの復旧について、住民の合意形成
が円滑に進めば、2018年度内に工事の一部を発注する方針だ。液状化や土砂流出の
再発防止に向け、液状化層に薬液を浸透注入する地盤改良工法を主体とした対策を検
討。今後、対策工の詳細を住民に示し、個別調整しながら、工程を詰める方針だ。
里塚1条1丁目、1条2丁目は、北海道胆振東部地震により最大3ｍ近い地盤沈下
や陥没被害が発生。地下水位より下の地盤が液状化を起こし、その土砂が地形に沿っ
て帯状に流動し、流れ出した。
復旧に当たっては、被害の大きい1条1丁

目の里塚中央ぽぷら公園や里塚21号、20号
などの市道約550ｍ周辺に関しては、市
がインフラと宅地を一体で復旧する方針。
課題だった再発防止対策は、住民負担を
軽減するため国の補助が得られる実績と効
果のある工法を模索。地下水位低下工法や
格子状地中壁工法、杭などによる流動化抑
止工法など複数の対策を比較検討していた。
周辺は液状化の要因になる地下水位が高いため、当初は熊本市が採用した地下水位
低下工法を有力視していたが、地下水の浸透率が低い土質で、大きな効果が見込めな
いことが分かってきた。千葉県浦安市が使う格子状地中壁工法も簡易評価の結果、適
さない土質と判明した。杭や土留めによる滑動防止は、事例がなく採用の判断に時間
がかかる可能性がある。
2018年11月15日の第3回地元説明会で、市が示した地盤改良工法は、薬液を低
圧力で注入することで土粒子の 間にある水をゲル状の薬液に置き換えるもの。土層
をゼリー状にすることで地下水が高くても液状化を防げるため、沈下と土砂流動の双
方の抑制効果が見込める。
空港の液状化対策で実績があり、施工スピード、効果の信頼性から薬液注入の地盤
改良が適していると判断。ただ、地盤改良が地下水の流動性に影響することも考えら
れるため、地下水位が上昇しないような水処理対策を併せて検討する。
市は、激しい地盤沈下で損傷した清田区里塚地区の雨水管や汚水管について、仮管布
設など下水道の応急復旧を実施済み。上水道でも同地区内を通る里塚配水池流入管で
継ぎ手部抜け出しによる漏水が発生し、大規模断水となったため、改修を進めている。
市水道局は2019年度から、液状化の可能性が高い地域の水道管耐震化を進めたい

考えだが、大きな被害が発生した地域では道路の復旧工事なども予定されるため、こ
れら工事との調整しながら発注時期を判断する方針だ。



学校のリニューアルなどは施工に関す
る制約が多い

　札幌市が2019年度から営繕でも週休2日モデル工事試行を検討
　―工期の長期化などに課題

札幌市は、営繕工事で2019年度から、週休2日モデル工事の試行を検討している。
対象工事は建築、電気、機械などの複数工種で、数件が目標。発注は受発注者の協議
で実施を決める受注者希望型を採用する方向で想定する。一方、施設の利用休止など
の制約を抱える営繕工事での試行は、工事特有の課題が浮かぶ。
週休2日モデル工事は、若者が入職しやすい環境づくりの課題把握を目的に週1休
が主流の建設現場で、週に2日間、現場を閉所する取り組みを促すもの。受注者希望
型では、受発注者の協議で通常施工か週休2日を選択できる。
建設業の長時間労働是正を
図る国の働き方改革への対応
として、市は2018年度から週
休2日モデル工事を導入。建
設局土木部が所管する盛り土、
舗装オーバーレイなどの土木
工事7件を受注者希望型で発
注し、全件で週休2日に取り
組んでいる。週休2日を選択
した場合には、費用面では共
通仮設費や現場管理費の上乗
せ補正があり、設計変更で加
算。工事成績では2点加点がある。
現場レベルでのさらなる後押しを図るため、2019年度から営繕工事での試行拡大
に関して検討に着手した。工種や新増改築など、対象工事については未定としている。
週休2日工事の運用に当たっては、実施を確認できた場合、共通仮設費と現場管理
費を増額補正する方式を工事要領で定める。
一方、国土交通省は2018年度から週休2日工事の本格化に合わせ、労務費など補
正係数の対象を拡大。営繕工事の場合は労務費を最大1.05倍としている。
市財政局工事管理室では営繕工事を試行する場合、これに準じた労務費補正を対応
する方向で、工事要領の見直しを検討している。
週休2日工事は、就労環境の向上が図られる一方、従来よりも工期が長期化する傾
向にある。このため、施設の利用休止などが伴う営繕工事では、工期変更に柔軟な対
応ができる施設に限られてしまう面がある。
また、営繕の新増築の場合は、建物内で建築、電気など複数工種が同時作業を進め
ることが一般的。しかし、受注者希望型ではこれら全ての工種が週休2日を選択する
とは限らず、工事全体の工程調整が複雑化する恐れもある。



2014年度の環境影響評価で公表した
完成イメージ

　札幌駅北口8・1再開発の特定代行者は大成・伊藤組土建JVに
　―地上50階、延べ12万㎡のビルを新築

札幌駅北口8・1地区市街地再開発準備組合は、北8西1地区第1種市街地再開発
の特定業務代行者に大成建設・伊藤組土建ＪＶを選定した。計画する地上50階建て、
延べ12万㎡の再開発ビル新築で設計施工を担う。2019年度の着工、22年度末の完
成を見込んでいる。
特定業務代行者の公募は、都市みらい推進機構（東京都文京区）が手続きを担当。
2018年３月に開始した１回目の
公募では４月20日の提出期限まで
に応募がなかった。８月からの再
募集を経て、同機構の答申を受け、
11月９日の準備組合臨時総会で決
定した。
都市計画決定によると、札幌市
北区北8条西1丁目の敷地面積約1
万1,700㎡に建設する再開発ビルは
ＲＣ造、地下2地上50階、延べ12
万1,500㎡の規模。高さ約180ｍ、
640戸のタワー型分譲マンションを
中心にホテルやオフィス、商業施
設から成る４棟の複合ビルとする。
コーディネーターは日本設計、設計
は日本設計とドーコンがそれぞれ担
当した。マンションは大和ハウス工
業、住友不動産、東急不動産、ＮＩＰＰＯの大手4社が共同での供給を計画する。
当初計画ではマンションのほか、医療・福祉施設の整備を構想していたが、医療・
福祉系事業者のテナント入居が見込めず断念し、ホテルとオフィスを誘致する方針に
転換。ホテル部門がスターツコーポレーション、オフィスは大和リースがそれぞれ担
う予定だ。
ＪＲ札幌駅周辺と再開発ビルを地下通路で直結させるため、地下鉄東豊線さっぽろ
駅コンコースを北側に140ｍ延伸する都市計画変更の手続きを進めている。総事業
費は計画変更前の2018年度当初で482億円を見込んでいる。
札幌市都市計画審議会に示した事業スケジュールによると、12月の都市計画変更
後、2019年3月をめどに地権者らが、都市再開発法に基づき再開発を施行する市街
地再開発組合を設立。19年度の権利変換手続きなどを経て、既存施設の解体と再開
発ビル新築に着工する予定だ。22年度末の完成、23年度の開業を見込んでいる。



現在の南車両基地

　札幌市交通局が地下鉄南車両基地改築へ／年度内に複数案を整理
　―再整備する交通資料館との併設の可能性も

札幌市交通局は、耐震性が不足している地下鉄南車両基地の改築検討に着手する。
2018年度中に現地建て替え、既存改修と一部改築を組み合わせた手法など、複数
案に関して事業費や事業期間を整理。19年度はこれを踏まえ、比較検討に入る方
針だ。
札幌市南区真駒内東町2丁目に所在する
同基地は、地下鉄南北線の車両基地として、
1971年に建設。Ｓ造、2階、延べ4万3,974
㎡、敷地面積は5万112㎡の規模で、主に工
場、車庫、出入庫線で構成し、2階は事務室
となっている。
2012年に実施した耐震診断で耐震強度の

不足が判明し、改修による耐震化を図る方
向で、16年度には基本設計に着手。その結
果、柱の補強やブレース設置などを施すと、工場や車庫で運用上の支障があることが
分かったため、改築を検討する必要が生じた。
2018年度は全体改築のほか、工場と車庫部分だけを改築し、出入庫線部分を耐震

補強といった組み合わせ・方法のほか、それぞれの事業費、期間を複数パターン検討
し精査する。
同基地は敷地に余裕がない上、運営しながらの施工となり、工事が長期間にわたる
見込みであることから、できる限り短い期間で施工する方法を模索する。
これらは追加検討業務として、基本設計を進めた八千代エンジニヤリングが担当。
2019年度はこの結果を踏まえ、複数案の比較検討など方向性の検討に入る。
また、交通資料館の再整備に当たり、南車両基地との併設を視野に入れた検討が進
んでいる。
南区真駒内東町1丁目の地下鉄南北線高架下空間を利用し、市営交通の歴史を伝え
る展示施設として整備された資料館は、面積は屋外展示部分を含め5,550㎡。屋内に
は約300㎡に車両部品や資料など約1,000点、屋外に路面電車9両、地下鉄5両、バ
ス4台を展示していた。南北線高架部橋脚の耐震化に伴い、2017年10月から休館し
ている。
2017年度に策定した基本計画では、1階部分は資料館、2階部分が事務所の2階建
て、面積は最大で延べ約1,450㎡の改築規模を試算。旧施設入り口前の敷地内スペー
スで改築するとしていた。
ただ、他都市では、車両基地に資料館を併設する事例があることを踏まえ、南車両
基地改築の動向をにらんだ検討も続ける。



新棟の完成予想図

　天使大の新棟建設は清水建設で着工／ 2020年春完成へ
学校法人天使学園（札幌市東区北13条東3丁目1の30、近藤潤子理事長）は、看護

師や保健師、助産師、管理栄養士などを養成する天使大キャンパス再整備の1期工事
となる新棟建設に清水建設の設計施工で着工した。同大の4年制大学移行20周年と
なる2020年春の完成を目指す。
キャンパス再整備は2017年の創立70周年を契機
にハード、ソフトの両面で同大の魅力を高めるため
に着手。清水建設・山下ＰＭＣ企業体に依頼し、キャ
ンパスマスタープランづくりや各種設計を進めた。
新棟は中庭の西隣、既存の体育館と2号館を解体
して新築する。建物規模はＲＣ一部ＳＲＣ造、6階、
延べ5,400㎡で計画。1階にグループ学習室や自習
スペースを備えるラーニングコモンズと食堂・カ
フェを置き、仕切り壁のないオープンスペースとする。
2階は図書館。3階に大講義室や看護学科の実習室、4階に栄養学科や大学院生、
教員が使用する実験室を置く。5階は6階まで吹き抜けの体育館兼講堂とし、入学式
や卒業式、クリスマスのミサなど多目的に使用できる仕上げとする。
新棟完成後、2020年春からは図書館などを置いていた4号館（ＲＣ造、3階、延べ
2,429㎡）の改修に入る。約1年かけて、多目的室や就職相談室、学生自治会室、ゼミ
室などを整備する。　

　苗穂エステートがサッポロオリンピアボウルの耐震化を検討
苗穂エステート（札幌市中央区北1条東12丁目316の4、中村克彦社長）は、サッ
ポロオリンピアボウルの耐震化を検討している。築47年で老朽化が進んでいるほか、
耐震性不足を重要課題と受け止め、建て替えを含む複数案から方針を定める考えだ。
本社所在地にある施設（ＲＣ造、地下1地上2階、延べ6,498㎡）は、1971年の建
設。地階は駐車場で、1階と2階に計38レーンを備えたボウリング場のほか、レス
トランを併設している。敷地面積は3,770㎡。用途地域は近隣商業地域で、建ぺい率
80％、容積率300％。国道12号に面し、ＪＲ苗穂駅から徒歩5分の場所だ。
札幌市が2017年10月に発表した要緊急安全確認大規模建築物の診断結果による
と、建物の一部のＩｓ値は目標値1.0を下回る0.57だった。震度6強から7程度に達
する地震の場合、倒壊・崩壊の危険性があるレベルⅡに該当している。
同社は、不特定多数の市民が利用する施設で、老朽化も進んでいるため、建て替え
を含め検討を進めている。低層部をボウリング場、中高層部を賃貸マンションとする
案もあったが、現地建て替えとなると、ボウリング場の長期休業が必要なため、ボウ
リング場の移転改築など複数の案から方針を決める考えだ。



　日ハム新球場は延べ10万㎡で切り妻開閉屋根に／2020年5月着工
　―設計施工は大林組とＨＫＳのコンソーシアムで

日本ハム（本社・大阪、畑佳秀社長）と北海道日本ハムファイターズ（本社・札幌、
竹田憲宗社長）と北海道ボールパーク（同、福田要社長）は、新球場として建てる仮称・
北海道ボールパーク（ＢＰ）の概要を明らかにした。球場規模はＲＣ一部Ｓ造、地下1
地上4階、延べ10万㎡で、収容人数は約3万5,000人。2020年5月に着工し、「世
界がまだ見ぬボールパーク」として、23年3月の開業を目指す。
新球場の建設地は北広島市共栄のき
たひろしま総合運動公園。敷地面積は
約37ha。球場には開閉式の屋根、天
然芝を採用。開閉屋根は北海道の歴史
を感じさせる切り妻屋根型とし、2枚
のうち1枚がスライドする。
来場者に臨場感やプロの試合の緊張
感を味わってもらえるよう、フィール
ドは地上を1段掘り下げて整備。また、
採光のため球場内はガラス張りのグラスウォールとする。高さ60－70ｍ、幅180ｍ
の規模で、将来的には映像を映すＬＥＤビジョンの導入も検討している。
球場周辺の外構や球場内の設備・機器を含めた建設費は約600億円を試算する。
2019年9月に設立予定の連結子会社が施主となり球場を保有・運営する。設計施工
は大林組とテキサスに拠点を置く設計事務所のＨＫＳとのコンソーシアムで、基本設
計・実施設計を進め20年春の着工、23年1月の竣工、23年3月の開業を予定してい
る。ＢＰ全体は開業後も引き続き整備を進めていく。
コンセプトは「北海道のシンボルとなる空間を創造する」。食とスポーツを融合し、
道民が愛着を持てる施設とする。個別ＶＩＰ席やスイートルームを備えるほか、座席
のデザインを豊富に取りそろえる。レフトスタンド上段には天然温泉の温浴施設を設
けて今までにない観戦形態を用意する。プレー向上のため、選手用のトレーニング施
設やミーティングルームなど快適な環境を整える。
球場外には自然や水を活用した公園を整備する計画。バーベキューやグランピング
を楽しめる憩いの場とする。
新球場のコンペには14社が参加し、技術提案型の総合評価方式で、設計施工一括
で選定。大林組のコンソーシアムは、グラスウォールなど独自の提案が評価された。
商業施設など新球場周辺の整備に向けては、企業パートナーを募集。新球場開業に
合わせた周辺施設の完成を目指す。

天然芝フィールドと開閉式屋根が特長
の日ハムの新球場



　開建の実施率は75％に
　―開発局と道建設部の週休2日制実施状況

北海道開発局と道建設部の週休２日制工事の実施状況がまとまった。2018年度９
月末までに契約した工事のうち、受注者希望型やモデル工事の実施の有無を集計した
もの。開発局の10開建での実施率は75％、道建設部の10建管では49％に達してい
る。国交省では、働き方改革の一環として、建設現場での週休２日制導入を重点課題
と位置付け、必要経費の上乗せや施工成績の優遇措置などを実施しているが、業界側
からは、冬期施工や積算への配慮を求める声が依然として多数を占めている。
開発局では、週２日相当の休日を確保する試行工事を全部門で原則化し間接工事費
などを補正し、施工成績でも加点措置している。2018年度は1,276件を試行対象と
し、このうち、受注者に週休２日制の実施判断を委ねる「受注者希望型」で、実施の有
無が確認された工事は、10開建で858件に上る。
開建別の実施率を見ると、最も高いのは札幌と函館の87％。これに帯広と稚内が
86％で続いている。全開建平均は75％で、平均値を上回ったのは５開建。網走と留
萌は６割を切っている。事業別に見ると、道路は539件中393件が実施意思を示し、
実施率は73％。河川は151件中99件と、実施率は66％、農業は168件のうち91％
に相当する153件が実施、または実施予定となっている。 

道建設部における週休２日モデル工事は18年度から実施。９月末までに発注となっ
た工事のうち、対象工事1,207件で、このうち受注者が週休2日の取り組みを表明し
た工事は593件と49％の実施率となっている。建管別では、帯広と稚内で77％に達
しているほか、網走と釧路も50％を超えている。
週休２日制を積極的に進めている行政に対して、建設業界からは積算や施工時期に
配慮を求める声が上がっている。昨年10月から12月にかけて行われた開発局と地方
建設業協会の意見交換会でも「人口減に伴う人手不足に対して、週休2日の定着が重
要。収入面での保障がないと厳しいため、手厚い配慮を」「冬期間は除雪などに時間が
取られるため、秋ごろまでにめどが付くような工事でなければ厳しい」など週休２日
制に関する質問や意見が集中し、業界の問題意識の高さが浮き彫りになった。



通行止めにして応急工事を進めたいわ
ね大橋

　2018年公共土木施設災査定結果／ 7月豪雨関連は60億円に
　―いわね大橋本復旧は橋脚1基新設し橋桁を再利用

2018年発生の公共土木施設災のうち、12次査定までの7月豪雨関係の査定結果を
集計すると、道と市町村管理分を合わせて237カ所で、査定決定額は60億2,000万
円に上る。被害が大きかった河川は全道で181カ所、42億2,000万円となっている。
河川別では、旭川建設管理部管理の倉沼川の査定決定額が合計で10億円を超えた。
7月豪雨の状況を振り返ると、6月28日以降に梅雨前線が本州から北上し、その後
7月5日ごろまで北海道付近に停滞。5日には台風7号から変わった低気圧が接近し、
全道で断続的な大雨に見舞われた。特に日本海側北部や上川管内などで記録的な雨量
を観測し、河川増水による氾濫被害や土砂災害が発生した。
道管理河川では、上川管内のペーパン川や倉沼川など多くの河川が氾濫したほか、
天人峡美瑛線では路面流失で温泉施設が孤立状態となった。網走管内では遠軽芭露線
いわね大橋の橋脚が沈下する被害が発生した。
6月26日－7月9日の梅雨前線に伴う豪雨と台風7号の災害査定結果を集計する
と、合計で61億3,700万円の申請に対し、60億2,000万円が通過した。道管理分は
7建管の143カ所で決定額は49億6,500万円、市町村管理分は94カ所で10億5,400
万円となっている。

道管理分は、河川が120カ所で34億
4,200万円、道路が19カ所で6億700
万円など。個別に見ると、河川では旭川
建管所管の倉沼川が最も多く23カ所に
10億5,900万円で、ペーパン川が2カ
所に約5億円と続く。ただ、ペーパン川
は改良復旧事業を申請していることか
ら、この復旧費に改良費が加わる。道路
では、旭川建管所管で改良復旧を申請す
る天人峡美瑛線が約2億円などとなって

いる。橋梁は網走建管の遠軽芭露線いわね大橋が約8億円で決定した。
上部がＶ字に折れ曲がった遠軽町内の遠軽芭露線いわね大橋の本復旧工事に関し道
は、橋脚1基を新設する計画で、上部については橋桁を再利用する予定だ。
同橋は1980年に架設した橋長336.6ｍ、幅員9.9ｍの鋼橋。下部は逆Ｔ式橋台2
基と、壁式橋脚9本で構成。橋脚のうち1本が大雨の影響で沈下し、上部が折れ曲がっ
た。
本復旧工事は延長69.4ｍで、幅員9ｍ。護床594㎡を施した上で橋脚1基を新設し、
応急工事の段階で取り外した橋桁を橋脚完成後に再設置し床版を施工する。橋脚は、
現橋と同じ壁式橋脚となる。



　五輪選手村跡地開発　1.2万人が暮らす街に
東京都が施行する晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業の特定建設者11者

（三井不動産レジデンシャル、三菱地所レジデンス、野村不動産、住友不動産、住友
商事、東急不動産、東京建物、ＮＴＴ都市開発、新日鉄興和不動産、大和ハウス工業、
三井不動産）は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村地区を
活用して整備する、人口約１万2,000人規模の街づくり「ＨＡＲＵＭＩ　ＦＬＡＧ」の
コンセプトを発表した。
総開発面積は約13haで、5,632戸の分譲・賃
貸住宅23棟と商業施設１棟の計24棟を整備。幅
広い世代・世帯を呼び込む。
分譲・賃貸住宅23棟のうち、21棟は建設中で、
東京五輪の選手村として一時使用した上で、大会
終了後に改修する計画。分譲住宅だけでなく、賃
貸住宅やシェアハウス、シニア住宅、介護住宅な
どを供給する。2022年秋の完成を目指す。
加えて、分譲マンションとして２棟のタワー棟を新たに建設する。東京五輪後に着
工し、2023年秋の完成を見込む。
再開発コンサルタントは日建設計が担当している。

　建退共が電子申請を2021年に本格化
勤労者退職金共済機構の「建退共制度に関する検討会」（座長・村上正人年金シニア

プラン総合研究機構特任研究員）は、建退共制度への電子申請方式の導入や、建設キャ
リアアップシステムとの連携などについて意見書をまとめた。電子申請方式について
は「速やかな導入を図ることが適当」とした。これを受け機構では、2021年初頭の本
格導入をめどにシステム開発などを進める。
電子申請方式では、共済契約者は、共済証紙の原資を電子決済か口座振替で払い込
む。これを受けて機構は、被共済者の掛け金に充当される退職金ポイントを専用サイ
ト上で付与する。共済契約者はサイト上で被共済契約者の就業実績を機構に報告。機
構は報告に基づき、退職金ポイントから被共済者ごとに掛け金を充当する。実証実験
を含め導入について検討作業を進めてきた。
建設キャリアアップシステムとの連携は、キャリアアップシステムの就労データか
ら、証紙受け渡しの就労報告書の作成を可能にするもの。統一様式の就労実績報告書
の作成ツールの制作を現在進めており、2019年早々に提供する。建退共の電子申請
が稼働するまでの間、元請け・下請け間のデータ交換に活用できるようにする。
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