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建設産業ニュース～札幌編～

　札幌市内で高等教育機関のキャンパス移転が相次ぐ
　―日本医療大が全面移転、札幌学院大も部分的に
私立大学など高等教育機関が、札幌市内にキャンパスを移転させる動きが活発化し
ている。日本医療大学は、清田区真栄と恵庭市に分かれている校舎を統合した新キャ
ンパスを豊平区月寒東地区に整備、2021年春に開校する。同時期には、江別市内に
ある札幌学院大学が一部の学部などを厚別区の新札幌地区に移転、恵庭市内の北海道
ハイテクノロジー専門学校も一部学科を同地区へ移す。各校とも地下鉄駅から徒歩圏
に新校舎を開設することで、優秀な学生の獲得を目指す考えだ。
大学病院、高齢者施設も開設する日本医療大の新キャンパス
つしま医療福祉グループ（本部・札幌、対馬徳昭代表）の学校法人日本医療大学は現

在、清田区の真栄キャンパスに保健医療学部の看護学科と診療放射線学科、恵庭市の
恵み野キャンパスにリハビリテーション学科を開設している。新キャンパスは豊平区
月寒東３条11月丁目で、学校法人八紘学園の所有地を借りて整備する。対馬代表は「地

下鉄駅から徒歩で通える場所」を条件に適地を絞り込んだと
いう。

新施設には、保健医療学部の３学科を集約するほか、認知
症の発症メカニズム解明などに取り組む認知症研究所が入
る。施設は、校舎、体育館、学生食堂・図書館・大講堂など
３棟構成でＲＣ造、４階、延べ３万2,237㎡の規模で新築す
る。また、コミュニティハウスを併設して大学関係者以外に
も開放し、コンビニ、ＡＴＭ、レストランなど生活利便施設
を配置する計画だ。設計は西澤建築設計が担当し、７月20
日に大木建設の施工で着工した。

同グループ傘下の札幌月寒病
院も、老朽化が進んでいるため、
同一敷地内に移転し、「仮称・日
本医療大学病院」として新築す
る。診療科目は一般内科、循環
器内科、呼吸器内科、神経内科、
リハビリテーション科を置き、専
門外来として「物忘れ外来」を設
ける。規模はＲＣ造、４階、延
べ8,703㎡。ベッド数は92床で、
一般病棟のほか地域包括ケア病

対馬徳昭つしま医療
福祉グループ代表
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ＪＲ新札幌駅などから徒歩圏に新
たな高等教育施設が誕生する

～札幌編～

棟と回復期病棟も確保する意向だ。
また、病院に併設する形で、看護小規模多機能型居宅介護を含む高齢者施設の「仮称・

日本医療大学リハビリ」も新築する計画。規模はＲＣ造、３階、延べ4,696㎡を想定
している。五感を刺激することで認知機能の安定・回復を図る「スヌーズレン療法」を
取り入れたリハビリを行う予定だ。

これら一連の投資額には130億円を見込む。大学と病院、高齢者施設などで実習
を積む学生を含めた、「チーム医療の実践の場」としていく方針だ。新キャンパスの完
成後は、既存校舎を活用した福祉系新学部の開設も視野に入れる。

対馬代表は「グループの母体である社会福祉法人ノテ福祉会が運営する事業所の利
用者は約2,000人で、うち認知症の高齢者は約1,000人に上る。認知症研究のレベル
アップと地域包括ケアシステムの構築、そしてこれらを担う優秀な人材の育成は急務」
と述べ、新キャンパスを核にした医療・福祉の充実を図る考えだ。
札幌学院大は新札幌分校舎に新学部を開設
学校法人札幌学院大学（江別市）は、厚別区新札幌地区に設ける同大分校舎の新築を

大成建設の設計施工で着手。８月７日に地鎮祭を行った。2021年４月の開学を予定
し、経営学部と経済学部を再編した新学部などを展開する。

分校舎の規模はＲＣ造、６階、延べ約１万2,600㎡、収容人数は約1,600人を見込み、
総工費は50億－60億円を試算する。１階にはレストランのほか、生涯学習の拠点と
なるコミュニティ・カレッジなどを設置。２階に多目的ホールや図書館を備える。３、
４階は講義室と演習室、５、６階は大学院の研究室や心理臨床センターの機能などを
持たせる予定だ。

建設地は、市の新さっぽろ駅周辺地区再開発事業計画に伴い取得した、厚別中央１
条５丁目の敷地約１万1,460㎡。

同大は、交通利便性が高い場所で新たな取り組みを進め、学生確保を図る考えだ。
滋慶学園は看護医療専門学校を新築
学校法人滋慶学園（東京都江戸川区）も、新

札幌地区で計画する仮称・札幌看護医療専門
学校１期新築の設計施工を大成建設に依頼
し、７月に着工した。

規模はＲＣ一部Ｓ造、５階、延べ5,900㎡。
滋慶学園グループの学校法人産業技術学園

（本部・恵庭）が運営し、2021年４月の開校
を目指している。

産業技術学園は現在、恵庭市恵み野で北海
道ハイテクノロジー専門学校を運営し、医療

系やＩＴ系など９学科を設けている。このうち看護学科、歯科衛生士学科、視能訓練
士学科、臨床工学技士学科の４学科を新校舎に移転する方針。
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　建設業チャレンジ支援センターが開設　経営課題解決の一助に
　―無料訪問相談、専門家のアドバイス、講演会・セミナーも開催
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、2019年度の業務を開
始した。「気軽な経営相談の窓口として、多くの建設業経営者に活用していただいて
います。まずはお電話を」と呼び掛けている。

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、帝国データバンク札幌支
店（札幌市中央区南２条西9丁目１
の17）が運営する。札幌市内建設事
業者の経営などに関する相談に無
料で対応し、中小企業診断士や社会
保険労務士らの専門家が個別にア
ドバイスをする。

開設期間は6月から2020年3月
末まで。具体的には、通年雇用助成

金をはじめとした各種助成金の紹介などに加え、建設業許可申請、就業規則の作成・
改定、人材採用、新規事業参入、事業承継、経営診断、税務申告など、経営全般につ
いての相談および専門家による支援を無料で実施している。

6月から7月末までの2カ月間で110社の相談に対応した。同センター事務局の島
津達朗相談員は「『人手不足だが、求人や採用がうまくいかない』といった雇用関係の
相談が約半分を占めています。通年雇用助成金の相談も多いです」と話す。最初に相
談員が内容を聞いた上で、中小企業診断士、税理士、社会保険労務士などの専門家が
個別支援を行うこともある。

また、10月31日には市内建設事業者の経営基盤強化を支援しようと、「建設業チャ
レンジ支援講演会・セミナー」を開催する。当日は、北海道日本ハムファイターズ元
球団コーチの白井一幸氏を招いた組織力やマネジメント力などに関する基調講演、実
際に成長を遂げている建設事業者の事例発表、中小企業診断士の山中文雄氏による知
的資産経営支援（ローカルベンチマーク（経済産業省が推進する企業の健康診断ツー
ル））を活用した経営改善方法の解説を予定。セミナー終了後には懇親会も開く。

開演は午後1時から、会場はＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤れんが前「はまなす」（中
央区北４条西６丁目１）。定員は先着162名で参加は無料だが、事前の申し込みが必
要となる。

問い合わせは、同センター事務局（電話：011-206-9501、FAX：011-206-9511、
E-mail：sapporo_kensetsu@mail.tdb.co.jp）まで。

建設業チャレンジ支援センターの受付窓口に立つ
島津達朗相談員（右）と事務局の中島千尋さん（左）
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　札幌総合卸センターの北6東2、3街区は大京など5者が取得へ
　―カレスサッポロは北6東3で医療センターを構想
協同組合札幌総合卸センターが保有する札幌市東区北6条東2、3丁目にまたがる
2街区の再開発に関し、大京（本社・東京）や社会医療法人社団カレスサッポロ（同・
札幌）など5者は、早ければ2020年5月に敷地を取得する。東2丁目街区にはホテル
やマンションを、東3丁目街区には病院や商業などが複合した高層ビルをそれぞれ計
画。21年にも東2丁目街区の施設から順に着工するもようだ。

共同会館をはじめ住宅用資材卸や医薬品卸、衣料品卸などが入るビル8棟が老朽
化 し て い る た
め 、 隣 接 す る
東 4丁目街区に
新 た な オ フ ィ
ス ビ ル を 建 て
て 集 約 す る 。
1 2 月 ま で に 、
Ｓ一部ＲＣ造、
13階、延べ2万
727㎡の規模で
新 施 設 を 完 成
さ せ 、 組 合 員
14者が2020年
1月をめどに移転を開始する。完了次第、東2、3丁目街区にある建物の取り壊しを始
める。

解体作業は2020年5月までに終える予定だが、移転などの進ちょく状況によって
は時期がずれ込む可能性もある。

更地になった敷地は東2丁目街区（敷地約1万1,000㎡）を大京（本社・東京）、京阪
電鉄不動産（同・大阪）、ミサワホーム北海道（同・札幌）、大手カタログ通販のベルー
ナ（同・埼玉県上尾市）の4者が取得予定。南側にマンション、北側にはホテル建設の
構想を持つ。宿泊施設を検討するベルーナは、グループ会社のグランベルホテル（同・
東京）が東京や京都でホテルを運営している。

一方、東3丁目街区（敷地約1万2,000㎡）はカレスサッポロが1区画全てを買収す
る見通し。中央区にある時計台記念病院本館と東区の北光記念病院を移転統合した全
室個室で300床以上を確保する仮称・カレス医療センターを建設する。センターは
医療のほか、商業などの機能を備えた複合施設として計画する。公開空地を設けるな
ど容積率の緩和を念頭に高層ビルを視野に入れる。

着工時期は2021年10月ごろになるとみていて、開業は24年4月を目指す意向だ。
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　札幌市の2020年度開発予算要望は国費で2割増の150億円 
　―新規で旧発寒川支川総合流域防災など盛り込む
札幌市は、2020年度の北海道開発予算概算要望額を明らかにした。国費ベースで
19年度配分額を19.8％上回る、150億7,500万円を要望する。新規で旧発寒川支川
総合流域防災、新川融雪槽、篠路清掃工場の解体を含むリサイクル保管庫建設の事業
費を盛り込んだ。篠路駅東口の土地区画整理着手費も新規計上した。

国土交通省北海道局による一括計上が認められている北海道開発予算の枠内で、社
会資本整備総合交付金（社交金）と防災・安全交付金（防安）として市が要望する額を国

費ベースで積み上げたもの。開発予算以外に
全国枠として配分される交付金、補助金の要
望額は含めていない。

内訳は、社交金が61億9,800万円で2019
年度配分比（以下同）5.8％増加。防安は88
億7,700万円で31.9％増加。構成比は社交金
41％に対し防安59％。防安の割合は6㌽増加
した。

事業別に見ると、道路・街路は69.4％増の
72億4,300万円を要望した。

新規に自転車通行空間整備を計上。都心の
約29㎞を対象に特殊塗装による路面塗装を
施し、自転車の通行帯確保を計画する。

要望額の伸びは、全国枠で要望していたＪＲ篠路駅付近の連続立体交差、苗穂駅連
絡通、西2丁目駐輪場を開発予算に移したことが影響した。

下水道は42億6,500万円で8.6％の増加。新川融雪槽の能力増強に着工する見込み。
公園・緑地は継続のみで、厚別山本公園の造成、既存公園の再整備、長寿命化に

31％増の16億8,500万円を積み上げた。
河川は同額の3億100万円。新規の旧発寒支川は浸水対策で、北区新川地区で1.5

㎞の拡幅や河道掘削を計画する。
新規で篠路駅東口に着手する区画整理は4,200万円で皆増。優良建築物等整備は苗

穂駅北口西地区に24.3％増の2億7,200万円を配分する。安全ストック形成は、さっ
ぽろ芸術文化の館解体本格化で63.1％増の4億9,500万円を見込む。

公営住宅は伏古団地Ｃブロック建て替えなど、80.2％減の4億3,300万円を要望す
る。二十四軒団地を全国枠に移したため大幅減少となった。

環境衛生は篠路清掃工場の解体を含む篠路リサイクル保管庫建設に着手すること
で、要望額は15.2倍の1億1,100万円に膨らんだ。水道は豊平川水道資源水質保全
などに3倍の2億1,500万円を要望している。
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住宅や道路に近接する旧発寒川支川

　札幌市下水道河川局が旧発寒川支川で河道拡幅1.5㎞を計画
　―概算事業費10億円、2020年度は用地測量など見込む
札幌市下水道河川局が2020年度の事業着手を見込む、旧発寒川支川総合流域防災
の事業概要が分かった。北区新川・新琴似地区の流域浸水対策として、延長1.5㎞の
河道拡幅を計画する。総事業費は29年度までの10年間に概算で10億円を投じる。
防災・安全交付金を活用する考えで、国に関連予算を要望。20年度は拡幅に向けた
用地測量や用地買収費に2,100万円を見込む。

旧発寒川支川は北区新川西4条4丁目付近を起点に、新川第8横通沿いを流れ、新
琴似町で発寒川に合流する普通河川。
川沿いに宅地や畑地が広がり、北区
民野球場がある。

降水による周辺道路の冠水や畑の
浸水被害がたびたび生じていること
から、改修により流量を高め周辺被
害を防止する。

工事は、下流の発寒川合流点付近
の流量を現行の毎秒約2㎥から、同4
㎥に増やすため、代表断面の幅2mを
3mへ、深さ1.5mを2.5mへそれぞれ
広げる方針だ。

2020年度は用地測量などを進め、
21年度以降、用地買収を終えた部分
から着工するスケジュールを描く。

2020年度北海道開発予算
の概算要望で、同局は河川
事業分で防災・安全交付金
に事業費ベースで6億3,000
万円を要求した。

総合流域防災では、新規
の旧発寒川支川改修のほか、
継続事業の雁来川改修に1億
4,700万円を計上。モエレ中
野川改修、伏古川、望月寒川
の流域貯留施設、厚別西川、
北郷川の整備なども盛り込
んだ。
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解体される篠路清掃工場の施設群

　札幌市が篠路清掃施設跡地活用へ事業スケジュール示す 
　―ごみ資源化工場とチップ工場を更新へ
札幌市環境局は、北区篠路町福移にある篠路清掃工場跡地の利活用に向けた方針を
まとめた。2023年度までに清掃工場を解体し、24年度にも破砕工場の白石清掃工場
敷地への移転更新に着手。敷地内で建て替えるごみ資源化工場とチップ工場は、25
年度から更新工事に取り掛かる計画だ。これらの更新にはＰＦＩの導入を検討する。

2011年3月に稼働を停止した篠路清掃工場は、規模がＳＲＣ一部Ｓ造、地下2地
上6階、延べ1万7,822㎡で、1日300ｔの焼却炉2基を備える。20年度からの解
体に向け、19年度内に実施設計を終える予定。23年度に解体を完了した跡地には、
せん定枝や木チップを乾燥保管する施設を設け、木質バイオマスの燃料利用拡大を

目指す。
17haあ る 敷 地 内 で、 更 新 す

る予定のチップ工場などと、紙
ごみからＲＤＦ（固形燃料）を製
造するごみ資源化工場は、敷地
北 側 の 約6haに 集 約 す る 計 画。
2019年度に基礎調査をし、生活
環境影響調査などを経て、24年
度の実施設計に備える。早けれ
ば25年度に着工する。

ごみ資源化工場は処理量の減
少を踏まえ、規模や処理機能を最適化する。生産するＲＤＦは、北海道地域暖房を通
じて市営住宅もみじ台団地などへの地域熱供給事業に利用する。

敷地北側の一部は、東区中沼のリサイクル団地にある中沼プラスチック選別セン
タ ー、 雑 紙 選 別 セ ン
ター、中沼資源選別セ
ンターの将来的な建て
替えを見据え、いずれ
かの更新用地として確
保する方針だ。

敷地南側の約10ha
は、旧最終処分場跡地
で土地の立体利用がで

きないため、せん定枝の天日乾燥などの屋外ヤードを想定している。
このほか、南東側に隣接する一般廃棄物最終処分場の仮称・北部事業予定地への進

入路として約1haを確保する計画だ。
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耐震化に着工する西野浄水場ととも
に周辺管路の耐震化も検討される

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　札幌市水道局が西野浄水場周辺管路8㎞の耐震化を検討
　―施工ルートや工法、優先順位などの整理へ
札幌市水道局は、西野浄水場周辺の管路約８㎞を対象に、耐震化に向けた基本検討
に着手する。2019年度内に施工ルートや工法、優先順位などの整理を進め、洗管に
伴う排水施設の確保も検討。実施設計は21年度以降を予定し、工事は周辺地域と調
整しながら、複数年かけて進める計画だ。

検討対象は、同浄水場と接続する平和配水池流入管や宮の丘配水池流入管、西野幹
線、西町南－西野連絡管のほか、西町南ポンプ場と宮の丘配水池をつなぐ西町南－宮
の丘連絡管、宮の丘配水池から延びる宮の丘幹線の計6路線。

西区西野684にある同浄水場は、2019―21年度の3カ年工事で浄水場本体のほか、
場内の配水池、施設間を連絡す
る管路などの耐震化を図る。併
せて設備更新やセキュリティー
対策などを進める。浄水場耐震
化に先立ち、17－19年度で発
寒川取水場と同浄水場を結ぶ西
野導水管約2.8㎞の更新を進め
ている。

同浄水場周辺は住宅地で道路
幅員が狭い上、多数の管がふく
そうしている。周辺管路６路線
の耐震化に当たっては、2019
年度に現地調査を進め、水道橋
部の河川横断位置や水管橋の構
造、埋没部のルートや口径、工法のほか、布設年度や埋設環境を考慮して更新の優先
度などを考える。

加えて、先行して浄水場本体と合わせて耐震化を予定している場内管路との接続方
法、洗管による水処理のため排水施設の新設なども検討する。

その後、浄水場耐震化との調整を経て実施設計、着工する流れを想定している。
現地調査や資料収集を含む一連の基本検討業務はニュージェック（本社・大阪）が受

注し、2020年3月中旬までに履行する。
耐震化の検討対象は次の通り。（箇所数は河川横断部）
▽平和配水池流入管＝300㎜×869m、3カ所▽宮の丘配水池流入管＝350㎜×

810m、2カ所▽西野幹線400㎜×565m、1カ所▽西町南－西野連絡管＝500㎜×
2,626m、3カ所▽西町南－宮の丘連絡管＝350㎜×2,486m、3カ所▽宮の丘幹線＝
400㎜×693m、1カ所
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　札幌中央・東労基署の建設死亡災過去10年で最少 
　―2018年建設業労災発生状況確定値
札幌中央・東労基署がまとめた、2018年建設業労災発生状況（休業4日以上）の確
定値によると、被災者総数は前年比4人減の292人となり、減少に転じた。死亡労災
は半減の2人で、過去10年で最少を記録した。型別では、転落・墜落が全体の3割
と突出。両労基署ではフルハーネス型安全帯への移行など対策の推進を求めている。

業種別の内訳は建築が16人減の122人、土木が14人増の83人、設備が12人増の
65人、木造建築が14人減
の22人だった。

型別では墜落・転落が
89人で最多。転倒、挟ま
れ・巻き込まれは各34人、
反動・無理な動作が33人、
切れ・こすれ26人と続く。
墜落・転落が突出する傾向
に変化はないが、転倒は
22人と、前年の55人から
大幅に減少した。

3年連続で減少した死亡
災だが、2人の事故はいず
れも建築で起きた。1人は
中央署管内で10月、足場
の解体作業中に高さ17m
から墜落。もう1人は11
月に東署管内で、基礎工事

の杭打ち中、高さ８mから落下したパイルキャップに激突した。
署別に見ると、中央署管内は6人増の129人が被災。建築は８人減ったが、土木で

11人増えた。このうち死亡災は建築の1人で、2人減少した。
中央署の山田雅之署長は、建設業が第13次労働災害防止計画で重点業種になって

いると指摘し、「墜落・転落や建設機械・クレーン災害の防止、統括安全衛生管理な
ど現場に応じた対策の計画的な実施を」と呼び掛けている。

東署管内は、10人少ない163人。設備で10人増えた一方、木造で15人、建築で
８人減少した。このうち死亡災は、建築の1人で前年と同数だった。

東署の板倉満署長は2018年の発生状況から、「フルハーネス型墜落制止用器具へ
の移行や、重機災害、転倒の防止対策を、経営トップが中心となり展開して」と要請
している。
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　未来を担う　ワカモノの思い
アダマック　大

おお

串
ぐし

　拓
ひろ

基
き
さん

新築の学習塾やマンションの電気配線工事、照明器具の取り
付け、不具合が生じた場合の原因調査などを担う。アダマック

（本社・札幌）に入社して3年目。「頭を使う仕事。分からない
こともまだたくさんあるので、難しいなと思う」

高校卒業後、水産加工会社、木材加工会社で勤務。転職を考
えていたとき、電気工事業に携わる知人に勧められた。

資格を取ろうと道立北見高等技術専門学院電気工学科に入
学。社会人から学生に戻ることへの抵抗や収入面の心配があったが、将来性がある仕
事だと信じ、気持ちを固めた。「学んだことは役立っている。専門学院の2年間がな
ければ今はなかったと思う」

依頼者に感謝される瞬間にやりがいを感じる。ミスをすると事故や災害につながり
かねないことから、作業の確認を怠らず、分からないことは先輩に尋ねることを意識
している。幅広い分野の電気工事ができる会社だからこそ、多くの知識を得られてい
ると感じている。今後は「先輩に頼らずに、一人で動ける職人を目指したい」。

1992年6月28日生まれ。江別市出身。親の転勤や自身の就職で長沼、網走、清里、
北見と各地を転々とした。

安藤設備工業　西
にし

山
やま

　大
たい

揮
き
さん

1993年9月8日生まれの25歳。10歳から始めたゴルフが趣
味だ。強豪、北海学園札幌高と日本経済大ゴルフ部で活躍。大
学ではキャプテンを務めた。2018年の北海道ミッドアマチュ
アゴルフ選手権で優勝。「すごくうれしい出来事だった」と振り
返る。

安藤設備工業（本社・札幌）と出会うきっかけになったのもゴ
ルフ。所属するコースが安藤久美夫社長と同じで、一緒にラウ

ンドをしたことがあった。ゴルフの道を諦め、就職を考えるようになった時期に、安
藤社長から入社の誘いを受けた。

当初は職人が怖そうな印象があり不安だったが、「経験して分かることもきっとあ
る」と安藤社長に背中を押されて入社した。

入社1年目は現場の流れなどを学んだ。聞いて学ぶよりも見て学ぶタイプ。現場に
入り、職人の仕事を間近で見られたことでスムーズに知識を吸収。つらいことも自分
の成長につながると信じ乗り越えてきた。

3年目の現在はダクトの施工図を描く業務を担う。一歩一歩成長を続けることと、
会社に必要とされる人材になるのが目標だ。
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建て替えを計画する札幌第一
生命ビル

新病院の完成予想図

　徳洲会が札幌南徳洲会病院移転新築の施工者選定へ
医療法人徳洲会（大阪市北区梅田1丁目3の1の1200、鈴木隆夫理事長）は、札幌
南徳洲会病院を移転新築する。基本・実施設計は内藤建築事務所（京都）が担当。基本
設計は完了し、ことし秋口までの完了予定で実施設計を進めている。施工業者につい
ては年内に選定、契約を結ぶ見通し。2020年春の雪解け後の着工、21年春の竣工、
同年夏の開設を目指す。

札幌市清田区里塚1条2丁目20の1にあ
る現病院の建物や設備の老朽化対応と、緩
和ケア病棟の充実を図るのが目的。

同平岡5条1丁目24の6に建設する新病
院 は Ｒ Ｃ造、地下1地上2階、延べ6,859 ㎡ の
規模。土地の起伏を生かし、地下1階南側と1
階東側に出入り口を設けたダブルアプロー
チとし、造成のコストを大幅に縮減する。

診療科目は内科（総合診療科）、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、緩和ケア内科、
腎臓内科、糖尿病内科、漢方内科、リハビリテーション科など従来通り。病床数（88床）
も同じだが、緩和ケア病棟は現在の18床から40床まで増やし、充実を図りたい意向。
駐車台数は78台分、駐輪台数は40台分それぞれ確保する。

また、北西隣接地には地域緩和ケアセンターを構想。在宅緩和ケア診療所機能のほ
か、がん患者とその家族・友人らが病気について相談できる窓口の開設を計画してい
る。規模・整備時期は未定だが、新病院に合わせて開設したい考えだ。

　札幌第一生命ビルが複合ビルに建て替えへ2022年度開業
第一生命保険（東京都千代田区有楽町1丁目13の1、稲垣精二社長）は、札幌駅前
通にある札幌第一生命ビルディングを建て替える計
画だ。オフィスや商業施設が入る複合ビルを構想。
2020年度に解体に着手し、22年度の開業を目指して
いる。

札幌市中央区北3条西4丁目1の4にある同ビルは、
ＳＲＣ造、地下1地上9階、延べ1万1,500㎡の規模
で、1957年の建設。周辺には日本生命札幌ビルがあ
り、駅前通を挟んだ向かいでは、札幌大同生命ビルの
建て替えが進んでいる。

老朽化に伴う改築に向け、設計コンセプトを練って
いる段階。階数は12－13階程度とする見通しで、札
幌駅前通地下歩行空間（チカホ）に直結する構想だ。
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　ＩＣＴ活用は施工段階に効果／道建設部モデル工事調査で
　―測量作業の効率化や書類作成の労力が軽減
道建設部は、2018年度ＩＣＴ活用モデル工事のアンケート調査結果をまとめた。
全面的なＩＣＴ活用モデル対象工事の受注者から回答を得たもの。ＩＣＴ活用により、
施工段階に入ってからはＩＣＴ建設機械測量作業の効率化や、書類作成の労力軽減が
図られていることが分かった。今後の普及に向けては、工事成績や総合評価での加点
といったインセンティブ、調査設計プロセスからのＩＣＴ導入が必要などという意見
があった。

同部では、技能者
の高齢化や若年入職
者の減少などを背景
に、ｉ－Ｃｏｎｓｔ
ｒｕｃｔｉｏｎの取
り組みを推進してい
る。3次元起工測量
から3次元データ納
品までの一連作業を
ＩＣＴ施工技術によ
り実施する全面的なＩＣＴ施工技術の活用は、2018年度から試行開始。土工量1万
㎥以上の工事56件が対象で、うち14件が採用した。

アンケート回答数は18件で、全面的ＩＣＴを実施した工事からは10件、実施しな
かった工事からも8件の回答があった。

実施工事は大半が道路や河川の土工だったが、凍上抑制層や下層路盤の敷きならし
に活用したケースもあった。使用したＩＣＴ建設機械はＭＣ・ＭＧバックホーが多く、
計測技術ではトータルステーション、ＲＴＫ－ＧＮＳＳが多く使われた。

定量的評価によりＩＣＴ施工の効果について見ると、施工計画書作成や機器調達、
3次元データ作成など事前準備段階では、従来施工に比べて内業（屋内作業）で1.59倍
の日数を要した。ただ、施工段階や提出書類作成段階ではＩＣＴ施工の威力を発揮し、
従来の0.66－0.73倍にまで必要日数が低減した。

ＩＣＴ活用工事のメリットについて、アンケートでは「作業効率の向上」「工事成績
の加点」「情報化施工の経験・人材育成」「安全性の向上」などが回答の上位だった。

ＩＣＴ普及に必要なことは、工事成績や総合評価加点などのインセンティブや調査
設計段階からの導入のほか、「機器調達・人材育成等の費用助成制度の導入・拡大」「機
器類の調達環境の整備」も上位となった。



- 14 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

～道内編～

図鑑を手に取り笑顔でお気に入りの一
冊を選ぶ子どもたち

　優れた実績をたたえて　開発局が局長表彰式典を開催
　―技術者の子どもたちに図鑑をプレゼント　「お父さんと一緒に橋を架けたい」
北海道開発局は7月26日、2019年度優良工事等局長表彰式を札幌第1合同庁舎で
開いた。局長賞を受賞した工事31者、業務34者の代表と技術者に後藤貞二局長が表
彰状を手渡し栄誉をたたえた。また、北海道建設新聞社などが加盟する北海道建設記
者会からは、受賞技術者の子どもたちに図鑑がプレゼントされた。

2018年度に完了した工事1,511件、業務2,535件の中から創意工夫や困難な条件
を克服し、顕著な成果を上げた工事30件、業務37件を選んだ。

後藤局長は受賞した業務が新たな手法の考案やアイデア、工事は厳しい気象条件下
での工程管理や品質管理の精度を称賛。「技術力の研さんをはじめとした日頃の尽力
と家族の支えあってこそ」と祝辞を述べた。

週休2日制工事の試行やｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推進にも触れ「建設業界
が健全に発展していくには産業を支える技術者・技能労働者の確保・育成が必要」と
強調。「若手技術者の皆さんは先輩技術者を誇りとし、社会資本整備の担い手、地域
の守り手として活躍されることを期待する」とエールを送った。

また、過去2年の成績評定が特に優秀な18者の代表に対する工事成績優秀企業の
認定証（ゴールドカード）授与式も行い、後藤局長が認定書を手渡した。東星渡部建設

（弟子屈）、松本組（函館）、宮坂建設工業（帯広）、草野作工（江別）、萩原建設工業（帯広）、
赤川建設興業（旭川）の6者は局長表彰と同時受賞した。

受賞技術者の子どもたちには後藤局長が感謝状を手渡したほか、北海道建設新聞社
などが加盟する北海道建設記者会から図鑑がプレゼントされた。図鑑の贈呈は今回で

4回目。宇宙や元素に関する図鑑や人
気アニメのことば選び辞典など4種類
を用意。栄誉を受けた技術者とともに
ブースに並んだ図鑑を笑顔で選んでい
た。

表彰式後、会場では、家族らと共に
受賞工事・業務のパネル前で記念撮影
も実施。千歳川遊水地群外環境調査
で受賞した北開水工コンサルタント

（音更）の技術者、佐々木香織さんの長
女すみれさん（13）は「いつも忙しそう

だったけど、夜遅くまで頑張ってくれた」と、母の栄誉を共に喜んだ。
238号紋別市弘道南改良を請け負った五十嵐建設（北見）の戸沢智也さんの妻知花さ

んは長男智駿君（5）、次男十慈君（2）と式に参加。「子どもたちは『お父さんと一緒に
橋を架けるんだ』と言っているので、とても励みになる」と受賞に感謝していた。
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　西麻布三丁目北東再開発　超高層棟など2021年度着工
西麻布三丁目北東地区市街地再開発準備組合は、東京都港区の西麻布３丁目、六本

木６丁目にまたがる約1.6haを再開発し、高さ200
ｍ、55階建ての超高層ビルを建設する。2020年
度には既存建物の解体に着手し、本体は21年度に
着工、25年度の完成を目指す。

事業協力者は野村不動産、ケン・コーポレーショ
ン、竹中工務店。コンサルタント業務は都市設計
連合と上野計画事務所、梓設計が担う。

再開発ビルの規模は、地下2地上55階の延べ9
万9,700㎡。低層部に商業施設や保育所、事務所を
配置し、中層部に住宅約550戸を整備、高層部に
は外資系のラグジュアリーホテルを誘致する。

地区内には３つの寺社も再整備し、まちの歴史
を継承するとともに、緑豊かな憩いの空間を確保
する計画だ。

　日本橋兜町７地区開発ビルを大林組で着工
平和不動産と山種不動産、ちばぎん証券は、（仮称）日本橋兜町７地区開発計画で新
築するビル名を「ＫＡＢＵＴＯ　ＯＮＥ」に決め、大林組の施工で着工した。2023年
2月の全面完成の予定だ。

国家戦略都市計画建築物等整備事業による再開
発で、投資家と企業の交流を促すラウンジや株主
総会に対応する500人収容のホールなど金融貢献
施設を備えたオフィスビルとなる。

規模はＳ一部ＳＲＣ造、地下２地上 15 階、延
べ 3 万 9,170㎡。中間免震構造を採用し、浸水対
策として地上 2 階以上に防災センターや非常用発
電機、防災備蓄庫を配置するなど防災機能を強化
した。

建設地は東京都中央区兜町７で、地下1階で東京
メトロ東西線・日比谷線茅場町駅に直結する。

意匠と設備の設計・監理は三菱地所設計、構造
の設計・監理は大林組。

六本木ヒルズの隣接地で超
高層ビルなどが計画される
再開発

防災機能を強化した「ＫＡ
ＢＵＴＯ　ＯＮＥ」
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