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　札幌市やＪＲ北海道などが北5西1・西2再開発で準備組合設立
札幌市とＪＲ北海道、同社グループ3社が、札幌駅に隣接した北5西1・西2地区
の再開発準備組合を設立した。2020年度上半期中に基本計画を策定し、基本・実施
設計を進め、22年度までに再開発に必要な都市計画決定を目指す。23年度には事業
認可を得て、本組合を設立後に着工する。青空駐車場となっている北5西1街区から
工事を進め、29年秋に全体完成のスケジュールを描く。創成東地区との連携に向け
ては、北5東1街区への新幹線東改札設置や創成川通上空を利用した街区接続を検討
する考えも示している。
札幌駅交流拠点北5西1・西2地区市街地再開発準備組合は、市とＪＲ北海道、同
社グループの札幌駅総合開発、ＪＲ北海道バス、ＪＲ北海道ホテルズの5地権者で構

成する。理事長に
吉岡亨札幌市副市
長、副理事長にＪ
Ｒ北海道の小山俊
幸副社長が就いた。
基本構想によれ
ば、新幹線駅隣接
地となる北5西1街
区の市有地とＪＲ
北海道グループが
北5西2街区に持つ

バスターミナル併設の商業施設「エスタ」を一体開発した、複合再開発ビルの建設を計
画。低層に商業、中層に高機能オフィス、高層に国際水準のホテルなど都市機能を集
積、ＪＲタワーを上回る高さ230mの超高層ビルを目指す。両街区の1階にバスター
ミナルを設け、西2丁目線の上空にバスターミナルや各交通機関を結ぶ交通待合交流
空間を配置する。
同準備組合は、基本計画や基本設計など事業化に向けた実務を民間の事業コンサル
タントに委託。2022年度までに都市計画に必要な調査や基本計画、基本設計案の検
討作成、環境影響評価手続きなどを進める考えだ。
―再開発ビルの市取得分活用に民間参画を
札幌市は、北5西1・西2地区再開発ビルで市が権利を取得する床面積を利用した
事業に、民間事業者の参画を求める考えだ。市取得分の活用を希望する民間事業者を
公募し、新たな玄関口にふさわしい駅前開発を誘導する。
再開発は、北５西1街区に敷地面積約1.2haの市有地を持つ札幌市と、北５西2街

建設産業ニュース～札幌編～
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創成東地区との連携イメージ

～札幌編～

区に「エスタ」の敷地約1haを持つＪＲ北海道グループが共同で両街区を一体的に進
める。
2029年秋の全体完成を目指す再開発ビルでは、それぞれの地権者が取得する床
面積は現在保有する土地、
建物の現在資産割合に応じ
配分される見通し。しかし、
現時点で市に公共施設とし
ての利用計画はなく、市が
取得、処分する床面積の利
活用に関心が集まっている。
市は、市有地活用による
公共利益の確保を念頭に、
取得分はまちづくり方針に
沿った駅前開発を誘導する
考え。ＪＲ北海道と連携を保ちつつ公募で民間事業者の参画を募り、基本構想に掲げ
る新たな玄関口づくりを実現していく意向だ。
―北5東1街区との上空デッキ接続も検討へ
再開発による北5西1・西2地区のにぎわいを創成東地区に波及させるため札幌市
は、創成川通で分断された北5東1街区と上空を利用した歩行者デッキで連続化させ
る検討に入った。ＪＲ北海道も新幹線東改札の設置を同街区で検討する。
北5西1・西2地区の再開発基本構想では、新たな道都の玄関口のにぎわいを創成

東地区に波及させるため、
北側に新幹線ホームの東端
が達する北5東1街区との連
続性確保を提示している。
再開発後、西1・西2地区
の東西をつなぐ歩行者動線
が西2丁目線をまたぐ2階
レベルになることを踏まえ、
東1街区との動線も同じ２階
レベルの高さで創成川通を
またぐ方法を検討する。
東1街区の主な地権者は3

社。市は、地権者の意向把握や事業者に有利な土地利用制度の情報提供などを通じ、
西側との連続性確保や創成東地区の起点となる街区形成に向けた調整を進め、同街区
での事業を支援する考え。北5東1地区事業化検討支援業務を公募型プロポーザルで
ノーザンクロス（本社・札幌）に委託した。
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札幌駅前通など都心ではビル建て
替えが活発化している

　札幌市が賃貸オフィスビル建設費補助を2020年度に創設へ
　―不足する都心のオフィス需要に対応
札幌市は、企業誘致の促進を目的に賃貸オフィスビルの建設費用補助制度を創設す
る方針だ。都心は、賃貸オフィスビルの需要が底堅い半面、供給が不足傾向にあり、
新規進出や事業拡大の課題となっている。他都市の制度を参考に検討を進め、補助を
オフィスビル誘導につなげる考え。2020年度の運用開始を目指す。
市は企業立地を促進するため、工場やＩＣＴ、バイオ関連企業、コールセンターや
バックオフィスの立地を支援する各種の補助制度を展開。これまで新設171件、増
設80件の251件を誘導してきた。
ここ数年は、都心立地の希望が多いＩＴ関連やコールセンターを中心に、条件に合っ

たオフィスの供給が不足し、新規進出や事
業拡大の妨げになっている。
企業誘致を担当する市経済観光局は、都
心のビル建て替えが活発化していることを
踏まえ、一定の条件を満たすオフィスビル
建設を費用補助することで、建物更新に合
わせたオフィス誘導を図る方針を固めた。
「可能な限り早く補助制度を構築したい」と
し、2020年度の運用を見込む。
政令指定都市では、横浜市が1フロア
1,500㎡以上、合計2万㎡以上などの条件
をクリアした賃貸オフィスビル建設を対象
に、投資額の8％を補助する制度を設けて
いる。こうした事例を参考に制度を検討す
る考えだ。
オフィス仲介の三鬼商事の調査による
と、市内都心ビジネス地区のオフィス空室
率は2019年9月で平均2.4％。17年ごろ
から2％台の低い水準が続いている。
不動産鑑定評価、調査を手掛ける日本
不動産研究所の妙摩健一郎北海道支社長
代理は「経済が現状を維持すれば、オフィ
スの不足傾向は今後も続く」と指摘。「札

幌都心のビル所有者は個人や中小企業が多く、（規模を拡大する）容積率の緩和だけ
では誘導は難しい。建設費補助は、こうした層の選択を後押しするメニューになる」
と分析する。
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　札幌市が冬みちプラン実行プログラム案／持続可能な除雪へ
　―GPS搭載除雪車を1,000台に
札幌市は、雪対策基本計画「冬のみちづくりプラン2018」の実行プログラム案をま
とめた。持続可能な除雪に向け、新規・拡充施策の具体的な取り組みを示す内容で、
期間は2019－23年度の5カ年。21年度までに除雪車両1,000台に衛星測位機器を
搭載し、データやＡＩ（人工知能）の活用で作業支援につなげる。1人乗りの除雪機械
は23年度までに220台を確保。生活道路除雪の変更など省力化の方向性も示した。
除雪機械の1人乗り化拡大は、グレーダーの更新に合わせ2023年度までに63台
を確保。タイヤショベル、凍結防止剤散布車などその他車両は既存車にカメラやセン
サーといった安全装置を搭載。安全性を確認しながら本格導入を図り、157台を1人
乗り化する。
先端技術活用では、除雪車両にＧＰＳなどの衛星測位機器の設置を推進。2021年
度までに1,000台の全
対象車に搭載を終え、
全面運用を目指す。
車両データを活用し
た提出書類電子化によ
る従事者の負担軽減を
図るほか、運行管理や
経路ナビゲーション
システムなどに発展さ
せ、作業や管理の効率
化を支援する。
雪堆積場の対策とし
て、ＡＩが最適な搬入
場所を選定するシステ
ムを構築。2022年度
の本格運用を目指す。
新川融雪槽の能力増強
は22年度の運用を想
定したほか、新たな施
設整備の可能性検討も盛り込む。
電話対応のコールセンター化は2021年度からのシステム構築を掲げた。
このほか、生活道路の除雪方法変更に着手。降雪時の新雪除雪を月に2回程度とし、
日中に作業する計画的路面整正へ移行し、省力化を検討する。併せて時間的な余裕を
つくり、玄関先に残す雪を少なくするなど間口処理改善にもつなげる。
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市場調査を経て整備の方向性を固める円山バスターミナル

　札幌市が円山バスターミナル老朽化対策を官民連携視野に検討
　―建て替えなら民間施設と複合化も
札幌市は、円山バスターミナルの老朽化対策に向けた検討に着手した。建て替える
場合には、ＰＰＰ／ＰＦＩなど官民連携手法の活用による民間施設との合築を含め整
備の方向性を探る。2019年度は民間事業者のニーズを把握するため、サウンディン
グ型市場調査を実施する。
中央区大通西27丁目1の1に位置する円山バスターミナルは、ＲＣ造、地下1地
上2階、延べ2，900㎡の規模で敷地面積は約3,200㎡。
地下鉄東西線円山公園駅と乗り継ぎをする交通結節点で、バス便数や利用者数が多

い。施設の供用開始から43年が経過し、施設の老朽化が進む。バリアフリー法の基
準を満たす必要もあり、建て替えや改修など整備の方向性を探ることにした。
建て替えの場合は、民間の活力や技術力を活用し、財政負担を軽減するため、ＰＰ
Ｐ／ＰＦＩの導入を検討。バスターミナル単独だけではなく、民間施設との合築も視
野に入れる。
整備検討に向け、円山バスターミナルが立地する敷地を対象に、ニーズやポテンシャ
ルなどを把握する市場調査を実施する。建て替えに関し、実現性の高い官民連携手法
や想定される事業スキーム、合築が可能な施設などを探るほか、概算事業費や事業期
間、参画の可能性、課題なども提案してもらう。
サウンディング型市場調査の参加対象は、おおむね延べ5,000㎡以上の開発実績を
持つ法人か法人グループ。参加申請の受け付け後、2019年12月16日－20年1月
17日に事業者と対話する。20年3月ごろに結果を公表する予定だ。この内容を踏ま
えて、20年度はスケジュールや整備の方向性を整理する考えだ。
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　札幌市の公共施設総合管理計画改定案／50年間で面積21％削減へ
　―総量抑制や長寿命化で更新費用を縮減
札幌市は、公共施設総合管理計画の改定案をまとめた。市有施設が一斉に更新期を
迎える中、総量抑制の目標を新たに設定。人口減少を見据え、今後50年間で施設面
積を21％削減する方針を掲げた。更新需要で増加見込みの建設事業費は、年平均で
一般会計1,024億円、企業会計742億円を試算。総量抑制や長寿命化で更新費を抑
えつつ平準化を図る。
市の公共施設は約6割が築30年
以上を経過。インフラも1970年代
の建設が多く、今後一斉に更新を
迎える。一方で、人口は2060年で
155万人と減少が見込まれ、急増
する更新需要の費用負担や、人口
変動に対応した施設やインフラ管
理が課題になっている。
改正案では人口規模に見合った
市民サービスの維持・向上を図り
ながら、適切な施設、インフラの
管理を継続していくことに重点を
置いた。
更新費の集中を抑えるため、Ｒ
Ｃ造は80年を使用期間に長寿命化
を推進して費用を平準化。まちづ
くりセンター、児童会館、地区セ
ンターは小学校や区民センターの
建て替えに合わせ複合化する。地域交流拠点への集約などを進め、総量抑制と機能維
持を両立する姿勢を打ち出した。
小中学校、市営住宅などは人口見合いで規模を適正化。インフラは新設から維持更
新の重点化へシフトする。
施設総量は、現在の574万㎡を10年後で3％減の560万㎡に削減。30年後で494
万㎡、50年後で455万㎡と削減目標を試算した。市民利用施設は小学校への複合化
で全体量を抑えるが、地域施設の面積は増加を見込む。
今後50年間の更新費を含む建設事業費は一般会計で年平均1,024億円と、既存施
設を同規模で建て替えた場合に比べ420億円の低減が図られる見通しだ。
下水道、水道、地下鉄や路面電車、病院の企業会計も投資の平準化を図り、年平均
742億円と同規模での建て替えに比べ半減すると試算している。
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モエレ沼公園内にある軟式野球場

　札幌市が硬式野球場整備でモエレ沼公園を第1候補に
　―2020年度にも設計、22年度着工へ
新たな硬式野球場整備を計画する札幌市は、軟式用のモエレ沼公園野球場を改修
する案を第1候補とし、関係団体と具体的な協議に入る方針だ。公園全体のデザイン
性に対する配慮や利用実態を踏まえて施設規模、機能を検討。方向性がまとまれば
2020年度にも設計に着手する考え。22年度の着工を目指す。
市所管の硬式野球場は現在、札幌円山（中央区）と麻生（北区）の2カ所。いずれも稼
働率が高く、2016年には北海道野球協議会から球場不足の改善要望があり、小中学
生の試合会場の不足も指摘されている。
東区のモエレ沼公園内にある野球場は軟式野球に利用可能で、センター 120m、ラ
イト、レフト各約100mの規模。観覧席250席などを備えている。

ほかの軟式野球
場に比べ客席が確
保しやすく、公園
内にあるため、騒
音の影響が少ない
といった点も観戦
に適しているとみ
ている。
改修内容は観客
席の増設やネット
設置などの安全対
策、照明設置のほ
か、公式戦に適し
た機能の確保を想
定する。
ガラスのピラ

ミッドが著名な同公園は、彫刻家イサム・ノグチが公園全体を一つの作品として設計
を手掛けた。
施設デザインの調和を図る必要がある一方、競技団体の視点で規模、機能の検討も
求められるため、関係する複数の団体と協議を進める。
公園造成前はごみ処理場跡地だったことも考慮し、技術面を踏まえ方向性が整理で
きれば、候補地に選定する。
今後、施設規模や費用などの検討に着手。2020年度の基本設計、21年度の実施設
計を経て、22年度の着工を想定する。20年度以降の事業費には20億円程度を見込
んでいる。



～札幌編～

- 9 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　札幌市が丘珠空港将来像素案／ジェット機の通年安定運用へ
　―滑走路延伸や駐機場増設など要望
札幌市は、丘珠空港利活用の方向性を示す将来像の素案を明らかにした。今後10
年を期間に旅客増への対応や医療、防災分野の活用を見据え、1年を通じジェット機
が安定運航できる機能強化を掲げた。実現に向け、国や事業者に対する滑走路延伸や
駐機場、連絡通路、格納庫の増設要望、空港ターミナルビルと航空機をつなぐ搭乗橋
の設置を盛り込んだ。2019年度内の成案化を目指す。
市がまとめた将来像の素案は、2019年10月30日に開いた第1回札幌丘珠空港利活
用検討委員会（委員長・石井吉春北大公共政策大学院客員教授）に示したもの。検討会
を3回、20年1月に市民ワークショップをそれぞれ開き、市民の意見を幅広く聞く。
これらを反映し将来像をまとめる。
丘珠空港は、国土
交通省と防衛省の共
用空港。道内７空港
の運営の一括民間
委託や、2030年度
の新幹線札幌延伸に
伴う観光客の増加な
ど同空港を取り巻く
環境が大きく変化す
る。このため、市は
将来像の検討を進め
てきた。
素案では、こうし
た変化を踏まえ「道内航空ネットワークの拠点空港」と位置付け、ビジネスや生活路線
の維持・拡大とともに、観光需要も受け入れる広域拠点化や、医療、防災を見据えた
1年を通じた機能発揮を掲げた。
実現に向けた今後10年の取り組み方向には空港機能の強化や、都心部と空港を結
ぶ交通機関など冬期間の空港アクセス充実、路線拡充、民間活力の導入などを盛り込
んだ。
具体的には冬季も安定してジェット機が運航可能な滑走路延長を国に要望するほ
か、利便性やバリアフリー化による機能強化、空港ビルへの商業施設誘致の検討など
を示した。
利活用検討委員からは「10年後の事業化では企業は魅力を感じない」と早期の実現を
求める声や、「防災や医療拠点としての機能を充実させ、市民・道民の生活を支える
ことが最優先」と通年ジェット化を求める意見があった。
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～札幌編～

築後40年以上経過した現在の類人猿館

　札幌市円山動物園が類人猿館を新オランウータン館に改築
　―2020年度設計、21年度着工へ
札幌市円山動物園は、老朽化した類人猿館を仮称・新オランウータン館として現地
改築する計画だ。2020年度に基本・実施設計を進め、21－22年度での施工を想定
している。建て替え規模は現状より大きくする方向で検討している。
類人猿館はＲＣ造、平屋、延べ942㎡の規模で、1977年11月に完成した。ボルネ
オオランウータンのレンボー（雌）とテイジロウ（雄）の2頭が暮らし、来春には子ど
もが生まれる予定だ。
2008年4月には屋外展示場をリニューアルし、コンクリートの床を土に変え、樹
木や植物を植えるなど、より快適な生活環境を目指した。
小さな修繕は可能な限り施してきたが、完成から40年以上が経過し、屋内展示場

の扉やおりの腐食、コン
クリートの劣化などが
進むほか、出産後には施
設が手狭になるため改
築を検討している。
同館は以前にも改築
を計画したが、想定予算
を大幅に超えたことや、
飼育動物の死亡事故が
発生し動物福祉を見直
す必要が出てきたため、
取りやめた経緯がある。
同園は、今後飼育する

動物を選定するコレクションプランの中で、オランウータンを積極的に飼育・繁殖に
取り組む推進種としていて、動物本来の能力を発揮するのに必要な高さ、広さを確保
した施設を整備する方針だ。
新オランウータン館の施設規模としては、ボルネオオランウータンの雄2頭、雌3
頭の飼育が可能なＲＣ造、延べ1,000㎡前後の屋内施設を想定。屋外は既存施設を活
用する。
2019年度内に設計者を公募型プロポーザルで選定。20年度早々から基本・実施設
計を進め、21年度で旧館を解体。21年度後半に新館に着工、23年度にかけて新施
設を整備する。
2019－22年度の政策的事業を盛り込む、まちづくり戦略ビジョン・アクション
プラン2019案では、設計費や工事費、整備期間中に他園に移動させる輸送費などを
合わせて、12億1,600万円を計上、うち工事費には10億円ほどを見込んでいる。
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　札幌市財政局の2019年度上半期業者別工事受注実績
　―伊藤組土建が44億円で首位
札幌市財政局が2019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。414者が前年度同期より48件少ない645件、総額668億9,246万円を受注。
芸術の森地区新設小学校新築などを受注した伊藤組土建が44億1,873万円で第1四
半期（4－6月）に続きトップに立ち、鈴
木東建が23億9,212万円、新太平洋建
設が19億8,039万円で続いた。
財政局が4月1日から9月30日までに
発注した工事の競争入札、随意契約の落
札額、決定額を税抜きで集計した。共同
体発注は出資比率に応じて配分。2019
年度支出となるゼロ市債など2019年3
月末までの契約分は除外した。
受注企業は前年度同期より20者少な
く、契約総額は3％上回る。緊急で発注
した災害復旧、被害が大きく建設局が直
接発注した里塚地区地盤改良は集計から
除外しているが、過去5年では2017年
度上半期の746億円に次ぐ水準となっ
た。
所在地別の受注シェアを見ると、市内
業者は386者が593億円を受注し、全
体の88.6％を占めた。道外業者は25者、
69億円で10.3％、市外の道内業者は3
者、7億円で1.1％だった。前年度同期
と比較し、市内は1.5㌽縮小。道外は1.3
㌽、道内は0.3㌽それぞれ拡大した。
伊藤組土建は栄中学校改築やさっぽろ
芸術文化の館解体など大型案件3件を受
注。2位の鈴木東建は新陽小学校改築や
土木3件など積み上げた。新太平洋建設
は市住二十四軒団地1号棟、宮の森北24条通など5件を得た。
4位の三菱電機は西部スラッジセンター 3－5系焼却施設電気、18億1,000万円を
獲得。5位の北土建設は駒岡清掃工場敷地造成など3件、10億2,940万円、6位は水
ｉｎｇエンジニアリングで1件、10億947万円の実績だった。
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三菱地所のホテル建設予定地

　三菱地所が札幌・大通にホテル新築／2020年3月に着工
三菱地所北海道支店（札幌市中央区北2条西4丁目1、川崎正人支店長）は、札幌市
中央区で同社として道内初のホテルを新築する計画だ。2020年3月20日ごろの着工
を予定。開業時期は未定としている。
ＲＣ・Ｗ造、地下1地上11階、延べ6,155㎡の規模で、設計は三菱地所設計（本社・
東京）が担当する。
建設地は中央区大通西1丁目12の2で、敷地面積695㎡。現在は時間貸しの駐車

場で、着工に合わせて解体撤去する。
西側隣接地には地下鉄東豊線大通駅
直結の商業施設ル・トロワがある。
ホテル運営主体は明らかにしてい
ないが、これまで同社の開発では、グ
ループのロイヤルパークホテルズア
ンドリゾーツ（本社・東京）や国内のホ
テル事業と連携。ロイヤルパークホテ
ルアンドリゾーツは全国でホテル開
業を加速させている。
また、三菱地所は道内7空港特定運

営事業者の北海道エアポート（本社・千歳）に出資。ホテル開発運営と空港運営への取
り組みを強化し、シナジー効果を発揮する目的で、2018年4月にはホテル・空港事
業グループを新設している。

　札幌駅南口北4西3再開発ビル基本設計を日本設計に
札幌駅南口北4西3地区市街地再開発準備組合は、札幌市中央区にある北4西3街
区の一帯で計画する再開発ビルの基本設計を日本設計（本社・東京）に決めた。ヨド
バシカメラの店舗やホテル、オフィスなどが入る高層複合ビルをイメージしており、
2021年度以降の事業化に向けて施設概要を固める。
再開発ビルは、北4西3街区にある5ビルを所有する北海道建設会館（本社・札幌）、
平和不動産（本社・東京）、交洋不動産（本社・札幌）などの敷地と、ヨドバシＨＤ（本社・
東京）が保有する旧札幌西武跡地を活用、街区の中通を廃止して約1haの街区全体を
使い、道都のシンボルとしてふさわしい高層複合ビルの開発を構想する。地権者から
は店舗やホテル、オフィス、劇場、商業施設といった意見が挙がっており、事業性を
踏まえ協議を本格化していく。
施設設計と並行して開発計画づくりも進め、2021年度には事業化の前提となる都
市計画決定を目指す。30年の北海道新幹線札幌延伸、冬季五輪招致までに、地区の
再開発実現を見据えている。
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増築とリニューアルを終え昨年９月グラン
ドオープンした旭川空港ターミナル

建設産業ニュース～道内編～

　北海道エアポートによる7空港民営化が始動
　―国、道、旭川、帯広と実施契約締結
北海道エアポート（千歳市美々 987の22、蒲生猛社長）は、北海道内7空港特定運
営事業等実施契約を国、道、旭川市、帯広市と2019年10月31日付で締結した。契
約期間は49年10月30日までの30年間。運営権対価は新千歳など国管理4空港で
計2,920億円に上る。今後、事業方針や地域連携などを盛り込んだマスタープランを
20年4月末までに作成する。
北海道エアポートは、北海道空港、三菱地所、東急、日本政策投資銀行、北洋銀行、
北海道銀行、北海道電力、サンケイビル、日本航空、ＡＮＡホールディングス、三井
不動産、三菱商事、岩田地崎建設、道新サービスセンター、電通、大成コンセッション、
損害保険ジャパン日本興
亜の17社が出資した特
別目的会社。
基本協定締結時の提案
によると30年間の投資
金額は約4,290億円で、
新千歳空港には2,950億
円を投じ、現空港ビル南
側に国内・国際線供用旅
客ビルや隣接するホテル
などを新設。地方6空港
にも計1,340億円の投資
を計画している。
2020年1月15日から7空港一体のビル経営を始め、同6月1日に新千歳空港の運
営事業を開始。同10月1日に旭川、21年3月31日に残る5空港の運営に着手する。
国管理4空港（新千歳、函館、釧路、稚内）の運営権を得るための対価として毎年度
24億円、総額720億円、一時金として2,200億円を支払う契約。道管理の女満別、市
管理の旭川、帯広の3空港については運営権対価を設けず、自治体側からの運営委託
に近い形で運営権を取得することとなる。
マスタープランは、新千歳空港の空港運営事業開始予定日の30日前までに作成し、
国、道、市に提出。主な項目は、7空港の戦略的方針や目標、道内空港のネットワー
ク充実、広域観光の振興に向けた具体的な施策、空港の機能維持・活性化への投資総額、
事業期間終了時の施設配置図、地域との連携施策。新千歳空港事業開始日の公表が定
められている。
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　開発局発注工事で週休2日への実施意思9割に
　―2019年度建設業働き方改革取り組み状況
北海道開発局は2019年度の建設業働き方改革の取り組み状況をまとめた。週休2
日制工事は対象工事（協議中を除く）の88.7％に当たる1,079件で実施の意思を確認、
前年度末より14.6㌽拡大している。ＩＣＴ（情報通信技術）施工は前年度末を4件上
回る112件で実施されており、さらにＩＣＴ土工は一般土木Ｂ、Ｃ等級の21者が新
たに取り組むなど導入が着実に進んでいる。
開発局は、緊急対応など制約条件がある工事を除き週休2日制を試行。ＩＣＴも全
面的な活用を推進している。週休2日工事については2019年4－10月末現在、ＩＣ
Ｔ施工は4－9月末現在でそれぞれまとめた。
週休2日制の対象工事は1,272件が発注され、うち実施意思があるものが1,079件
に上り、ないもの
が137件、 協 議 中
が56件という内訳
だった。協議中を除
くと88.7％が実施
意思ありとなって
いて、前年度末で
74.1％だった取り
組み実績を既に大き
く上回っている。
実施意思ありの工
事を部門別に見る
と、河川・道路は
690件（88.6％）、港
湾・空港・漁港が95件（96％）、農業190件（94.5％）、電気通信・機械が78件（82.1％）、
営繕が26件（61.9％）の内訳だ。
ＩＣＴ施工については、210件の契約済み試行工事のうち112件が実施中で、実
施率は前年度末比8.1㌽上昇の53.3％。土工が94件（実施率54.7％）、舗装が14件
（50％）、港湾浚渫が4件（40％）という内訳で、河川浚渫は今のところ実施していない。
2019年度から新たに導入した工種のうち、法面は12件、付帯構造物設置は2件、
床掘りは6件で実施。河床掘削、地盤改良は対象がなかった。
また、ＩＣＴ土工については65者の受注者が取り組んでいて、一般土木Ａ等級
が16者、Ｂ等級が46者、Ｃ等級が3者に及ぶ。新たにＩＣＴ施工を導入したのは
Ｂ等級が19者、Ｃ等級が2者となっていて、着実に普及が進んでいることがうか
がえる。



南池袋二丁目Ｃ地区の完成イメージ

　南池袋二丁目Ｃ地区再開発／ 2021年３月着工目指す
東京都豊島区の南池袋二丁目Ｃ地区を対象とした再開発事業に向け、同地区市街
地再開発準備組合が総事業費1,101億円に及ぶ事業計画を公表した。順調に進めば、
2021年３月の着工、25年３月の完成の見込み。
再開発の対象区域は、地下鉄有楽町線の東
池袋駅と豊島区庁舎に挟まれた約1.7haのエ
リア。地区全体を南北２街区に分け、それぞ
れに１棟ずつビルを建設する。北棟はＲＣ造、
地下２地上53階、延べ11万979㎡で計画。
南棟はＲＣ造、地下２地上50階、延べ７万
8,431㎡。東池袋駅へと接続する地下通路も
建設する。
いずれも高層部は住戸スペースとし、総戸
数は1,495戸を予定する。北街区では低層階
に事務所などや公共・公益施設を導入、南街区には店舗や子育て支援施設などの機能
を配置する計画だ。
Ｃ地区では当初、住友不動産（本社・東京）と野村不動産（同）がそれぞれ開発を検討
していたが、区の要請を受けたＵＲが２者の連携を調整し、地区全体を一体的に再開
発することにした。

　東京都が週休２日工事を2020年度さらに拡大へ
　
東京都は2020年度、週休2日工事の適用件数をさらに拡大する。準備や後片付け
を含めた工期を設定するほか、入札公告時に参考資料として工程表も公表する。また、
当初契約の段階で労務費や機械経費など必要経費を補正する。
都発注の週休２日工事は、2017年度が約480件、18年度が約660件で、19年度
は約950件となる見込み。週休２日工事の適用をさらに拡大していくため20年度は、
適正な工期の設定、必要経費の計上、施工時期などの平準化に取り組む方針だ。
工期の設定では、準備や後片付けの期間を含めた工期とし、工程表も参考資料とし
て公表するほか、関係機関との協議状況などに応じて工期を延伸する。
経費については、週休２日を確保するために必要な労務費、機械経費、共通仮設費、
現場管理費を当初契約時に補正する。
施工時期などは、ゼロ都債や工期12ヶ月未満案件への債務負担行為などを活用し
て平準化を図る。

建設産業ニュース～道外編～
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