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さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

建設産業ニュース～札幌編～

　札幌市が2021年度開発予算に217億円を要望
　―新規は東 4 丁目通拡幅など
札幌市は、2021年度の北海道開発予算概算要望額をまとめた。国費ベースで20
年度配分額を87.5％上回る、216億5,400万円を要望。橋梁長寿命化修繕の事業費
が伸びた道路・街路をはじめ、公営住宅等整備などが全体の要望額を押し上げた。新
規では、東4丁目通道路拡幅などを盛り込んでいる。

社会資本整備総合交付金（社交金）と防災・安全交付金（防安）の要望額を国費ベース
で積み上げた。開発予算以外で配分される全国枠の交付金や補助金は含まない。

内訳は、社交金が112億6,200万円で20年度配分比（以下同）89％増。防安も
103億9,200万円で85.8％の増。

事業別では、道路・街路に2.6倍となる111億9,800万円を要望した。新規で計上
した東4丁目通は道路拡幅を計画。橋梁長寿命化修繕などで要望額が膨らんだ。

環境衛生は2億7,700万円で、46.7倍。新規で篠路清掃工場解体を含む篠路リサイ
クル保管庫建設を盛り込んだほか、駒岡清掃工場更新
の工事費を求める。

公営住宅は、市営住宅伏古団地Ｃブロック建て替え
で2021年度の支払額が増加するため、4.3倍となる
25億9,100万円を要望。下水道は48.3％増の53億
7,800万円で、下水道施設の再構築や災害対策に取り
組む考え。

公園・緑地は28.1％減の12億1,100万円。官民連
携推進事業を新規で盛り込み、百合が原公園のパーク
ＰＦＩ導入の事業費を配分。継続では厚別山本公園や
都市公園ストック再編などを予定している。

安全ストック形成は11.8％増加の5億500万円となっており、さっぽろ芸術文化
の館解体が押し上げた。区画整理には71.4％減の1,200万円を求め、継続の篠路駅
東口土地区画整理を推進。水道には0.8％減の1億7,300万円を充て、豊平川水道水
源水質保全を実施する見通しだ。

―国の概算要求は国土強靱化など臨時・特別措置が焦点
国の2021年度予算編成作業は、新型コロナウイルス感染症に対応し、各省庁の概算

要求期限を例年より１カ月遅らせ9月末とし、要求の仕組みや手続も簡素にする。要求
額は「基本的に対前年度同額」とする方針だが、「同額」の中に本年度までの3カ年わたり

「臨時・特別の措置」として上乗せ計上されていた国土強靱化、防災・減災関連の対策費
が認められなければ、21年度北海道開発予算の概算要求も大きく減少することになる。
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　札幌市教委の2021年度学校建築計画／環境改善交付金96億円
　―施設整備費負担金は 2 校改築で 4 億円 
札幌市教育委員会は、2021年度の国庫補助事業で実施を目指す学校建築計画をま
とめた。学校施設環境改善交付金の対象は、事業費に相当する配分基礎額で96億円。
危険改築や長寿命化改良のほか、13校の地震補強費を計上した。公立学校施設整備
費負担金は2校の改築に事業費ベースで4億3,600万円を要望している。

児童生徒らの学習・生活の場、災害発生時の
指定緊急避難場所として安全確保に必要な整備
を行う学校施設環境改善交付金の積み上げ額は
96億493万円で、2020年度要望に比べ10.8％
増加。19年度補正繰り越し分を含めた20年度執
行ベースとの比較では37.9％増となっている。

区分別に見ると、危険改築と不適格改築は7
校に44億8,214万円を計上し、山の手小、東
山小の新規着手を目指す。

長寿命化改良は6校に36億6,082万円を充
てる考えで、拓北小、幌東小など5校の着工費
を含む。

地震補強では、2019年に耐震性能不足が判
明した13小中校の継続費として7億8,861万
円を計上。

トイレの全面改修、洋式化を図る大規模改造
は手稲東中で実施する予定。屋外教育環境のグ
ラウンドと学校水泳プールは中央小で計画する。

調理場の改築、新増築には6校で2億7,146万円を見込む。調理場のみを整備する
屯田南小以外は、学校の改築などに伴うもの。

教室不足を解消するための整備などに充てる公立学校施設整備費負担金は、改築2
校に4億3,628万円を要望した。前年度要望との比較では3％減と微減だが、執行ベー
スでは39.1％増加したものとなっている。

2021年度学校施設環境改善交付金要望箇所は次の通り。
▽危険・不適格改築＝新陽小、山の手小、発寒南小、本町小、二十四軒小、東山小、

栄中▽長寿命化改良＝拓北小、幌東小、平和通小、札苗中、柏中、太平中▽地震補強
＝幌南小、白楊小、藤の沢小、北都小、手稲山口小、西野第二小、みどり小、福住小、
富丘小、福井野小、新琴似緑小、北野台小、八条中▽大規模改造＝手稲東中▽屋外教
育環境＝中央小▽水泳プール＝中央小▽調理場改築・新増築＝屯田南小、新陽小、発
寒南小、本町小、二十四軒小、東山小
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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）と事務局スタッフ

　建設業チャレンジ支援センターが開設　コロナ関連の相談も
　―訪問相談、専門家のアドバイスが無料で
厚生労働省委託事業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で取り組む「建設業チャレンジ支援センター」が、2020年度の
業務を開始した。同センターでは「新型コロナウイルス感染症関連の助成金の相談も
増えています。気軽に利用していただければ」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などの事業を展開する。

開設期間は6月から2021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。相談員が各企業を訪問し、雇用状況や経

営課題などの
ヒアリングも
行っている。

6月の開設
に合わせ、市
内7,800社 に
リーフレット
などを送付し
たところ、「コ
ロナ関連で持
続化給付金や
雇用調整助成

金の相談を中心に、開設直後から数多くのお問い合わせが寄せられています」（同セン
ター事務局の島津達朗相談員）という。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必要書類の記入方法などについて個
別支援を行う。7月末までの2カ月間で専門家による支援は44件と、前年度同期の
14件を大きく上回った。コロナ対策としてオンライン面談にも対応している。

また、12月には市内建設事業者の経営基盤強化を支援する目的で「建設業チャレン
ジ支援セミナー・講演会」の開催を企画しているほか、各種経営改善に関する勉強会
も開く予定だ。

問い合わせは、同センター事務局（電話：011-522-5288、FAX：011-522-5344、
E-mail：sapporo_kensetsu@mail.tdb.co.jp）まで。
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桁の架設が進む仮称・北24条大橋

　札幌市が北24条大橋新設の東区側桁架設に着工
　―2022 年度供用に向け 133 ｍ区間を架設
札幌市は、宮の森北24条通の延伸に伴い豊平川に架ける仮称・北24条大橋新設で、
東区側133m区間の桁架設に着工し2020年度末までに終える予定だ。先行して着手
した白石区側185ｍ区間の架設も本年度で完了しており、21年度以降は床版架設、
舗装整備を進める見通し。

豊平川を横断する札幌新道の豊水大橋と環状通の環状北大橋は交通量が多く、渋滞
が常態化しているため、中間に位置する宮の森北24条通を延伸して豊平川に橋梁を
新設し、混雑緩和を図る。

事業延長は北1条雁来通から南7条米里通までの1,160m、事業期間は2022年度
まで。総事業費は157億円で、このうち工事費は116億円を試算している。

同橋は橋長318m、中央分離帯1mの両側に車道2車線6m、歩道3.5m、路側帯
1m、地覆各0.4mを含む
全幅22.8mで計画する。

下部は壁式橋脚小判形
3基 と 橋 台2基 で 構 成。
2013－16年度で整備し
た。

上 部 は4径 間 連 続 鋼
細幅箱桁で、鋼材3,300
ｔを使用。2017年度か
ら桁製作に取り掛かり、
2020年度は床版の製作
にも入っている。

上部の架設は2018年
度にＰ2橋脚―Ａ2橋台間185ｍを発注。右岸側の地形的な制約により左岸側からの
送り出し工法を採用し、19―20年度に施工した。本年度発注の架設工事は、Ａ1橋
台－Ｐ2橋脚間133mの桁で、クレーンを使い架設する。工期は21年3月まで。工
事費は3億－4億円程度を見込む。

橋梁前後の道路改良区間は、東区側が擁壁部193mと一般部100m、白石区側が
擁壁部262mと一般部309m。一般部の幅員は、停車帯などを含めていずれも車道
17m、歩道両側6mずつを確保。一般部では地盤改良を終えており、本年度は補強土
壁などの構造物を施工する。擁壁部の幅員は橋梁と同様とし、幅員が車道5m、歩道
3.5mの副道を東区側、白石区側共に両サイドに設置する。

2022年度に同橋が完成すると、豊平川架橋としては04年供用の平和大橋以来、
18年ぶりの新橋となる。
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明るく丁寧な態度は、相手が誰でも変わらない。「私
は社長職のバトンを継いだだけで何も偉くない。取引
先や従業員に支えられて事業をやらせてもらってい
る以上、人を大切にするのが当然」と言い切る。

社の創業は1948年で、自身は2016年に4代目社
長に就いた。大学4年までは入社すら想像しなかった
という。学生時代は野球一筋。専攻は経済学で建設と
は縁がなかったが、建設業なら地元札幌の発展に直接
貢献できると決断。2000年に札幌学院大を卒業後、
小鍛冶組に入社した。

経営者として最重視するのが人材育成だ。社長就任を機に、体系的な若手教育プロ
グラムの「小鍛冶組アカデミー」、資格取得の学習経費助成など、社員向けの策を次々
と打ち出した。新卒採用のため専務時代に高校を回り始めたときは反応が薄かったが、
こうした制度をアピールするうち、ここ数年は安定的に5－7人が入るようになった。
知名度アップと地域貢献を兼ねて野球などスポーツの協賛にも取り組む。

新卒採用に外国人技能実習生の採用も加わり、社員数は今年100人を超えた。業
績も拡大。社長就任前に10億円台後半だった年商は、昨年は27億円まで伸びている。

㈱小鍛冶組 （本社・札幌）

小
こ

鍛
か

冶
じ

　洋
よう

介
すけ

 社長（43）

社長就任から1年。「専務時代と比べ、社長になっ
てからは諦めることや折れることがなくなった。我を
通すというわけではないが、社員の顔が頭に浮かび、
ここで折れたら会社にとって良くないと思うように
なった」と話す。
「祖父の代から続く会社。継ぐのは自分しかいない」

と決意。専修大経済学部を卒業して2011年に入社、
2年間は道南事業所に住み込みで勤務した。その後は
小樽商大大学院に通い、ＭＢＡ（経営管理修士）を取得
した。

新卒の社員には、専属の教師役を付けて手稲区の札幌事業所を教室に、座学から舗
装作業までを2カ月間じっくり学ばせる。ほかにもさまざまな研修を受け、半年後に
現場デビューを果たす。手厚いサポートにより離職率は低く、毎年3、4人の新規採
用できるようになった。同業他社の新卒教育を請け負うことも考えているという。

舗装専門で培った経験や技術が会社の強み。道路は移動手段として確実に使われる
インフラで、北海道の食と観光を支えられると自負している。経営者として「社員に
とっての道しるべになりたい。会社がどう進むかが見えないと皆不安になる。どこに
向かうかの光を見せられる社長でいたい」との理想像を描く。

秋津道路㈱ （本社・札幌）

渡
わた

辺
なべ

　慶
よし

人
ひと

 社長（36）



- 7 -

～札幌編～

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　札幌中央・東労基署管内で労災死ゼロ達成
　―2019 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、2019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18人増の310人となり、増加に転じた。全て休
業災で、死亡災はゼロだった。型別では、前年に続き墜落・転落が最も多く、全体の
4割弱を占めた。

業種別内訳は、建築が37人増の159人、設備が2人減の63人、土木が21人減の
62人、木造建築が4人増の26人だった。死亡災は4年連続で減少し、2019年はゼ
ロを達成した。

型別では墜落・転落が114人で最多。以下、転倒が53人、挟まれ・巻き込まれが
33人、飛来・落下が23人、動作
の反動・無理な動作が22人、切れ・
こすれが19人で続く。例年と変
わらず墜落・転落、転倒、挟まれ・
巻き込まれが多い傾向にある。

署別に見ると、中央署管内は
12人減の117人が被災。設備で
17人、土木で12人、木造で3人
減ったが、建築では20人増えた。
前年に1人発生した死亡災はな
かった。

中央署は2019年の発生状況に
ついて「建築で休業災が大幅に増
加し、建て替えに伴う解体現場で
の重篤な災害も発生している」と
指摘。その上で「基本に立ち返り、
墜落・転落対策、重機災害対策の確実な実施と新型コロナウイルス感染対策の徹底を」
と強調する。

東署管内は30人多い193人。建築で17人、設備で15人、木造で7人増えた一方、
土木は9人減少した。死亡災は前年を1人下回るゼロとなった。

東署は「2019年は死亡災が12年以来のゼロとなったが、休業災は前年に比べ増加
した」と振り返り、型別の状況について「足場やはしごなどからの墜落災害が最も多く、
約4割を占める」と分析。これらを踏まえ「事業者、労働者が協力し、墜落災害の撲滅
を図って」と呼び掛ける。

なお、2020年に両署管内で発生した建設業労災は、７月末の時点で、死亡３人を
含む142人と、前年同期を20人上回るペースで推移している。
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駅前広場を含む整備が計画さ
れている篠路駅東通

　篠路駅東口土地区画整理の総事業費は25億円
　―駅前広場など 2022 年度に着工へ
札幌市が計画するＪＲ篠路駅東口土地区画整理の事業概要が明らかになった。総事
業費には約25億円を投じる考え。篠路駅東通88m（幅員20m）、区画道路601m（同
8－10m）などを整備する計画で、工事費に約4億円を見込む。秋ごろの事業認可を
予定しており、2021年度の仮換地指定を経て、移転補償などを実施する。22年度に
着工し、30年度に工事を完了する見通しだ。

同事業は、鉄道高架事業と一体的に駅前交通広場や区画道路、公園などを整備し、
地域交流拠点にふさわしい都市空間の形成を図るもの。

事業対象区域は、東側を道道花畔札
幌線、南側を横新道、西側をＪＲ札沼
線などに囲まれた約5.1ha。今年3月に
都市計画決定した。

地区の現況は、地権者数が53人、人
口が約150人、建築物が41戸となって
いる。

公共施設の整備計画を見ると、バス・
タクシー乗降場、自家用車・身障者等専
用駐車スペースを確保する約4,000㎡の
駅前交通広場を含めた篠路駅東通（88×

20ｍ）の面積が5,756㎡で、区画道路（601×8－10ｍ）には5,540㎡を予定する。こ
れに高架側道7号線（107×6m）、面積980㎡を合わせた、道路の合計は延長796m、
面積1万2,276㎡の整備を見込む。公園は1カ所、1,321㎡の新設を計画する。

総事業費は24億9,600万円を試算し、計画人口は360人。公共用地確保のための
減歩率は21.8％で、事業着手後に用地を先行買収する予定。

篠路出張所はリース方式で増築へ
市は、ＪＲ篠路駅東口土地区画整理の事業区域内にある篠路出張所の増築棟をリー

ス方式で整備する。鉄道高架化に伴い、将来的に周辺の土地利用が変わる可能性があ
るため、リースによる増築で費用を抑える。

北区篠路4条7丁目にある同出張所の現庁舎はＲＣ造、2階、延べ426㎡の規模で、
まちづくりセンター機能を併設している。北区役所・保健センターから離れているた
め、地域住民のニーズが高い高齢者福祉や子育て支援などの機能強化を図る。人員増
に伴う事務スペース、対応窓口も手狭なことから、増築して渡り廊下で接続する。

増築規模は軽量鉄骨造、平屋、延べ300㎡程度を想定。9月にも契約候補者を選定、
設計・施工期間は増築棟が2021年11月末、渡り廊下は22年7月末までを見込む。
リース期間は21年12月から31年11月末までの10年間。
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リニューアルが計画される青少年科
学館

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　札幌市の青少年科学館再整備は2022年度着工へ
　―展示物などの更新に 10 億円を投入
札幌市は、青少年科学館再整備の2022年度着工を計画している。開館から39年
たち老朽化している展示物や設備を更新し、施設全体の機能充実を図る考え。総事業
費は10億1,600万円で、展示製作施工や施設改修に工事費8億9,000万円を投じる
見通しだ。

厚別区厚別中央1条5丁目2の20にある同館は、科学・科学技術に関する知識の
普及啓発を通じ、創造性豊かな青少年を育成することを目的に1981年10月に開館
した。

展示物や施設設備の老朽化が著しく、展示物全226点中97点が休止または正常に
動作しないほか、科学技術の急速な進歩に伴い、時代にそぐわない展示物が見られる
など、全体の統一感の希薄化といった課題を抱えていた。

これらを踏まえ、市は2018年12月に活用基本構想を策定。今後の在り方や展示
のリニューアル、設備更新などにおける基本的な考え方を示した。

2020年度は、この活用基本構想
を踏まえた展示ゾーンなどの整備基
本設計に着手する。既存の展示物や
設備の活用方法を検討し、新たに設
置する展示物を含め、一体的な再整
備となるよう整理する。

再整備に向け市教育委員会が策定
した「展示ゾーン等整備計画」では、
リニューアルの対象は、設置から
17年以上経過した展示物は廃棄を
基本に、新設の展示物を検討すると
している。

1階は、2016年にプラネタリウムを更新済みのため、エントランスホールのリ
ニューアルを図る。2階では、トリック撮影などの特殊映像技術が体験できる「テレ
ビスタジオ」と、カプセル内で宇宙冒険の疑似体験ができる「スーパードリームライド」
は廃止する方向で代替展示を検討する一方、北方圏にある科学館を特徴付ける人工降
雪装置、低温展示室・工作室は設備を更新し存続させる。3階は、小学校低学年以下
の子どもたちを主な対象とした体験型展示を中心としたゾーンにするなどの方向性を
示している。

2021年度は展示物と施設設備に関する実施設計をそれぞれ進め、22年度に約1年間
休館して施工する予定。展示リニューアル業務を委託するほか、施設に関しては老朽
化に対応した建物の保全工事や展示リニューアルに伴う設備改修に取り組む計画だ。
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～札幌編～

大規模改修を予定する教育文化会館

　札幌市が教育文化会館を改修／工事費最大27億円見込む
　―休館し 2022 年度着工予定
札幌市は、教育文化会館の大規模改修を計画している。2022年以降、一定期間休
館とし、施設保全を目的とした機械、電気設備の更新や外壁改修、屋上防水などを実
施する方針。20年度は基本検討を進め、21年度に予定する実施設計で詳細を詰める。
早ければ22年度にも着工する見通しだ。工事費は最大で27億円を見込む。

中央区北1条西13丁目7の教育文化会館は、演劇やコンサートなどに利用できる
1,100席の大ホール、360席の小ホールのほか、講堂・研修室などを有する文化施設。
ＳＲＣ造、地下1地上4階、延べ1万6,372㎡の規模で、1976年に完成した。地下に
はリハーサル室、練習室なども備える。

2002、09、11年などに設備や建物の改修を実施しているが、建設から40年以上
が経過し、老朽化が進んでいる。このため、機械・設備の更新を中心に保全工事を実

施する。
工事規模は機械が

9億円、電気が13億
円、建築が5億円を
想定。主な改修対象
は、機械が空調、換気、
冷暖房、排煙、衛生
設備など、電気が受
変電、自家発電、直
流電源、舞台映像・
音響、舞台照明など
としている。

また、設備改修に
伴う外壁や屋上防水、

大ホールの内壁タイル、特定天井改修、客席椅子や舞台用機構の改修などの建築工事
も予定している。

これら保全工事に合わせ、バリアフリー化工事も休館期間中に実施する考え。施工
対象としては、車椅子使用者が大ホール2階客席へ円滑に利用できる経路とエレベー
ター新設などを整備予定に挙げており、2020年度は調査検討を進める。21年度に実
施設計を発注する見込みだ。

改修の基本検討業務はビーゴーイング（本社・札幌）、バリアフリー化の調査検討業
務は石本建築事務所（本社・東京）がそれぞれ一般競争で落札済み。概算工事費算出や
工程調査のほか、基本検討では工事の優先順位付け、調査検討ではバリアフリー化必
要箇所の洗い出しに取り組む。
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斗南病院跡の国有地は駐輪場として
暫定利用している

　斗南病院跡地活用にオフィスビル推す声多く
　―道財務局の市場調査結果で
札幌市中央区北1条西6丁目6にある斗南病院跡の国有地活用方法について、民間
事業者からはオフィスビルの新築を推す意見が多いことが、北海道財務局のサウン
ディング型市場調査によって分かった。同局は調査結果を踏まえ、定期借地権による
貸し付けを前提に土地利用方針をまとめる。民間収益施設などを誘導する場合は、企
画提案審査を経て価格競争する二段階一般競争入札に進む。

斗南病院跡地を含む札幌市内の国
有地3カ所を対象としたサウンディ
ング型市場調査は、3月下旬から4
月下旬にかけて実施。建設、不動産、
医療・福祉などの6グループが参加
し、意見を述べた。

調査結果によると、同病院跡地に
ついては、近年の空室率の低さ、新
規供給の少なさから需要が高まって
いるオフィスビルとしての活用案が
多かった。

近接する道庁との往来が多い業種
や第三セクターなどのオフィス、企業のサテライトオフィスに加え、イベントスペー
ス、飲食・物販店舗などが入居の候補として挙がる。建物は8－10階程度とし、道
庁とつながる地下歩道を整備する案も出ていた。

一方、ホテル新築に関しては否定的な意見が目立った。周辺にビジネスホテルが多
く立地するほか、ハイクラスホテルの整備には土地面積が足りないとの指摘がある。

スケジュールは設計・行政協議・工事に2－4年を要すると想定。都心部再開発で
大量のオフィス供給が予想される2025、26年度以前の竣工が必要だとした。

同病院跡地のうち、西側約半分の1,470㎡は病院を運営する国家公務員共済組合連
合会（ＫＫＲ）が保有。東側の1,332㎡が国有地で、国がＫＫＲに貸していた。用途地
域は建ぺい率80％、容積率600％の商業地域となっている。

併せて調査した国有地のうち、東区北45条東14丁目7（4,220㎡）は、住宅街に位
置していることから戸建て住宅としての活用、学童保育、公園整備などの案が出た。
南区川沿10条1丁目477の62（1万1,969㎡）は、郊外型大型物販店、隣接する藻南
公園と連携した運動施設、福祉施設などさまざまな案が寄せられた。

これとは別に道財務局は、既存建物が残る豊平区美園9条8丁目2の1（4,213㎡）
と中央区南9条西23丁目1（6,252㎡）の両敷地も施設解体後、同様の調査を実施す
る予定だ。
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札幌ＮＯＲＴＨ３３の跡地。左側
のビルもヒューリックが保有する

　札大がキャンパス施設を耐震化／新棟に着工
学校法人札幌大学（本部・札幌）は、法人所在地の札幌市豊平区西岡3条7丁目3の
1の同大キャンパス内にある施設群の耐震化に取り組んでいる。2020－21年度に新
棟を建設するほか、図書館と3号館の耐震改修を進める。22年3月ごろには1号館の
耐震改修に着工し、23年3月ごろ2号館の解体を予定する。

新築する新棟の規模はＲＣ造、地下 1 地上 5 階、延べ 5,090㎡。1 階には約 500
人収容の講堂を設置するほか、153 人収容の中教室や 283 人収容の大教室などを配
置する。

設計はドーコン（本社・札幌）、
施工は伊藤組土建（本社・札幌）
が担当する。

耐震改修する図書館（ＲＣ造、
3 階、延べ 7,525㎡）は 10 月
下旬の完成、2 棟で構成する 3
号館（ＲＣ造、2 階、計延べ 2,636㎡）は 2021 年 7 月までの工期を見込む。

2022 年 3 月をめどに 1 号館（ＲＣ造、地下 1 地上 4 階、延べ 9,103㎡）の耐震
改修に入り、23 年 3 月ごろから老朽化が進む 2 号館（ＲＣ造、地下 1 地上 4 階、延
べ 1 万 89㎡）を解体する。24 年度以降は第 1、第 2 体育館などを計画し、耐震化
率 100％を目指す。

　ヒューリックの札幌ＮＯＲＴＨ33ビル改築は延べ1.2万㎡
不動産業のヒューリック（本社・東京）は、
札幌駅前通にあるヒューリック札幌ＮＯＲ
ＴＨ33ビルの改築を、地下1地上12階、
延べ1万2,100㎡の規模で計画する。商業
やオフィスが入る複合施設を検討。2022
年の竣工を目指している。

札幌市中央区北 3 条西 3 丁目の札幌Ｎ
ＯＲＴＨ33ビルは、北側で隣接するヒュー
リック札幌ビルと合わせて一体的に開発す
る計画。

改築に先立ち、既存ビル解体を大成建設・
伊藤組土建ＪＶの施工で 2019 年 9 月に
着工、20 年７月末までに更地にした。

ＮＯＲＴＨ 33 ビル改築の完成後、札幌
ビルの建て替えに着手する考えだ。
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建設産業ニュース～道内編～

　2020年3月道内新規高卒者就職状況／過去最高の内定率に
　―建設業の充足率 20.4％にとどまる
北海道労働局がまとめた2020年3月の道内新規高卒者の就職内定状況によると、
内定率は前年同月比0.2㌽上昇の98.6％と1986年3月卒の統計開始以来最高となっ
た。一方で、建設業の充足率は0.2㌽低い20.4％と、5年連続で3割を下回り、人手
不足が続く。同局は、新型コロナウイルス感染症の流行が長引くほど来年度の採用に
影響が出る可能性があると危機感を募らせる。

2020年3月卒の道内求職者数は、全産業で3％減の7,169人、求人数は0.3％増の
1万9,005人だった。求人倍率は0.09㌽上昇の2.65倍で、3月としては過去最高を記
録した。内定者数は2.8％減の7,070人で、このうち道内は83.8％に当たる5,927人
だった。前年同月と比べて1㌽低下し、道外への人材流出が続いている。

建設業への就職状況の推移を見ると、2013年3月卒の求人数は1,228人だったが、
20年3月卒では3,739人と8年間で3倍にも増加している。一方で、内定者数は13
年3月 卒 が666人、
20年3月 卒 が761
人と8年で14.3％の
増加にとどまった。

充 足 率 は2013年
3月卒で54.2％だっ
た が、16年3月 卒
で3割を切り、20年
3月卒では20.4％ま
で低下した。景気回
復に伴う道内外での
工事量増加により新
規高卒者の求人数が増加している一方で、求人側と求職者側とのミスマッチが起きて
おり、新規採用者の確保が難しい状況となっている。採用拡大には労働環境の改善な
どさらなる魅力向上が求められている。

道労働局の担当者は、2020年3月卒の求人は年度当初にほぼ出そろうため、新型
コロナウイルス感染症の影響はなかったとしつつも、「新型コロナは、ほぼ全ての業
種へ影響を及ぼしている」と懸念を示す。

来春卒業予定者の採用に関して厚生労働省は、一斉休校の影響で就職指導などが遅
れたため、学校から企業への応募書類提出は10月5日から、企業の採用選考や内定
の開始は10月16日と、当初の予定よりそれぞれ1カ月遅らせている。
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若手技術者4人で結成し
た測量Ｂｏｙｚ

現場代理人の仕事について分かりやす
く解説した

　道建協のＰＲ動画第3弾と北測協の音楽ビデオが完成
北海道建設業協会（道建協）と北海道測量設計業協会（北測協）が相次ぎ業界をＰＲす
る動画を制作した。道建協は、建設業ＰＲ動画の第3弾となる「地域・人とつながり、
人々の暮らしを支える建設業　現場代理人の1日」で、技術者に密着してその仕事ぶ
りを紹介している。北測協は、若い世代に測量に関心を持ってもらおうと「恋のトー
タルステーション」というミュージックビデオを完成させた。

道建協は現場代理人に焦点
道建協の「現場代理人の1日」は、全道各地で活躍する現場代理人や女性技術者にス

ポットを当て、仕事内容ややりがいを
分かりやすく解説している。

完成した動画は、2019年作成の「建
設業のすべて－地域・人とつながり、
人々の暮らしを支える」に続くもので、
再生時間は約21分。橋本川島コーポ
レーション（本社・旭川）が施工した石
狩川改修ウッペツ川水門建設第2期の
現場を中心に、施工計画書の作成や工
程管理、現場の安全巡視など現場代理

人の業務を紹介。道内各地の建設会社で活躍する女性社員にもインタビューし、入社
した動機や現場の苦労や喜びを語ってもらっている。

ＤＶＤは500枚製作。工業高校や都府県建設協会、傘下の地方建協、発注機関な
どに配布。ユーチューブでも視聴できる。

北測協は専門用語をラブソングに乗せて
北測協の動画は、会員企業に勤務する若手技

術者4人で結成した「測量Ｂｏｙｚ（ボーイズ）」
が、測量用語を随所にちりばめたオリジナル
ソング「恋のトータルステーション」を歌ったも
の。7月1日からユーチューブで公開し、月末
までに視聴回数１万回を突破した。

高齢化が進む測量業界の人材確保に向けて、
若者の関心を引くことを第一に考え、ミュー
ジックビデオ制作に取り組んだ。楽曲は、専門
用語をラップ調で盛り込み、画像で用語解説し
ているほか、ラブソングながら、災害時には即
座に被害調査へ駆け付ける技術者へのリスペク
トも忍ばせている。



完成イメージ（左
下が日本橋川）

建設産業ニュース～道外編～

- 15 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　八重洲一丁目北地区再開発／ 2023年度着工目指す
八重洲一丁目北地区再開発準備組合は、東京都中央区八重洲1丁目1、2の約1.6haを
対象区域とする同地区再開発事業で、日本橋川に面した区域を南北２街区に分け、事務
所・店舗・宿泊施設などの用途で構成する延べ約18万㎡の複合ビ
ルを建設する。2023年度の着工、35年度の全面供用を目指す。

区域内を通る区道272号線を境に、日本橋川沿いを北街区、
東京駅側を南街区に分けて開発する。

2023年度から南街区の既存施設解体に取り掛かる。新築ビル
の規模は地下5地上45階、延べ18万500㎡。東京駅や大手町
に近い立地を生かし、金融関係者の商談や交流、国際会議など
ができるＭＩＣＥ機能も導入する。

南街区の完成後、北街区の解体・新築に着手する。地下1地上2
階、延べ1,000㎡の低層棟を整備し、店舗などを誘致し、日本橋川
を眺めるオープンスペースを確保し水辺空間ににぎわいを生む。

事業協力者は東京建物（本社・東京）と大成建設（同）、コンサ
ルタントに日本設計（同）が参画している。

　国交省が7職種の標準見積書改訂へ／能力に応じた賃金を
国土交通省は、専門工事企業が技能者の技能レベルを見積価格に反映できるよう、
標準見積書を改訂する。建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）を活用した「建設技
能者の能力評価制度」で、レベル3・4の評価を受けた技能者の職長手当などマネジメ
ントフィーを見積価格に反映する。まず、技能レベルに応じた「賃金目安」（年収ベース）
をまとめた7職種で、2020年度中に標準見積書を改訂する。

能力評価制度では、ＣＣＵＳに登録し
た就業履歴と保有資格によって、技能レ
ベルを4段階で評価。国交省は、技能レ
ベルに応じた賃金が支払われるよう、各
専門工事業団体にレベル2－4の賃金目
安をまとめるよう要請している。

要請に応じ、型枠、機械土工、内装仕
上げ、建築大工、トンネル、圧接、基礎
杭の7職種が賃金目安を公表＝表参照。賃金目安に応じた賃金の原資を見積価格に反
映できるよう、国交省が職種別の標準見積書を改訂。自社雇用する職長クラス（レベ
ル3・4）の職長手当を「マネジメントフィー」として内訳明示できるようにする。
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