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さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

札幌開建庁舎のある敷地内で
の整備を予定する

建設産業ニュース～札幌編～

　札幌第4合同庁舎、延べ1万4,200㎡で新築へ
　―社整審小委が2021年度採択を了解
国土交通省の社会資本整備審議会官公庁施設部会・事業評価小委員会は、札幌第4
地方合同庁舎の新築について2021年度当初予算での採択を「妥当」と判断した。ＳＲ
Ｃ造、11階、延べ1万4,200㎡の規模で庁舎を建設し、北海道農政事務所など国の
出先機関を集約するもので、総事業費は約72億円。建設地には札幌市中央区北2条
西19丁目にある札幌開発建設部の敷地内を想定している。

札幌第4地方合同庁舎には、北海道農政事務所の本所（中央区南22条西6丁目2の
22）と白石庁舎（白石区平和通2丁目北5の10）のほか、中央区大通西10丁目の札幌

第2地方合同庁舎内にある北海道運輸局の2
官署、3施設を集約する。

現状は、各施設とも災害応急対策活動に必
要な耐震性能がなく、農政事務所は分散配置
により業務に支障が出ていて、運輸局は組織
改編などに伴って手狭になっている。

官庁営繕事業の新規事業採択時評価では、
事業計画の必要性・合理性・効果を数値化し、
全ての指標が100点を上回ると事業化が認
められる。札幌第4地方合同庁舎新築の評価
も３指標が100点以上で、計画の妥当性が確

認された。
合理性に関する評価では、第2

合同庁舎の耐震改修・増築及び農
政事務所庁舎の建て替えとで比較
した場合、新合同庁舎を建設する
方が経済的と判断している。

建設予定地は中央区北2条西
19丁目の区画で、札幌開建の庁
舎や駐車場がある約1.3haの国有
地敷地内となっている。

2021年度に採択された場合、
25年度の完成を予定しており、設計業務や工事の発注は北海道開発局営繕部が担当
する。移転後の建物・敷地利活用は未定で、今後、国有財産を管理する北海道財務局
などが検討していく。

新合同庁舎配置計画図



- 3 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

～札幌編～

　札幌市が平岸地区雨水拡充管の残事業費に18億円
　―2021年度以降に延長2㎞を新設
札幌市下水道河川局は、浸水対策として2019年度から進めている平岸地区雨水拡
充管整備の21年度以降残事業費を18億円と試算している。総延長3.2㎞のうち、20
年度までに1.2㎞の施工を終える見込み。23年度の完了を目指しており、21－23年
度で残る延長2㎞の新設に取り組む計画だ。

集水区域は約60ha。北は地下鉄東豊線学園前駅、南は南北線平岸駅前をつなぐ国
道453号に沿った地域で、国道には
豊園通や米里行啓通、白石中の島通
など主要幹線道路が交わる。

局地的大雨により、2014年に1
時間当たり最大で44㎜の大雨を記
録するなど、近年は浸水被害が頻発
している。被害状況を踏まえ、19
－23年度の5カ年に総事業費約35
億円を投じる浸水対策に取り組んで
いる。

地区内に管径300－1,500㎜の拡
充管を延長3.2㎞にわたり新設する
ことで、既存管の能力を超えた排水
に対応できるようにする。このほか、
既設管から拡充管へ雨水を送る分水
マンホールも新設する。

2021－23年度は事業費に約18億
円を充て、延長2㎞を整備する予定。

2021年度は、平岸4条4・5丁目
の延長200ｍ（管径700㎜）と米里行
啓通の平岸2・3条3丁目で延長400
ｍ（管径800－1,000㎜）を布設。

2022年度は平岸2条3丁目から
ＫＫＲ札幌医療センターまでの延長
200ｍ（管径800㎜）と平岸1条6・7
丁目周辺の延長400ｍ（管径500－600㎜）で工事を進める。

最終年度の2023年度は、国道453号沿いの北海高校付近の延長300ｍ（管径400
－500㎜）と、平岸3条6・7丁目周辺の延長500ｍ（管径300－600㎜）を施工する見
通しだ。
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人道橋を新設して車道を拡幅する
川北橋

　北郷公園南通拡幅の2021年度以降残工事費に13億円 
　―札幌市建設局が川北橋人道橋新設も計画
札幌市建設局は、3・4・144北郷公園南通拡幅の2021年度以降残工事費として約
13億円を見込んでいる。未整備区間の延長は川北橋を含む約390ｍ。同路線で北郷
公園周辺の浸水対策を進めるため、拡幅工事はいったん中断し、早ければ23年度に
再開する計画だ。

この路線は、白石区内の札幌新道交点と8線幹道線交点を結ぶ延長1,370ｍの幹線
道路。沿道には川北小や白石高があり、路線バスの通行が多い。

児童生徒を含む歩行者や通行車両の安全な交通を確保するため、総事業費約20億
円を投じて路肩や歩道を拡幅する。

整備区間は、月寒川西通交点から8線幹道線交点までの770ｍ。すぐ脇を流れる水
路 を 暗 渠 化 す る
な ど し て 敷 地 を
確保し、現在の幅
員 12.5 － 15.49
ｍを、18.18ｍに
広 げ る。 構 成 は
車道9ｍ、歩道両
側4.59ｍ。

区 間 内 に は 月
寒 川 に 架 か る 橋
長48.7ｍ、 幅 員
11.65ｍの川北橋
が 含 ま れ る。 上
部は2径間単純合
成 鋼 板 桁、 下 部

は逆Ｔ式橋台2基と逆Ｔ式橋脚1基で構成。2016年度に、ＲＣ巻き立てによる橋脚
耐震補強のほか、水平力抵抗装置と落橋防止装置をそれぞれ取り付けた。

同橋区間の拡幅に当たっては、歩道部分を撤去して車道とし、車道幅員を現在の7
ｍから9ｍに広げる。その両側に歩道部の幅員3.1ｍの人道橋をそれぞれ新設する計
画となっている。

8線幹道線交点側から整備を進め、2019年度までに約200ｍ区間を完了。20年度
は約180ｍを施工している。20年度からは、近隣の北郷公園（白石区北郷8条9丁目）
周辺で浸水対策が始まり、雨水を河川に放流するための排水管布設工事が同路線で実
施されるため、この工事の進ちょくをにらみながら、23年度にも橋梁部を含めた約
390ｍの拡幅工事を再開する見通し。
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　札幌市内の2020年上半期新設住宅着工数／ 11％減の6,846戸
　―3年連続の減少で7,000戸割り込む
札幌市内の2020年上半期（1－6月）の新設住宅着工数は、前年同期と比べ11.4％
減の6,846戸で、3年連続の減少となり、15年度以来5年ぶりの6千戸台にとどまっ
ている。新型コロナウイルス感染症拡大の影響などもあり、貸家、分譲住宅はそれぞ
れ1割以上の落ち込み。過去10年の平均（7,369戸）を7.1％下回る結果となった。

国土交通省の住宅着工統計を基に集計した。
種別で見ると、貸家は13.5％減の3,947戸で全体の6割近くを占める。持ち家は

4.8％減の1,581戸、分譲住宅は12.8％減の1,310戸と総じて低調だった。

区別では、豊平区が38.1％増の1,417戸でトップ。34.5％増となった貸家が全体
の7割を占めているほか、分譲住宅が約2倍、持ち家でも14.7％増と伸びが見られた。
これに16.2％減の1,087戸で中央区、12.7％減の953戸で東区が続く。

伸び率は豊平区が1位。2位は6％増の手稲区（427戸）で、それ以外の区は前年同
期を下回った。

不動産市況に詳しい住宅流通研究所（本社・札幌）では、住宅着工数にも新型コロナ
ウイルス感染症の影響が出ているとみており、「影響度合いはまだ分からないが、4
月あたりから着工数の落ち込みが顕著となっている」と指摘する。建設ラッシュによ
る供給過剰を経て減少傾向にあった貸家のみならず、好調だった持ち家が4月から3
カ月連続の減少。この傾向は、札幌だけでなく全道でも同様に見られている。

下半期については、新型コロナにより社会経済活動全体が冷え込む中、住宅関連だ
けが好調になるとは考えにくく、「かなり厳しい状況になるだろう」（同研究所）と予想
している。
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新１号棟の５階部分を施工する様
子

建て替え後の二十四軒団地のイ
メージ

　札幌市の公住二十四軒団地建て替え1号棟は2021年度に完成
　―2号棟は2021年度にも設計に着手
札幌市は、4棟120戸で構成する市営住宅二十四軒団地を2棟に再編する建て替え
を進めている。総事業費には約40億円を想定。2019年度に着工した新1号棟の新築
は21年度までの3カ年で完成させる。新2号棟は21年度の実施設計を経て22－23
年度の2カ年で整備し、建て替えを完了する予定だ。

西区二十四軒3条5丁目の同団地は、1970－72年度に建設された4棟で構成。い
ずれもＲＣ造、5階で、1号棟が延べ約3,600㎡、2、3号棟が延べ約2,600㎡、4号

棟 が 延 べ 約2,000 ㎡、 合 計 約1万
800㎡。戸数は1棟当たり30戸前
後で、計120戸。最も面積が大き
い1号棟の1階には、西区保育・子
育て支援センター「ちあふる・にし」
が入っている。

既存の1号棟は1996年度に耐震
改修と住戸改善を、2号棟は94年
度に、3、4号棟は95年度にそれぞ
れ住戸改善を施したものの、老朽
化が著しいことから建て替えを決
断。2016年度に札幌日総建（本社・
札幌）で基本設計を進めた。

建て替え後は2棟構成に再編す
る。 新1号 棟 は Ｒ Ｃ 一 部 Ｓ 造、6
階、延べ5,860㎡で、3LDKが13戸、
2LDKが43戸入るほか、1階には旧
１号棟から「ちあふる・にし」が入
居予定。新2号棟はＲＣ造、5階、
延べ4,800㎡、60戸程度とする見
通し。

2019年 度 に 旧3、4号 棟2棟 を
解体し、建て替え用地を確保して
から新1号棟に着工した。1号棟
新築の建築主体は新太平洋建設（本

社・札幌）が施工中。同社では、地域貢献の一環として「ちあふる・にし」の園庭に雪
の児童用滑り台を造ったほか、現場担当者が節分の鬼役を引き受けたり、仮囲いの鋼
板を子どもたちのお絵描きボードとして開放するなど、児童との交流を深めている。
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西2丁目線地下駐輪場の完成イ
メージ

　札幌市が西2丁目線地下駐輪場構築の未着手工事は9件
　―上屋や設備など順次発注へ
札幌市は、西2丁目線地下駐輪場の2022年春供用に向けた工事発注を進めている。
15年度に着工した本体工事を除く、20年度以降の未着手工事として、建築は2件、
設備は電気や管など5件、土木は2件の計９件を予定している。

都心部の路上放置自転車対策として、西2丁目線の地下を通る地下鉄東豊線の上に
地下駐輪場を構築している。本体は延長約80ｍ、2層構造で、約1,300台が収容で
きる。2022年春の開業を目指し、総事業費55億円を投じる。

既に2020年度末までの工期
で岩田地崎建設・丸彦渡辺建設・
北土建設共同体が躯体本体の築
造を進めている。市は、この進
ちょくを見ながら他の関連工事
を発注していく方針。20年度
内に発注を予定する建築と設
備の6件だけで、工事費には約
12億円を見込む。

2020年度発注予定の建築工
事は、Ｓ造、平屋で約50㎡と
約60㎡の駐輪場出入り口、約
20㎡のエレベーター上屋、約
30㎡の地下鉄出入り口の4棟
を新築する「上屋」と、駐輪場内
の建具、間仕切り、内装、自転
車ラックなどを整備する「内装」
の2件。

設備では、電気設備工事を受
変電、無停電電源、幹線、動力
設備などを設置する「強電」、通信設備の「弱電」の2件に分割し施工する。管工事は換
気・給排水衛生設備と自転車搬送設備を設置する1件となる。機械設備工事ではエレ
ベーター 1基新設の1件を予定している。

躯体上部の舗装復旧などの土木工事は2021年1月の発注予定。施工場所は南1条
線から狸小路までの延長180ｍ区間で、幅員は車道11ｍ、歩道両側各6.32ｍとなっ
ている。路床の盛り土や路盤、舗装を施し、バリアフリー化も図る。

2021年度には、入退場ゲートや発券機といった駐輪場の入退場管理設備を新設す
る通信系工事、土木の仕上げ工事をそれぞれ別途発注する計画だ。
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公園全体の完成イメージ

公園北側に整備されたビオ
トープ

　厚別山本公園造成の2021年度事業費に4億円見込む
　―札幌市建設局が園路や駐車場などを整備
札幌市建設局は、総合公園の厚別山本公園造成の2021年度事業費として約4億円
を見込んでいる。南東側の道路と接続する園路約490ｍの地盤改良などを計画して
いて、単年度で施工する考え。このほか、223台を確保する駐車場や管理ヤードの整
備も予定している。

厚別区厚別町山本1065の1ほかにある同公
園は、廃棄物最終処分場である山本処理場の
うち、埋め立てが完了した約52haが事業地。

市の公園整備計画では、市街地を緑の帯で
囲む「環状グリーンベルト構想」の拠点の一つ
とすることなどを基本的な考えに掲げている。

南北方向に長い長方形型の園内で、北側に
は野鳥や昆虫を観察できるビオトープや36
ホールのパークゴルフ場、中央部に展望広場、
遊戯広場、多目的広場などを配置。2024年度の整備完了までに総事業費約37億円
を投じる見通しだ。

2014年度に着工し、北エントランス広場やパークゴルフ場などを設置。20年度は
約3.1haを対象に、大花壇や遊戯広場を整備している。

2021年度は、南東に接する道路とつながる園路で地盤改良や舗装などに取り組む。
幅員は車道5ｍ、片側歩道2ｍの計7ｍ。中央付近に位置するメイン駐車場の地盤改
良や、管理ヤード約6,000㎡の整備も進める方針だ。

2021年度以降の残事業費は約8億円。22年度以降は、南側エリアや管理事務所な
どを施工する計画となっている。
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札幌圏消防通信指令センターの新設
が予定される札幌市消防局庁舎

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　札幌圏消防通信指令センター新設へ／札幌市消防局庁舎に
　―2020年度末に実施設計を公告
札幌、江別、千歳、恵庭、北広島の各市と石狩北部地区消防事務組合（石狩市、当別町、
新篠津村）の石狩管内6消防本部は、共同で運用する札幌圏消防通信指令センター新
設を計画している。札幌市が実施設計の入札を2020年度末にも執行し、21年度早々
に契約する見通し。新センターは札幌市消防局庁舎内に設ける考えで、7階にある講
堂を改修して整備する方針だ。工事は22年度から4カ年かけて進め、25年10月の
運用開始を目指す。

消防通信指令センターは、火災、救急、救助などの119番通報受け付けから出動
指令までを担う重要な機関。現在は各消防本部にそれぞれ設置している。

共同化による効果としては、施設整備費や人件費の抑制、大規模災害時などの迅速
な応援態勢の確立などが見込まれるという。

札幌市の119番通報の受付件数は、年間約14万件に上る。6消防本部を合わせる
と年間約16万件となり、処理件数は2万件ほど増える想定だ。

このため、中央区南4条西10丁目にある札幌市消防局庁舎内に設ける新消防通信
指令センターでは、通報を受信する指令台を現在の10台から13台へと増強し、指令
員の数も増員する考え。

同局庁舎に改修を施し、現在講堂として利用している7階に新センターを、現在の
指令センターがある5階に講堂をそれぞれ置く見通しだ。

今後、実施
設計の発注に
向け、契約主
体を札幌市に
統一するため
の 協 定 を 締
結。この中で、
2013年 か ら
既に6消防本
部で共同運用
している消防
救急デジタル
無線の更新費
と新センター
整備費の負担
割合について
も定める。
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～札幌編～

流域貯留施設の機能を持たせ改修す
る陸上競技場・サッカー場

　札幌市が屯田西公園改修の2021年度事業費に7億円 
　―陸上競技場・サッカー場の更新などに着工
札幌市建設局は、屯田西公園施設改修の2021年度事業費に約7億円を見込んでい
る。西野屯田通を挟んで東側のエリア4.3haを単年度で施工する計画。陸上競技場・
サッカー場の流域貯留施設整備や遊戯広場の遊具更新などに取り組む予定だ。改修は、
工事が本格的に始まる21年度から5年程度かけて進める見通しで、総事業費には20
億円を試算している。

同公園は、北区屯田4条9・10丁目に
位置する運動公園。約11.3haの敷地に
野球場や陸上競技場・サッカー場などの
運動施設、ウオータースライダー、遊戯
広場などを備える。

一部施設の老朽化や駐車場不足など
が課題となっているため、公園のレイア
ウトを大きく変更せずに施設改修など
を進め改善を図る。

2021年度は、陸上競技場・サッカー
場を、大雨時に一時的に水をためられる流域貯留施設を備えたものに改修する。遊戯広
場では、遊具の更新を進め、東側駐車場は拡張して55台から81台に駐車台数を増やす。

ゲートボール場
は2面から1面に
減 ら し て 東 側 エ
リアへ移設し、周
辺にあずまやなど
を設置する予定。
パークゴルフ場は
現在の位置で施設
を新しくする。ま
た、園路も整備す
る考えだ。

2022年度以降に施工する西側エリアでは、室内プールの跡地に管理事務所を建て
替えるほか、隣接する駐車場を18台から55台へ増やす。

2カ所に分かれていたテニスコートは面数8面のまま1カ所に集約し、砂入り人工
芝コートを整備。野球場は照明やフェンスなどを改修するとともに、流域貯留施設を
設ける。これらに加え、園路の改修や新設も計画している。

2020年度は、利用者が少ないため廃止する室内プールの解体を先行して進めている。
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風水害を想定してバックホーやタイ
ヤショベルを投入した

　札幌市が総合防災訓練／北区災防協は重機で流木など撤去
札幌市は9月1日、北区のシャトレーゼガトーキングダムサッポロを会場に総合防
災訓練を実施した。暴風雨に伴う風水害を想定した流木・土砂撤去や水害車両救出、
水難救助訓練を展開。北区災害防止協力会からは10社から約20人が参加し、重機を
使った流木・土砂撤去、土嚢（どのう）積みに取り組んだ。

防災の日に合わせ開催したもので、地元町内会など19団体から320人が参加。今
年は新型コロナウイルス対策として参加人数を制限し、訓練の様子はインターネット
でライブ配信した。

屋外訓練では、被害を
受けた車両や家屋からの
救出、流木・土砂撤去、
土嚢積み、水難救助など
を実施した。流木・土砂
撤去には、北区災防協が
バックホーやタイヤショ
ベル、札幌開建は無人災
害調査車を使用。このほ
か、ドローンによる救助
者捜索の情報収集なども
訓練した。

北区災防協の佐々木学
会長は「北区には大きな河川があり風水害への備えは重要。災害に対応できるよう連
携体制を強化していきたい」と話した。

屋内訓練では、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営を確認。段ボール
ベッドなどの実技訓練にも取り組んだ。

　札幌市財政局が遠隔臨場を試行／土木工事で要領をまとめる
札幌市財政局は、9月10日以降に竣工する土木工事から遠隔臨場の試行を開始し
た。段階確認や材料確認、立ち会いを必要とする作業に適用し、受発注者の作業効率
化を図る考え。当面は受注者希望型の工事をメインに試行する。

遠隔臨場は、現場からリアルタイムで配信された映像データを活用して監督・検査、
段階確認などを実施するもの。監督員は現場を直接訪れずに済み、受注者側も監督・
検査の際に生じる手待ちを削減できるといった効果が期待できる。

策定した土木工事現場の遠隔臨場に関する試行要領では、適用範囲や使用する機器
構成や仕様、段階確認などの実施や記録、保管について規定。対象現場は、段階確認
などを映像確認できる工種や通信環境を確保できることを条件としている。
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ホテル増築のため解体する開運ビル
（右）

　小学館不動産がリッチモンドホテル札幌駅前の増築を計画
小学館不動産（本社・東京）は、リッチモンドホテル札幌駅前の増築を計画している。
東側に隣接する同社保有のテナントビルを12月にも解体して活用する考え。2021
年春の着工を目指し、設計を進めている。

札幌市中央区北 3 条西 1 丁目 1 の
8 にある飲食店などが入居していた
開運ビル（Ｓ造、5 階、延べ 716㎡、
1980 年完成）を解体する。敷地面積
は 173㎡。増築施設の概要や事業スケ
ジュールは未定だが、工事は 2 年程度
かかる見通しだ。

リッチモンドホテル札幌駅前が入る
ビル（Ｓ・ＳＲＣ造、地下 1 地上 14 階、
延べ 6,000㎡）は 2006 年に完成。客
室は 182 室でプレミアシングル、ダ
ブル、ハリウッドツインの 3 タイプを
備える。設計施工は竹中工務店（本社・
大阪）が担当した。

同ホテルは、新型コロナウイルス陽
性患者・軽症者療養施設として 4 月
29 日から 8 月 31 日まで道が借り上
げていた。療養者らの退所後、館内全
体の消毒を経て、9 月 10 日からホテ
ルとしての営業を再開している。

　ハマノホテルズが定山渓グランドホテル瑞苑改築に着工
ハマノホテルズ（本社・札幌）は、定山渓グランドホテル瑞苑改築を主体、設備一括
で岩田地崎建設（本社・札幌）に決め、着工した。2021年夏のオープンを目指す。

ＲＣ一部Ｓ造、地下 1 地上 7 階、延べ 9,822㎡の改築規模。客室は全 68 室で、う
ち 55 室を展望温泉付きとする計画。レストラン、大浴場、露天風呂、サウナのほか、

「女性に優しいホテル」をテーマにエステサロンなども設ける。
建設地となっている札幌市南区定山渓温泉東 4 丁目 328 の敷地面積は 15,500㎡で、

駐車場は 100 台分を完備する。
同ホテルは 1957 年に開業。2013 年に施行された改正耐震改修促進法に基づく建

て替えのため、2019 年 11 月 4 日に営業を終了し、既存建物を解体した。
設計は日本都市設計（本社・札幌）が担当した。2021 年 6 月の完成を予定。
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　2021年度道開発予算概算要求は5.8％増の7,422億円
　―道路、河川など今後「緊要な経費」を別途計上
国土交通省北海道局は、2021年度北海道開発予算の概算要求を公表した。一般公
共事業費に当たる開発事業費は国費で前年度当初比5.6％増の5,944億3,100万円、
事業費で5.8％増の7,422億2,600万円。一方、20年度で終了する「臨時・特別の措置」
を含めた比較では、どちらも対前年度マイナスとなる。今後、防災・減災、新型コロ
ナウイルス感染症対策を「緊要な経費」として別途要望し、道路や治水事業などを増額
する見通しだ。

2021年度予算概算要求は新
型コロナ感染拡大の影響を踏
まえて1カ月提出期限を遅らせ
て、20年度当初と同額での要
求を基本とした。一方、新型コ
ロナ感染症への対応など「緊要
な経費」に関しては別途要望を
可能と認めている。

概算要求のうち国交省所管の
治水、道路、港湾・空港などは
この「緊要な経費」を金額では計
上していないため等倍の要求。
農林水産省所管の農業農村、水
産基盤、森林、治山などは「緊
要な経費」の要求金額を入れた
ため増額要求となった。

道路事業は函館・江差自動
車道北斗茂辺地－木古内間の
2021年度開通などを推進。治
水では平取ダムの21年度完成を目指す。港湾は苫小牧西港の物流一貫輸送ターミナ
ル整備、空港は新千歳空港の平行誘導路整備などを進める。

農業農村整備は「緊要な経費」として防災・減災対策、農地大区画化などの収益力強
化施策を盛り込んだ。森林整備は景気減退で需要の落ち込む林業支援に取り組む。
「臨時・特別の措置」を含めた2020年度当初予算で比較した場合、開発事業費全体

は国費5.3％、事業費で5.5％とそれぞれ減少。今後、流域治水プロジェクトなどの
防災・減災や新型コロナ感染拡大防止策の経費を具体的に積み上げる見通し。
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老朽化が進行した道立教育研究所の管
理研修棟

　道立教育研究所、建て替えも視野に再整備へ
 　―道教育庁が2021年度に整備方針案取りまとめ
道教育庁は、建設から50年以上が経過した道立教育研究所について、建て替えも
視野に入れた再整備を検討している。教育関係の有識者らによる検討会議の意見を踏
まえて2021年度に整備方針案を作成し、23年度から事業着手する考えだ。

江別市文京台東町42にある同研究所は、教育に関する専門的、技術的な調査研究
のほか、教育関係職員の研修などを担っている。

施設全体の規模は、地下1地上4階、延べ8,726㎡で、増築を繰り返しており、構
造はＲＣ造やＳ造、Ｗ造が混在している。一番古い部分は管理研修棟でＲＣ造、地下
１地上４階、延べ4,015㎡の規模で、1969年に完成した。このほか技術研修棟（Ｓ造、
平屋、延べ556㎡）、宿泊棟（ＲＣ造、3階、延べ1,307㎡）、体育館（Ｓ造、平屋、延
べ713㎡）、情報処理教育棟（ＲＣ造、2階、延べ1,707㎡）などがある。

管理研修棟は
建 設 か ら51年
が経過している
ため長寿命化診
断を実施したと
ころ、老朽化が
深刻で改修など
による延命化が
不可能であるこ
とが判明した。

教育庁は、管
理研修棟以外に
まだ使える施設
があることもあ
り、今後の施設
の在り方を検討
す る た め、7月
に大学教授ら有
識者で構成する

「道立教育研究所の在り方検討会議」を設置。研究所の役割についてあらためて検
証し、建て替えのほか、機能を別施設に移して解体するなど、施設整備の方向性
を探る。

今後は検討会議を3回程度開き、2021年度に整備方針案を作成。22年度に整備方
針を策定し、23年度から事業着手する。



新宿駅西口再開発ビルの完成イメージ

月島三丁目北地区再
開発の完成イメージ
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　新宿駅西口に48階建てビル／小田急・東京メトロが計画
小田急電鉄（本社・東京）と東京メトロ（本社・東京）は、東京都新宿区の新宿駅西口
にある小田急百貨店などを解体し、商業・業務・駅施設などで構成する48階建ての
高層ビルを新築する。工期は2022―29年度の7年間を予定する。

計画地は、新宿区西新宿１の１の一部、
敷地面積は１万5,720㎡。西側が西口駅前
広場、東側がＪＲ新宿駅に挟まれ、南側
は甲州街道に面している。

既存建物として、小田急百貨店のほか、
新宿駅西口と南口をつなぐモザイク通り
の商業施設、新宿駅南口直結のファッショ
ンビルが立地する。

新築ビルの規模は、Ｓ一部ＳＲＣ造、
地下５地上48階、延べ28万1,700㎡にな
る見込みで、最高高さは約260ｍ。2022
年度に既存ビルの解体撤去を始め、29年度の完成・供用開始を目指す。

　月島三丁目北地区再開発／ 2022年度着工へ
東京都中央区月島３丁目で高さ約199ｍのタワーマンション建設が始まる。月島
三丁目北地区第1種市街地再開発事業の本組合が設立された。
ビル内には住宅のほか、保育所やグループホームを導入。防
災船着き場などの公共インフラ整備も行う。2022年度の着工、
完成は25年度を予定している。総事業費は約850億円。

施行地区は、中央区月島3丁目内の約1.5ha。「月島もんじゃ
ストリート」に面したＡ街区と、隅田川に面したB-1街区、B-2
街区に分けて整備する。

Ａ街区には地下2地上58階、延べ14万6,210㎡のタワーマ
ンションを新築。住宅1,317戸のほか、店舗、保育所、デイサー
ビスなどの機能も備える。

B-1街区の施設は、6階建て延べ1,740㎡の規模で、障がい者グ
ループホームや店舗などが入居する。併せて防災船着き場も整備。

B-2街区には、住宅棟として7階建て延べ3,210㎡を想定。67戸の供給を見込む。
月島３丁目の南地区でも高さ約190ｍ、住宅約750戸の再開発ビルが計画されて

おり、2021年度の着工を予定している。



協議会ニュース


