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さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

特集　通年雇用化促進特集

　コロナ禍でも依然建設技能者不足が続く―通年雇用化が急務
　―通年雇用助成金の活用で安定した人材の育成を
新型コロナウイルス感染症が雇用にも暗い影を落としている。北海道労働局が10

月30日に公表した９月の有効求人倍率によると、道内全産業では0.95倍と前年同月
（1.26倍）に比べ0.31ポイント下回り、４月以降６カ月連続して1倍を切った。その一
方、建設業の求人数は前年同月比2.5％増と、依然として人手不足は解消されていない。
職種別有効求人倍率は型枠大工・とび工が7.08倍と依然高倍率が続いているほか、建
設・土木作業員も4.82倍と不足が深刻だ。コロナ禍で他産業の求人に急ブレーキが掛
かり、求職者が増えている中にあっても、建設産業における人材確保は大きな課題だ。
札幌市内でも北海道新幹線の札幌延伸、再開発プロジェクトの進展などにより、建設
従事者の確保が難しくなっている。季節労働者の通年雇用化によって、企業が人材確
保や育成を計画的に進められ、生活の安定により労働者の本州などへの流出を防ぐこ
とを目的とした「通年雇用助成金」の受け付けが12月16日から始まる。制度の概要と
申請手続き、助成金利用企業の声などを紹介する。
―冬季３カ月の給与に３年間の助成金
これから新規に通年雇用助成金の申請を予定している企業の場合、対象となる季節

労働者は、2020年９月16日以前
から雇用関係にあり、2021年１
月31日の時点で、雇用保険の特
例一時金の受給資格を得ていて、
この一時金が支給の見込みである
ことが条件となる。（一定の要件
があります）

助成金は、通年雇用化した季節
労働者一人一人の賃金（賞与も含
む）の額面に応じて支払われ、２
年目、３年目も通年雇用化してい

れば、引き続き助成を受けることができる。
助成額については、対象期間（2020年12月の賃金締切日の翌日から翌年３月の賃

金締切日）に支払った賃金額に対して、１年目が２／３（限度額は71万円）、２年目、
３年目については１／２（同54万円）を支払う。

具体的な支払い例を見ると、季節労働者１人を通年雇用し、この時の月給が30万
円だった場合、３カ月の月給総額は90万円。助成金の支払いを３年間満度に受けると、
１年目は60万円、２～３年目は各45万円ずつ支給されることになる。
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～特　集～

３年間のトータルで考えると、270万円の給与支払いに対する助成総額は150万
円に上り、自社の負担は120万円になる。一方、通年雇用助成金を利用せず、１～
３月の間、週２、３日のアルバイトとして雇い、月15万円を支払う形だと、支払総
額は年間45万円、３年間では135万円となり、助成を受けた場合よりも、企業の負
担額が大きくなる計算だ。
―申請手続きはハローワークで
通年雇用助成金を受け取るための最初の手続きは、下図の書類をハローワークに提

出することから始まる。 

支給決定された場合、助成金は北海道労働局から支給される。２年目以降について
も、通年雇用を継続していれば、再度の提出・申請を行うことで３年目まで助成金の
給付を続けて受けることができる。

季節労働者の通年雇用化をサポートする「さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協
議会」では、各種経営相談や助成金といった支援制度の活用など、建設業の経営全般
に関わる課題解決に向け、協議会が開設している建設業チャレンジ支援センターで幅
広くサポートしている。また、「支援員が企業を訪問した際にも、遠慮なく相談し、
さまざまな支援・助成制度を活用してほしい」と呼び掛けている。
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　通年雇用助成金活用企業インタビュー
　―通年雇用で多能な従業員を育成

株式会社 澤木テック　代表取締役　和
わ

田
だ

　 基
もと

志
し

さん
2004年の設立以来、道路の改良や舗

装、河川改修、上下水道管の布設といっ
た札幌市などが発注する公共事業の土
木工事を主体に手掛ける。得意分野と
する機械で地下を掘削する推進工法と
いう「強み」を生かしつつ、建設機械の
運転など各種作業の資格を持ち「何でも
こなせる従業員」を育て、健全な経営基
盤を確立・維持している。

推進工法に関しては、前身となった
会社の時代から50年以上の実績を持つ。

「先の見えない土の中に、１～２㎝ほどの誤差で管を通していく推進工事は、途中でご
みが出てくるなどアクシデントも多い。そんな“想定外”にも適切に対応する技術力が
求められる」という。ガスパイプラインの海底布設など民間工事の実績も豊富だ。

長年培ったノウハウを生かして新技術にも挑戦する。排水パイプを推進工法で設置
して地下水位を下げる「レジェンドパイプ工法」を道内でいち早く導入。北海道胆振東
部地震の被災地で、地滑りや液状化現象の再発防止策として採用されている。

道内の土木工事は春先まで減少するため、冬季の落ち込みは本州の仕事で補ってい
た。高齢化などもあり「出張を望まない従業員も増えてきた」ため、昨冬からは市内の
道路や大型商業施設などの除雪業務で、年間を通じた仕事量を確保するようにした。

「土木の新設工事は今後減ることが予想される。インフラの維持や災害対策へのシフ
トを急ぎたい」と話す。
「安全に良質な工事を提供することを第一に、今は身の丈に合った受注にとどめて

いる」。一定の売上高でも、上昇する人件費をまかない、安定的に利益を確保するた
め「現場では常に合理化、節約、創意工夫を進めている」という。
「効率的な作業のため、一人で何役もこなせるよう従業員にはあらゆる資格を取ら

せている」ほか、下請け工事の現場にも、現場所長クラスの資格と経験を持つ技術者
を派遣することで、元請けのゼネコンから好評を得ている。

社員28人、作業員20人のほか、外国人技能実習生３人が勤務。作業員のうち既に
10人は通年雇用で、今年から新たに４人を通年化する予定だ。「現場で社会保険加入
のチェックが厳しくなったのをきっかけに通年化を一気に進めた時も、通年雇用助成
金に助けられた」と振り返る。働き方改革で週休２日の現場が増えているため、通年
雇用を前提にした月給制への移行を検討している。
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　通年雇用助成金活用企業インタビュー
　―通年雇用で一人一人の技術力を向上

有限会社 氏家興業　代表取締役　氏
うじ

家
いえ

 　隆
たか

則
のり

さん
創業から41年、金属の溶接加工

を得意分野とし、建築物の鍛冶工事
などを手掛ける。「営業マンがいな
くても、いい品物を作りきちんと納
めれば、それが営業になる。いい仕
事が次の仕事につながる」という信
念の下、従業員の職場環境や待遇の
改善を進め、「ものづくり集団」とし
て溶接技術に磨きを掛けている。

町工場で鋼構造物の製作技術を身
に付け、金属溶接の専門工事業者「氏
家組」として1979年、26歳の時に独立開業し、1981年４月に現社名で法人化した。
以前はトンネル、地下鉄など土木系の鋼構造物も手掛けていたが、近年は建築関連の
工事が中心になっている。
「自分たちで製作した製品を、自分たちが現場で取り付ける」ことを基本とし、鋼製

の階段や手すり、鋼製床や建築用金物類を自社加工場で製作。現場では、これら製品
の取り付け、基礎と杭を接合する杭頭補強筋溶接、梁や柱の耐震補強などを施工する。
「大切にしているのは、人とのつながり」と言い、長年の経験と確かな技術に裏打ち

された信頼関係を生かし、本州大手ゼネコンらが施工する再開発事業や大型物流倉庫
新築現場などに参画し、鍛冶工事などを担当している。４年前に自前の加工場を建て、
冬季でも作業をしやすくするなど、安定した仕事量の確保と作業の平準化にも努めて
いる。「気持ちよく働ける職場で、品質の高い物をいち早く提供できる、ものづくり
集団にしたい」と目標を語る。
「昔から溶接に力を入れてきた」と言い、14人いる従業員の溶接技能資格取得や技

能の維持を支援するため、いつでも実技訓練を行えるよう工場内に練習用の資機材
を揃えるなど、現場で安全に活躍できる人材の育成にも励む。「この仕事を続ける限
り、技術の研さんは欠かせないが、走り回ったり、重い荷物を運ぶことも少ないので、
70歳でも無理なく働ける」ことも魅力という。

人手不足が深刻になる中、従業員の通年雇用化は長年の懸案だった。季節雇用して
いる時は「特例一時金をもらって休んでいる間の生活は大丈夫なのか、休み明けには
みんな戻って来てくれるだろうかと心配だった」という。通年雇用助成金を活用し、
2016年度からは従業員全員を通年雇用に切り替えた。「助成金のおかげで通年雇用
に踏み出せ、長期的な人材育成を考えられるようになった」と話す。

～特　集～
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　札幌市が石山藤野通新設に2024年度着工へ
　―延長860ｍで工事費10億円 
札幌市は、3・4・620石山藤野通新設に2024年度着工する予定だ。石山穴の沢

通を起点、藤野1号通を終点とする延長約860ｍ。用地買収などの進ちょくで時期が
前後する可能性があるが、27年度までの4カ年で工事を進めることを想定している。
総事業費は約20億円で、うち工事費には約10億円を見込む。

南区の石山、藤野、簾舞地区は、国道230号（石山通）を中心に市街地が形成され、
東西方向の移動軸は石山通に依存している。このため、石山、藤野の両地域間を連絡
する石山藤野通を整備し、円滑で安全な交通環境の確保や防災性向上を図る。

大部分が新設区間で、幅員は車道2車線6ｍ、停車帯各1.5ｍ、歩道各3.5ｍの計
16m。オカバルシ川を越えるため、橋長約30ｍの鋼板桁橋1基新設も計画しており、
下部は逆Ｔ式橋台2基で構成する予定だ。

橋梁前後と石山中（南区
石山2条8丁目）付近の計
330ｍ区間は、周辺との高
低差があることから擁壁
を整備。路線の中央部は北
側から南側に向かって高
くなる地形で、区間によっ
ては両側または片側に法
面も設ける。

拡幅を計画する石山穴
の沢通と併せて2013年度
に都市計画決定された。擁

壁整備による幅員変更などについての都市計画変更は、年度内に告示する見込みだ。
2021年度には事業認可を受け、用地確定測量を進める予定。続く22年度は用地

買収や物件補償に着手し、24－27年度で施工する見通しとなっている。
また、市は2021年度、3・4・619石山穴の沢通拡幅の実施設計を進める予定だ。

国道230号（石山通）交点から石山3条7丁目付近までの事業延長620ｍが対象。20
年度は用地買収に取り組んでおり、早ければ22年度に着工する見通し。230号付近
の約250ｍから先行着手し、複数年にわたって施工する計画だ。

現況幅員の約9－10ｍを車道2車線6ｍ、停車帯両側1.5ｍ、歩道両側3.5ｍの計
16ｍに拡幅。除雪が可能な歩道幅や安心して歩ける歩行者動線、車道の堆雪スペー
ス確保などを図る。総事業費は約12億円で、うち工事費に約3億円を見込んでいる。
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一部の水はけが悪くなっている農
試公園の野球場

　札幌市が農試公園施設改修の2021年度事業費に5億円を見込む
　―野球場１面の再整備、駐車場拡張など計画
札幌市建設局は、農試公園施設改修の2021年度事業費に約5億円を見込んでいる。

約3haを対象に、野球場（Ａ球場）1面の改修や防球柵設置を実施するほか、駐車場
拡張や園路整備などに取り組む計画。このほか交通コーナーなどの実施設計も予定す
る。20年度から24年度までの5カ年で順次改修を進める考えで、総事業費は約20
億円を想定している。

同公園は、西区八軒5条西6丁目に位置する12.3haの運動公園。遊戯広場や水遊
びのできるちゃぷちゃぷ池、野球場2面、テニスコート4面、子どもが交通ルールを
学びながら自転車の練習をする交通コーナー、木工作を楽しめるトンカチ広場などを
備える。

開園から40年余りが経過
し、施設老朽化などの課題
が 生 じ て い る。 こ の た め、
市道農試公園2号線以南の約
8.4haをＡ―Ｅの5エリアに
区分して、老朽化に伴う施
設更新を基本とした部分的
な機能の見直しを図る。

2021年度は、公園中央部
で野球場やテニスコートが
位置するＢエリア1.8haと、
農試公園2号線に隣接する駐
車場や、ちゃぷちゃぷ池な
どがあるＣエリア1.2haの整備を計画。

ＢエリアにあるＡ球場では、外野に防球柵を新たに設けるほか、内野の土入れ替え
や外野の芝張り替え、排水設備改修、バックネット更新を進める。隣接するテニスコー
トは照明更新などを予定する。

Ｃエリアでは、駐車場を現在の125台から200台に拡張。ちゃぷちゃぷ池と遊具
広場は2022年度以降に再整備する見通しで、これに向け既存池を解体する。

いずれのエリアも、照明やバリアフリー園路の整備を実施する計画だ。
工事は複数に分けて発注する見込み。また、公園南側の交通コーナーなどがあるＥ

エリアの実施設計にも取り組む考え。
施設改修は2020年度にＡエリアから着工。利用者が少ないため廃止するサイクル

サーキットの跡地に設ける公園管理用ヤードや、野球場（Ｂ球場）の再整備を単年度で
進めている。
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　若返り図る「札幌副都心」に教育・医療機関が集積
　―ＪＲ新札幌駅・地下鉄新さっぽろ駅周辺の再開発本格化
新さっぽろの街が若返ろうとしている。商業、宿泊、公共施設などが集積する「副

都心」として栄えてきた厚別区新さっぽろ地区だが、高齢化と人口減少を背景に活気
を失いつつある。再びにぎわいを取り戻すため、医療と教育を核とする500億円の
大規模再開発が本格化している。今後の街の展望を探った。
「札幌副都心」として1970年代から開発が始まった新さっぽろ地区は、バブル崩壊

後の長期景気低迷、郊外型ショッピングセンターの増加などで、発展の勢いが失速し
た。厚別区内の人口は2004年夏をピークに減少傾向が続き、市内10区で南区に次
いで65歳以上の比率が高い。

2015年春、札幌市は「新さっぽろ駅周辺地区まちづくり計画」を策定。市営住宅下
野幌団地の移転再編
に よ っ て 余 剰 地 と
なったＧ・Ｉ団地と、
札幌副都心開発公社
が持つ周辺の駐車場
を使い、都市機能の
集積地を再構築する
再開発の方向性を固
めた。

Ｇ・Ｉ団地跡の敷
地面積は5.5ha。市
が2017年に提案型
で売却先を募り、最
優秀提案者に選ばれ
たのが、大和ハウス

工業（本社・大阪）が率いるグループだ。提案に基づき、ＪＲ新札幌駅の北東に位置す
るＩ団地跡（Ｉ街区）には新札幌整形外科病院、新さっぽろ脳神経外科病院、記念塔病
院が移転するほか、大和ハウス工業が商業施設やホテル、メディカルビル、タワーマ
ンション、立体駐車場を新築する。駅南側にあるＧ団地跡（Ｇ街区）には札幌学院大と
滋慶学園の看護専門学校の進出が決まった。
―人材循環で定着を図る

「産・学・官のうち、産がない」。大和ハウス工業の菅原貴志北海道支社マンション
事業部長が、Ｇ・Ｉ街区の複合開発プランをまとめる中で、最初に感じた街の課題だ。
厚別区の高齢化の一因は、産業が少なく、地元で仕事を得にくいため若者が根付かな
いことにあると考えた。

プロジェクトの位置図
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医療拠点の誕生に向け、着々と工事
が進むＩ街区

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

2010年ごろには、同社は再開発への参画を目指して動きだしていた。中核メンバー
となっている大成建設（本社・東京）とドーコン（本社・札幌）の3社で、早くからチー
ムを組んで議論を深めていたという。

協議の末、構想の重点と位置付けたのは若者を呼び込むこと。そして、若者がとど
まるように働く場をつくることだった。具体策として、学校と病院を軸とした複合開
発を描いた。

病院を産業の核に据えることで、医療に関わる人材の育成・確保のサイクルが生ま
れる。菅原事業部長は「学校側が人を育て、病院側が学生の実習を受け入れ、そこで
学んだ学生がエリア内の病院で働く流れが期待できる」と話す。
―住宅ニーズ、不動産価値高く

「交通利便性の良い新さっぽろの土地は以前から取得しづらかったが、再開発で競
争が激化した」。駅周辺で賃貸マンション新築を決めた地元不動産業者は、住宅ニー
ズと不動産価値の高
ま り を 実 感 し て い
る。大学と専門学校
が開校することで、
学生約2,200人が新
さっぽろに集まる。
さらに医療拠点も整
備され、多くの人が
働くことになる。

9月30日 発 表 さ
れ た 北 海 道 地 価 調
査（7月1日時点）で
は、市内の商業地上
昇率1位が厚別区厚
別中央2条5丁目で
12.5％も伸びた。住
宅地でも厚別区厚別中央3条6丁目が上昇率11.7％と市内で最も上昇し、再開発に
よって誘発される需要への期待感が表れた。

再開発はＧ・Ｉ街区で終わらず、続きがある。最後のピースが、ＪＲ駅北側で札幌
副都心開発公社が保有するＡ街区の敷地1haだ。今は駐車場で、開発に向けた動きは
出ていない。

公社の川尻寿彦常務は「平地のままにしておくつもりはない。ただ、コロナ禍で何
をやるのが正解なのか、もう少し考える時間が必要」と慎重だ。その上で「街を楽しく
過ごせるような、わくわくする仕掛けがあれば」と、地域の価値を高める開発を模索
している。
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～札幌編～

歩道を中心に拡幅工事が進む福住桑
園通

　福住桑園通の拡幅2021年度以降に720ｍ／札幌市が計画
　―南1条通－菊水旭山公園通間完了後さらに南伸へ
札幌市建設局は、福住桑園通の南1条通－菊水旭山公園通間拡幅について、2021

年度以降に延長720ｍを施工する予定だ。21年度は、330ｍを対象に車道や電線共
同溝の整備を進める見通しで、工事費は約1億5,000万円を見込む。現整備区間の進
ちょくなどを踏まえ、菊水旭山公園通よりさらに南側の新規区間約870ｍにも今後
着工する計画となっている。

この区間は路面電車が走る路線で、堆雪や停車スペースが不足。このため、2014
年度から南1条通－菊水旭山公園通間の延長940ｍで拡幅に取り組んでいる。総事業
費は47億円で、うち工事費は約20億円。

全幅を現状の20ｍか
ら車道17ｍ、両側歩道
8ｍ の 計25ｍ に 拡 幅。
電線共同溝整備なども併
せ、1工区当たり4年程
度かけて施工している。

全体を9工区に分け、
工区ごとに1年目は地下
埋設物移設と電線共同溝
の通信管施工、2年目は
電線共同溝の電力管整
備と路面電車の架設線
移設、3、4年目は車道、
歩道の拡幅というスケ
ジュールで進める。

北側の1工区から南に
向かって整備していて、道路部分は1、2工区が完了。現在は3－6工区を施工中。7
－9工区は2021年度から毎年度1工区ずつ着工する予定だ。

2021年度は、南3条通から南側110ｍ区間の3工区を対象に、車道の改良舗装を
施す。また、西線6条停留場付近は電線共同溝を整備し、6工区（100ｍ）では電力管
工事、7工区（120ｍ）は通信管工事に取り組む。車道整備は約5,000万円、電線共同
溝整備は約1億円を試算している。

菊水旭山公園通から米里行啓通までの新規区間約870ｍは、2018年度に事業認可
を受けた。1工区当たり約100ｍの8工区程度に分けることを想定しており、総事業
費は約33億円、工事費は約20億円を見込む。用地買収や菊水旭山公園通以北の進ちょ
くを踏まえ、北側の工区から着工する見通し。
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　札幌市の2020年度上半期工事成績評定まとまる
　―平均点は76.6点にアップ
札幌市は、2020年度上半期（4－9月）に竣工検査した工事244件の施行成績評定

結果をまとめた。全業種の平均点は76.6点で、前年度同期を1点上回った。土木系
は77点で1.4点上昇し、営繕系は75点で0.9点下降。最高点は木挽大橋補修（北土建
設）と、3・4・54宮の森・北24条通仮称北24条大橋上部工新設（岩田地崎建設・旭
イノベックス・日進製作所共同体）の92点だった。

設計金額500万円以上の工事244件が対象。工事費平均は5,190万4,000円だった。
内訳は、土木系が前年度同
期よりも16件多い201件。
営 繕 系 が 建 築20件、 機 械
12件で、ともに8件増加し、
電 気 は5件 増 と な る11件
だった。

土木系は最高点が92点、
最低点が67点。92点を獲
得した2件のほか、北英建
設が施工した厚別処理区里
塚1条1丁目ほか下水道災
害復旧が91点で高かった。

点数分布で見ると、85点
以上が4％で2.4ポイント、80－84
点が17.9％で11.4ポイントそれぞ
れ拡大するなど、高得点の
比率が増加して平均点を引
き上げた。主な事業別の平
均点は道路81.8点、街路が
80.9点、公園75点、下 水 管 路
78.9点など。道路維持管理
は10区平均で77点だった。

営繕系は最高点が80点、最低点が63点。平均点は建築が74.6点で0.8点下がり、
機械が74.9点、電気が75.6点でどちらも0.9点下回った。最高点は中央区役所仮庁
舎改修電気（弘和電気）、栄南小学校給食室増築ほか電気（アイリンク）が共に80点を
獲得した。

点数分布は、80－84点4.7％、75－79点55.8％、70－74点34.9％など。80－
84点が4.4ポイント減った一方、75－79点が5.8ポイント増えた。
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既存施設解体が進むホテル建設
予定地

建て替えの検討に入った北陸銀
札幌支店

　北陸銀が札幌支店建て替えを検討／道銀との共同ビルを模索
ほくほくフィナンシャルグループの北陸銀行（本店・富山）が、札幌都心の大通公園

沿いに保有する札幌支店の建て替えを検討している。新ビルは、同グループの北海道
銀行（本店・札幌）と共同で進めることを模索。日建設計（本社・東京）のアドバイスを
得ながら、事業化の判断を含めて話し合いを進めている。

札幌市中央区大通西 2 丁目 7 の 2 にある北陸銀札幌支店は、ＳＲＣ造、地下 2 地
上 3 階、延べ 4,121㎡の規模で、1966 年
に建設した。敷地 1,586㎡で、用途地域は
建ぺい率 80％、容積率 800％の商業地域。

新ビルについて、同グループの関係者は
「両行が一緒のビルに入ると決まったわけ
ではない」と前置きした上で、「日建設計
にアウトラインを提示してもらいながら、
両行で可能性を探っている」と明かす。

一方、道銀本店が入るビルは、平和不
動産（本社・東京）が西側に隣接する新
大通ビルディングと一体的な再開発を検

討。新施設の用途としては、オフィスやホテル、商業など複数の案を練っていて、
事業着手は今後 4 年以内を目標に掲げている。

　アルファコートがススキノにホテル新築／2021年春着工へ
アルファコート（本社・札幌）は、札幌・ススキノでホテル新築を計画している。客

室は200室程度を想定。2021年春に着工
し、23年の開業を目指す。

ＲＣ造、延べ 7,600㎡の規模を見込み、
自社で設計中。今後、詳細を固める。ホテ
ルオペレーターは明らかにしていないが、
見通しは立っているという。

建設地は札幌市中央区南 5 条西 2 丁目
の敷地 624㎡。田畑病院があった場所で、
6 月に土地を取得した。地下鉄東豊線豊水
すすきの駅 4 番出口が近接。既存施設は
解体中だ。

アルファコートは、これまで札幌や千歳でホテル事業を展開。ＪＲインやベストウェ
スタンホテルズといった国内、外資系ブランドの運営事業者と協力し、開発を進めて
いる。
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　就職氷河期世代を警備員に／資格取得を支援
　―全警協ら人手不足の改善につなげる
全国警備業協会は、厚生労働省が2020年度に創設した「短期資格等習得コース事

業」の取り組みとして、道内参加者の募集を12月1日から開始する。就労に必要な国
家資格取得に向けた検定講習と職場見学、合同企業説明会の開催などを通じて北海道
警備業協会と共に参加者をサポートして、人手不足の改善につなげたい考えだ。

同事業は、厚労省が業界団体と連携し、就職氷河期世代が正社員として就職できる
よう支援するもの。従来のハローワーク経由による就労あっせんに加えて、必要な国
家資格の取得と取得後の職場見学、合同企業説明会をセットで実施。就職希望者のハー
ドルを下げ、人手不足に悩む業界の人材
確保につなげる狙いがある。

全警協はこのほど、インターネット上
に特設サイト「警備員になろう」（http://
www.ajssa.or.jp/hyougaki/）を開設した。

対象者は基準日（9月30日時点）で①35
歳以上55歳未満②離職者または非正規雇
用労働者で正社員採用を希望―など。

希望者は12月20日までに特設サイト
からエントリーを行い、地域のハロー
ワークで給付金申請とキャリアコンサル
ティングを受けた後、2021年1月に北
警協で開催する講習会（3回）を受講。同
下旬には3日間、特別講習（警備員にな
ろうとする者の講習）を受け、考査判定
によって1号（施設警備）、2号（雑踏・交
通誘導警備）の2級警備員検定を取得で
きる。

2021年2月には職場見学会と就職説
明会に参加して条件で折り合う企業に就職するという流れになる。通常は入社後に資
格取得講習を受け、取得後には20時間の新任研修受講が必要だが、同事業の参加者
は入社前に資格を得るため新任研修は通常より短い期間に減免される。

道内での事業に参画する北警協は「来年、東京オリンピック・パラリンピックが予
定通り開催されると、多岐にわたる警備業務が必要になる。少しでも人材を確保して
慢性的な人手不足を少しずつでも改善していきたい」と話している。

全警協が作成したパンフレットの表紙
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トーチタワーの完成イメージ

スタジオツアー東京のイメージ

　東京駅前の日本一の高層ビル名が「トーチタワー」に決まる
三菱地所（本社・東京）などが進める東京駅前常盤橋プロジェクトの街区名称が「Ｔ

ＯＫＹＯ　ＴＯＲＣＨ（トウキョウトーチ）」に決まった。また、2023年に着工し、
高さが日本一（約390ｍ）となる見込みのＢ棟は「Ｔｏ
ｒｃｈ　Ｔｏｗｅｒ（トーチタワー）」に、施工中のＡ
棟は「常盤橋タワー」に、それぞれ名称を決めた。

同プロジェクトは、国家戦略特区として2016年度
に都市計画決定。千代田区大手町2から中央区八重洲
1にまたがる約3万1,400㎡の敷地にＡ、Ｂ2棟の超
高層ビルと、変電所棟、東京都下水道局の事務所・ポ
ンプ所などを整備する。

注目のトーチタワーの規模は、ＳＲＣ・ＲＣ・Ｓ・
ＣＴＦ（コンクリート充填鋼管）造、地下4地上63階、
延べ約54万4,000㎡。用途は事務所などで、62階に
都心最高層クラスの展望施設、57―61階に約100室
の国際級ホテル、3―6階部分には約2,000席の大規模ホールを備える。設計は三菱
地所設計（本社・東京）が担当する。2027年度完成の予定。

　伊藤忠商事のハリー・ポッター施設／規模は4.9万㎡
伊藤忠商事（本社・東京）が、東京都練馬区の「としまえん」跡地で開発するテーマパー

ク「ワーナーブラザース　スタジオツアー東京―メイキング・オブ・ハリー・ポッター
（以下スタジオツアー東京）」の施設概要が判明した。久米設計（本社・東京）が設計を
担当し、延べ面積は4万9,000㎡に及ぶ。

8月末に閉園した「としまえん」の解体は
2021年2月末で完了する。同年3月にス
タジオツアー東京の本体着工、23年2月末
の完成、開業は23年の前半を目指す。

ロンドンに次いで2カ所目となるスタジ
オツアー東京は、西武鉄道（本社・埼玉）の
所有する土地約9万㎡を伊藤忠商事が賃借
し、うち3万8,000㎡の敷地にＳ造、2階、
延べ4万9,000㎡の施設を建設する。体験

型エンターテイメント施設として、映画「ハリー・ポッター」シリーズのセットを製作
者が再現、使用された衣装や小道具などを室内展示する。

建設産業ニュース～道外編～
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