


　協議会事業を通して人材を育み魅力と活力のある街づくりを
　さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

代表　札幌市長　秋元　克広
昨年は世界規模で新型コロナウイルス感染症
が流行し、感染拡大防止と社会経済活動の両立
を図るという大変難しい対応を求められた一年
でした。札幌市では、検査・医療体制の拡充や
中小企業の事業継続支援、離職者への支援など
を実施してまいりました。
皆様方におかれましても、感染対策にご理解・
ご協力いただいておりますことに、心より感謝
申し上げます。
さて、札幌市では｢誰もが安心して暮らし生涯
現役として輝き続ける街｣を目指しており、その
ためには、屋台骨を支えていただいている地場
産業や中小企業の経営の安定化を支援するとと
もに、次世代を見据えた人材育成に力を注ぎ雇

用機会・雇用の場を確保していくことが必要不可欠です。
しかしながら、北海道は積雪寒冷という気象条件のため、冬期間の産業活動に制約・

制限があり、特に建設業におかれましては、冬期の仕事の確保が難しいために、季節
雇用を余儀なくされている方も少なくありません。
このことから、当協議会は季節労働者の通年雇用化を図ることを目的として（一社）
札幌建設業協会や経済団体、北海道、札幌市などの6団体により設立され、厚生労働
省からの委託を受けて事業を実施しております。
事業主の皆様に対しては、専門相談員による経営基盤の強化や人材確保の取組支援、
各種助成金等の活用方法の相談を無料で行っているほか、季節労働者の方々に対して
は、資格取得支援、合同企業説明会でのマッチングや職場体験実習などに取り組んで
おります。
事業主の皆様におかれましては、ぜひ、当協議会の事業を積極的にご活用いただき、
人材の確保や安定した事業運営に繋がれば幸いと存じます。
今後とも、札幌市や当協議会の事業を通して、札幌を支える中小建設業をはじめと
する様々な事業主を応援し、課題解決に向けた取組を支援するとともに、誰もが安心
して暮らせるまちづくりに向けて一層努力してまいりますので、ご理解とご協力をお
願い申し上げます。



「気軽に相談を」と呼びかける
支援員

　働き方改革が進む中、安定した雇用の確立を
　―人材確保・育成を目指す企業を幅広くサポート

札幌市域における建設技能者の慢性的な不足状況は、相次ぐ民間大型プロジェクト
の本格化などにより一層の深刻さを増している。新型コロナウイルス感染症の影響で
求職者が増える中、各企業では経営上の最重要課題と位置付ける人材確保に向けて、
働き方改革への対応に取り組むが、人材を確保し、雇用の安定化を図るためには、通
年雇用が重要な要素となっている。企業や労働者の相談窓口となっている「さっぽろ
季節労働者通年雇用促進支援協議会」の活動と、通年雇用の意義について「通年雇用助
成金」などを活用した事業主の声を紹介する。
札幌商工会議所や（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部、（一社）札幌建設業協会、
連合北海道石狩地域協議会、北海道石狩振興局、札幌市の6団体で構成する「さっぽろ
季節労働者通年雇用促進支援協議会」は2007年8月に発足。厚生労働省の委託を受け
て、季節労働者の支援と通年雇用促進の取り組みを10年以上にわたって行っている。
主な活動は就労相談やセミナー、合同企業説明会、企業と労働者のマッチングを図
る「職場体験実習」など。年間1,400―2,100事業所を訪問し、通年雇用による経営負
担を低減する通年雇用助成金や経営相談に応じている。2011年度に開設した建設業
向けの総合相談窓口「建設業チャレンジ支援センター」では、経営改善やIT活用など
幅広い相談にも無料で対応。近年は働き方改革に関する問い合わせも増えている。
堅調な民間建設投資の一方で、人材不足はより深刻化している。市域内の事業所を
訪問し、経営者と直接話している支援員からは「仕事はあるが人手が足りない」など、
人材確保の難しさを訴える声
が目立っているという。
協議会では「各種経営相談
や助成金等支援制度の活用な
ど、経営全般に関わる支援を
幅広く実施している。支援員
が訪問した際には、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。新型コロナウイルス感染症に関する企業支援についても、
関係機関の情報などをお知らせできるので、ぜひお声がけを」と呼び掛けている。
また、労働者からの相談を受け付けている支援員からは「今後、協議会の活動が本
格化するなか、マッチング事業においては、就労カウンセリングコーナー、セミナー
の開催などを行っていく。できる限り多くの方を支援したいと思っているので、まず
気軽に電話をしていただけたら」と話している。
企業担当＝雇用促進支援員　村木修一、職場体験実習支援員　中島雅浩
労働者担当＝雇用促進支援員　島聡美、住吉明美、職場体験実習支援員　千葉剛



　通年雇用助成金活用企業インタビュー
　―コミュニケーションの充実と待遇改善で成長企業に

株式会社北創　代表取締役社長　角
つの

川
かわ

　幸治さん　
土木工事を主力とし、2020年に同業の丸輝と豊和

建設、今年4月に運送業の明和工業を子会社化。数年
前に30人ほどだった従業員数は、グループ全体で100
人を超える大所帯となった。めざましい成長の原動力
は、従業員の約2割を占める10―20代の若手職員。
社員のやる気を引き出し、若手と中堅・ベテランが
互いの強みを生かし、企業の発展につなげる。この好
循環を生み出す秘訣は「コミュニケーションの充実と
待遇改善」と明かす。
今でこそ多くの若手職員が在籍する同社だが、数
年前までは「40―50代の職員が大半で、若手社員は、
すぐ辞めてしまう状況だった」と振り返る。「このままでは会社の将来は厳しい」と、
経営コンサルタントの指導を受け、若手職員をつなぎ止める取り組みを進めた。
その一つが徹底したコミュニケーション。褒める機会を増やすよう心がけ、自費で
飲食に連れ出すなど、若手職員に「常にあなたを気にかけている」ことを、社長自らが
行動で伝えている。
スタンプが100個貯まると5万円を支給する「100回帳」なる仕組みも導入。経営計

画を解説する早朝勉強会の出席でスタンプ2個、日課の車両点検やヤード整理で100
満点だったらスタンプ2個という具合だ。コミュニケーションの充実を目的に取り入
れた「サンクスカード」は、感謝の言葉をカードに記入し、相手のウォールポケットに
入れて渡す。カード5枚でスタンプ2個。「いつも優しい指導ありがとうございます」
「書類づくりを手伝ってくれてありがとう」など、年齢や部署を問わず、社員同士が互
いを認め合う、活気あふれる社風が芽生えつつある。
待遇改善では、相場より高い賃金、福利厚生の充実に加え、プライベートを重視す
る若者に合わせ、年間休日の確保、代休の取得、休日出勤手当の支給などで、休日が
不安定な建設業の不利をカバーする。こうした待遇改善は、中途退職していった中堅・
ベテラン社員が戻ってくるきっかけにもなり、定着率の向上につながっている。
「今後の採用状況は、人が集まる企業と、人が集まらない企業の2局化していくと
思う。大手は企業力を使って人を集めるが、中小は工夫で人を集める。お金、手間、
時間はかかるが、企業成長には人材の確保と職場環境づくりが不可欠」。数年前に通
年雇用助成金を活用し、ほぼ全社員を通年雇用に切り替えた。「人材の定着、よい人
材を集めるには、雇用者が安心して働ける環境づくりが必要。業界に絶望して辞めて
いく人を一人でも減らしていきたい」。穏やかだった口調に少し力をこめた。



３階窓口フロアのイメージパース

　札幌市が中央区複合庁舎の大成建設グループ提案を公表
　―区民センターや中央区役所等で延べ約２万㎡

札幌市は、中央区複合庁舎整備の落札者となった大成建設グループの提案概要を公
表した。ＲＣ一部Ｓ造、地下2地上6階、延べ約2万㎡の規模で計画。札幌市時計台
などで用いられる下見板をモチーフとした親しみやすいデザインに加え、道産木材や
れんがなどを活用したエントランス、免震による災害に強い庁舎、感染症にも対応し
た庁舎を提案している。
落札者は大成建設を代表に、構成企業の日本管財、伊藤組土建、アスビック、協力
企業の日本設計、セイコーマートからなるグループ。落札額は税抜き115億8,561万
1,217円。6月開会の第2回定例市議会での契約承認を経て事業契約を締結する。
耐震性能不足や老朽化が進む中央区役所を現地で建て替え、隣接する区民センター、
保健センターを統合する。地下
1－2階に駐車場約150台、1
－2階に区民センター、3階に
窓口フロア、4階に健診フロア、
5－6階に中央区役所と保健セ
ンターを配置。1階には物販施
設が入ることも想定している。
外観は、街の区画割りを想起
させるグリッドデザインや下見
板をモチーフとした親しみやす
いデザインを提案。下水熱を利
用したロードヒーティングによる快適な歩行者空間や道産れんが・木材など地域資材
を積極的な活用も盛り込んでいる。
3階の窓口フロアは、コの字形で混雑時でも視認しやすい空間とした。災害対応で
は、地下1階柱頭免震により幅広い揺れを制御するほか、災害時でも電力と給排水を
維持するシステム構築を目指す。感染症対策は機械換気に加え、手動で開閉可能な窓
とエコボイド（吹き抜け空間）による自然換気、酸素クラスターイオン除菌脱臭装置設
置を提案している。
複合庁舎という施設の特性を深く理解した外観・配置、平面、断面計画となってい
る点や、市民サービス向上に向けた取り組みに関し具体性や実現可能性に優れている
点が高く評価された。
新庁舎の工事は、23年1月の着手を目指しており、供用開始は25年2月となる予
定だ。



　北5西1・西2に道内で最も高い250ｍの高層ビル誕生へ
　―秋にも特定業務代行者が決定

札幌市とＪＲ北海道グループで構成する再開発準備組合は、札幌駅前に整備する北
5西1・西2街区の再開発ビルを、最大高さ約250mの高層棟1棟を配置する整備案
に絞り込んだ。設計施工等を担当する特定業務代行者を秋ごろにも決める。札幌駅前
の再開発計画が着工に向けて大きく動き出した。
昨年8月、北5西1・西2街区の再開発ビルについて環境アセスメントの初弾手続
きとなる計画段階環境配慮書の縦覧が開始。札幌市とＪＲ北海道グループで構成す
る再開発準備組合は、事業計画案で示した最大高さ約255mのＡ案と、約200m、約
150mの2棟構成となるＢ案の２パターンで検討を進めてきた。
その3カ月後、ヨドバシカメラホールディングスや北海道建設会館など北4西3街
区の地権者で構成する再開発準備組合が、環境影響評価方法書の縦覧を開始。北5西
1・西2と同じ札幌駅南口に、地下6地上40階、高さ約220mの複合ビル建設を公表
した。両計画とも、道内最高層のＪＲタワー（173ｍ）を上回ることが確実で、道内
最高層の称号をどちらの計画がつかみ取るのか、市民の注目が集まっていた。
今回、Ａ案が採用された経過を、高橋秀士まちづくり政策局札幌駅交流拠点推進担
当部長が札幌市議会第1部予算特別委員会で説明。「配慮書の比較検討でＡ案とＢ案
は環境面での影響が同程度だった」とした上で、「この結果、準備組合はシンボル性の

高い拠点創出を目指す観点から、西1丁
目街区に高層棟を配置するＡ案に絞りこ
んだ」と理由を示した。
Ａ案の採用を決めた再開発準備組合で
は、事業提案方式による特定業務代行者
公募の募集要項を固め、4月2日まで要
項を配布した。代表企業には、今年2月
末時点で通知されている最新の経営事項
審査の総合評定値が建築で1,800点以上、
土木が1,500点以上など高いハードルを
設けたほか、共同体の構成員1社以上が
札幌市内に建設業許可の主たる営業所が

あることも加えた。業務内容は施設建築物等の実施設計、工事施工、保留床取得、事
業推進の支援協力となっている。
4月28日から縦覧開始の環境影響評価方法書で、最大高さを255ｍから250ｍに
見直した。規模は地下4地上46階、延べ39万5,000㎡。1階にバスターミナル、低
層部に滞留空間と商業施設を置き、高層棟にオフィスや国際水準のホテルが入居する
構想。2022年度の都市計画決定と事業認可を経て、23年度の着工を目指す。



北3西12地区の再開発イメージ

　ＪＲ北海道が桑園地区の再開発計画を発表
　―北3条西12丁目と北11条西18丁目の２カ所で

ＪＲ北海道は4月、桑園地区の社有地を年度内にも再開発すると明らかにした。ま
ずはホテルや温泉施設を運営する中央区北3条西12丁目1の現施設解体に着手。分
譲マンションや商業施設を主軸に検討している。開発事業者からプランを募っていて、
9月までに決定する見込みだ。
島田修社長が2021年度の事業計画を発表し、新たに桑園地区で再開発に乗り出す
ことを明らかにした。先行開発する中央区北3条西12丁目1の敷地面積は5,367㎡
で、子会社の北海道キヨスクが運営するホテルさっぽろ弥生、極楽湯さっぽろ弥生店
は年度内に閉店、解体する予定。用途地域は建ぺい率80％、容積率300％の近隣商
業地域となっている。
続いて、ＪＲ桑園駅から近い北11条西18丁目36の17など1万1,685㎡を活用。
ＪＲ北海道が所有する共同住宅が立ち並ぶエリアで、2022年度にかけて住宅、商業
施設を念頭に再開発計
画を固め、工事に移る。
用途地域は建ぺい率
60％、容積率200％
の準工業地域となって
いる。
ＪＲ北海道は、桑園
周辺地区に旧国鉄から
承継した土地を多く所
有。同地区は市立札幌
病院やイオンの進出な
どで利便性が向上し、
人気が高まっているエ
リアで、再開発で新た
な利益獲得を狙う。
島田社長は「新幹線札幌延伸が実現する10年後まで果実を得られるように開発を進
めたい」とコメント。開発は大手デベロッパーとの協業となる見込みだが、「社内に不
動産開発のノウハウを蓄積できるよう、関与の度合いを強める」と強調した。
ＪＲ北海道は新型コロナウイルス感染症の影響による経営悪化を受け、鉄道以外の
収益事業強化が急務となっている。桑園のほか、駅周辺再開発が進むＪＲ新札幌駅高
架下の商業施設リニューアルを検討。小売部門では札幌駅南口の旅行センター店舗跡
での店舗開発のほか、北広島、小樽、恵庭各駅へのセブン－イレブン店舗の出店など
を計画している。



　札幌市の2021年度工事発注見通しは895件
　―ＷＴＯ対象の電車事業所建て替えを6月上旬入札、他

札幌市は2021年度第１回工事発注見通しを公表した。財政、水道、交通3部局の
工事発注件数は、前年度当初より62件少ない895件となった。総合評価入札方式は
14件増の197件で、ＷＴＯ協定の対象として４月に公告した電車事業所建て替えと、
３月に公告した篠路清掃工場解体の２件を盛り込んだ。
財政局の工事発注件数は、前年度当初より38件減の614件を見込む。工種別では
下水道や建築などが増加している。
内訳は、ＷＴＯ対象の一般競争が1件、制限付き一般競争が605件、随意契約が8
件。制限付き一般競争は、品質確保やくじ引き抑制効果を見込む総合評価が116件。
成績重視型は79件に上っている。
ＷＴＯ対象の篠路清掃工場解体は６月
22日に開札する予定。5億円以上は７件
で、建築では本町小や東山小の改築、円
山動物園仮称・新オランウータン館新築
主体などが盛り込まれた。
土木は5億円以上の案件がゼロ。2億
5,000万円以上5億円未満を見ると、道
道札幌北広島環状線仮称・屯田高架橋桁
製作の2件、清田区美しが丘地区地下水
位低下その7、豊平区月寒東地区地下水
位低下その2などを予定する。
水道局は210件の発注を予定する。入
札方式別では制限付き一般競争の事後審
査型が154件で最も多く、このほかは成績重視型が15件、総合評価が41件となっ
ている。
5億円以上は5件。清田第2幹線耐震化で3件と、豊平川水道水源水質保全の管理
センターほか受配電・自家発電設備新設などを計画している。2億5,000万円以上5
億円未満は1件の発注を見込む。
交通局は、ＷＴＯ対象の電車事業所建て替えを６月７日に入札する予定。路面電
車の工場、車庫、事務所の一体型施設で、規模はＳ造、3階、延べ約8,000㎡。2021
－26年度に施工する。総事業費として42億円を試算している。
ＷＴＯ対象の１件に加え、制限付き一般競争が61件、随契が9件で計71件を発注。
5億円以上は建築、電気で各2件の計4件で、仮称・交通資料館・南北線乗務庁舎新築、
新さっぽろ変電所の非常用自家発電設備設置、新山鼻変電所受変電設備更新を予定。
2億5,000万円以上5億円未満は配電線更新2件を含む4件となっている。



新オランウータン館の内部イメージ

　円山動物園新オランウータン館は延べ床1,300㎡に拡大
　―2023年度の完成、オープン目指す

札幌市は、現地建て替えを計画している円山動物園の新オランウータン館につい
て、施設概要やスケジュールを明らかにした。延べ面積を約1,300㎡に拡大し、延べ
100－200㎡の屋内運動場も3面確保する。新施設完成は2023年10月ごろを見込
み、23年度内のオープンを目指している。
既存の類人猿館は1977年11月に完成し、ＲＣ造、平屋、延べ942㎡の規模。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
が進んでいて、安全上や動物福祉上の問題が生じているため改築する。
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
後の屋内施設を条件に、2019年12月に建築設計を公募型プロポーザルで公告。4社
の提案を審査した結果、昨年2月に大建設計を選定した。
既存施設の解体を除く概算事業費は10億円。新施設では、夜間を含めバックヤー
ドで過ごす時間が長いことから、観覧できない場所についても現在の屋内運動場と同
程度の広さを確保した。
本来の能力や行動を発現できるよう樹木を多く設置し、自然光が常に入るよう工夫
を施す。また、熱
帯雨林の環境に
近づけるため、施
設内で植物が自
生できる環境を
整え、昆虫や魚も
一緒に飼育する
など動物福祉に
も配慮している。
新型コロナウ
イルス感染症の
影響から、一時
的にオランウー
タンを他の動物
園へ移動させる
スケジュールが、2020年度から21年度に先送りとなっていたが、2月に出産を終え
たばかりのレンボーと第3子のレイトの親子2頭は、非公開の園内動物病院に移動し、
引き続き園内で飼育することが決まった。
一方、力が強く、頑丈な飼育施設が必要なオスの弟路郎（ていじろう）は、園内に条
件に合う施設がないため、新施設完成まで釧路市動物園に移される。



　白石区役所跡地1.7haを9月に公募提案型売却
　―年内契約締結、民間事業者の関心集まる

札幌市は、公募提案型売却にかける白石区役所跡地1.7haについて、9月にも事業
計画の募集を開始する方針だ。1カ月半程度の募集期間を設け、年内の契約締結を見
込んでいる。市街地のまとまった土地が希少性を増す中、民間事業者から医療施設や
商施設業の建設予定地として高い関心が寄せられている。
対象物件は、2016年11月に地下鉄白石駅直結の複合庁舎に移転したことで未
利用地となった、本郷通3丁目北1の1の敷地1万7,695㎡。移転前は白石区役所
庁舎、併設の区民センター、近隣には保健センターと保育・子育て支援センター
があった。
移転後、解体除去作業を進めていたが、駐車場部分から縄文時代の石器が出土した
ため、作業を一時中断。埋設物調査の結果、文化財保護の必要性はないと判断した。
公共利用の計画
もないため、民
間活力を生かし
た土地利用に期
待し、このほど
一括売却する方
針を固めた。
地下鉄やＪＲ
駅から徒歩15
分。用途は近隣
商業地域で建ぺ
い率80 ％、容
積率200％と利
用の幅は広く、
利便性の評価も
低くないことから、市街地でまとまった土地が少なくなる中、所有者である札幌市の
判断を民間事業者が以前から注視していた。
事業計画では、白石区の拠点として長年利用されてきた歴史を踏まえ、地域住民が
気軽に足を運べて親しみが持てることに加え、近隣の小中学校や保育所に配慮し、安
全な歩行環境を確保できる計画などを求める。
さらに、バリアフリーや環境負荷低減、市が抱える社会課題の解決に向けた提案を
求めることを想定。価格より計画内容を評価する点数配分で選定する方針だ。
4月から確定測量や土地の鑑定評価など必要な調査を進め、5月にも審査委員会を
設けて募集の詳細をまとめる。



　中沼、定山渓、真駒内に市内初の義務教育学校を開校へ
　―義務教育学校の設置方針がまとまる

札幌市教育委員会は、義務教育学校の設置方針をまとめ、市内初となる義務教育学
校を2026年度までに3校設置する方針を固めた。開校時期は、中沼地区の福移小中
が23年度、定山渓地区の定山渓小と定山渓中が25年度、真駒内地区の真駒内桜山小
と真駒内中が26年度の見込み。定山渓地区は、23年度から2カ年で一体型施設を建
設する予定で、21、22年度に基本・実施設計を進める。
札幌市全体の小中一貫教育のさらなる推進を目的に、モデル校として義務教育9年
間を一つの学校で取り組む義務教育学校を設ける。校舎や職員室の一体整備を前提と
した上で、通学区域がおおむね小中同一校区の場合に設置する。
市内で条件に該当するのは、通学区域が完全に一致する福移小中、定山渓小と定山
渓中、おおむね一致する真駒内桜山小と真駒内中。

福移小中は既に市内で唯一、小中一体での運営を実施しており、2021、22年度に
義務教育学校実施プロジェクトとして教育課程の検討を進め、23年度の開校を目指
す。
定山渓小、定山渓中は定山渓中の敷地内で2023年度から一体型施設を建設し、25
年度に開校する予定。
新校舎の規模は、校舎部分が延べ3,200㎡、給食室部分が延べ170㎡、児童会館部
分が延べ150㎡を見込む。規模が小さいことや定山渓地域の風土、将来的なライフサ
イクルコストなどを勘案し、構造はＷ造とする考え。概算事業費は基本、実施設計の
公募型プロポーザルを発注する段階、構造は基本設計段階で固めたい考え。
屋内運動場は建て替えず、定山渓中の既存施設（1984年建設、Ｓ造、2階、延べ
866㎡）を使用する見通し。
今後は、義務教育学校の校舎検討プロジェクトを2021年度中に立ち上げ、より良
い校舎を目指して検討を進める。
真駒内桜山小、真駒内中は真駒内桜山小の敷地内で2024年度から一体型施設を整
備し、26年度に開校というスケジュールを描いている。



再開発計画が浮上した４丁目プラザ

　〝4プラ〟が再開発へ、商業施設を中心に構想
札幌市中央区でファッションビルを運営する4丁目プラザ（本社・札幌）は、老朽化
する同ビルの再開発に乗り出す。商業施設を中心に構想しており、2022年1月末に
全館の営業を終了する予定。22年3月から1年半の工期で既存施設の解体に着手す
る。23年以降に3カ年ほどで新施設を完成させる見通しだ。
同ビルは 4丁目スクランブル交差点のランドマークとして、〝4プラ〟の愛称で親
しまれてきた。今年で開業 50 周
年を迎えるが、施設の老朽化な
どを背景に集客率が下がり、耐
震性にも問題を抱えているため
閉館を決めた。
2018 年に耐震補強を検討した
が、工事費用が建て替えと同等の
コストになることが判明。再開発
に向けた話し合いを地権者と進
め、このほど同意に至った。
新施設の概要は未定だが、広川
雄一社長は「新型コロナでファッ
ションやアパレル、ホテルは飽和状態だ。慎重に短い時間で計画を作り上げていきた
い」と話し、周辺施設との一体的な再開発の可能性については「今は単体で考えてい
る」とした。

　北陸銀行のほくほく札幌ビルは延べ1.7万㎡
ほくほくフィナンシャルグループの北陸銀行（本社・富山市、庵栄伸頭取）が計画す
る仮称ほくほく札幌ビル新築の概要が判明した。Ｓ一部ＳＲＣ造、地下3地上13階、
延べ1万7,460㎡、高さ約60ｍの規模で、11月の着工と2024年1月の完成を目指
している。
解体する北陸銀行札幌支店は、札幌市中央区大通西 2丁目 7の 2を含む敷地 1,586
㎡にある。用途は商業地域で建ぺい率 80％、容積率 800％。
1966 年建設で、老朽化が進んでいるため改築する。新たなビルは、北海道銀行を
含むグループ全体での活用を考えている。
銀行、事務所、駐車場の機能に加え、地上 1階と地下 2階には飲食・物販店舗が
入る商業機能、屋内広場の設置を検討。地下街と接続し、敷地内に 18番出入り口の
階段を引き込む。外壁は大通公園に面した北側に大きなガラススクリーンを持ったデ
ザイン、西側にプレキャストコンクリートを予定。設計は日建設計と北海道日建設計
が担当している。



日本エスコンによる北広島西口再開発
イメージ

　ＪＲ北広島駅西口再整備が来春にも着工へ
　―駅前広場はＢＰ完成の2023年3月供用を目指す

ＪＲ北広島駅西口周辺再整備を担う日本エスコン（本社・東京都港区、伊藤貴俊社長）
は、2022年4月にもホテルや商業施設からなる複合施設と駅前広場に着工する。総
工費に70億－80億円を試算。再整備の計画策定と設計は、初めて道内案件に携わる
アールアイエー（本社・東京）と進めている。
建設地は北広島市栄町1丁目51の1ほか。3月30日に北広島市と日本エスコンが
パートナー協定を締結した。
対象はＡ－Ｄ工区。現在はＡ
工区が駅前広場（敷地面積7,900
㎡）と駅前西口公園（3,609㎡）、
Ｂ工区が芸術文化ホール臨時駐
車場など（5,514㎡）、Ｃ工区が更
地（3,395㎡）、Ｄ工区が市営西駐
車場（3,396㎡）になっている。こ
のうち、Ａ、Ｂ工区は秋ごろま
でに整備内容を固める。
構想では、Ａ工区で北海道ボー
ルパークＦビレッジ（ＢＰ）への
移動などに使うバス乗降場と
いった交通機能を駅前広場に整備するほか、地下1地上18階建ての複合施設を計画。
4階までが商業施設、5階以上は240室のホテルとなる見込み。駅前広場は2023年3
月、複合施設は24年度の完成を目指す。
Ｂ工区は、分譲マンションや保育所により構成する8階建ての施設を計画しており、

完成は2025年度を見込む。Ｃ、Ｄ工区でも分譲マンション新築を検討中だ。
新球場のネーミングライツを取得している日本エスコンでは、ＪＲ北広島西口再開
発に加え、ＢＰやＢＰ敷地内での不動産開発も担うほか、北広島駅からＢＰに続く動
線上にある未利用民有地の活用提案にも意欲を示している。
今回のＪＲ北広島西口再開発は、野球の試合が開催されないときでも人が集まる場
所を基本コンセプトとしており、Ａ工区で計画するホテルと新球場隣接地に設けるホ
テルは、それぞれ異なるコンセプトを描く。
新駅が完成する2027年度まで、ＪＲを利用したＢＰへの移動は北広島駅が最寄り
駅となる。ＪＲ北海道では、ＢＰ開業に伴う混雑に備えて、札幌方面の下りホーム延
伸等を計画している。



　新国立競技場設計の隈研吾氏が東川町の活性化に協力
　―デザインミュージアム拠点に地域全体をデザイン

建築家・隈研吾氏が2021年度にも東川町に北海道事務所を開設する。さらに今後、
町の悲願である旭川家具の展示施設「デザインミュージアム」の建設構想にも協力。ど
ちらも市街地に整備する予定で、観光客らがデザインミュージアムを中心に、徒歩圏
内で市街地を巡ることができる仕掛けを隈氏がデザインする。建物にとどまらず、空
間、地域全体をデザインする隈氏の力で、東川町の市街地活性化が急速に進もうとし
ている。
東川町の自然環境や文化資源の魅力に加え、テレワーク需要の増加も事務所開設の
後押しとなった。昨年2月に隈氏が東川町を視察したことがきっかけで、松岡市郎町

長は「旭川空港が近いこ
とや、本道のほぼ真ん中
という立地条件などを踏
まえ、隈氏から町に北海
道事務所を作りたいと提
案があった。町としては
デザインミュージアムへ
の協力を提案し、話が進
んだ」と経緯を明かす。
町では、役場に近い東
町１丁目のサテライトオ
フィスゾーンを2021年
度に整備する予定。隈氏
の事務所に加えて、他企

業の需要も見込み、シェアオフィスを計４棟建設する計画だ。
一方、デザインミュージアムは資金調達に成功すれば、2024年度ごろの完成を目
指している。工期は最長2カ年で、総事業費に20億円を試算する。椅子研究家の織
田憲嗣氏のコレクションや旭川家具を展示する文化発信拠点として整備する。
サテライトオフィスゾーンから徒歩5分ほどの東町2丁目で、旧農協倉庫群を改修
し、織田コレクション用の「ＯＤＡ棟」や隈氏の建築デザインを展示する「ＫＵＭＡ棟」
などを計画した。倉庫群の近くにはカフェや土産販売スペースを備えた休憩施設1棟
を構想。大雪山を眺める展望台を備えた2階建てで、延べ1,000㎡程度で検討する。
東川町と隈氏の構想は、デザインミュージアム建設後の先を見据えたもの。住民や
観光客がデザインミュージアムを拠点に市街地を巡り、カフェやレストランなどに立
ち寄る、そんな町の新しい日常を描いた。松岡町長は「街中を人が散策している姿が
町の元気の象徴。市街地に人が動いている情景をつくりたい」と展望している。



施行予定者提案のイメージ図

　中野区が新北口駅前エリアの提案概要を公表
東京都中野区は、中野駅新北口駅前エリア拠点
施設整備事業の提案概要を公表した。野村不動産
（本社・新宿区）を代表とする企業グループが提案
した高層タワーと多目的ホールの構成が、中野の
シンボルと一体感を確保するものとして審査委員
会から高く評価された。想定事業費は1,810億円。
中野駅新北口駅前エリア拠点施設整備事業で
は、中野区役所や中野サンプラザを含む2.3haに
ついて市街地再開発を実施。野村不動産グループ
の提案は、中核施設として南側に高さ約235ｍの
高層タワー、北側に中野サンプラザの後継施設と
なる大ホールを配置し、大ホール周辺にホテル、
エリアマネジメント施設、広場などを整備すると
した内容。
高層タワーは低層階に商業施設、中層階に共同住宅、高層階にオフィスを配置し、
屋上には展望広場を設ける。大ホールは3層の扇形構造で5,000席を設け、1階の座
席を撤去した場合は最大7,000人の収容が可能となる。拠点施設の延べ面積は25万
7,000㎡を計画している。2025年度に拠点施設の建設に着手。28年度中の完成を予
定している。

　建設業許可の電子申請5年後利用率20％目標
国土交通省は、2022年度までに運用を開始する建設業許可・経営事項審査の電子
申請について、申請者のオンライン利用率を運用開始後5年で許可20％、経審25％
とする目標を定めた。開発を進めている電子申請システムに行政書士による代理申請
機能を設けるなど、利便性を高めてオンライン利用率を向上させる。
許可・経審の電子申請システムについては、昨年12月に国交省と都道府県が実務
者会議を立ち上げ、22年度の運用開始に向けた基本機能の検討が進んでいる。電子
申請システムは、国税・社会保険・法人登記の公的システムとデータ連携するため、
添付書類を取得する手間を省略できるなど、利用者の利便性も向上する。
許可業者の45.4％が電子申請に前向きな回答を示していることも踏まえ、運用開
始後5年でオンライン利用率を許可20％、経審25％を目指すとした。申請内容の自
動チェック機能や過去の申請内容の引用機能、行政書士による代理申請機能などを追
加し、申請者の利便性を高める方針だ。 （提供：建通新聞社）



協議会ニュース


