


上）被災時の里塚中央ぽぷら
公園、赤線部に地盤沈下が見
られる。下）復旧後の同公園
（札幌市提供）

　胆振東部地震から３年、清田区里塚地区の復旧が完了
　―地域住民「多くの人の助けに感謝」

2018年の北海道胆振東部地震から9月6日で3年が経過した。液状化で大きな被害
を受けた札幌市清田区里塚地区で進められていた里塚中央ぽぷら公園の再整備が完了
し、一連の復旧工事が一つの区切りを迎えた。9月5日には同公園で復旧工事完了の集
いを開催。地域住民や市職員、施工者らが出席し、さまざまな思いを胸に3年間を振り
返るとともに、にぎわいが戻った地域の将来の姿に期待を込め、それぞれが新たなスター
トを切った。
■被害の記憶を次世代へ
里塚地区は、胆振東部地震で里塚21号線ほか8路線が沈下したのをはじめ、北野里
塚旧道線で土砂流出、水道管破損、下水
道管機能障害、里塚中央ぽぷら公園内で
地盤沈下が起きた。住宅は全壊43棟、大
規模半壊20棟、半壊22棟の被害が出た。
市は19年度、約4haを対象に宅地と
道路の一体的な復旧を図る対策工に着工
し、20年12月に完了。21年度に着手し
た公園の再整備が終わり、公共による復
旧工事は一つの節目を迎えた。
里塚中央地区復旧工事完了を祝う集い

で、里塚中央災害復興委員会の盛田久夫
会長は「おかげさまで公園整備が完了して
今日を迎えることができた。振り返ると多
くの人に助けてもらい感謝でいっぱいだ」
と述べた。その上で「まだ里塚に戻ってい
ない人がいるのも事実。そのことを忘れる
ことなく、町内会を中心に住みやすいまち
にしたい」と力を込めた。
秋元克広市長はビデオメッセージで、「全
国的にも例を見ない早さで復興を遂げ、
地域のコミュニティーが再建されたことは非常にうれしく思う」と話し、「市としても地震の
教訓を忘れることなく、安心して暮らせる強く優しいまちづくりに取り組む」と決意した。
集いでは、同公園に設置した被害の記憶を次世代に伝える伝承碑を除幕。その後、
復旧の中心を担った市建設局市街地復旧推進室、復旧の対策工を担った五洋建設（本社・



東京）、伊藤組土建（同・札幌）、被災当時清田区長として対応に当たった小角武嗣まち
づくり政策局長らに住民から感謝状が贈られた。
小角局長は「一連の工事が無事に完了し、うれしいというよりほっとした気持ちだ。3
年間は決して地域にとって短い期間ではな
かった」と振り返り、「街並みの復旧とともに、
新型コロナウイルス感染症が収まった日常生
活の中で地域の活気が戻ることを願う」と謝
辞を述べた。
被災当初から携わってきた櫻井英文市街
地復旧推進室長は「住民や行政、施工業者
の三位一体で進めることができたのが大き
く、このスピード感につながった。里塚モデ
ルとして他の地域につなげられるよう、取り
組まないといけない」と述べた。
対策工の現場を総括所長として指揮した五洋建設の鈴木定義さんも会場を訪れ、地域
住民らとともに喜びをかみしめた。鈴木さんは「住民の協力が早い施工につながった。感
謝しかない」と話した。
集いの開催後、利用を再開した公園には真新しい遊具で遊ぶ子どもたちの楽しげな声
が響いていた。
■札幌市は特設ページで災害への備えを呼び掛け
北海道胆振東部地震から3年を迎えた9月6日、札幌市はホームページ上に特設ペー

ジを開設した。写真や映像を使い復旧・復興や停電対策など市の取り組みをまとめてい
るほか、防災ハンドブックなど災害時に役立つ情報を紹介している。
甚大な被害をもたらした地震災害を忘れることなく、次の災害への備えを万全にしてほ

しいとの思いで開設した。
厚真町の土砂災害や札幌市内のブラックアウト、清田区里塚地区、東区東15丁目屯
田通などの地震発生後の様子を写真で紹介。札幌駅前通地下歩行空間や市民交流プラ
ザなど避難場所の様子も掲載している。
また、写真を効果的に使って、復旧・復興の取り組みを発信。さっぽろ防災ポータル
や市危機管理対策室ツイッターを開設して情報発信に力を入れているほか、外国人被災
者支援体制の強化、停電対策・耐震化、地域防災計画の見直し、企業との協力などこ
れまでの市の取り組み状況をまとめた。
秋元市長からのメッセージも掲載。地震から3年がたち、災害時の避難行動や備蓄品

など災害への備えをいま一度確認してほしいと求め、防災関係機関と連携しながら対策
を万全とし、全庁一丸で取り組む決意を示している。
このほか、地震防災マップや洪水ハザードマップなどの各情報を集約して掲載してい
る。

公園内に設けられた伝承碑。
記憶を次世代につなぐ



　雁来川改修が2023年度にも事業完了
　―残事業費3億円でボックスカルバート橋設置など予定

札幌市下水道河川局は、総合流域防災事業として進めている雁来川改修の2023年度
完了を目指している。22年度以降、約200ｍを区間に河道掘削や護岸整備、ボックス
カルバート橋設置などに取り組む予定だ。残事業費は3億円を試算している。
雁来川は、東区を流れ雁来新川に合流する延長3.2㎞の1級河川。1981年8月の大
雨で流下能力不足により河川の水があふれ、家屋や農地の浸水被害が発生したことから、
91年に河川改修に着手。治水安全度の向上を図るため、土地区画整理事業とも連動し
ながら整備を進めている。

20年度から河川上流部延長500ｍの整備に着手しており、23年度の事業完了を目指
している。
21年度は、勇建設（本社・札幌）が積みブロック護岸整備（延長約40ｍ）、地盤改良（約
33ｍ）、苗穂3号線横断部分のボックスカルバート橋設置（約16ｍ）に取り組んでいる。
残る工事は河道掘削や護岸整備、地盤改良のほか、ボックスカルバート橋設置、道路
復旧など。延長は苗穂3号線から上流端である宮の森・北24条通までの約200ｍとなっ
ている。
22年度に約1億円を充て、引き続き苗穂3号線横断部分へのボックスカルバート橋設
置と道路復旧に取り組む。23年度は約2億円を投じ、延長200ｍを区間に河道掘削、
地盤改良、積みブロック護岸整備のほか、河川改修で分断される民地をつなぐボックス
カルバート橋設置を予定している。



　札幌ドーム周辺基本構想案で新アリーナ整備を検討
　―冬季オリンピック・パラリンピックでの使用も視野

札幌市スポーツ局は、札幌ドーム周辺地域で計画するスポーツ交流拠点の基本構想案
をまとめた。新たに導入する施設として、プロスポーツやイベントに利用できるアリーナや屋
内・屋外スポーツ施設、にぎわい施設、それらを補完する機能・施設の整備検討を掲げてい
る。年度内には基本計画策定に着手。2030年の冬季オリンピック・パラリンピックの開催地
が札幌市となった場合、一部の施設は30年までに整備を完了させるスケジュールを描く。
計画候補地は、札幌ドームの敷地や必要に応じて隣接地（国道36号と羊ケ丘通に挟ま
れた延長線上の範囲）の活用を想定する。
スポーツの振興やスポーツを通じた健康寿命の延伸、拠点性向上による経済・まちの
活性化の達成を目的
にスポーツ交流拠点
整備を目指す。札幌
ドームを核とし、「す
る」「みる」「ささえる」
のスポーツ機能によ
る複合拠点とする考え
だ。
基本理念には「自分

にあったスポーツの楽
しみ方に出会える機
会の提供」「アスリート
の発掘・強化とスポー
ツをささえる人材の育
成」「施設集約と拠点
性向上による経済・
まちの活性化」「守り受け継がれてきた地域資源の活用」－の4つを示した。
拠点整備の基本方針として、札幌ドームを対象にアマチュアスポーツや多様なイベント

に対応できる機能拡充を推進。札幌ドーム、アリーナ、屋内・屋外スポーツ施設、にぎ
わい施設などの整備を盛り込んだ。
整備に当たっては、市スポーツ施設配置活用実施方針に基づき、老朽化したスポーツ
施設の集約、効率的・効果的な配置・運用や、障がい者スポーツ機能の導入による共
生社会の実現に向けたスポーツ環境、民間活力の導入などを検討する。
市が招致を目指す30年の冬季オリンピック・パラリンピックでは、札幌ドームを開閉
会式会場として利用することも視野に入れる。このため開催地に選定された場合、一部
施設は開催までの整備完了を目指す。

基本構想が示す対象地域



現在の新札幌駅西口の駅前広場

　ＪＲ新札幌駅前広場再整備の設計進む
　―北海道ボールパーク行きシャトルバスの発着も

札幌市はＪＲ新札幌駅駅前広場の再整備に向け、設計業務を進めている。交通機能
の向上を図る改修を予定し、バスの乗降場や待機場を新たに設け、一般車の乗降スペー
スや駐輪機能も確保する考え。再整備により、2023年開業を見込む北海道ボールパー
クＦビレッジと新札幌駅を結ぶシャトルバスの発着も可能となる見通しだ。
対象は新札幌駅西口の駅前広場で、面積は1,168㎡。現在は、一般車の乗降スペー

スや駐輪場、駅前広場に面する飲食店などへのアクセス道路として利用されている。
しかし、新札幌バス
ターミナルが隣接して
いるため、朝夕のラッ
シュ時はターミナルに
出入りするバスなどで
路上混雑が発生。同
バスターミナルの平日
1日当たりのバス発着
台数は1,487台（20年
12月時点）で、市内最
多となっている。
市は、状況改善や
駅前広場のさらなる有
効活用を目指し、再整

備を計画。バスバース4台分（乗り降り2台、待機2台）、一般車乗降スペース3台分の
整備を想定している。また、駅からバス乗降場まで雨にぬれずに移動できるようシェルター
を設置する考えだ。
このほか、駐輪場や路面店へ
のアクセス確保、ロードヒーティ
ング更新、照明灯整備などを予
定する。
21年度は、22年度以降の施
工に備えて設計を進めている。
駅前広場改修整備ほか実施設
計をシビテック（本社・札幌）、
駅前広場シェルター新築基本・
実施設計を札幌日総建（同）がそ
れぞれ担当している。



築20年が経過し、大規模修繕を予定する下水道河川局庁舎

　下水道河川局庁舎等での下水熱利用を構想
　―経済性や施工性など従来型と比較検討

札幌市下水道河川局は、下水道河川局庁舎や大通公園地区ロードヒーティングへの下
水熱利用に向け、検討に着手する。経済性（建設費や維持管理費）・施工性・環境性・
維持管理性などについて、庁舎は電気、ガスなど従来の熱源利用設備と、大通公園地区
ロードヒーティングは従来方式の電気式で改築した場合とそれぞれ比較検討する。
下水水温と外気温の温度差エネルギーである「下水熱」を利用した設備を導入した場
合、従来設備より省エネルギーとなり、温室効果ガス排出削減効果が期待できる。市内
では、西区役所・西保健センターの空調設備、北区篠路地区のバス停留所前の歩道融
雪などで採用実績がある。
そこで、市は大規模修繕を予定する下水道河川局庁舎と、更新を計画する大通公園
地区ロードヒーティングでの下水熱利用に関して検討を始める。
豊平区豊平6条3丁目2の1にある下水道河川局庁舎は1998年の建設。敷地面積
4,300㎡で、ＳＲＣ造、地下1地上5階、延べ7,900㎡の規模となっている。
建設から20年以
上が経過し、今後
予定する大規模修
繕に合わせ、下水
熱利用設備の導入
可否を検討する。
庁舎近くの下水
管路を対象に冬季
の流量を調査。結
果を基に庁舎での
下水熱利用時の設
備規模を決め、空
調、給湯、ロードヒー
ティングに利用した
際の経済性・施工
性・環境性・維持
管理性などについて、一般的な熱源を利用した場合と比較する。
一方、大通公園地区ロードヒーティングは大通西1－13丁目が対象。既設ロードヒー

ティング更新時に下水熱が利用可能かどうか検討し、利用した際の経済性・施工性・環
境性・維持管理性などについて、従来通り改築した場合と比較する。
これら検討業務を9月10日付けで一般競争公告し、10月6日にニュージェック（本社・
大阪）が落札した。業務期間は22年3月18日まで。



　進む木造化（上）
　―首都圏で計画相次ぐ木造ビル、建築の新たなトレンドに

中高層ビルの「木造化」が始まった。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）や脱炭素に向け
た機運の高まりを受け、首都圏では木造ハイブリッドを中心に木造中高層建築の計画が
次 と々立ち上がる。ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）投資など新たな視点からの評価も生ま
れている。今後、本道にも広がりを見せることが考えられる。（vol.5―6で2回連載します）
■環境意識の高まりが後押しに
高さ50mを超す木造ビルが2025年にも東京都心に誕生する。第一生命（本社・東
京）と清水建設（同）は京橋地区で、木造ハイブリッド賃貸オフィスビル（地上12階、
延べ1万6,000㎡、高さ約56ｍ）を新築する。無機質なオフィス街で異彩を放つ木目
の外観パースと並び、特徴的なのが環境効果だ。木材利用により、同規模のＳ造物件
に比べて建設時の二酸化炭素排出量が20％ほど減るという。

環境保護と建設・不動産投資が、ここに来て密接につながり始めた。その象徴とも
言えるのが第一生命の動きだ。同社は契約者から預かった保険料の資産運用先として、
古くから全国各地のオフィスビルなどに投資している。総額は約9,000億円に達し、
道内でも30物件程度を所有する。
20年4月に「ＥＳＧ投資の基本方針」を公表。環境認証取得物件や木造建築物など
ＥＳＧに配慮した不動産への投資を積極化する考えで、所有物件の改築時にもこれら
を選択肢に入れる。
脱炭素や森林循環など社会課題解決への寄与を目指して方針を定めたが、環境意識
の高まりは同社に限った話ではない。投資家やデベロッパーの間では、同様の理由で
ＥＳＧ関連物件が注目を集めている。他の保険会社や投資家からＥＳＧ投資に関する
手法や考え方など問い合わせがあったという。
不動産の環境認証に詳しい日本不動産研究所（本社・東京）の古山英治次長は「中高



大通に誕生した国内初ハイブリッド木造ホテル
「ザロイヤルパークキャンバス札幌大通公園」

層建築物木造化とＥＳＧ投資の親和性は高い」と指摘する。首都圏のオフィスビルな
どで投資家や入居企業から求められる環境認証を受けるには、利用者のリラックス効
果など快適性が評価項目となるケースもある。これを踏まえ「木造化は、さまざまな
加点対象になるだろう」とみている。
■木造化の波、道内経済への波及効果は
木造化の波は既に道内にも達している。三菱地所（本社・東京）は札幌市中央区大通
西1丁目で、国内初の高層ハイブリッド木造ホテル（地上11階、延べ6,160㎡）を新築。
10月1日の開業時には多くの報道関係者が取材に殺到するなど注目を集めた。9階以
上の高層階は床材を含めて純木造とし、8階の床材にＣＬＴ（直交集成板）を活用。小
川優コマーシャル不動産事業ユニットリーダーは、環境配慮のほか「ＣＬＴを用いる
ハイブリッド木造なら、従来構造より一定程度の工期短縮が見込める」とその優位性
を説く。

三菱地所はＣＬＴの製造・技術開発などを担うグループ会社を鹿児島に持つが、大
通のホテル新築に使った木材約1,060㎥のうち約8割が道産材。ＣＬＴは道内製材工
場で生産されたものだ。「輸送コストや納期の問題があり、道内の開発には道産ＣＬ
Ｔを活用することにした」（小川ユニットリーダー）。
同社のケースのように、道内での木造中高層建築による道産材需要増が期待される
中、北海道木材産業協同組合連合会の内田敏博副会長は「道内林業・木材産業の技術
開発や人材確保など、供給体制構築を急ぐ必要がある」と指摘する。
中高層建築物木造化は、安定的な木材需要をもたらすことが見込まれる。この機を
逃すことなく道産材供給体制が整えば、ウッドショックのような国際的情勢の変動に
強いサプライチェーンを構築することも可能だ。既に北海道にとって、中高層建築物
木造化は遠くの出来事ではない。



基本設計中の清華亭。23年度の改修を予定する

復元工事から30年以上がたち、老朽化が進む旧黒岩家住宅

　清華亭と旧黒岩家住宅の保全事業を推進
　―2022年度に実施設計や耐震診断を予定

札幌市市民文化局は、2030年度までを事業期間とする全体年次計画に基づき、22
年度に清華亭の耐震改修の実施設計や旧黒岩家住宅の耐震診断を予定している。清華
亭は基本設計を北電総合設計（本社・札幌）で進めており、22年度に予定する実施設計
で耐震補強の方法などを検討し、23年度の着工を想定する。旧黒岩家住宅は診断業務
を22年6－7月に一般競争公告。結果を踏まえて耐震補強の必要性を判断し、23年度
以降に設計などを進めたい考え。
清華亭は北区北7条西7丁目1の1にあり、Ｗ造、平屋、延べ123㎡の規模。1880（明

治13）年の建築で、市の指定有形文
化財に指定されている。1978年度
に内外部改修、2014年度に外部改
修したが、20年度の耐震診断で耐震
補強が必要なことが判明した。
工事費に1億1,000万円を試算。
21年度の基本設計では、木造軸組
工法で構造用面材のくぎ打ち間隔を
狭くする工法や、亜鉛メッキ鋼板と粘
弾性体の複合パネルを軸組にビス留

めする補強方法など3つの工法を比較検討。加えて、老朽化した屋根の一部か全体をふ
き替える方針で、内部展示のリニューアルに向けて内容を精査している。
工期は22カ月を見込み、22年5－12月に進める耐震補強と、後に発注する内・外
部の改修を含め24年度まで
の完了を目指す。
一方、南区 舞1条2丁目
4の15にある旧黒岩家住宅は、
札幌に残る唯一の通行屋で、
Ｗ造、平屋、延べ202㎡の規模。
開拓農家の住宅や役場の出張
所、 舞小の前身である私設
教育所などに利用された。
1872年の建築で、前回の解体調査・復元工事から30年以上が経過。屋根塗装面の
劣化や雨漏り、外壁材・防腐剤のひび割れや腐食といった老朽化が進んでいる。2023
年度に予定する基本設計で改修の規模や施工方法を検討する。
22年度の診断業務後、23年度の基本設計、24年度の実施設計で概算工事費を算定

し、25年度にも施工したい考え。工期は10カ月程度をみている。



長らく遊休地なっていた現地

　新琴似市民運動広場整備を2021年度内にも事業化へ
　―パークゴルフ場や多目的広場などを構想

札幌市スポーツ局は、軟弱地盤が判明し再検討していた新琴似市民運動広場の整備
について、早ければ年度内に住民説明会を開き、合意が得られれば事業化したい考えだ。
2022年度に予定する実施設計で詳細を固め、23年度以降の着工を目指す。
新琴似運動広場の整備予定地は、北区新琴似町769にある新琴似町処分場跡地の約
４ha。当初は、20年度の開設を目指してラグビー場やパークゴルフ場の整備を計画し、事
業費に8億5,000万円を見込んでいた。
しかし、17年度の地質調査と基本設計で想定以上の軟弱地盤であることが判明。地盤
がふぞろいに沈下し、平たん性が保てない可能性があることや、盛り土量の増加で地下
水、廃棄物に影響を与える懸念もあり、同局は整備方針を再検討していた。

これを受け、19年度に試験的な盛り
土をして調査した結果、広場を整備した
場合でも、半年程度で地盤沈下は落ち
着き、将来的に地下水の状況が大きく変
化する可能性は低いと見込まれ、整備に
問題はないと専門家委員会の見解が示
されていた。
基本設計では、地域住民から要望が

あったパークゴルフ場（約1.5ha）や、ラグ
ビーができる大きさの多目的広場（同）
を検討。これまでの調査結果を踏まえ、ゴールポストなど地盤への負荷が大きい構造物の
設置は取りやめる方向で調整する。
工事は23年度以降を想定。盛り土で地盤を固める必要があり、複数年かかるとみている。



　札幌市が道新幹線札幌駅東改札口整備を請願
　―想定事業費22.8億円試算、2025年度着工を目指す

札幌市は、北5条東1丁目に設置を検討する北海道新幹線札幌駅東改札口について、
想定事業費を22億8,000万円としている。請願改札のため整備費は市が負担し、ＪＲ
北海道と鉄道建設・運輸施設整備支援機構が整備する。2022年度に基本設計、23－
24年度に実施設計を進め、25年度の着工を想定する。付帯施設の交通広場は市が事
業主体となり、整備費には2億8,000万円を見込み、22年度の概略設計着手を目指す。
道新幹線札幌駅の西 1丁目側改札口に加え、東 1丁目側にも改札口を設ける構想。
市は整備効果として、交通利便性向上と交通結節機能の向上、まちづくりへの効果－の
3点を挙げた。まちづくりへの効果では、新幹線とのアクセスの良さを背景に創成東地区
の特性や強みを生かし、新たなまちづくりの動きやビジネスチャンス創出、市街地開発
のさらなる促進を期待する。
東改札口整備の想定事業
費のうち、建築は外装や内装、
仮設・基礎を含め 11 億円、
設備に9 億 1,000 万円、設
計監理に2億 7,000 万円を
見込む。
改札施設と隣接する交通広
場は在来線下のスペースに
整備する構想として在来線基
礎補強や舗装などの工事を
想定している。
東改札口が整備される東 1街区で

は、道内最高層ビル建設を計画する
西 1・西 2街区と連続性を持った街
並み形成の誘導を目指そうと、創成
川通で分断された両地区を上空で結
ぶデッキの整備も検討している。幅
員 6ｍ、全長 60ｍで壁や屋根を設
置する場合、8億円の事業費がかか
るとみている。
東 1街区の再開発は具体化していない状況だが、市まちづくり政策局の高橋秀士札幌

駅交流拠点推進担当部長は、10月1日の市議会総務委員会で「今後、東改札口の整
備が具体化することから、東 1街区も歩行者動線や施設配置など東改札口と整合の取れ
た開発計画となるよう、働き掛けを継続したい」と述べた。



雪の重みで屋根が落ちた空き店舗

　岩見沢市内で家屋の雪害修繕が急ピッチで進む
　―工事量増加と人手不足が重なり、来春以降に先送りする物件も

2020年度冬の記録的な大雪に伴う雪害で、岩見沢市内の建築業者や板金業者などは
連日フル稼働で家屋の修繕に当たっている。特に屋根や外壁の損傷が多く、地元業者は
緊急性があるものを最優先しながら、例年の数倍に上る工事量をこなして対応しているも
のの、人手不足もあり、一部については来春以降に先送りせざるを得ない状況となっている。
岩見沢市によると、20年度の最大積雪深は2月25日の205㎝で、11年度に記録し
た208㎝に迫る観測史上第2位。20年12月22日の142㎝、21年3月2日の195㎝
は各月の観測史上第1位を記録した。
岩見沢商工会議所、いわみざわ商工会、岩見沢
建設協会で構成する岩見沢プレミアム建設券事
業実行委員会が受け付けた21年度の同建設券
は、今回の雪害を受けて当初予定の1万800口を
大幅に上回る1万9,178口の応募総数となった。
特に屋根・外装は前年比2倍の836件で、工事見
積額は8億7,867万5,000円に達している。
津島工業（本社・岩見沢）では、雪害による修繕が例年10件未満だが、今年は50－60

件を受注した。津島治光社長は「9月時点で半数は消化。降雪前の1、2カ月が勝負」とし、
緊急性のない一部の工事は来春以降にする考え。高橋工務店（同）も雪害修繕を例年の
2倍ほど受注した。工藤豊社長は「雪害工事が優先で、急を要しない仕事を来春以降にす
るよう調整している」と話す。雪害修繕の件数について「市内全体で1,000件程度では」
と推測するのは赤間板金（同）の赤間年幸社長。雪解け後から100件程度の問い合わせ
を受け、うち60件を受注した。「コロナ禍によるリフォーム需要の減退を懸念していた
ところに依頼が殺到した。できるかぎり雪が降る前に完了させたい」と考えている。
例年の何倍もの業務をこなす上で課題となるのが人手不足だ。赤間板金は2月から
求人するが、いまだ入社ゼロが続く。協力会社に頼んで作業員1人を確保したほか、
営業職の職員が現場に出向き作業を手伝ったり、赤間社長が営業を担当することで人
手不足を補っているという。高橋工務店はベトナム人実習生が3人おり、工藤社長は
「人手不足の中で力を発揮してもらい、助かっている」と話す。
今夏は市内でも30度を超える猛暑が続いた。屋根板金の温度は60度前後に達する
ため、作業が過密化する中でも、熱中症対策で20分おきの休憩や空調作業服の着用
など配慮した。資材価格の高騰も続き、常に先を読みながら仕入れしなければならな
い状況も続いている。今、地域住民に安心・安全な生活を届けたいという思いが、地
元業者を突き動かしている。



　倶知安リゾート開発、コロナ禍でも勢い衰えず
　―温泉掘削制限や建築規制強化など新ルールにも注目

本道観光のけん引役・ニセコの中核を成す倶知安町。新型コロナウイルス感染拡大後
も大規模建設プロジェクトが相次いで浮上し、当面は開発圧力が高止まりするとの見方が
広まる。一方、中心部で新規の温泉掘削が制限され、域内での建築規制強化を巡る議
論も本格化している。町内外の関係者からは反発や共感、新ルールによる商機拡大への
期待の声が聞こえた。
新型コロナウイルス感染拡大でインバウ

ンドが見込めなくなった2020年、町内での
宿泊施設着工は失速した。とはいえ、数年
後の宿泊施設や別荘開業をにらんだ開発
意欲は衰えていない。20年度のリゾートエ
リアを含む準都市計画区域の開発行為許可
（設計変更を除く3,000㎡以上）は４件、総
面積26万4,450㎡で、件数は最多の17、18
年度からやや減ったが、総面積は直近10カ年で最大だった。ある町議会議員は、新幹線延
伸や高規格道路整備を踏まえ「今後5年くらいが開発行為のピークになるのでは」と話す。
そんな中、道の温泉保護対策要綱改正を受けて、ひらふ地区で温泉の新規掘削が9
月から制限された。14年まで年1、2件程度だった同地区の掘削許可件数は、19年に
10件へと増加し、源泉水位低下の兆候が確認されたためだ。ニセコの投資状況に詳し
い北海道銀行ＮＩＳＥＫＯ出張所の担当者は「掘削制限でひらふ地区の価値が急低下
することはないが、掘削可能な他地区の評価が相対的に上がる可能性はある」と見る。
開発の在り方を大きく変えそうなのが、町が検討中の新たな建築規制ルールだ。構想

では、拠点型エリアを3地区に絞り、中高層の宿泊施設や店舗の集積を促す一方で、未
開発地が残る保全型エリアは、建ぺい率や容積率の強化、緑化率の設定に加え、宿泊
用途で延べ床面積に上限を設けて大規模開発を抑制する。
関係者の反応はさまざまだ。ルール作りを協議する景観計画検討会議景観地区検討部
会で委員を務めるロス・フィンドレー氏は「規制が厳しすぎるとリゾートとしての前進が難
しくなるのでは」と釘を刺す。一方、保全型エリアの想定地区で別荘開発を計画するシル
ビア・タン代表は「森林保護に向けた政策を尊重する」と理解を示す。宿泊施設を含むク
ラブハウスを建設予定だが、新ルールに沿う形で「デザインの一部を変更する準備はでき
ている」と話す。規制強化で見込まれる「変動」をビジネスチャンスと捉えるのは、外国人
向けの別荘建設を手掛ける建設業者。「大型ホテル新築が難しくなるならば、高級戸建て
別荘群という開発スタイルが広がるかもしれない」と話し、新たな商機に期待を寄せる。
策定の行方が注目される新ルールは、早ければ22年夏から施行予定。施行時点で未
着工の物件に適用される見込みだ。



（提供：建通新聞社）

　東京五輪会場の辰巳国際水泳場をアイスアリーナに転用へ
　―味の素スタジアム屋内施設はパラスポーツトレセンに

東京都オリンピック・パラリンピック準備局は東京五輪の会場となった施設の後利用で、
東京辰巳国際水泳場を「東京辰巳アイスアリーナ（仮称）」、味の素スタジアムの屋内施設
を「東京都パラスポーツトレーニングセンター（仮称）」に転用する。改修に向けてそれぞ
れ2021年度に実施設計に入り、アイスアリーナは23年度の着工、25年度の開業を目
指す。パラスポーツトレーニングセンターは22年度の工事と同年度内の開業を予定して
いる。
東京辰巳国際水泳場の所在地

は東京都江東区辰巳2丁目8の10
（敷地面積2万2,772㎡）。規模
はＲＣ一部ＳＲＣ造、地下2地上
3階、延べ2万2,319㎡で、1993
年に完成した。東京五輪では水球
の競技会場になった。
東京五輪の水泳競技会場として
東京アクアティクスセンターを新築
したため、別の機能を持つスポーツ施設としての後利用を検討。都内に数が少なく、利
用ニーズも高いアイスリンク施設へと改修し、都内で初めて通年利用できるようにする方
針を19年3月に決めていた。
施設運営計画の中間まとめによると、1階にメインリンク（60ｍ×30ｍ）とサブリンク

（47ｍ×17ｍ）を配置。観客席は固定席を約3,500席、仮設席を約1,500席設ける。
2階には会議室やカフェ、売店などを整備する。メインリンクはフィギュアスケートやアイ
スホッケー、ショートトラック、カーリングなどの競技大会の会場として活用し、サブリン
クは都民が日常的に利用できる場とする。
一方、味の素スタジアム（東京都調布市西町376の3）の屋内施設は東京都パラスポー

ツトレーニングセンターに転用し、パラアスリートが継続的に練習できる拠点とする。対
象施設の延べ面積は6,195㎡で、体育室や集会室などを設けている。2000年に完成し、
19年度にはバリアフリー対応の改修工事が完了している。
中間まとめでは地下1階に▽体育室（744㎡）▽トレーニング室（520㎡）▽多目的室

（186㎡）―などを配置。地上1階に▽小体育館（82㎡と123㎡の2カ所）▽集会室（86
㎡を3室）▽多目的スタジオ（127㎡）―などを整備するとした。
現在は新型コロナウイルス感染症の「酸素・医療提供ステーション」として使用している

ため、状況を見ながら22年度に改修工事を実施していく。

アイスアリーナは国際大会も可能な会場に
（出展・施設運営計画の中間まとめ）



協議会ニュース


