


　雇用情勢が不安定な今こそ通年雇用化を
　―通年雇用助成金の活用で安心して働ける環境づくり

新型コロナウイルス感染症拡大により、道内の雇用情勢は依然として不透明感が漂っ
ている。北海道労働局が10月29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0.98倍と前年同月（0.95倍）に比べ0.03㌽上回り、６月以降4カ月連続で前年同
月を上回った。その一方、新型コロナウイルス感染症拡大前の2019年9月と比べると
0.28㌽低く、求職者の増加が続いていることもあり、北海道労働局は「新型コロナウイル
ス感染症が雇用に与える影響を一層注視する必要がある」と指摘する。
建設業の求人数は、前年同月比8％増と依然として人手不足が解消されていない。職
種別有効求人倍率は、型枠大工・とび工と土木・測量技術者が6倍を記録。建設・土
木作業員も4.97倍と他産業と比べて高い数値となっている。新型コロナウイルス感染症
拡大で求職者が増えている状況であっても、建設業における人材確保は解決に至ってい
ないのが実情だ。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、2021年9月16
日以前から雇用関係にあり、
22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、21年12月16

日から22年3月15日の間
に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る。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（21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。
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。



　通年雇用助成金活用企業インタビュー
　―確かな技術で顧客の信頼をつかむ
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来年で創業120周年を迎える、南区に本社を
構える老舗の造園業者。スペイン風邪を乗り越
え、新型コロナウイルス感染症の逆境もしなやか
に受け流す。その企業理念にあるのは『誠実一路』
の言葉。「既存の顧客に対して、誠実に仕事で応
えていくこと。120年の歴史の中で、古くからの
顧客がいなくなってしまうこともありましたが、そ
のたびに新しいお客様を迎えられたのは、確か
な技術で信頼をつかんできたから」と胸を張る。
同社では、数年前から公共事業に頼らない企
業経営にシフトした。抽選入札の多発も理由の
一つだったが、少ないパイを大手企業と競合し
ていくことに未来を見いだせなかったからだとい
う。「私たちは技術で勝負していく」。同社の従
業員の平均年齢は40代中盤と造園業では若く、
とりわけ主力の造園部には30代の職人が多く在籍する。大きくかじを切ったのは、この
若手職員たちの成長を見込んでの判断だった。
そのため、人材の定着、育成には人一倍の気を遣っているという。採用時に重視するの
は福利厚生のアピール。「45歳以下の世代は、家族や自分のために時間を使えることを大
切にしている。その価値観をしっかり受け止める」ことが人材確保の秘訣（ひけつ）と明か
す。繁忙期であっても、子どもの行事などに合わせて休暇が取得できるよう職場全体でバッ
クアップするなど、持ち前のチームワークで難題を克服している。
変形労働時間制を採用し、冬季の除雪業務に従事する場合は、完全週休3日制となるの

もアピールポイントだ。
近年は、コロナ禍もあって飲食業など他産業からの求職者も増えた。そのため、資格
取得や各種研修の参加は、事故防止の観点からも重要性を増している。ただ、働きなが
ら育てる負担は中小企業にとって重荷であり、企業努力の必要性を認めつつも、正社員
のスキルアップに対する各種助成の拡充を訴える。また、造園系の資格であっても、施
工管理と伐採の資格では従事できる仕事が異なるため、会社が求めている資格を、求職
者に情報提供できる仕組みも必要と考える。
通年雇用助成金を活用し、2017年に従業員1人を通年雇用に切り替えた。本人の働

く意欲が高く、これからも必要な戦力になると感じたからだ。「経営における人材確保の
優先順次は高いので、人材の定着、育成につながる情報は常にリサーチしています」。



　通年雇用助成金活用企業インタビュー
　―職人に終わりなし、飽くなき向上心が企業成長の
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道内屈指の宮大工集団。創業以来、神社仏
閣の新築・修繕をはじめ、伝統技術を生かした
注文住宅を手掛け、多くの顧客から称賛と感謝
の声が送られてきた。所属する宮大工は30代が
中心と非常に若く、職場には活気があふれる。こ
の好循環は、技術に対する自信が生み出してい
ると明かす。「職人は常に自分のスキルを上げた
いと考える生き物。うちの職人は自信があるから
堂々としている。我々が手掛けた家は、50年後
に文化財になる。本気でそう思える仕事ができる
のが、我々の最大の武器です」。
「うちに入社するには、高い技術が必要」と言
い切る。職人は10代から技術の習得が必要と
考えており、新卒なら高等技術専門学院などで
技術を習得した人物、中途採用であればより高
度な技術力を求める。入社後も厳しい競争の中で脱落し、辞めてしまう人もいる。だが、
この技術力こそが同社の武器であり、他社にはない特徴と自負する。
職人が、技術向上に集中するための環境づくりには余念がない。大工の世界では
珍しく、道具の半分は会社所有で、購入費の援助もする。賞与は年4回支給し、給
与面でも成長と成果を感じてもらう。失敗は個人に押しつけず、気づけなかったチー
ムで責任をとるよう指導する。「職人がいかに技術を磨こうと、一人でできることは少
ない。昔の職人と違い、今の職人は会社、チームでの行動が基本」と、新たな職人
像を描く。
経営者の仕事は、チャンスを与えることだと話す。「チャンスを与えないとスキルは上
がらないが、自分ではなかなか気付くことができない。こちらが仕向けてあげることが大
切」。もう一つの仕事は、魅力を伝えること。「一昔前は、和風建築は見向きもされなかっ
た」と苦笑いするが、現在はインバウンドが追い風となり、日本の魅力を日本人が気付き
はじめていると感じる。「大手ではできない、伝統と確かな技術で造り上げる一流の仕事
を、お客様に提供し続けていきたい」と目を輝かせる。
大工だった父の姿を見て育ってきた。当時の大工は、仕事がなくなる冬季は別の仕事

に就いたり、失業保険で生活するなど、技術の研さんすらままならない環境だったと振り
返る。所属する職人の多くを通年化している背景には、少年時代に見た職人たちの苦労
の姿があった。



長寿企業の取り組みを伝える遠藤氏

選手時代を振り返る清水氏

　中小建設業者を対象に経営基盤強化講演会を開催
　―金メダリストの清水氏らが企業づくりテーマに

建設業チャレンジ支援センター（事務局・東京商工リサーチ北海道支社）は11月11日、
札幌市内のアスティ45で経営基盤強化講演会を開いた。ウェブ参加を含め、札幌市内
の建設業経営者ら約150人が参加。強い企業づくりをテーマに、特定社会保険労務士
の遠藤起予子氏、元スピードスケート選手の清水宏保氏が講話した。
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（代表・秋元克広札幌市
長）から委託を受け、通年雇用促進に向けた経営支援等の事業を展開。今回の講演会も、
経営支援の一環として企画・開催した。
第一部のセミナーでは、特定社会保険労務士の遠藤氏が経営のポイントを伝授。長
寿企業の共通点を説明しながら、「好循環を生むには、対話や目標の共有化など、複
数の要素を整える必要がある。結果を求める
あまり、この要素を軽視してはならない」と話
した。
第二部の講演では、長野五輪金メダリスト

の清水氏が、建設業経営者だった亡き父との
思い出、選手時代の葛藤、父と同じ経営者と
して奮闘する現在までの半生を紹介。選手時
代に培った経験から、「客観的に物事を考える
習慣が大切。苦しいトレーニングも、その先を
見ているから耐えられる」と述べ、組織運営でもビジョンの共有と具体化が重要と説いた。
―無料相談は2022年3月末まで
同センターでは、札幌市内建設事業者の経営に関する無料相談に2022年3月まで対

応する。社会保険労務士、行政書士、税理士
らの専門家による個別のアドバイスが受けられ
るもので、通年雇用助成金をはじめとした各
種助成金の紹介に加え、建設業許可申請、人
材採用、新規事業参入、現場の効率化、事
業承継、経営診断、税務申告など、経営全般
に関する相談など、幅広く対応している。
利用時間は午前9 時から午後5 時まで（土

日祝、年末年始を除く）。相談は電話やＦＡＸ、
Ｅメールでの事前予約を勧めている。問い合わせは、同センター事務局（電話：011-
213-1647、FAX：011-213-1648、E-mail：sapporo-kisetsu@tsr-net.co.jp）まで。



ＪＲタワーの隣に道内最大級のビルが建設される

　北5西1・2再開発ビルの特定代行者に清水JV
　―北4西3再開発は事業協力者に鹿島が内定

札幌駅交流拠点北5西1・西2地区市街地再開発準備組合（理事長・吉岡亨札幌市副
市長）が、ＪＲ札幌駅東側で計画する再開発ビルの特定業務代行者として、清水建設（本
社・東京）・伊藤組土建（本社・札幌）・岩田地崎建設（同）・札建工業（同）・泰進建設（同）
共同体を選定した。今後、契約を締結する見通し。再開発ビルは、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。
特定業務代行者は、保留床処分に関する責任を負うことを前提に施工業務を担う。主

な業務内容は実施設計への技術協力や建築物の工事施工、保留床取得などがある。構
成員のうち1社以上は札幌市内に建設業許可の主たる営業所があることなどを要件に設
定している。

再開発ビルは地下4地上46階、Ｓ一部ＳＲＣ造、延べ約39万5,000㎡の規模を見
込む。西1丁目街区に高層棟を配置する計画で、最大高さは約250ｍに上る見通し。
隣接するＪＲタワーを上回り、道都・札幌の玄関口にふさわしいシンボル性の高い拠点
創出を図る。
配置計画を見ると、西1、西2街区にまたがる基壇部にはバスターミナル機能や商業
施設、地下には駐車場などを設け、西1街区の高層棟には上層にオフィスや宿泊施設を
配置する。
同準備組合は札幌市とＪＲ北海道、同社グループ企業で構成。都市みらい推進機構

に委託して特定業務代行者の選定作業を進めていた。
同じく、札幌駅前で計画されている北4西3街区での再開発の事業協力者には、鹿島

（本社・東京）が内定したもようだ。2022年春ごろにも、特定業務代行者の選定を進め
る見通し。道都・札幌の顔となる2大再開発ビルを請け負う施工業者の全貌が見え始め
ている。



　進む木造化（下）
　―コンクリートから木へ、道内経済への好循環も期待

中高層建築物の木造化に向けてゼネコンなどの技術開発や、国の制度整備が進む。
民間事業者の間では耐火性、強度、コストといった課題解決のための研究開発が続き、
10月1日からは、民間に対する支援を打ち出した建築物木造化に関する改正法が施行さ
れた。制度・技術の両面から木造化に追い風が吹くほか、道内木材産業への波及効果
にも期待が高まる。（vol.5―6で2回連載・最終回）
■ゼネコン各社がしのぎを削る技術開発
「前例のない『高層・純木造・耐火』に挑戦する」－大林組（本社・東京）木造・木質化
建築プロジェクトチームの藤生直人部長はそう意気込む。横浜市内で新築中の研修施
設（地下1地上11階、延べ3,620㎡）では、同社の最新技術が導入されている。
筆頭は耐火技術だ。構造部分に「オメガウッド（耐火）」を適用。ＬＶＬ（単板積層材）

による大断面材に石
こうボードで被覆、
さらにその外側の燃
え代層を木材で仕上
げた3層構造とした。
特 に1階 柱 は、3時
間の燃焼にも耐えら
れる仕様を誇る。
そして耐震性。Ｒ
Ｃ造と同じスパンで
高層化するためには、
梁（はり）と柱の接合
部を高耐力化しなけ
ればならない。そこ
で金物を使わずに柱
と梁が一体化したＬ
ＶＬ剛接十字仕口ユ
ニットを開発。ユニットと免震構造が合わさり、高い耐震性を実現する。床はＣＬＴ
（直交集成材）の耐火性能を高めるメンブレン工法で施工した。
2020年3月に着工し、木造躯体は今年6月に上棟。現在は22年3月の竣工を目指
して内外装の仕上げが最盛期を迎える。木材使用量は1,945㎥。20年度に国が整備
した公共建築物の木材使用量の4割弱に相当する。
近年は業界全般に、デベロッパーからの木造・木質化に対するニーズも多く、各社
は研究開発を重ねている。

大林組の純木造研修施設のイメージパース（提供・大林組）



同社が1990年代以降に木造を取り入れた施設は、木質化やハイブリッド木造を合
わせて19件。検討・計画段階の物件を含めると31件に及ぶ。木造を望む声に応える
方針だが、純木造だけにこだわるのではなく、培われた技術をハイブリッド木造建築
などに生かしながら、ニーズに沿う建物を建てる考えだ。
■国も後押しする木造化による脱炭素
技術の進歩が法も動かし始めた。10月1日、「公共建築物木材利用促進法」改正法

が施行された。施行後約10年で、耐火・耐震性など木材利用に関する技術革新が図
られたことを受け、掲げていた木材利用推進の対象を従来の公共建築物から、民間建
築物まで拡大する。法律名に「脱炭素社会の実現」を盛り込むなど、木造化による脱炭
素を大きく打ち出している。

国、地方公共団体などと協定を結ぶ民間事業者の木材利用などに対し、技術的な情
報提供をするほか、国が財政上の配慮をする仕組みを新設。デベロッパーなど建築主
が対象に想定されていて、林野庁担当者は「国と協定を結ぶことで対外的にアピール
できる。ＥＳＧ投資などの資金獲得にもつながるのでは」と考えている。
木材利用を促進するためには、安定的な需要と供給体制確保が不可欠だ。林業・木
材産業事業者らが協定に参画するケースも考えられ、建築主とそれらの事業者がつな
がれば、需要把握や安定的な供給先確保による道産材生産力向上・雇用確保など、道
内山間地域への波及効果も見込める。
ＣＬＴ生産を手掛ける協同組合オホーツクウッドピア（主たる事務所・北見）は、
19年にＣＬＴ増産に向けた設備投資をし、道内の中高層木造建築に関わってきた。
中根幹成理事長は「国の方針もあり、非住宅にＣＬＴを活用したいという打診が届き
始めている。今後さらに木材利用が活性化するのでは」と期待する。近い将来、街並
みから道内産業まで「木」を取り巻く環境が一変するかもしれない。



幼保連携型認定こども園整備が旺盛だ

　札幌市内で幼保連携こども園への移行が増える
　―背景に保護者ニーズ、課題は保育士らの確保

共働き世帯の増加などで、待機児童が社会的な課題となる中、札幌市は2018年から
4年連続で待機児童ゼロ（4月1日時点）を達成した。老朽化した幼稚園などの改築に合
わせた幼保連携型認定こども園への移行が旺盛で、保護者のニーズを満たす。一方、保
育士や幼稚園教諭の人材不足などの課題が見え隠れする。
市内ではここ数年、幼稚園からの移行を中心に私立の幼保連携型認定こども園が増加。
15年4月の17園から、21年4月には74園に上った。国も整備費の4分の3を補助す
る制度を設け、認定こども園整備に取り組む。15－20年度に改築の補助を受けた35
園のうち、6割に当たる21園が改築に合わせて幼保連携型認定こども園への移行を選択
した。
そうした中、「単に認定こども園

を増やせばいいという話ではない」
と指摘するのは北海道私立幼稚園
協会副会長の前田元照氏。一番の
課題は保育士や幼稚園教諭の人手
不足だ。北海道労働局がまとめた
8月の札幌圏での保育士・福祉相
談員など（フルタイム）の有効求人
倍率は2.63倍に上る。前田氏によ
ると、人手不足により実際の受け入れ可能人数が施設定員に満たないケースがあり、施
設整備が進んでも法人側が対応しきれていない現実があるという。
保護者側のニーズは認定こども園に集中している。市がまとめた9月1日時点のデータ

では、認定こども園の入所率は10区中7区で100％を超過し、54.4％の施設が定員を
超える人数を受け入れている。一方、保育所の定員超えは39.6％にとどまり、55.6％の
施設が定員割れを起こしている。前田氏は「保育ではなく、0歳から子どもに『教育』を受
けさせたいという保護者が増えている」と説明。幼保連携型認定こども園なら幼稚園と保
育園に別々で通うきょうだいが同じ施設で受け入れられるなど、子どもに安定した環境を
提供できるのも人気の理由だという。
人材養成校の対応も進む。市内で保育士・幼稚園教諭育成の専門学校を運営する学
校法人三幸学園（本部・東京）は、高まるニーズを受け、新校舎を建設する考えだ。同法
人は、22年度入学定員を40人増員して160人とする。担当者は「出願者数は増加傾向。
さらなる定員増や教育内容をより充実させるため、校舎新築を検討している」と明かす。
ただ、定員を充足する養成校は限られていて、依然として人材面で課題が残る。保育・
幼児教育は「人」によって成り立つ。施設造りと人づくり、双方の足並みをそろえる必要が
ある。



　札幌市の2021年度上半期成績評定がまとまる
　―工事平均は0.7点増の77.3点

札幌市は、2021年度上半期（4－9月）に竣工検査した工事251件の施行成績評定結
果をまとめた。全業種の平均は77.3点で、前年度同期
を0.7点上回った。土木系は77.1点で0.1点上昇し、営
繕系も77.9点で2.9点アップした。最高点は、新川処理
区Ⅵ－1000北8条西13丁目ほか下水道新設（杉原建
設）の91点となっている。
設計金額500万円以上の工事が対象。工事費平均は
7,224万8,000円だった。内訳は、土木系が前年度同期よ
り6件少ない195件。営繕系は56件で、建築が同数の20
件、機械が10件増の22件、電気が3件増の14件だった。
土木系は最高点が91点、最低点が64点。杉原建設は
91点の最高点工事のほか、上白石橋耐震補強で90点を
獲得した。
点数分布を見ると、85点以上は1.9㌽縮小の2.1％、75
－79点が1.4㌽減の51.8％とした一方、80－84点が21％
で3.1㌽、70－74点が24.1％で1.2㌽
それぞれ拡大した。主な工種別の平
均点は道路80.7点、街路81.4点、公
園77.7点、下水管路77.1点など。道路
維持管理は10区平均で78点だった。
営繕系は最高点が86点、最低点
が62点。平均は建築が75.7点で1.1
点、機械が79点で4.1点、電気が79.2
点で3.6点それぞれ上昇した。最高点
は札幌コンサートホール改修冷暖房
衛生設備（ふじ研究所）と、札幌コン
サートホール改修空調設備その1（池
田煖房工業）だった。
点数分布は、85点以上が皆増の
7.1％、80－84点が29.2㌽増の33.9％、
75－79点が14.7㌽減の41.1％、70－
74点が18.8㌽減の16.1％、69点以下が
2.9㌽減の1.8％と高得点域に分布が推
移している。



ＨＴＢ旧社屋

完成予想パース

　ＨＴＢ跡分譲マンションを砂子組に依頼
大京（本社・東京）と土屋ホーム不動産（同・札幌）は、北海道テレビ放送（ＨＴＢ）旧
社屋駐車場跡地に新築する分譲マンションの設計施工を砂子組に依頼した。11月上旬
に着工、2023年夏の完成を目指している。
ＲＣ造、15 階、延べ 7,229㎡の規
模で、91 戸を設ける予定。駐輪場も
設置する。
建設地は札幌市豊平区平岸 4条 13
丁目 55の敷地 2,067㎡。白石藻岩通
に面し、周囲にはマンションなどが立
地する。地下鉄南北線南平岸駅から徒
歩圏だ。
りんご坂通を挟んだ東側の旧社屋な
どがある敷地 7,961㎡については、土
屋ホーム不動産が戸建て分譲を計画し
ている。

　ＨＢＣ跡ビルの施工者は大成建設に決定
エヌ・ティ・ティ都市開発（本社・東京）は、仮称・札幌ＨＢＣ跡地計画の施工業
者を主体、設備一括で大成建設（同）に決めた。2023 年度末ごろの完成を目指す。

Ｓ一部ＳＲＣ造、地下 2地上 26
階、延べ 6万 839㎡の規模で、地
上からの高さは 110 ｍになる。26
階建ての北棟と7階建ての南棟の 2
棟構成で、北棟は 1階を災害時に
一時滞在できるアトリウムとする予
定。3－ 16 階はオフィスで、17 －
26 階はホテルとする。17 階はホテ
ルのラウンジや一般客も利用できる
レストラン、19－ 26階が客室だ。
南棟は、地下を北 1条通地下歩
行空間と接続する。このほか、敷地
中央に立体駐車場も設置する見通
し。設計は久米設計（同）が担当した。

建設地は札幌市中央区北 1条西 5丁目 1の 4の敷地 4,606㎡。道庁や札幌グランド
ホテルなどが近い。



アプトフォー商店街上空から見る駐車場兼広場と新庁舎

　網走市が新庁舎建設を2022年7月入札へ
　―老朽化した本庁舎・西庁舎を統合移転

網走市は、新庁舎建設の基本設計をまとめた。ＲＣ一部ＰＣ造、5階、延べ6,399
㎡の規模で、設備と外構を含めた本体の概算工事費は税込み42億5,700万円。2022
年7月にも建築、電気、機械、外構に分けて指名競争入札し、9月に着工する見込み。
24年6月に完成、10月の供用を目指す。
耐震基準を満たさない本庁舎と西庁舎を、一体的に網走市南5条東1丁目10へ移
転改築する計画。ＮＴＴファシリティーズ（本社・東京）が22年3月を履行期限に基本・
実施設計を進めている。
建設地は、北側が市道南4条通線（アプトフォー商店街）に面した金市館ビル跡地で、

南5条通線を挟み、南側
が国道244号に沿う市有
地。南5条通線を廃道し
て全体で敷地面積4,803
㎡とする。
北側区画は、駐車場兼
イベント広場とし、来客
用駐車場72台分を確保す
る。公用車用は南側区画
と合わせて13台分。西側
にはキャノピーを設けて
商店街と新庁舎をつなぐ。
南側区画に庁舎を建設
する。構造は、基本がＲＣ造で、執務空間などロングスパンの箇所にＰＣ造、議場屋
根にＳ造の梁を通す。外観は、1階の壁面にれんがや石材など質感の高い材料を配置
し、2階より上はコンクリートの堅固さに加え、垂直に伸びる窓のガラスに透ける木
目調の内装材で親しみを与えるデザインとする。内装材には網走産を活用していく。
1、2階には市民窓口を有する各課を配置。3－4階は都市整備課や総務防災課など
事務と災害対応の中枢を配置。5階は市議会関連が入り、議場は議席が可動して災害
時に一時避難スペースとして活用できる。屋上はペントハウスで、電気室などを収容。
屋上に設置する非常用発電機は、地下タンクから供給される灯油で稼働し、外部電力
が途切れても72時間庁舎機能を確保できる。屋根は無落雪型を採用。太陽光パネル
を設置し、外断熱工法や導入検討を進める地中熱などと併せてＺＥＢ　Ｒｅａｄｙ認
証を目指す。



　東京海上日動ビルを木造ハイブリッド構造で建て替え
　―世界最大規模の木造超高層オフィスビルを構想

東京海上ホールディングス（本社・東京）と関連子会社の東京海上日動火災保険（同）は、
東京海上日動ビル本・新館の一体的建て替え計画について、新本店ビルを木造ハイブリッ
ド構造による高さ約100ｍ、延べ面積12万㎡超とするコンセプトをまとめた。2022年
10月に既存解体に着手。24年度にも本体工事を開始し、28年度の完成を目指す。完
成後の建物は、東京海上日動火災保険が保有する。
本館を建設してから45年以上が経過しており、災害対応能力や環境性能を強化するた

め、新館と一体的に建て替える。
新本店ビルの規模は木造ハイブリッド構
造、地下3地上19階、延べ12万5,000㎡。用
途は事務所、駐車場。
コンセプトをみると、新本店ビルには免震
構造を採用。浸水対策や非常用発電機の設
置により事業継続性を確保する。災害時の帰
宅困難者の受け入れを想定し、エントランス
ホールなどの屋内スペースを設ける。
また、国産木材を積極的に利用する。柱や
床などに前例のないレベルで国産木材を使

用し、世界最大規模の木造ハイブリッド構造による超高層オフィスビルの建設を目指すと
いう。木材には利用期を迎えた国産木材を用いることで、造林・伐採・利用・再造林のサイ
クルを支援。山林の保全や水源の涵養（かんよう）、地方経済の活性化などにより循環型社
会の実現に貢献する。
電力は再生可能エネルギーの100％導入を検討する。屋上などの緑化を積極的に進

め、生物の耐用性の保全とヒートアイランド現象の緩和を図る。雨水の雑用水利用や水の
循環システムも導入し、ＬＥＥＤの最高レベル取得を予定している。
設計はイタリアのレンゾ・ピアノ・ビルディング・ワークショップ・ＳＡＳと三菱地所設計

（同）が担当する。
1974年に完成した既存の本館の規模は、地下5地上25階、延べ6万2,695㎡。設計は前
川建築設計事務所（同）、施工は竹中工務店（同）などのＪＶが担当した。歴史的価値を後世
に伝えるため、今後、記録調査と継承方法の検討を実施する。新館は地下4地上16階、延べ
5万2,620㎡。三菱地所（同）が設計し、竹中工務店などのＪＶの施工で86年に完成した。
所在地は東京都千代田区丸の内1丁目2の1で丸の内エリアの行幸通り沿い。敷地面積

は約1万㎡。 （提供：建通新聞社）

東京海上日動ビル本館・新館（中央の2棟）
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