


　札幌市が新たな2030年度冬季五輪・パラ概要案を公表
　―19年試算から施設整備費を最大600億円圧縮

札幌市は、2030年大会の招致を目指す冬季五輪・パラリンピックの新たな大会概要
案を発表した。開催経費（大会経費と施設整備費の合計額）は2,800―3,000億円を試
算し、19年試算と比べ最大で900億円削減した。競技会場から宮の森ジャンプ競技場
と円山総合運動公園が外れ、既存の月寒体育館を活用。非競技会場を含めて会場数は
1カ所減の17カ所となった。建て替えは月寒体育館と市営住宅月寒団地の2カ所で、改
修が11カ所、仮設のみが4カ所を予定する。これらの施設整備に800億円、仮設費に
600億円を試算。施設整備費は施設所有者、仮設費は組織委員会の負担を想定する。
札幌市は、3月までに道民を対象とした意向調査などを実施する予定だ。
■札幌らしい持続可能な開催モデルに
開催経費の試算結果が発表されるのは今回で3回目。26年開催を前提とした2016年
11月発表時が4,500億円、30年開催の19年7月が3,100―3,700億円、今回が2,800

―3,000億円と推移してきている。今回発表の大会経費は2,000―2,200億円で、内訳
は仮設費600億円、その他運営費1,200―1,400億円、予備費200億円。仮設費は増
減なしで、その他運営費は300―500億円の削減。予備費は新型コロナウイルス対応な
どの名目で新たに設けた。
施設整備費は800―1,400億円（19年時）としていたが、最大600億円削減して800
億円に設定。これにより市の負担分は400―600億円だったが、450億円に見直された。



新月寒体育館のイメージパース

秋元克広市長は「今後も見直しするなど、準備段階からコスト意識を持つことで、持続
可能な五輪・パラリンピック開催モデルを目指す」と強調した。
■新月寒体育館に390億円、選手村整備に240億円
整備費を見ると、新月寒体育館は390億円、大倉山ジャンプ競技場は100億円、市
営住宅月寒団地建て替えなどを含む選手村は240億円と算出。改修予定では白旗山競
技場に50億円、つどーむに30億円、開閉会式会場などの札幌ドーム周辺に40億円を
試算している。仮設のみとする国際放送センターの新展示場は70億円、メインプレスセ
ンターは10億円を見込む。
月寒体育館は、2030年頃
の更新時期を見据えた再整備
計画が進行中で、札幌ドーム
周辺に建設する方向で検討が
進んでいる。開催時には、新
施設をアイスホッケー会場、既
存の月寒体育館をカーリング
会場として活用する。
選手村として利用する市住

月寒団地建て替えは、道開発
局月寒庁舎（月寒東2条8丁目
580の111他）がある国有地3
万㎡を建設予定地として利用できるよう、札幌市が財務局に要望している。月寒庁舎が
南区真駒内に移転後、26年度に財務局に引き継がれる予定で、招致が決まれば、定期
借地権利を活用した貸し付けか、売り払いによる提供を受けることを想定している。
国際放送センターは、アクセスサッポロの後継施設として旧道立産業共進会場用地に
整備する新展示場を活用。年度内に策定する整備基本計画で、施設の規模や機能、整
備手法などが示される予定だ。
このほか、宮の森ジャンプ競技場の使用をやめ、ラージヒルがある大倉山ジャンプ競
技場にノーマルヒルを併設して競技場を一本化。ノルディック複合とクロスカントリーの
円山総合運動公園は、クロスカントリーのみだった白旗山競技場に集約する。いずれも
改修で対応する。
■市民説明、道民意向調査を実施へ
札幌市では来年1月から市民への説明の場を設けるほか、3月までに道民への意向調
査を行う予定。秋元市長は、この意向調査だけでなく、波及効果が見込まれる他自治体
の意向も踏まえて判断したい考えで、道内全体で開催機運を高めたいと強調する。
また、将来的な費用負担や開催後の施設利用に関する不安の声については「不安の払
拭に努めるとともに、五輪と連動した将来のまちづくりの在り方についても、しっかりと説
明し、市民・道民の共感を得たい」と話している。



西区八軒にある動物管理センター本所

北区篠路町福移の支所。集約後も火葬施設は運用する

　動物愛護センター新築、道産木材を利用
　―既存施設を北22条に移転集約、動物行政の拠点施設に

札幌市は、2022年度から2カ年で新築する仮称・動物愛護センターについて、主体
を早ければ来夏に公告する見通しだ。新施設はＷ造、2階、延べ1,000㎡の規模。構造
や内装に道産木材の利用を想定し、エネルギー消費量を50％以上削減するＺＥＢ　Ｒ
ｅａｄｙの達成を目指す。また、動物愛護の普及啓発を進める場として、施設内に定員
100人ほどの多目的ホールを設ける考えだ。
市は、八軒と福移の2カ所体制である動物管理センターのうち、事務管理部門と動物
保護管理部門を集約し、動物愛護部門を新たに加えた拠点施設を新設して、動物行政

の機能強化を図りたい考
え。建設地は本所の隣接地
である札幌市中央区北22
条西15丁目で、敷地面積
は約2,000㎡。
当初、ＲＣ造で構想して
いたが、主体の設計を手掛
けるアトリエアク（本社・札
幌）の提案内容がＷ造だっ
たため、それを基に設計を
進めている。
構造や内装に道産木材を
利用するため、住宅に用い
られることが多い在来工法
を採用し、市場に多く流通
している木材を使用する。
道産木材は針葉樹をメイン
とする。
主体のほか、電気・機械設
備などを含めた概算工事費
は5億円としている。
新施設は1階に犬、猫そ

れぞれの収容室や屋内運動場、処置・検査室、検疫室などを配置。2階は、動物愛護
部門に関連する機能を配置し、相談室や展示・講習会などに利用できる多目的ホールを
予定する。
建物中央は吹き抜けとし、2階から収容室や屋内運動場の様子が見える造りとするほ
か、屋外には運動スペース、駐車場を設ける。



　豊平川水道水源水質保全で管理センター設備新設へ
　―総事業費290億円で進捗率は61％

札幌市水道局は2012－26年度を期間に進めている豊平川水道水源水質保全事業
で、22年度以降、管理センター（放流調整池）新設に伴う機械・電気設備のほか、施
工中の分水井内部への小型水力発電装置設置などを順次発注する見通しだ。総事業費
は290億円を試算。事業費ベースの20年度末進捗率は61％となっている。
豊平川水道水源水質保全事業は、市内全体の給水量の8割を担う白川浄水場に、ヒ
素などを含む湧水が取り込まれないよう、南区定山渓温泉東2丁目121の玉川橋取水堰
から白川浄水場までを結ぶ全長約10㎞の導水路を通す計画。また、バイパスした河川
水のヒ素を放流前に一定程度除去するため、下流側に管理センターを設置する。
これまでに、山
間部を含む約10
㎞の導水路をはじ
め、玉川橋取水
堰や白川浄水場
に隣接する管理セ
ンター側の斜面管
路、放水口の新
設を完了。施工
中を含めた工事の
契約金額は197
億4,391万円に上
る。
21年度は管理

センターや同セン
ター隣接地での合
流井、分水井の新設、定山渓接合井、取水堰の場内整備に取り組んでいる。分水井内
部には、取水堰からの標高差を生かした出力500kW台の小水力発電設備を設置する見
込み。取水堰の場内整備は年度内、定山渓接合井は22年度、管理センターは24年度、
合流井と分水井は25年度の完成を目指している。
22年度からは、ヒ素を凝集沈殿処理で除去する管理センターの新設に伴う配電盤をは

じめとする機械・電気設備のほか、ヒ素を高濃度で含む汚泥を乾燥させる天日乾燥床の
整備を順次発注する見通し。乾燥汚泥は道南のセメント工場でリサイクルする予定だ。
導水路は25年度に予定する試験運転を経て供用開始する。また、災害に備えて分水
井から白川浄水場までをつなぐ緊急導水管路の整備も同浄水場の改修に合わせて2カ年
で施工する考えだ。



大通西1街区にある旧ＮＨＫ札幌放送会館

　市役所移転先候補の旧ＮＨＫ会館の解体が始まる
　―カナモトホール含む街区全体での活用にも注目集まる

旧ＮＨＫ札幌放送会館の解体が始まり、2022年度にも市有地となる見込みだ。同会
館が立つ大通西1丁目街区は、カナモトホール（札幌市民ホール）を含めると1万1,600
㎡の広さ。秋元克広市長は、市役所本庁舎の移転候補地とすることを明言しており、街
区全体を使った開発が実現すれば、カナモトホールの移転新築などを含めた新たな大型
建設事業につながる可能性がある。
6月に供用開始した中央区北1条西9丁目の新ＮＨＫ札幌放送会館の敷地は市有地

で、旧施設の土地と交換する条件で市がＮＨＫに貸している。
今後の土地活用を考える上で、旧ＮＨＫ会館と同じ街区内にあるカナモトホール（Ｓ

造、4階、延べ6,022㎡、08年建
設）の在り方も大きな意味を持つ。
ホールは、07年に惜しまれつつも
解体された旧札幌市民会館の〝代
替施設〟として整備され、後継施設
のさっぽろ創世スクエア・札幌文
化芸術劇場ｈｉｔａｒｕ完成後も
市民の文化活動を守ってきた。以
前から札幌文化芸術劇場供用後の
在り方が議論されていた。
カナモトホール、札幌文化芸術
劇場、札幌教育文化会館の大規

模ホール3館は、コロナ禍以前はいずれの施設も土日の稼働率が9割に上っていた。19
年度に市が実施した需給調査でも、イベント主催者から引き続き3館体制を求める声が
多く寄せられている。
人口予測も踏まえてホールの利用状況を予測した場合、40年ごろまでは同規模のニー

ズを見込む。調査した市民文化局は、3館体制を維持したい考えだが「カナモトホールに
こだわっているわけではない」とし、大通西1丁目街区の活用方針によってはホールの移
転新築もあり得る状況のようだ。
市役所本庁舎は、14年度の市議会で耐震面の脆弱（ぜいじゃく）性が取り上げられた。
当時の答弁によると、震度6強の地震が発生した場合、倒壊はしないもののコンクリート
壁のひび割れや柱、梁への被害が生じる恐れがあり、業務継続に支障が出ることも危惧
されるとしている。これを受け、秋元市長は17年度の市議会で旧ＮＨＫ札幌放送会館
がある大通西1丁目街区を「本庁舎移転新築の候補地とする」と明言した。現段階で、大
通西1丁目街区以外に庁舎移転候補地はないことから、創世1・1・1区（さんく）の一角
を担う同街区の行方が注目される。



西岡福住地区センターから北西側を見た様
子。路線バスや通行者も多く、流れが悪い

　福住桑園通と水源地通の渋滞対策で交差点部拡幅へ
　―右折車線を追加・新設、早ければ2023年度着工

札幌市は、豊平区西岡の福住・桑園通と水源池通の交差点部拡幅を計画している。
朝夕のラッシュ時に渋滞が発生しているため、右折車線を追加・新設し、交通の円滑化
を図る。年度内の都市計画決定を目指していて、2022年度の用地買収、詳細設計など
を経て、早ければ23年度の着工を見込む。
札幌圏都市計画道路福住・
桑園通と水源池通の交差点
は、10年3月に策定した道央
都市圏の都市交通マスタープ
ランで骨格道路網（2高速、3
連携、2環状、13放射道路）
に位置付けている。
外環状道路の一部を構成

し、清田・白石・厚別区方面
と南区方面を移動する車両が
集中。朝夕は渋滞が発生し、
バス事業者や地域住民から対
策要望が挙がっているため、交差点部分を拡幅し、右折車線を追加・新設することで渋
滞緩和を目指す。
水源池通は幅員を23mから24.5mに、福住・桑園通は澄川側を20mから21.75mに

それぞれ拡幅する。
福住・桑園通の澄川側は右折台数が少ないが、対向車線の直進車両が多く、右折矢

印信号がないことや左折需要が多
いことから渋滞が発生。羊ケ丘側
は水源池通への右折交通処理に信
号現示を多く割き、左折需要が多
いため、左折車両の渋滞が生じて
いる。
こうした現状を踏まえ、澄川側に
右折車線を新たに設け、羊ケ丘側
は車線運用を変更する。水源池通
は真駒内側で右折需要が多く、1
回の信号サイクルでさばききれな
いため、右折車線を1車線から2
車線に増やす。



　2021年度の除雪費は前年度当初比2.9％減の214億円
　―週休日導入や待機補償率の引き上げなど実施

札幌市は、2021年度の除雪実施計画を公表した。除雪費は前年度当初比2.9％減の
214億400万円。一般用雪堆積場の労働環境改善に向け週休日を導入する方針で、21
年度は周知期間とし22年度から実施する考え。待機補償も見直し、労務費の補償率を
60％から100％に、機械損料を60％から70％にそれぞれ引き上げる。
除雪費の内訳は道路除雪費が5.2％減の164億3,600万円、雪対策関係費が5.4％
増の49億6,900万円。繰り越し分の流雪溝・融雪槽1億8,000万円、除雪機械8,100
万円は含めていない。
20年度予算は過去最大規模となったが、21年度予算は新型コロナウイルス感染症

対応に伴う一律のシーリング（要
求基準）に加え、近年の少雪傾向
を踏まえて編成したことから減少
した。ただ、気象状況や軽油単価
の上昇で予算不足も想定されるこ
とから、状況の変化を注視し、各
区土木部と連携して執行状況を細
かく把握するとしている。
今冬から、新たに一般用雪堆積
場で週休日を導入し、毎週日曜午
前9時から月曜午前9時まで閉鎖
する。上篠路、石狩新港西、澄川
南、有明第2、前田の5カ所は土
曜を週休日とし、日曜は開設する。
待機補償料率の引き上げは、人
材確保などの実態を考慮したもの
で、市内23地区の待機補償の平

均はこれまでの約56％から約78％に上昇する見込み。
バス路線の除排雪強化として、新雪除雪と同日中に小型ロータリーによる拡幅除雪
を87.1㎞で実施する。生活道路の新たな除雪方法検討では、作業の省力化などを目的
に取り組む計画的な路面整正の試行地域を、昨年の10区13地域から10区20地域以
上に拡大する。除雪作業日報作成支援システム構築は208台増の708台に拡充し、省
力化を推進する。
除雪延長は車道5,450㎞（6㎞増）、歩道3,046㎞（5㎞増）で計画。幹線排雪は1,379
㎞（1㎞増）、パートナーシップ排雪利用は2,070㎞（11㎞増）を見込む。雪堆積場は
一般用31カ所、市専用44カ所の計75カ所で、計画搬入量は2,637万㎥を想定する。



　再開発に連動し、さっぽろ駅真駒内方面にホーム増設
　―島式から相対式への変更で混雑緩和

札幌市は、北4西3地区市街地再開発事業に関連し、市営地下鉄南北線さっぽろ駅真
駒内方面のホーム増設を計画している。地下2階のホームと、北4西3街区の再開発ビ
ルをつなぐコンコースに改札を1カ所新設。地下1階は、コンコースを拡幅し、換気機
械室を新たに設ける予定で、こちらも再開発ビルと接続する。壁の撤去などを2022年度
から進め、23年度から本体工に入る見通しだ。
同駅は、乗降人員が1日平均5万7,000人（18年度）と市営地下鉄で最大だが、島式
ホームのため混雑が常態化している。30年度の北海道新幹線札幌開業や周辺再開発、
冬季オリンピック・パラリンピック招致により駅利用者のさらなる増加が見込まれる
ことから、ホームを増設して相対式ホームに改良することを計画している。

市まちづくり政策局が、11月12日開催の都市計画審議会で北4西3地区市街地再
開発事業に関連する同駅のホーム増設計画の概要を説明。延長約120mとしていた真
駒内方面専用ホームの幅員を約6ｍとする方針を示した。 
再開発ビルと連絡するため、地下2階のコンコースと増設ホームとの間に改札を1
カ所新設する予定。増設ホームの北・南側に階段とエスカレーターを設けるほか、現
行ホームにも北側階段と平行してエスカレーターを設置し、バリアフリー化とＪＲ方
面へのアクセス性向上を図る。
地下1階はコンコースにエスカレーターを新設するほか、ホーム増設に合わせて通
路幅を拡幅し、既存の駅事務室を移設。換気機械室の新設も見込む。
市交通局は総事業費を110億円、工事費を106億円とみている。22年度は地下埋
設物の処理を含む土木工事、現行ホーム東側の壁解体に取り組み、23年度の本体着
工を目指す。



　札幌市設計同友会が会員調査を実施
　―人材不足、抽選入札の多発などを問題点として指摘

建設コンサルタント63社でつくる札幌市設計同友会（竹田俊明会長）が会員アンケート
結果をまとめた。直面する経営上の問題に「人材不足」を挙げた企業が7割を超え、業界
が抱える深刻な状況が浮き彫りになった。札幌市の入札でくじ引きによる落札決定が多い
ことに関しては「問題がある」と考える企業が8割弱を占め、入札契約で市に望むことでは
「最低制限価格の引き上げ」「くじ引きによる落札決定の改善」との回答が多かった。
会員の意向把握を目的に8－9月に実施。73％に当たる46社が回答した。
直面する経営の問題点（複数回答）は「人材不足」が71.7％で最多。以下、「従業員の
高齢化」が56.5％、「受注の確保」が52.2％、「技術の継承」が47.8％、「新型コロナウイ
ルス感染防止対策」が32.6％と続いた。
技術者の定着対策に取り組む企業のうち、主な内容として上がったのは「労働時間の

短縮・休日の確保」が
66.7％で最も多く、次い
で「給与水準の引き上げ」
が61.5％、「作業環境改
善」が59％など。技術者
確保や定着が困難な理由
については「長時間労働
で休みが取りにくい」との
回答が多かった。
札幌市の入札でくじ引

きによる落札決定が多い
ことに関し「非常に深刻

な問題」が43.5％、「やや深刻な問題」が34.8％となり、合わせて78.3％が「問題があ
る」となった。入札契約関係の要望は、「最低制限価格の引き上げ」が54.3％で最も多く、
「くじ引きによる落札決定の改善」が50％、「納期の平準化と適正な履行期間の確保」が
26.1％。実務面では「設計変更の適切な対応」が56.5％、「条件明示の徹底」が32.6％
だった。
予算・執行面では「安定的な建設事業費の確保」が91.3％、「入札契約制度の見直し」

が43.5％の回答だった。
このほか、ワークライフバランスの改善で「過剰要求による作業量増大を避けるため特
記仕様書への具体的記述」が8割に上り、新型コロナの感染防止対策で市に望むことでは
「ウェブ会議の活用推進」が6割を超えた。
竹田会長は「アンケートで人材不足など各社の課題が浮き彫りになった。会として課題
解決に向け取り組みたい」と話している。



　札幌市財政局の2021年度上半期受注実績がまとまる
　―受注総額は前年度同期比14.9％減の542億円

札幌市財政局が2021年度上半期（4－9月）に発注した工事の業者別受注実績がまと
まった。受注者数は前年度同期と同じ409者で、受注総額は14.9％減の542億6,763
万円となった。市内業者の受注シェアは88.6％で0.4㌽拡大。業者別ランキングでは、
第2四半期（7－9月）に大型案件を受注した伊藤組土建が首位に立っている。
財政局が4月1日から9

月30日までに発注した競
争入札、随意契約の落札
額、決定額を税抜きで集計
した。共同体受注は出資比
率で配分。ゼロ市債など3
月末までの早期発注分は
集計から除外した。
受注者の内訳は、市内
業者が1者増の376者、市
外の道内業者が1者増の3
者、道外業者が2者減の30
者だった。
所在地別の受注状況を
見ると、市内業者は14.5％
減 の481億590万 円 で、
シェアは0.4 ㌽ 拡 大 の
88.6％。市外の道内業者は
19.2 ％ 増 の1億9,499万
円で、シェアは0.2㌽拡大の
0.4％。道外業者は19.1％
減の59億6,674万円を積
み上げ、シェアを0.6㌽縮小
の11％とした。
上位20者中18者を市
内業者が占めた。伊藤組土建は、第2四半期に円山動物園仮称オランウータン館新築主体
（落札額7億4,800万円）、仮称・中央区保育・子育て支援センター新築主体（落札額6億
1,888万円）を受注し、13億6,688万円で首位を獲得した。
鴻池組は共同体メインで受注した篠路清掃工場解体の1件、12億9,894万円で2位。泰

進建設は東山小改築ほか主体の1件、12億1,212万円で3位につけた。



　道内物件に特化した不動産投資信託を創設へ
北海道内の物件に特化した不動産投資信託（ＲＥＩＴ、リート）「北海道リート」創設に
向けて、道内の有力企業20社と三菱ＵＦＪ銀行（本店・東京）などが設立協議会を立ち
上げたことが明らかになった。計画では、2022年4月に資産運用会社を設立、9月に投
資法人を発足し、200億円規模で運用を始める。実現すれば福岡、東海道などに続く地
域特化型のリートとなる。
事務局は三菱ＵＦＪ銀行などが務める。関係者によると、3年ほど前からリート創設

に向けた動きがあり、三菱ＵＦＪ銀行関係者らが不動産や建設、流通、観光、交通、
情報・サービスの事業を展開する企業に接触していた。建設関連では、岩田地崎建設（本
社・札幌）、伊藤組土建（同）、中山組（同）などに参加を呼び掛けている。
資産運用会社の設立に向け、会員企業などから資金を集める。当面は私募リートとし

て上場せずに運営するとみられる。投資対象候補の物件は選定中で、ＪＲ札幌駅前で
計画中の北 4西 3街区再開発ビルの一部フロアが案に上がっている。
札幌都心部では老朽化が進むビルや施設が増加。こうした中、建て替えの資金調達に
新たな手段が加わることになる。
一方、道内の不動産価格相場が本州の大都市圏に比べて低いことから、参加企業の
一部に収益性を懸念する向きもある。地域特化型リートとして、収益のシナリオを関係企
業間で合意・共有することが当面の課題となりそうだ。

　大林組グループ企業が発寒に物流センター新築
大林組（本社・東京）のグループ会社である大林新星和不動産（同）は、仮称・発寒物
流センター新築を計画している。2022年2月上旬の着工を目指す。

ＲＣ・Ｓ造、4階、延べ 7万 673㎡
の規模を予定。大林組が設計を担当して
いる。建設地は札幌市西区発寒 15条 3
丁目926の1を含む敷地3万2,436㎡。
西野屯田通と、ぎんなん通に面し、周囲
には事業所や住宅、商業店舗が並ぶ。
札幌市内では、マルチテナント型物流
施設の新築が進む。幹線道路へのアクセ
ス面に加え、人手不足に対応するため周
辺に居住地があり、働き手を獲得しやす
い立地が好まれている。

18年に大和ハウス工業（本社・大阪）がＤＰＬ札幌東雁来、19年にＣＢＲＥ（本社・
東京）が札幌里塚物流センターをそれぞれ竣工。ＪＲ貨物と大和ハウス工業は、白石
区流通センターでＤＰＬ札幌レールゲートを新築中だ。



　江別市が本庁舎建替へ、2022年度に基本構想を策定
　―延べ2万㎡、概算事業費122億円を試算

江別市は本庁舎整備に関する考え方の素案をまとめた。建設地は本庁舎に隣接する旧
江別高校跡地を候補とし、分散する市内8庁舎を集約する。職員数等の条件から延べ面
積は2万㎡と算出した。概算事業費は122億7,000万円と試算。ＰＦＩの導入も視野
に入れ、年度内に整備に関する考え方を固め、2022年度の基本構想策定を目指す。
高砂町6にある本庁舎（ＲＣ一部Ｓ・ＳＲＣ造、地下1地上4階、延べ5,346㎡）は
1966年度、隣接する市民会館
は73年度にそれぞれ建設。ど
ちらも耐震化が必要だが、本庁
舎は防災・災害対策の拠点とし
て早急な対応が求められる一
方、市民会館は利用者と機能に
関する協議が必要であり、合築
の場合は長期化が予想される。
加えて、合築は財政負担も大き
いことから、本庁舎を単独で建
て替えることとした。
集約する施設は別館、第二別
館、教育庁舎、錦町別館、環境事務所、土
木事務所、水道庁舎を想定。跡地は売却を
含めて活用を検討する。
建設地は現在地、旧江別高校跡地、野幌若

葉町、旧江別小学校跡地で検討。敷地面積や
緊急輸送道路との接続、アクセス性などを
比較し、旧江別高校跡地を候補地とした。面
積は4万7,151㎡。なお、ＰＦＩも検討してお
り、民間事業者からの提案内容によっては、
国道12号に面した現在地も候補となる。
想定スケジュールは従来方式が基本構想、基本計画、基本設計、実施設計に各1年、
工事2年と完成まで6年。ＰＦＩ方式の場合、基本計画策定から基本設計の間に導入
可能性調査と業者選定に1年ずつ要するため、8年を見込む。
11月中旬から12月にかけて市民アンケートをし、12月下旬にパブリックコメン
トを開始。その結果を基に、22年2月に基本的な考え方を固める。

単独で建て替える本庁舎。8庁舎を集約する



　「第2のニセコ」富良野市北の峰の隣接地にも開発の波
　―下御料でホテル、コンドミニアム等の計画が相次ぎ浮上

「第2のニセコ」と注目を集める富良野市北の峰では、隣接する下御料地区にも大規模
開発の波が及んでいる。土地の造成・売買が活発化しており、ルートインジャパンのホ
テルや外資のコンドミニアムなど計画が浮上。コロナ禍が収束すれば建設に乗り出す機
運が強まっており、市内外の関係者が動向を注視している。
5年連続で地価が上昇する北の峰では、国内外から雪質や利便性が評価されるス
キー場を背景に、デベロッパーや投資家による土地取得、コンドミニアム新築などが
続く。この盛り上がりが、南側に広がる下御料地区にも波及。同地区は、2017年度
に富良野市が都市計画変更で大規模開発の規制を緩和。約45haをリゾート産業地区
に指定し、自然環境との調和を条件としたホテル・リゾート開発を認めている。
ルートインジャパン（本社・東京本部、他）は、下御料地区で212室のホテル「グラ
ンヴィリオリゾート富良野」新築を
計画。建設用地3.5ha（図＝①）を確
保し、23年5月のオープンを目指
す。中国系企業の泰基は、敷地4.7ha
の開発行為を終えた（図＝②）。現在、
数棟構成のコンドミニアム新築を市
に打診している。泰基の土地の西側
隣接地では、Ｚｅｋｋｅｉグループ
（本社・札幌）が敷地1haを所有（図
＝③）。同社は、北の峰のコンドミ
ニアム開発を足掛かりに進出。下御
料地区でもコンドミニアム開発を中心に検討している。
土地取引も活発した。ルートインのホテル用地南側5ha（図＝④）は、何度か売買
を経て、現在はＲｅｓｏｒｔ　Ｆｕｒａｎｏ（本社・札幌）が所有。富良野尻岸馬内の
敷地2.4ha（図＝⑤）は、レックスコーポレーション（本社・札幌）が所有し、売却や
賃貸を検討する。あるデベロッパーは「土地は押さえているが、開発はコロナの状況
次第。収束すれば動き始めるのでは」と読んでいる。
一方、富良野市は下御料地区を越えて開発が拡大することを警戒する。市建設水道
部の小野豊部長は「都市計画に沿った開発は歓迎するが、無秩序な開発は避けたい。
お互いの協力と信頼関係が大切」と話す。富良野旅館業組合の石平清美組合長は「新た
なシェアの創出や関連企業の進出、雇用や地域消費喚起が見込まれるが、外資参入で
生活習慣の違いなどトラブルも想定される」と警戒。ニセコと比較し、リゾートエリ
アと市民の生活圏が近いため、負担やあつれきを残さず、地域経済や自然景観に還元
できる開発が望まれる。



新本社ビルの完成イメージ。2024年春の完成を目指す

　ニコンが新本社ビルを大井製作所敷地内に建設
　―各事業の歴史や技術を展示するミュージアムを併設

ニコン（本社・東京）は、東京都品川区にある大井製作所の敷地内空き地に新本社ビ
ルを建設する。施工者は未定で、今後入札により決定する。入札時期は調整中としている。
設計は三菱地所設計（同）が担当。
新本社の規模はＳ造、6階建て、延べ4万2,000㎡。基礎免震構造を採用する。完成
予定は2024年春で、同年夏の稼働を予定している。
新本社ビルは、柔軟な働き方に対応したワークプレイスを整え、デジタル化を推進す

るオフィス空間を目指す。また、サステナビリティを重視し、地域に根ざした環境配慮型
オフィスビルとする計画だ。

日射遮蔽（しゃへい）効果に優れた外装デザインを採用し、必要な空調用エネルギー
を抑制するとともに、自然光の室内への導入や自然換気を促す機能を持たせる。さらに、
オフィスの稼働状況に応じた可変風量システムの導入などにより、建物全体での大幅な
省エネを実現し、「ＺＥＢ　Ｒｅａｄｙ」認証を取得する見込み。併せて、太陽光発電
の導入による創エネも行う。
ニコンは将来に向けた成長基盤の構築を進めており、新本社ビルには、コーポレート
部門、各事業ユニットの企画部門、先進Ｒ＆Ｄ（Ｒｅｓｅａｒｃｈ＆Ｄｅｖｅｌｏｐｍ
ｅｎｔ＝研究開発）関連部門を集約する。これにより、開発機能の強化や事業間シナジー
の創出を図り、持続的な成長を目指す。また、ニコンの各事業の歴史、製品、技術など
展示する「ニコンミュージアム」も新本社ビルに併設する予定だ。
建設地は品川区西大井1丁目5480の1他で、敷地面積は約1万8,000㎡。

（提供：建通新聞社）



協議会ニュース


