


◎新しい公共工事設計労務単価は本道で平均7.5％アップ
国土交通省と農林水産省は１月30日、新たな公共
工事設計労務単価を決定した。北海道の全職種平均
引き上げ率は7.5％で、全国平均の7.1％を上回った。
主要12職種では型枠工、大工、左官の３職種が９％
超の伸びを確保。交通誘導員Ａは8.8％増の9900円
と、1997年に同単価が創設されて以来の最高額と
なった。これを受けて、北海道開発局は先に公表に
なった設計技術者単価と合わせて２月１日以降入札分
から、札幌市は２月単価使用設計書の２月13日告示
分からそれぞれ適用。道は２月13日開札分から適用
した。
公共工事設計労務単価は、相当程度の技能を持つ建
設技能労働者の所定労働時間８時間当たりの基本給や
賞与（１日当たり）、実物給与（食事など）で構成し、発
注者が積算に活用する。公共事業労務費調査に基づき、
各職種の基準額を毎年見直している。
今回の改定では、2013年10月の賃金支払い実態調
査を基に、最近の技能労働者不足に伴う労働市場の実
勢価格を考慮。社会保険への加入徹底を進めるため、
引き続き加入に必要な法定福利費相当額（本人負担分）
を反映させた。
道外では、岩手が8.9％で47都道府県中トップの伸
び率となり、秋田の8.7％、青森と宮城の8.6％など、
東北各県の伸びが際立っている。東京、千葉、神奈川
の首都圏は7.3％の上昇率だった。

北海道の単価を主
要12職種で見ると、
普通作業員は6.3％増
の１万3500円。型枠
工、大工、左官はい
ずれも9.1％増と高い
伸びを示した。鉄筋、
交通誘導員Ａは8.8％



増。12年度と比べると、とび工と鉄筋工、枠工、大工、左官は3000円台後半から
4000円の増額となった。
過去の労務単価推移を見ると、97―98年度にピークを迎えた後は下降傾向が続き、
08―12年度に最低水準となった。大半の職種でピーク時の６割程度まで減少したが、
今回を含め２回連続の大幅な引き上げにより、８割程度に回復。交通誘導員Ａは97
年度の9600円を上回り、１万円に迫る水準となった。

◎道内元･下請けは新労務単価上昇に安堵も人不足を危惧
新たな公共工事設計労務単価が2012年度に続き、引き上げられた。北海道建設業
協会は「柔軟で機動的な対応」と、経営環境の改善に弾みがつくと評価。専門工事業団
体も「厳しい現実を理解してもらった」と安堵（あんど）する。しかし、建設労働者の不
足は深刻さを増して限界を超える稼働率が顕在化。目前に社会保険加入が迫り、首都
圏や被災地との賃金格差など雇用環境の改善には、険しい道のりが待っている。
道建協の岩田圭剛会長は「適正な賃金確保に努力し、社会保険加入や若年者の入職
促進に引き続き積極的に取り組む」とのコメントを発表した。
道内の労務単価で最も低迷していた交通誘導員は１万円台に近づいた。北海道警備
業協会は「社会保険の未加入を解消し、労働環境を良くするよう適正に対応したい」（佐
藤親人専務理事）と、賃金引き上げに前向きな姿勢を示している。
国土交通省は、社会保険未加入の建設業者を公共工事の現場から排除する取り組み
を３年前倒し、2014年度から導入する検討を進めている。
北海道鉄筋業協同組合の熊谷誠一理事長は「組合員の大半が加入する準備を進めて
いる。事業主の負担を含め、10％欲しいと訴えてきたので手助けになる」と受け止め
ている。
型枠工事業者でつくる北海道建設躯体工事業協同組合の沢田信彦理事長は厳しい見
方だ。「単価が上がり良かったが、水準が2008年のリーマンショック前に戻っただけ。
当時も加入は難しかったので、正直微妙」という。
建設産業専門団体北海道地区連合会の鈴久名健会長は「鉄筋のある会社は４―６月
の稼働率が120―130％。型枠、とびも人員がいない。電気や設備、内装は今が大変
な状況になっている」と現状を話す。
公共事業の再来はバブル景気を思わせるが、「当時は職人がいたのでもうかったが、

限られた人員では限られた収入しかない」（沢田理事長）と否定。むしろ「東京五輪の準備
を進める東京や本格復興が始まる東北の賃金が高ければ人が流れて行く」と危惧する。
昨年９月までの駆け込み需要で受注した民間工事は、旧労務単価のまま消費税も加
算されない形で今春から工事が始まる。
札幌市内に支店を置く大手ゼネコンは「買い手市場で契約したので赤字工事ではな

いものの、物価上昇に理解を求める交渉が難航している」と打ち明ける。
（以上、北海道建設新聞）



◎道内の専門工事業者が技能者確保へ外国人実習生に注目
道内建設現場で働く技能者の不足が深刻化する中、専門工事業者がアジア諸国の外
国人技能実習生に注目している。ベトナム人実習生の受け入れを始めた型枠工事の柏
倉建設（本社・札幌）に続き、今秋から鉄筋工事の田原鉄筋工業（同）が中国人実習生を
受け入れる方針を決めた。両社とも「一歩踏み出さなければ解決しない」と人材問題に
一石を投じる。政府も人手不足の解消に向けて外国人技能実習制度の緩和を検討中。
しかし、冬季に工事量が減少して通年雇用が難しい本道では、制度の定着に課題が立
ちはだかっている。
柏倉建設で働くベトナム人３人は、2013年４月から関東地方にある社員寮で共同
生活。普段は都内の分譲マンション新築現場に通い、型枠の準備を手伝っている。柏
倉一大社長は「彼らは素直で真面目。今どきの日本の若者にない覇気とやる気が感じ
られる」と話す。現場の所長は「十分に即戦力になっている」と高く評価する。
同社は、国内型枠大手の向井建設（本社・東京）と共同でベトナムにある職業指導訓
練学校に講師を派遣し、運営を支援している。型枠の基本的な知識と技能、日本語な
どをマスターした実習生が年間10人ずつ来日する手はずとなっている。
2012年１月からこのシステムを始めた向井建設は「実習期間は最長で３年だが、
この間に技能レベルを高めるには、まず現地で厳しく選抜し、教育する必要がある」
と、高評価を裏付ける取り組みを明かす。
1989年から外国人研修生を受け入れてき
た同社が試行錯誤して生み出した独自のシ
ステムだ。
一方の田原鉄筋工業は、全国鉄筋工事業
協会が2010年度から管理団体となって進
めている事業を通じ、10月にも中国人２
人を受け入れる。この事業による道内第１
号のモデルケースとなる。
全鉄筋によると、受け入れ企業は技術指導員や宿舎の完備などを条件に審査で決め
ている。
道内企業にとって最も重要となるのは、通年雇用を維持できるかにある。冬季工事
が少ない本道は、実習には不向きとされる。田原鉄筋工業は関東地方に支社があり、
年間を通じて一定の仕事量があり選考の決め手となった。
過去には、実習生が携わる現場がないという理由で他社の現場に派遣させ、法令違
反となる事例もあった。全鉄筋は「制度を理解し、ルールを厳守できる企業が最低条件」
とトラブルの未然防止に細心の注意を払っている。



国内では、賃金支払いをめぐって実習生と企業とでトラブルに発展する事案もある。
田原鉄筋工業の田原聡社長は「正直不安はある。しかし、一昨年から求人情報誌や職
安の求人に反応はなし。一歩踏み出さなければ何も変わらないと思った。信頼関係を
築き、誠心誠意付き合うよう心掛けるつもりだ」と話す。
政府は、2020年に開かれる東京五輪に向けて、激化が予想される人手不足の解消
策として外国人技能実習制度の緩和を検討している。現状の滞在期間を３年から５年
に延ばし、帰国後の再入国を認める。従業員の５％程度までと定める企業の受け入れ
人数を２―３倍に拡大する見直し案が浮上している。
ある道内の関係者は「３年は短く、制度は制約が多すぎる。一人前になった途端に
帰国するという印象」と規制緩和に賛成する。
一方で、実習生がこれまでの日本人技能者と同じく、工事需給の調整弁的な役割を
果たし、人手不足の抜本的な解決策とならないとする見方もある。
型枠、とび、内装、左官、溶接などの職種の実習生を橋渡しする建設業振興基金は

「実習生を安易に労働者と見なすのはトラブルの原因になる」と警鐘を鳴らす。その上
で、「実習生を採用する全責任を負い、雇う目的を明確にすることが大事。社会保険
加入などを徹底し、手厚く迎えることが日本人技能者の待遇改善にもつながる」と国、
業界を挙げての取り組みに期待する。
向井建設は「実習生が帰国後にリーダーとなり、ベトナムと周辺国に日本の型枠技
術を広め、ゼネコンがアジア諸国に進出する下地を固めてもらう。そのために今の実
習制度を進めている」と、技術移転の先にある将来構想を描いている。

◎斐太工務店が石狩で風力発電施設を建設へ
建設業の斐太工務店（本社・名古屋）が、石狩市内に総出力２万4000㎾の風力発電

施設を建設することが１月15日までに分かった。環境影響評価に関する各種の手続
きを経て、およそ５年後をめどに着工する方針。総事業費は70億―90億円と試算し
ている。
旧厚田市街地に近い石狩市八の沢の民有地約200㏊を賃借し、出力3000㎾の風車

を８基建てる。
１月14日から石狩市役所で環境影響評価配慮書の縦覧を始めた。今後、近隣住民
の意見を踏まえながら方法書や準備書、報告書の作成を進め、まとまり次第縦覧する。
一般的に、報告書の縦覧完了までには３年を要するという。
同社は風力発電開発の実績を持ち、現在、江差町内で町などが出資する第三セクター
と共同で施設を運営する。江差町の施設は総出力２万1000㎾で、750㎾の風車28
基が稼働する。
石狩を開発場所に選んだ理由について同社は「風車の搬入に適したまとまった土地

があり、風況にも恵まれているため」と話す。発電した電気は北海道電力に売電する
方針。契約は結んでいないものの、系統接続に関する協議は既に進めているという。



◎2013年着工の道内500㎡超民間施設、４割が介護・福祉関連
2013年に道内で着工した延べ床
面積500㎡以上の民間物件（増築を含
む）は222件で、前年より56件、率
にして20.1％少ないことが本紙のま
とめで分かった。用途別では介護・福
祉施設が最も多く、全体の39.6％を
占めた。物件着工があった自治体数は
45市町村で、ほぼ半数が札幌市に集
中した。
本紙に掲載した物件を基に調べた。
用途別の着工件数は多い順に介護・福
祉施設88件、賃貸マンション38件、
分譲マンション25件、店舗23件、工
場・倉庫13件、学校施設８件、社屋・
事務所７件、テナントビルと病院が各
６件。このほか、札幌市白石区の北海

道トラックターミナルや、大樹町内の大型牛舎などその他物件が８件あった。
傾向を見ると、マンションの着工が賃貸マンションを中心に前年から落ち込んだ一
方、介護・福祉施設は約1.5倍増えた。工場・倉庫は前年から半減。ほかは総じて前
年並みだった。
延べ500㎡以上の物件着工があったのは45市町村で、49.1％に当たる109件が札
幌市に集中。ほかは旭川市17件、苫小牧市13件、帯広市９件、函館市と小樽市が各
７件、釧路市５件、室蘭市と伊達市が各４件、江別市が３件などとなった。
分譲マンションは25件中24件までが札幌市内で、デベロッパー別ではクリーンリ
バーが４件、大和ハウス工業と日本グランデが各３件、セントラル総合開発と三井不
動産レジデンシャル、明和地所、東急不動産が各２件などとなっている。賃貸マンショ
ンも多くが札幌市内で、それ以外は苫小牧市や室蘭市、小樽市、釧路市の物件が散見
される程度だった。
一方、テナントビルや店舗の着工は全道各地で見られ、音更、むかわ、倶知安、余
市、新ひだか、美幌といった市以外のエリアでも工事が進んだ。介護・福祉施設の工
事も各地で行われ、2012年に続いてサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）の着工が
相次いだ。
2013年着工物件のうち、延べ面積が１万㎡を超えるのは13件。分譲マンション

が３件、店舗と工場・倉庫、病院、学校施設が各２件、テナントビルと介護・福祉施
設が各１件の内訳で、社会福祉法人函館厚生院発注の病院施設と、北海道尚志学園発



注の学校施設が面積３万5000㎡を超えた。札幌都心部では明治安田生命札幌大通ビ
ルの新築が動きだした。

◎道建協の2013年度景況感アンケート―課題は｢人材確保｣
北海道建設業協会（岩田圭剛会長）は、会員企業を対象に実施した2013年度景況感
アンケート調査結果をまとめた。北海道開発予算の増額や民間設備投資の復調を受け、
完工高が前年よりも「増えた」と回答した企業が５割に上り、顕著な改善傾向を見せて
いる。公共投資政策に重点を置く15カ月予算の執行で受注量が回復して、競争が緩
和した。一方で、人材育成や確保の問題が生じ、大学新卒者への採用意欲が高まって
いる。
１―12月を期間に毎年実施しているアンケート。今回は、道内に本社・本店を置
く会員企業592社に調査用紙を送り、403社（回答率68.1％）が回答した。
完工高の増減については、前年に比べて「増えた」と答えたのが194社（48.1％）で最
多となり、前回調査から逆転した。前年度から続く公共、民間工事の復調が影響した
格好だ。「ほぼ横ばい」は135社（33.5％）で、「減った」は74社（18.4％）にとどまった。
「増えた」と答えた企業に増加量を尋ねたところ、「10％程度」が54社で最も多く、
「30％以上」が32社いた。このほかは「20％程度」と「５％程度」が各30社、「30％程度」
が20社など。
完工高の額は「５億円未満」が141社と変わらず多く、これに「５―10億円未満」の
105社が続いた。「10―20億円未満」は100社と前回から22％伸びたほか、「20―50
億円未満」は45社、「50億円以上」は12社と、それぞれ上回っている。
一方で、完工高が「減った」と答えた企業の減少量は「10％程度」が17社、「20％程度」
が16社、「15％程度」が15社の順。「30％以上」は６社だった。
安倍政権によるアベノミクスが進み、15カ月予算の発注が本格化するのに伴い、
企業の懸念材料は変化した。前回最多だった「受注競争激化による収益低下」は22％
減少して181社に後退。「受注高減少による経営不振」は8.8％減り、144社となった。
代わりに「資材の高騰、人材不足等」が3.7倍の74社と急浮上した。
金融機関の融資対応については、213社（52.9％）が「厳しい状況に変わりない」と答
えた。「多少緩和された」は前回を66.7％上回る85社が感じ、「従前より厳しくなった」
は14社と少数派になっている。
最近の資金繰りを問うと、228社（56.6％）が「厳しい状況に変わりない」と回答。そ
れでも前回よりは11.6％減少した。「若干好転した」は2.5倍の98社と急増し、「従前
より悪化した」は22社にとどまった。
現在の取り組みについては「人材育成・確保等」が72社で最も多く、「人員削減等リ
ストラ」は53社で半減以下となった。「他社との合併」は15社、「他産業への異業種転
換」は５社と減少傾向にあるが、逆に「得意分野への特化」は69社と増えた。

（以上、北海道建設新聞）



◎路面電車充実へ2014年度から福住桑園通など２街路を整備
路面電車の停留場バリアフリー化と関連する街路拡幅が、2014年度から動きだす。
札幌市は福住桑園通と西７丁目通の拡幅に先駆け、電線共同溝敷設から着工する意向
だ。またバリアフリー化対象の西15丁目停留場に隣接する南１西14地区では、日本
レーベン（本社・札幌）が複合施設建設を予定しているが、この施設には市も補助金を
投じ、１階に同停留場の待
合機能を兼ねたオープン
スペースを確保する。
市 は、2015年 春 の 開
業を目指して路面電車の
ループ化に取り組んでい
るが、同時に既設線沿線の
活性化や停留場のバリア
フリー化も推進。電車と自
動車による接触事故の危
険性回避や、堆雪スペースの確保などを目的に、沿線街路も拡幅することにしている。
拡幅対象は、東本願寺前、山鼻９条停留場が位置する西７丁目通の680ｍと、西
15丁目、西線６条、西線９条旭山公園通停留場が位置する福住桑園通の940ｍ。こ
れら５停留場では、街路拡幅に合わせてバリアフリー化も実施する。
中でも周辺に札幌医大付属病院など医療機関が集積し市民の利用も多い西15丁目
停留場は、バリアフリー化の優先度が高かった。
福住桑園通、西７丁目通とも車道を15ｍから17ｍに、両側歩道をそれぞれ2.5ｍ
から４ｍに広げ、現況20ｍの総幅員を25ｍに拡張。停留場は、幅を現行の倍の２ｍ
確保する。いずれも2014年度に北側から電線共同溝敷設に着工し、2015年度は拡
幅を本格化させる計画だ。
一方、西15丁目停留場に隣接する、中村記念病院横の旧市教委庁舎跡地（南１条西
14丁目）3105㎡を取得した日本レーベンは、2014年度に複合施設を建設。施設は、
地下１地上11階、延べ１万5000―１万6000㎡で、医療施設やサービス付き高齢者
向け住宅などが入る計画となっている。
このうち、１階部分には西側と東側から出入りできるような構造のオープンスペー
スを設ける。椅子やテーブルなどを配置し、市民が憩え、路面電車の待ち合い機能も
持った空間とする。
単年度での完成を目指すこの複合施設建設に対し、市は補助金１億2000万円を14
年度予算に要望中だ。



◎定山渓観光の魅力アップへ札幌市が構想策定へ
札幌市観光文化局は2014年度、年間100万人以上の宿泊客と30万人以上の日帰
り客が利用する札幌の奥座敷・定山渓温泉のさらなる誘客につなげるため、定山渓観
光魅力アップ構想を策定する。８―10カ年程度を対象としたハード、ソフト両面の
指針となるもので、上位計画の札幌市観光まちづくりプランに組み込んで実現を図
る。観光協会や温泉旅館組合、学識者らをメンバーとする検討会議が１月14日に発足。
今後具体的な内容を協議し、今秋をめどに素案を固める方針だ。
道内有数の温泉保養地である定山渓温泉は、札幌市街地から車で１時間弱と近く、
自然にも恵まれているものの、全国的な知名度は低い。ワイナリーやスキー場、ゴル
フ場といった周辺施設との連携も進んでいないのが実態だ。
市がＷｅｂ（1000人）と定山渓温泉宿泊者（338人）を対象として2013年２月に実

施した、定山渓の魅力に関するアンケートでは、Ｗｅｂの若い世代を中心に５割以上
が「定山渓温泉を知らない」と回答。同時に、30―40代は景観や食・スイーツ、街並
みに高い期待を寄せていることも分かった。

そこで市は新たな魅力づ
くりに取り組もうと、中長
期的な構想づくりに乗り出
すことにした。検討会議の
学識者には、佐藤郁夫札幌
大教授と松田忠徳札幌国際
大教授が名を連ねる。
定山渓まちづくりセン
ターで開いた初会合で、温
泉学者として知られる松田
教授は「湯量が豊富で温度も

高く、四季折々の自然を感じられる魅力的な温泉郷」と定山渓温泉を評価しながら、
昼間は閑散とし寂しい温泉街だと指摘。
誘客に向け、川から湯煙を出す演出などを提案するとともに、「滞在型観光の充実
はもちろん、日帰り客をどれだけ増やせるかも重要になる」と経営者の意識改革を訴
えた。
検討会議は２、３カ月ごとに開催する予定。一方、上位計画に当たる観光まちづく
りプランは2013年度策定に向けて作業が進められているが、次年度以降の見直し時
に構想を組み込み、具体的に個別事業を推進していく。
具体的な中身は２回目以降の会合で詰めていくことになるが、観光サインや市有の
足湯施設リニューアルなどが想定される公共的なハード整備は市が担う。
定山渓市街地では、札幌開建による国道230号の４車線化も本格化を控え、周辺



を含めて集客効果を高める工夫が求められている。
会議に出席した観光文化局の高野馨観光コンベンション部長は「構想策定後にどれ

だけ投資できるかが大事になる」と話し、観光予算を可能な限り定山渓に集中投下し
ていく考えを示した。

◎札幌市の2014年度予算案、普通建設事業費は1000億円規模
札幌市は１月31日、2014年度予算案の概要を発表した。一般会計は2013年度当

初比3.8％、324億円増の8847億5000万円。４月に控える消費税増税や扶助費の増
加に加え、昨年策定したまちづくり戦略ビジョン戦略編の推進を図るため、史上最大
の予算規模となった。一般会計に占める普通建設事業費は、仮称・市民交流複合施設
整備など大型事業関連が盛り込まれたため、前年度当初比41.5％増の1050億円。こ
れに企業・特別会計分503億円、13年度補正予算分148億円を含めると、前年度当
初段階の実質額に比べ29.7％増の1701億円の規模となる。まちづくり戦略ビジョン
に沿って、産業・活力あふれるまちづくりや、低炭素社会実現に向けた取り組みを推
進。主な新規物件では、白石区複合庁舎のほか、子育て支援住宅の東雁来団地２号棟、
旧真駒内緑小の再利用に向けた耐震化・改修などに着工する。また、仮称・市民交流
複合施設、円山動物園新ホッキョクグマ館、仮称・南部高等支援学校の設計費や、篠
路駅周辺地区のまちづくり関連調査費なども盛り込んでいる。
全会計総額は前年度当初比5.8％増の１兆5363億200万円。うち建設費は40.5％
増の1553億円で、工事請負費は19.2％増の552億円となった。
一般会計の普通建設事業費中、道路・街路・河川・公園整備の主要公共事業費は
367億円と11.9％アップ。これに補正分を加味すると5.5％増の401億円となる。地
域経済活性化や防災力強化などの事業を切れ目なく実施していく。
施策ごとの主要事業を見ると、「子どもの笑顔があふれる街」では旧真駒内緑小の校
舎再利用で、子どもの体験活動の場と区保育・子育て支援センター、市立大によるま
ちづくりスペースを設けるための改修と耐震化を推進。市内初の子育て支援住宅・東
雁来団地ではＲＣ造、５階、40戸の２号棟を２カ年で建設する。
待機児童解消へ1180人分の定員増を図る私立保育所整備補助は、新築８園、増改
築５園などに約20億円を配分。
真駒内小跡地に仮称・南部高等支援学校を新設するための基本設計費と既存施設解
体設計費には、合わせて3000万円を計上している。
「安心して暮らせるぬくもりの街」では、特養老人ホーム３施設240人分の新築に
対する補助として５億5500万円を計上。区役所耐震改修では北、豊平、南の３区民
センターに着工する。
学校改築では屯田小、中島中、啓明中に新規着工するほか、二条小、篠路小、月寒
東小では実施設計、本通小、中の島小、中央中で基本設計に入る。
新たに取り組む空き家対策では、倒壊の恐れのある空き家調査や空き家管理システ



ム構築などに事業費760万円を盛り込んだ。
「活力みなぎる元気な街」では、北１西１地区再開発事業がいよいよ動きだす。用地
取得費のほか、施行者への実施設計費や既存建築物解体費補助などを措置。将来の魅
力ある都市整備に向け、南２西３南西地区、北８西１地区、北４東６周辺地区、北３
東11周辺地区の再開発に関しても、事業者への補助などを計上している。

苗穂駅周辺地区まちづくり関連では、ネッ
トワーク道路の実施設計費などを確保し、大
型事業として期待される篠路駅周辺地区まち
づくり関連では、連続立体交差事業調査費を
積み上げた。
７月に開幕する札幌国際芸術祭関連では、
約４億5000万円を予算化している。
「みんなで行動する環境の街」では、新規で
再生可能エネルギー蓄電システム事業を盛り
込み、幌北、西岡、北野の３まちづくりセン
ターに太陽光発電と蓄電設備を組み合わせた
電力システムを導入する。
円山動物園では、15年度の着工を目指す

新ホッキョクグマ・アザラシ館の設計に入る
ほか、老朽化しているサル山の改修を予定し
ている。
「市民が創る自治と文化の街」では、白石区

複合庁舎整備に着工。区保育・子育て支援センターと保健センター、仮称・絵本図書
館が入居する計画で、2014年度から３カ年で建設する。
学校改築に合わせた公共施設の複合化では、二条小にまちづくりセンターと地区会
館、児童会館を、篠路小に児童会館を併設するため、設計費を配分。
また、冬季オリンピック・パラリンピック開催誘致に向けた調査には1000万円を

計上し、競技施設建設費やインフラ整備費、経済効果などを調査する。
特別・企業会計を見ると、土地区画整理特別会計は東雁来第２地区土地区画整理に
25億円余りを投入し、宅地造成を推進。高速電車企業会計では南北線高架駅の耐震
改修やホーム防火戸設置などに約128億円を充て、軌道事業企業会計では路面電車
ループ化工事を推進する。
水道企業会計は、白川第３送水管新設などの水道施設整備が約38億円、配水管布
設が約70億円。下水道企業会計は、豊平川水再生プラザ雨水貯留ポンプ施設機械電
気設備新設など10カ所の処理場整備などに合わせて約87億円を盛り、管路布設には
68億円を措置した。

（以上、北海道建設新聞）



◎国交省が仙台で復興加速化会議　全土木に〝復興係数〟導入
国土交通省は２月１日、仙台市内で復興加速化会議を開き、被災３県を対象にした
さらなる施工確保対策を明らかにした。２月から全土木工事を対象に間接工事費を

割増補正する「復興係数」を導入
するほか、単品スライドの手続
き簡素化を試行する。技能労働
者の確保対策としてコンクリー
ト構造物のプレキャスト化も拡
大。太田昭宏大臣はこうした対
策を導入するよう各発注機関に
要請したほか、入札不調や人材・
資材の状況を毎月本省に報告す
るよう指示した。
復興係数は入札不調・不落対

策の一環。岩手、宮城、福島の被災３県で施工する全土木工事を対象に共通仮設費を
1.5倍、現場管理費を1.2倍に割増して積算する。これにより予定価格は６～８％上
昇する見込み。国交省は近く整備局や自治体に通知する。
直接工事費については日当たり作業量を10％低減させた「復興歩掛」を昨年10月に
導入しているが、被災地を対象とした諸経費調査で間接工事費についても積算額と現
場における支出実態の乖離（かいり）が判明し、対策が求められていた。
単品スライドの金額算出に当たっては、これまで搬入月ごとの数量と材料単価を把
握するため、施工者が納品書や領収書などの証明書類を発注者に提出しなければなら
なかった。２月からは発注者が有する出来高増加月の実勢単価や数量に基づき算出す
ることで、証明書類の取りまとめ・提出を不要とし、受発注者の負担を軽減する。手
続きを簡素化することで、これまで浸透していなかった自治体に導入を促す狙いもあ
る。
生コンクリート不足に対応した現場打ちコンクリート構造物のプレキャスト（工場
製作）化はこれまで仙台湾南部の防潮堤工事や三陸沿岸道路で実施してきたがさらに
拡大する。対象は三陸沿岸道と既存道路の交差部で施工する内空断面４㎡以上の大型
ボックスカルバート。特殊な構造のものを除きプレキャストコンクリート製品に転換
する。2014年度から約200カ所を予定。これにより鉄筋工や型枠工の技能労働者の
必要人数を大幅に低減できる見込み。
このほか施工確保対策として、技術者不足への対応や発注の円滑化を図るため▽「拡

大Ｃ」を被災３県の全工事に拡大▽監理技術者の途中交代の柔軟な運用▽若手技術者



の確保・育成▽技術提案一括審査方式の拡大―などを実施するほか、岩手県内のＣラ
ンク規模で入札不調が多発していることから、手持ち工事に配慮した工事発注、復旧・
復興道路工事の発注ロット大型化を進める。
会議には国交省のほか、復興庁、被災３県・仙台市、ＵＲ都市再生機構、建設関連
業界団体などから約20人が出席。各発注機関が復旧・復興の進捗状況や入札不調の
現状などを説明した。
日本建設業連合会東北支部の竹浪浩支部長や東北建設業協会連合会の佐藤博俊会長
などは設計労務単価の引き上げや今回の施工確保対策について謝意を示した上で、さ
らに復興加速化へ向け尽力する決意を示した。
太田大臣は「入札不調や人材・資材の状況について毎月の動向を調査し、総合的に
対策を検討するよう指示を出した。地元でも発注者協議会を活用しながら状況を把握
し本省に報告してもらいたい」と毎月の調査報告を要請した。

◎宮城県の災害廃棄物処理　石巻ブロックで火納め式
宮城県が進めている災害廃棄物処理業務・石巻ブロックの焼却処理が完了し１月

18日、石巻市の現地で火納め式が
行われた。これで県が12市町から
受託していた４ブロック・９カ所す
べての焼却処理が完了した。
石巻ブロックの廃棄物処理業務
は鹿島・清水建設・西松建設・佐藤
工業・飛島建設・竹中土木・若築建
設・橋本店・遠藤興業ＪＶが受託
し、2011年10月に業務を開始し
た。契約額は当初1,924億円だった
が、処理量の見直しに伴い、1,258
億円まで減額された。
県の処理対象は石巻市、東松島
市、女川町の２市１町で発生した災
害廃棄物800万ｔ（津波堆積物を含
む）のうち、市町の独自処理を除い
た約300万ｔ。石巻港背後地に設
けられた74haの廃棄物処理現場で

は、手選別により可能な限り再資源化を図りリサイクル率は94%に達した。焼却に
当たってはロータリーキルン炉２基とストーカ炉３基を設置し、14年５月から21
カ月間にわたり、１日最大1,590ｔのペースでこれまでに約56万ｔの可燃物を処理
した。



◎カツウラ建機バイブロハンマー　復旧・復興工事で活躍
カツウラ建機（札幌市　勝浦隆博社
長）が導入している油圧式バイブロハ
ンマーが、東日本大震災の復旧・復興
工事をはじめ全国で活躍している。オ
ランダの油圧バイブロメーカー・ＩＣ
Ｅ社製の振動式杭打抜機械で、国産の
油圧バイブロハンマーに比べ２倍以上
の起振力（杭を打つ力）を持つという高

い打込能力が特徴。作業効率の大幅な向上に貢献する。国内の建機レンタル会社では
同社のみの取扱いとなっており、同社は需要に応じて保有台数を増やしていく考えだ。
バイブロハンマーは鋼矢板や杭を地中に打ち込む機械。クレーンで吊り下げたバイ
ブロハンマーから鋼矢板などに振動を伝え、打ち込みや引き抜きを行う。主に電動式
と油圧式がある。
バイブロハンマー単独での施工が困難な硬い地盤には、鋼矢板などの先端付近に取
り付けたノズルから高圧水を噴射して打ち込み能力を補助するウォータージェットが
補助工法として併用される。
一般的な日本製の油圧式バイブロハンマーの起振力は45～ 60ｔであるのに対し、
カツウラ建機が取り入れているＩＣＥ社の油圧式バイブロハンマーは「ＩＣＥ18ＲＦ
―ｔｓ」が110ｔ、さらに力のある「ＩＣＥ28ＲＦ」が160ｔと２倍以上の起振力を
持つ。
同等の能力を持つものとしては電動式タイプもあるが、電動式は本体重量が大きく
なり、吊り下げに用いるクレーンも大型化するためコストがかかるという。これに対
して、ＩＣＥ社の油圧式タイプは高い打込能力を持つとともに、電動式で懸念される
ような過負荷によるモーターの焼き付きがなく安全であり、連続的な施工も可能だ。
すでに全国で導入実績を重ね、東北の東日本大震災復旧・復興工事でも活躍中。高
い能力を持ちながらも、騒音や振動は電動式と同程度に抑えられ、市街地の工事でも
活用されている。
カツウラ建機の勝浦聖次会長は、「他社製品ではＮ値30以上の硬い地盤になると補
助工法が必要だが、ＩＣＥ社の製品はＮ値50～ 60ほどのさらに硬い地盤でも単独
で対応できるほど能力が高い」と有用性を強調する。
同社では現在３台を保有しており、勝浦会長は、「保有機械はフル稼働の状態。東
北では復旧・復興工事が本格化しているが、護岸や港の整備でいまだ手つかずのとこ
ろもあり、まだまだ需要が見込まれる。このため、さらに保有台数を増やして復興の
加速に貢献したい。想定は６～７台だが、需要によってはそれ以上も視野に入れてい
る」と話している。



◎楽天野球団　koboスタジアムの増席・改修を計画
プロ野球チーム「東北楽天ゴールデンイーグルス」を運営する楽天野球団（仙台市）

は、仙台市宮城野区の球団本拠地・楽天koboスタジアム宮城（宮城球場）の増席・改
修計画を進めており、鹿島の設計・施工を決めた。４月にも着工し、８月中の完成を

目指す。
昨年、同球団がクライマックス
シリーズおよび日本シリーズに進
出した際、内野３塁側スタンドな
どに仮設として増席した部分を本
設する計画。
３塁側スタンドはＳＲＣ造３階
建、延べ約4,900㎡で整備し、一
般席やボックスシート、立ち見席
など最大収容人数3,000人規模を

設ける。
このほか、同球団では外野ライト側にある楽天山に最大1,509人規模の観覧席を整
備する。完成後の球場全体収容人数は28,723人となる予定。

◎サニーヘルス　福島県須賀川市にメガソーラー
健康商品の開発・提供を手掛けるサニーヘルス（長野市稲葉1661西村峯満社長）は、
福島県須賀川市に新設する大規模太陽光発電施設（メガソーラー）「サニーソーラー福
島中央発電所」についてＪＦＥエンジニアリングの設計・施工を決めた。
建設用地は、閉鎖していた福島空港ゴルフクラブ跡地に当たる福島県須賀川市狸

森字長沢１地内の76万
4,635㎡で、2013年に同
社が取得していた。
計画ではパネル約12万
枚を設置して発電能力約
２万6,000kw（26Mw）の
大規模太陽光発電施設を建
設し、15年３月の完成を
目指す。
同社はこれまで、八戸八

太郎山ソーラーパーク発電所（青森県八戸市）など全国３ヵ所で太陽光発電事業を展開
しているが、今回のような大規模発電所の設置は初めてとなる。

（以上、仙台・建設新聞社）




