


◎着工戸数減少も道外資本進出や大規模開発など回復の兆し
　―札幌市内の分譲マンション着工動向　　
札幌市内における、2014年の分譲マンション着工は、消費増税後の反動と、資材・
人件費高騰に伴う建設費上昇などがブレーキとなり、７月末で前年同期を２割強下回
る水準となっている。一方で、本州資本のデベロッパーが新規に開発計画を表明し、
道内勢も札幌駅周辺で大規模開発を計画するなど、回復の兆しもうかがえる。住宅・
不動産アナリストの志田真郷氏（インフォメーションシステムキャビン社長）は、今後
の動向について「リーマンショックで根付いた在庫蓄積への恐怖感をいかに払拭する
かにかかっているが、坪単価の上昇は確実に表れている。高価格マンションの契約が
順調に進めば、供給への意欲が高まるのではないか。景気は確実に回復基調にあり、
立地条件の良いマンションの人気は引き続き高いはずだ」と解説している。
「在庫蓄積への恐怖感払拭が 」
札幌市内の分譲マンション着工は、2014年７月末時点で720戸。13年同期を約
200戸、20％余り下回っている。上半期の着工戸数としては、リーマンショックの
影響が色濃く残る10年の405戸に次ぐ低水準だ。
不振の原因としては、消費増税後の反動に加え、資材・人件費高騰に伴う建設費上
昇により、供給側が着工に慎重になっている状況がある。また、13年は３月にＪＲ
札幌駅北口で235戸のタワーマンションが着工するなど、大型物件が続いたことも
要因として考えられる。
９月以降の着工動向は、札幌市に届け出が
あった中高層建築物計画を参考にすると、毎
月100戸以上の着工が見込まれるが、１棟で
100戸を超える大型マンションは現時点では
見られず、14年の最終的な着工戸数は前年割
れとなる可能性が高い。
志田氏は、現状について「リーマンショック
の際、事業者は在庫を抱えることを極度に警
戒するようになった。札幌市のような都市で
は1000戸程度の在庫があっても問題はないと
思うが、現状は３分の１以下にとどまってい
る」と、リーマンショックの後遺症が、供給マ
インドに色濃く残っていると分析。
今後の着工については、「供給側が在庫蓄積
への恐怖感をどう払拭するかにかかっている。

中央区円山地区で工事が進む分譲
マンション



供給マインドの改善には景気回復が不可欠だが、アベノミクスにより、景気回復は着
実に進んでいる。長期的に見ても、日本経済は、50年から60年周期で好不況を繰り
返すといわれている経済現象の上り口に入ったと考えられるのでは」と、景気回復の
波が本流にありつつあると推測する。
意欲ある投資に需要も反応
また、供給サイドの具体的な動きとしては、本州資本のデベロッパーが新規に開発
計画を表明し、道内勢も札幌駅周辺で大規模開発を計画するなど、回復の兆しもうか
がえる。
道外資本の動きとして業界関係者が注目したのは、京阪電鉄不動産（本社・大阪）の
札幌進出表明だ。具体的な物件としては、東区北19条東１丁目に15階建て、42戸
のマンション着工が決定しているほか、中央区北５条西27丁目の国有地、中央区南
１条西７丁目のオフィスビル跡地なども取得。同社では毎年５棟、200戸以上を供給
する計画だ。
このほかにも、フージャースコーポレーション（本社・東京）が中央区大通西19丁
目の「衣装のヤサカ」を取得。既存ビルの解体後、11月にも36戸のマンションに着工
し、安田技研工業（本社・大阪）も南区南31条西10丁目の230号石山通沿いに、「仮
称クルーザーバレーＭ31新築」（57戸）を計画している。
地場のデベロッパーも大型プロジェクトを表明している。クリーンリバーは、東区
北６条東５丁目の札幌繊維卸センター跡地を取得。秋口から既存施設の解体を進め、
2015年度から全４棟、総戸数350戸程度を供給する方針だ。同社では「フィネス福
住ガーデンシティ」で15年度に２棟88戸の建設も予定している。キタコーも中央区
北４条西18丁目の旧国家公務員宿舎桑園住宅の敷地約3,300㎡を落札し、今後事業
の具体化を図る。
一方、着工のネックとなっている技能者不足に伴う労務単価の上昇や資機材価格の
値上がりは相変わらず続き、建設費上昇の要因となっている。この点について、志田
氏は「東北地方の復興事業がピークを超えたとしても、東京オリンピック関連の工事
が本格化することにより、人件費や資機材価格が下降することは考えにくいのでは」
と指摘する。その上で、分譲マンションに関しては「建設費の上昇分を分譲価格に転
嫁できるかが課題だろう。ただ、最近の坪単価の動向を見ていると、バブル期を上回
る価格に達し、最近発売となった円山地区の物件では坪単価が200万円を超えてい
る。こうした高額物件に対し、需要サイドが好反応を示せば、積極的な投資の呼び水
になるのでは」と予測する。
さらに「今の状況がリーマンショックの時とは異なることをデベロッパーがしっか
りと理解し、意欲ある投資をすれば市場はそれに反応する。京阪電鉄不動産の動きは、
札幌への期待値の表れでもある」と、今後の札幌市内における分譲マンション着工動
向は、市場の期待に対して、デベロッパー側の的確な対応が焦点となることを指摘し
ている。



◎「ハンディ背負った人が生きていく場を」
　―北洋建設社長、小澤輝真さん「通年雇用奨励金が経営をサポート」

「継続して給料が支給されることで、やる気が出てくるし、技術もそれに伴って身
に付く。冬場に仕事を確保することは大変だが、通年雇用とすることで技術も向上す
る。奨励金があることで経営的に大変助かっている」
札幌市東区に本社を置く北洋建設社長。とび・土工、解体業などの専門工事業者と
して1973年に創立し、ことし４月に３代目社長に就任した。
同社は、元受刑者を雇い入れる協力雇用主会に所属し、これまでに多数の元受刑者
を技能者として雇用。家庭の事情などで中学までの学歴しかない人や障がい者も積極
的に雇い入れ、現場の貴重な戦力として育て上げる企業としてその歴史を刻んできた。

今年で創立42年を迎えるが、その歩みは決して順
風満帆ではなかった。しかし、そうした苦境の中で
も一貫していたのは、ハンディキャップを背負った
人たちを決して見捨てず、家族として温かく見守っ
てきたことだ。
その原点には、創業者の父、先代の母が実践して
きた「ハンディを背負った人が生きていくための場所
を作ること」にある。小澤社長自身、３年前に脊髄小
脳変性症という神経疾患を発症。現在は投薬により
やや持ち直したものの、歩行や会話に不自由する状
態だ。「大変だけど、皆が助けてくれる。それに、痛

みを経験してこそ見えてくるものもある」と、難病さえも前向きにとらえる。
従業員は15歳から70歳までと幅広い。2013年は、19人を対象として通年雇用奨
励金を受け、現在約50人の職員をすべて通年雇用としている。新入社員は資格取得
のための勉強や、現場で必要な体力を養うために、厳しい研修を実施。養成途中の若
者がやめてしまうこともある。しかし「１年目は雑用ばかり。つまらないかもしれな
いが、何年か辛抱すれば、技術も身に付き仕事のおもしろさも分かる。技術に妥協は
ない。厳しいだろうけど、残った人は優れた職人になる」と、信念は揺るがない。
受注環境は依然として厳しいが、多くの従業員の通年雇用を維持していくためには
継続的な受注が不可欠だ。「通年で働くことにより、生活が安定し、仕事にも集中で
きる。技術も磨かれる。しっかりとした仕事をすることで顧客との信頼関係が確かな
ものになる。その意味で通年雇用奨励金制度は、われわれのような技術が看板の企業
の経営をサポートしてくれる欠かせないものだ」と、通年雇用の重要性を強調する。
同社で14年目となる鈴木穂営業部次長も「この会社は、飲み会一つとっても家庭的
な雰囲気が濃い。一年を通して働くことにより、社員の連帯感も強まり、仕事の精度
も確かなものとなるのでは」と話している。

社員を温かく見守る小澤社長



◎「住む人が喜びを感じるような家を作りたい」
　―高校生ものづくりコンテスト全国大会に出場する札工の岩原さん

11月に青森市で開催される「第14回高校生ものづくりコンテスト全国大会」の木材
加工部門に出場する札幌工業高校建築科２年生の岩原大樹さんが、栄冠を目指して技
術の修練に励んでいる。初めての全国レベルの大会に臨む岩原さん。「木を加工して
ものをつくり上げていくということに楽しさを感じる。将来は住む人が喜んでくれる
ような家を作ってみたい」と、建築大工への夢を語る。
６月に開かれた木材加工部門の北海道地区予選会で、道内の工業系高校８校、14
人の中から最優秀賞を勝ち取り、全国大会へのキップを手にした。
予選会には、同校の「建築研究同好会」の一員として参加した。「周りは３年生が多く、
正直自信はなかった」と振り返る岩原さん。同好会の部長を務める岩原さんを、顧問
の佐藤祐士教諭は「責任感があり、黙々とやるべきことをやるタイプ。皆にも慕われ、
知識や技術を習得することに意欲を常に持っている」と評価する。
全国大会では、各ブロックを勝ち抜いてきた生徒10人が腕を競う。２時間30分の
時間内に、課題図に従って墨付け、加工、組み立てを行う。

「技術はまだ未熟。大会までに訓練
を重ね、少しでもレベルアップした
い」。放課後、そして土曜日も２時間
以上、のこぎりやのみを手に、汗を流
す。
佐藤教諭も「仕上がりなどを見ると、
経験の足りなさからまだ荒い部分があ
る。でも、２年生ということもあって、
伸びしろがあり、11月までにできる
限り技を磨き、ぜひ栄冠を勝ち取って
ほしい」と期待を寄せる。

建築科を選択した理由について「祖父が趣味で木材を加工しているのを見て興味を
持った」。そして、実際に工具を手にして作業をすると、その奥深さに魅了された。
「ちょっとした手加減でできあがりが全く違う。技を磨いていくことで自分自身の成
長も確認できて楽しい」と、技術のレベルアップに自らの成長を重ね合わせる。
若者の建設業離れ傾向について「ものづくりに楽しさを感じる生徒はけっこういる
と思う。でも、学校の授業は時間が短く、楽しさを感じるには足りない。もっと多く
の授業があれば、と思う」と指摘する。
卒業後は建築大工を志す。夢は「これは、というものを自分が作り、そこに住む人
が喜びを感じてくれるような仕事をする」こと。未来の建築マイスターは、その道を
着実に歩んでいる。

栄冠に向け技術を磨く岩原さん



◎工事、委託ともに増加、舗装は８割近くに
　―札幌市の第１四半期くじ引き発生状況

札幌市の市長部局、交通局、水道局、病院局の2014年度第１四半期（４―６月）落
札動向がまとまった。工事の件数は721件で前年度同期より22件減ったが、平均落
札率は90.56％で0.17ポイント上昇した。委託は17件少ない137件で、落札率は
1.11ポイント低い76.7％にとどまった。くじ引き発生率は、前年度と比較して工事
で電気とその他、委託で測量が減少し、工事で舗装が横ばいとなったほかは増加傾向。
測量、地質調査、設計が８割を超え、舗装が８割弱、土木と造園は５割強に達している。
平均参加業者数最多は地質調査の45.3者
くじ引き落札の発生は、一般競争入札導入により参加企業が増加し、企業間の価格
競争が激化する中、積算ソフトが充実したことで、参加した企業の多くが、落札する
ための最低ラインである、最低制限価格と同額での応札が可能となったことなどが背

景にある。
くじ引き発生率を
見ると、工事では競争
入札721件中36.2％
に 当 た る261件 で
発生。工種別では舗
装 が56件 中44件 で

78.6％と最も高く、造園が24件中13件で54.2％、土木が335件中179件で53.4％
という状況。くじ引きのうち239件は最低制限価格で発生し、土木と造園でその割
合が高かった。平均入札参加者数は前年度より若干少ない11.8者。工種別では舗装
が20.2者と最多で、次いで造園の14.7者、土木の14.2者、建築の8.4者などとなっ
ている。

委託は競争入札137件の83.9％に当たる115
件がくじ引きに。このうち96.5％の111件は、
最低制限価格での発生だった。業種別では測量が
31件中27件で87.1％、地質調査が９件中８件で
88.9％、設計が97件中80件で82.5％と、いずれ
も８割を超えている。平均入札参加業者数は、全
業種平均が15.3者。業種別では地質調査が45.3

者と最多。測量23.6者、設計9.8者という状況になっている。
くじ引き落札は、経営の根幹である受注を「運」に任せることとなり、「技術と経営に優
れた会社」を目指す企業の意欲を著しく減退させ、雇用や設備投資などの経営戦略の構築
も困難となる。札幌市でも、本社所在地要件の設定などの対策を講じているが、抜本的
な対策となっていないのが現状であり、業界からは改善を望む声が強く上がっている。



◎札幌市が市立札幌病院を大改修へ
札幌市病院局は、市立札幌病院の大規模改修を計画している。完了までには10年
程度を要するが、配管など騒音を伴う改修も含まれるため、駐車場部分に延べ１万㎡

以上の代替施設や自走式立体駐車場を建設する
案も検討している。2014年度に実施する改修基
本調査を経て、整備手法を固める予定だ。
代替施設の建設も視野に
中央区北11条西13丁目に位置する市立札幌
病院は、規模がＳＲＣ一部ＲＣ造、地下２地上
10階塔屋２階、延べ６万3,100㎡となっている。
東西の病棟のほか、管理救急棟、中央診療棟、
中央ホール、外来棟などで構成。1995年に現在
地に移転し、既に19年が経過している。
同局は、空調や衛生設備の老朽化、施設の狭
あい化などさまざまな課題に対応するため、同
病院の保全改修を計画。13年度には保全改修の
可能性や配管の劣化状況を調査した。その結果、
建て替えや移転はせず、改修や更新を基本に対
応していくことを決めた。

しかし、工事に当たっては騒音を伴い入院患者などにも影響があることから、同局
は代替施設建設も視野に入れている。14年度に進める改修基本調査の中で、設備改
修の考え方や改修の妥当性、コストなどを検討する保全改修計画、病院の在り方や経
済性などの問題を考える大規模改修基本構想、今後の経営などに関する事業収支計画
をまとめる。業務は年度内に完了を目指し、野村ヘルスケアサポート＆アドバイザリー
が受託した。
14年度の調査で代替施設の建設が必要と判断された場合は、敷地北側に位置する
駐車場に建設する方針で、４階、延べ１万700㎡程度の施設を想定している。
改修に向けた現段階のスケジュールを見ると、15年度に基本設計、16年度に実施

設計を予定し、必要があれば代替施設の実施設計も併せて進める。17―18年度に代
替施設を建設し、その後「東病棟・救急救命センター」「西病棟・事務系執務室」「透析・
医局・講堂」「外来診察」「中央倉庫・手術室」の順で代替施設に仮移転しながら、本体
を改修していく予定。
現施設の狭あい化を解消するため、代替施設は改修完了後も解体せずに何らかの施
設として活用を続ける方針だ。また、代替施設が建設される場合は、現況の駐車台数
約390台が維持できなくなるため、自走式３階程度の立体駐車場建設も計画してい
る。順調に進めば、全ての改修が完了するのは2024年度末となる見通しだ。

2024年度完了に向け改修事業
がスタートした市立札幌病院



◎エアウォーターがJR桑園駅前に高齢者複合施設計画
産業用ガス大手のエアウォーター（本社・大阪）は８月22日、ＪＲ桑園駅近くのグ
ループ会社跡地に、病院やデイサービス、高齢者住宅などから成る複合施設を建設す
る計画を明らかにした。総工費38億円で2015年４月に着工、17年秋の開設を目指
す。同社初の病院併設型複合施設となる。
子会社の北海道エアウォーター（本社・札幌）が事業主体となる。エアウォーター
物流（同）の本社があった札幌市中央区北８条西13丁目28の敷地に、９階建て、延
べ１万2,562㎡の複合施設を建てる。敷地面積は5,190㎡。桑園駅やイオン札幌桑園
ショッピングセンターに近い。デイサービスやコンビニエンスストア、調剤薬局、多
機能センターを1階、病院と健診センターを２階から５階、サービス付き高齢者向け
住宅（サ高住）を６階から９階に入れる方向で検討している。
施設に入る病院は決まっておらず、道内の医療法人との交渉を続けている。北大付
属病院や札幌医大病院、市立札幌病院、ＮＴＴ札幌病院など近隣の大規模な急性期病
院との連携も視野に入れている。ベッド数は100床程度。サ高住は夫婦用の２ＤＫ
の間取りの部屋50―60戸で構成する。

◎札幌三井JPビル赤れんがテラスが待望のオープン
三井不動産と日本郵便によ
る札幌三井ＪＰビルディング
内の商業施設「赤れんがテラ
ス」が８月28日、待望のオー
プンを迎えた。関係者らがテー
プカットし、札幌駅前通のに
ぎわい創出を担う新たな商業
エリアの誕生を祝った。
赤れんがテラスは「新しい感
性と出会う、札幌の中庭」をコ
ンセプトとし、同ビルの地下
１階から地上４階部分に、道

内初進出となる５店舗や、新業態12店舗を含む27店舗が出店。地元札幌をはじめ道
内、アジアなどからの海外観光客も呼び込む。
北３条広場側に面した１階部分にはオープンカフェやオープンバルを配置し、札幌
駅前通地下歩行空間からのダイレクトアクセスも可能となっている。セレモニーでは、
空知管内を舞台とした映画「ぶどうのなみだ」の主演を務める俳優の大泉洋さんがサプ
ライズゲストで登場し、オープンに花を添えた。

（以上、北海道建設新聞）

俳優の大泉洋さん（写真中央）がサプライズゲスト
で登場した



◎北海道の15・16年度入札参加資格審査
　　―通年雇用事業者を継続評価へ

北海道は、次回2015・16年度競争入札参加資格審査（格付け）で、季節労働者を通
年雇用する事業者の取り組みを、継続して技術・社会点の評価項目とする。点数は、
前回2013・14年度の審査と同様に加点幅を10点とする見通し。次回の審査で、通
年雇用化の評価を希望する事業者は、前々年度以上の雇用保険被保険者数を確保して
いることに加え、通年雇用奨励金の利用事業者であることなど、一定の要件を満たす
ことが求められる。事前に申告書を提出する必要があり、10月から各総合局・振興
局の商工労働観光課で受け付ける。
通年雇用奨励金利用者などが対象
道は、建設業を中心に全国の６割を占める道内季節労働者の対策が、道政の重要課
題となっていることから、通年雇用化の促進を目的に2005・06年度審査から、通年
雇用に取り組む事業者に対して、技術・社会点の項目に加えて評価している。
道では、通年雇用に積極的に進める事業者を評価対象としたことで、資格審査に係
る通年雇用化申告事業者数が着実に増加している実態を踏まえ、一層の取り組みを促
すために、2013・14年度審査から、加点幅をこれまでの６点から10点に引き上げ、
手厚く評価することにした。
資格審査で通年雇用化の評価を受けるためには、道に申告書を提出する必要がある。
道内の雇用保険適用事業所で、入札参加資格審査基準日の前年９月末日現在の雇用保
険被保険者数が、その２年前の同月と比べて下回っていない事業者が対象。
さらに、①通年雇用奨励金の利用事業者②通年雇用化率が上昇して通年雇用化が進
展した事業者③通年雇用化率が100％の中小企業者―のいずれかの項目に該当する必
要がある。雇用保険の適用事業所が道内に複数ある場合は、適用事業所の被保険者数
を合算。２年前に被保険者がいない事業者は申告できない。
次回の審査に併せ、季節労働者通年雇用化申告制度を８月21日付で一部改正。雇
用保険の被保険者数について、65歳未満の一般被保険者と季節的に雇用されている
短期雇用特例被保険者に加え、一般被保険者から切り替わった65歳以上の高年齢継
続被保険者も次回審査から対象とすることにした。
これは若者、女性、高齢者、障害者の就労促進による全員参加型社会の実現を目指
す国の施策を受けた措置。経済部雇用労政課は、65歳以上の被保険者を加えることで、
より実態に合った通年雇用化率を算出できるようになるとみている。
申告書の提出を受けた後、道は被保険者数などが申告通りか北海道労働局に確認す
る必要があり、申告内容に相違がある場合は再提出を要することから、申告書の締め
切りは競争入札参加資格申請日の３週間前までとしている。



◎「国土強靱化を成長戦略の中心施策に位置付けを」
　―道経連のシンポで藤井京大教授が講演

北海道経済連合会は８月29日、ホテルオークラで国土強靱化（きょうじんか）シン
ポジウムを開催した。講師の藤井聡京大大学院教授は、国土強靱化の目的について「危
機を直視し、それを突破するためのレジリエンス（強靱性）をオールジャパンで手に入
れること」と説明。強靱化により、危機的場面ではもちろん、インフラの強化などに
より平時の経済も牽引することを強調し、「国土強靱化こそ成長戦略のど真ん中に位
置付けるべき施策だ」と語った。
国土強靭化の要求額は4.5兆円
「強くしなやかな北海道の創世を目指して」と題したシンポジウムには、道内の経営

トップや行政機関の長ら約300人が参加した。国土強
靱化に関しては、2013年12月に大規模自然災害など
に備えて、事前防災と減災に関わる施策を総合的に推
進する国土強靱化基本法が成立。ことし６月には基本
計画を閣議決定し、それを受けて北海道などの都道府
県や市町で地域計画の策定作業が進んでいる。
フォーラムの冒頭、自民党の吉川貴盛国土強靭化調
査会事務総長が、「来年度概算要求のうち、国土強靱化
に関わる予算は約４兆5,000億円。このうち、公共事
業は３兆7,000億円に上る」と、政府としても国土強靱
化を積極的に進めていく方針であることを強調した。

藤井教授は「公共事業費は、ピーク時に比べ約６割減少したが、事業の必要性は老
朽化の進展や相次ぐ災害などにより、一層高まった。国民の『このままではいけない』
という思いが強靱化の背景にある」と説明。また、異常気象など、かつては想定して
いなかった危機が近年顕在化していることを踏まえ、「現状のリスクを的確に評価し、
決して起きてはならない事態を避けるために、国と地方自治体、そして民間が協力し
合って危機を跳ね返そうというのが国土強靱化だ」と、強靱化の趣旨を解説した。
その上で国土強靱化の効果として「建築施設の耐震化を図ることで、直接的な投資
効果に加え、資産価値も上昇する。多重のインフラ整備は、企業誘致の呼び水となる。
一極集中の是正により、地域にさまざまな機能が分散され、地域の活性化につながる。
こうした効果を考えれば、国土強靱化こそ、まさに成長戦略のど真ん中に位置付ける
べき施策だ」と、国土の強靱化が平時の経済にも大きな影響を与えることを強調した。
また、北海道が果たすべき役割については「決して起こしてはならない事態の中に

は、食料やエネルギー危機がある。北海道にはこれらが豊富に存在する。これらの資
源を確実に供給できるような環境整備が平時の今から必要だ」と、北海道の潜在力を
発揮するためのインフラ整備の必要性を説いた。

国土強靭化の重要性を
説く藤井教授



◎北海道強靭化計画の骨子案まとまる－交通網強化など 
道は、国土強靱化基本法に基づく地域計画となる仮称・北海道強靱化計画の骨子案
をまとめた。本道の地域特性を踏まえて21項目にわたる「最悪の事態」を設定し、現
行施策での対応力を分析・評価。その結果を基に、交通ネットワークの強化など必要
な施策の方向性を固めた。今後、具体的な取り組みを検討し、ハード・ソフトの両面
による施策プログラムを年内にまとめる素案に盛り込む。９月８日の道議会総合政策
委員会と、第２回国土強靱化地域計画有識者懇談会に示した。
北海道強靱化計画は、国土強靱化に関して道の総合計画や各分野別計画、国の施策・
予算に関する提案、道予算編成上での指針と位置付ける。計画期間はおおむね５年間。
基本目標は、①大規模自然災害から道民の生命財産を守り、本道の重要な社会経済
機能を維持すること②本道の強みを生かし、国家的規模の自然災害に対する被害の最
小化に資すること―の２点。食料・エネルギーの供給や寒冷多雪など本道の特性を踏
まえるとともに、国、市町村、民間らとの連携・ネットワークを基本とした取り組み
に留意して進める考えだ。

◎14年度の道内民間設備投資はバブル以来の２桁増－政投銀調査 
日本政策投資銀行北海道支店は８月５日、2014年度の道内民間設備投資が前年度

から15.1％増加し、4,388億円に上るとの調査結果を発表した。前年度を上回るのは
３年連続で、２桁の伸び率はバブル期の1989年以来。製造業、非製造業ともに増え、
特に運輸、卸売・小売の２業種で投資が活発化する見通しだ。
資本金１億円以上の企業１万1,827社を対象に調査し、54.5％に当たる6,449社が
回答した。このうち2014年度に投資を予定している764社(うち道内に本社を置く
企業は491社)の投資動向を調べた。
2014年度設備投資の内訳は、製造業が23.7％増の1,038億円、非製造業が12.7％増
の3,350億円。製造業がプラスとなり、非製造業が２年続けて２桁の伸び率となった。
業種別では、運輸、卸売・小売、サービス、石油、輸送用機械などが増加し、電力、
リース、通信・情報の３業種が落ち込んだ。
増加業種のうち、最も伸び率が大きい運輸は、鉄道会社による安全対策や車両取得
といった更新投資、２番目に大きい卸売・小売では、店舗や物流施設などの新設が増
える見通しとなった。サービスは老朽化した施設の建て替えや改修、石油は事業環境
の変化を背景とする合理化投資、輸送用機械は、自動車関連の能力増強や維持更新の
ための投資が引き続き活発化することが見込まれる。
減少業種では、電力で変電・配電設備投資、リースで建設機械などレンタル用資産
増強投資、通信・情報で回線整備投資がそれぞれ前年度よりも少なくなるとみられる。
全国の14年度設備投資は、15.2％増の19兆3,047億円が見込まれ、北海道のシェ
アは4.5％。前年度を0.3ポイント下回っている。



◎15年度道開発予算概算要求、２割増の7,678億円に
　―年末の政府案でのプラス維持が焦点に

2015年度政府予算概算要求における、北海道開発予算の要求額は2014年度当初
比17.8％増の6,298億円となっている。一般公共事業費に相当する北海道開発事業
費は、地元負担などを加えた事業費ベースで19.6％増の7,678億円と２割近くの増
を示している。大幅増となったのは、成長戦略や地方創生を進めるための「新しい日
本のための優先課題推進枠」を設け、公共事業など裁量的経費の要求額を、2014年
度当初予算1.3倍まで認めたことが要因。年末の政府案決定までの過程で、財務省の
査定により絞り込まれることになるが、対前年度比プラスをどの程度の幅で確保でき
るかが焦点となる。
高規格道路の着工凍結解除も
７月に閣議決定した概算要求基準では、成長戦略や地方創生を推進する「新しい

日本のための優先課題推進枠」を新たに設定。公共事業など裁量的経費については、
2014年度当初予算から一律10％を減額。これを基準額として、「推進枠」を含めた要
求総額を1.3倍まで積み上げることを認めている。
この基準に沿って各省庁は８月末までに概算要求を提出。北海道開発予算のうち、
北海道開発事業費については、国費ベースで2014年度比18.2％増、事業費ベースで
も19.6％増と大幅な伸びを見せている。
基準額の1.3倍までの要求が認められたことが要因だが、北海道開発事業費の場合、
公共事業関係費全体の伸び率（17％）を上回る増加となっている。これは、北海道開
発事業費が国交省と農林水産省、厚生労働省の３省の北海道関係の公共事業関係費を
一括計上しているため、特に農水省の農業農村整備や水産基盤整備について、北海道
に重点的に予算要求したことなどから、高い伸び率となった。
ただ、今回の要求額は、年末の政府案決定までの過程で、財務省の査定を経て大
幅に減額されることがほぼ確実だ。2014年度予算も、北海道開発事業費の要求額は
2013年度比19.5％増だったが、年末の政府案では3.8％増にまで圧縮されている。
圧縮幅をできる限り小さくするためには、要求総額の２割を占める優先課題推進枠
の獲得が大きなポイントとなる。優先課題推進枠の主要テーマである地方創生につい
ては、人口減が続く地域の都市機能維持を図るため、高規格幹線道路のネットワーク
化を目指す。着工凍結となっていた道縦貫道士別市多寄―名寄市間と道横断道陸別町
陸別―陸別町小利別間の再開は、地方創生を後押しする事業だ。
また、成長戦略では、北海道の食料供給基地機能強化に向け、農業や水産業の基盤整備は
必須の事業であり、釧路港の戦略バルク港湾事業も、食料供給の競争力強化を後押しする。
年末に向けての予算獲得攻防の際には、成長戦略や地方創生に北海道がどのように
寄与するかが問われる。北海道は官民で一体となって、北海道の潜在力発揮による国
力強化の役割を中央に強力に訴えることが求められている。



◎女性技術者・技能者、５年で20万人に倍増
国土交通省と建設業５団体は、建設現場への女性の入職を促進するための「もっと
女性が活躍できる建設業行動計画」を共同でまとめた。官民一体で女性の人材確保・
育成に取り組み、2019年までの５年間で女性技術者を２万人、女性技能者を18万
人へとそれぞれ倍増させる。地域単位で女性採用の合同説明会を建設業団体が開くほ
か、女性を積極的に採用する企業情報を発信するためのポータルサイトなどを開設。
直轄工事で女性の登用を促すモデル工事を実施したり、現場のトイレ・更衣室などに
関する積算基準・仕様を見直す。
職場環境改善に向け積算基準見直しも
８月22日に国交省幹部と日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、

建設産業専門団体連合会、全
国建設産業団体連合会のトッ
プらが会談し、行動計画を決
定した。
女性技能者は、1997年に26
万人でピークを迎えたが、建

設投資の減少などが影響し、現在は９万人にまで落ち込んでいる。女性技術者は98
年ごろから大手ゼネコンを中心に採用が本格化し、１万人が在籍している。官民一体
で入職促進や就労継続に取り組み、現場の女性を５年で倍増させることで、男性も含
めた建設業界全体の職場環境改善や意識変化を促し、さらに女性の活躍につなげる好
循環を生み出す。
行動計画では、まず、各業界団体・企業による女性採用の数値目標や行動指針を設
けるとした上で、工業高校、工業高専、大学で建設分野を専攻する女性に就職を働き
掛けたり、現場見学会や出前講座などを通じて、学生とその保護者に建設業の魅力を
働き掛けるなど、女性の建設業への入職を促す。
各地域の建設業が女性を採用できるよう、建設業団体が主導して女性の採用に積極
的な企業を集めた合同の採用活動や説明会も開催する。建設産業戦略的広報推進協議
会の総合ホームページ「建設現場へＧＯ」のコンテンツとして現場で活躍する女性技術
者・技能者を紹介。採用に積極的に取り組む企業情報も掲載する。
入職した女性が働き続けられる職場環境の整備にも同時に取り組む。直轄工事でト
イレや更衣室などの整備に関する積算基準や仕様を見直すほか、適正な工期設定・工
程管理に関する受発注者間の連携を深める。使用者には、育児期にある女性が働く各
現場での朝礼への不参加や、現場直行・直帰を柔軟に認めるよう促す。出産育児後の
円滑な職場復帰をサポートする研修なども開く。　　　　　（以上、建通新聞社東京）



◎“命の道”つなぐ復興のシンボルに　気仙沼湾横断橋が着工
東北地方整備局が復興道路として整備を進める三陸沿岸道路のうち、宮城県気仙沼
市に架橋する気仙沼湾横断橋（仮称）の着工式が６月29日に行われた。完成すれば斜
張橋としては東北一の長さを誇り、港町・気仙沼における復興のシンボルとなる。“命
の道”を結び、多方面に渡る整備効果発現が期待されている。
高次救急医療施設へのアクセス向上

着工式は、気仙沼市川
口町のＰ５設置地点付近
において、関係者ら約
140人が出席し、工事の
無事と早期完成を願った。
気仙沼市の菅原茂市長
は「橋の上を通過する車や

人だけではなく、橋の下を航行する船舶も気仙沼を象徴する光景となる。“海と生きる”
気仙沼市にふさわしい橋梁の架橋が現実となり、感無量だ」とあいさつ。続いて東北
地方整備局の安藤淳副局長は「リーディングプロジェクトの復興道路においてもシン
ボルとなる橋梁だ。１日も早い完成に向けて最大限の努力をする」と述べた。
気仙沼湾横断橋は、三陸沿岸道路気仙沼道路のうち、気仙沼湾に架かる橋長1344
ｍの長大橋。仙台方面の気仙沼市松崎地区から大川を渡河し、朝日地区を経由して気
仙沼湾を跨ぎ、対岸の大浦地区に至る。
仙台側は陸上部で、鋼３径間連続箱桁橋と鋼７径間連続箱桁橋で構成する計664
ｍの橋梁となり、予備・詳細設計は長大が担当。朝日地区から大浦地区に至る海上部
は３径間連続鋼斜張橋で、橋長680ｍ。斜張橋部の延長は、完成すれば青森ベイブリッ
ジを抜き東北最長となる。基本・詳細設計は大日本コンサルタントが担当した。また、
桁下は過去に通過した最大船舶のマスト高に余裕高２ｍ以上を加え、海面から32ｍ
の高さを確保する。下部工は、橋台を仙台方面の陸上部起点と、岩手方面の海上部終
点に１基ずつ設け、橋脚は全12基を設置。このほど、Ｐ４～８を不動テトラで着工
する。橋梁の設計に当たっては、地域懇談会で要望が出た色彩や眺望、ライトアップ
などを反映できるように作成している。また、外部識者の技術検討委員会から助言を
受け、点検用ロボットによる維持管理の自動化などを盛り込む方針だ。
整備効果は、“命の道”の一部として、津波浸水域を回避して災害時の緊急輸送路
を確保するほか、石巻赤十字病院への所要時間が約４割短縮されるなど高次救急医
療施設へのアクセスが向上する。さらに、気仙沼市の主要産業である水産業や観光
の振興など、多方面での効果が期待される。開通時期は未定だが、橋梁より仙台側
の気仙沼ＩＣ（仮称）までは2017年度開通予定となっており、早期供用へ整備を急
ぐ。

東北最長となる気仙沼湾横断橋のイメージパース



◎女川町震災復興まちづくり　中心部を全面封鎖し集中工事
ＵＲ都市機構は８月７日、宮城県女川町の震災復興まちづくり事業工事現場を報道
陣に公開した。全体計画に対し約８割の造成が着手済み。特に女川駅周辺の中心部で
は2015年３月のまちびらきに向け、工事に拍車が掛かる。約40haを一般車両が入
れないよう全面封鎖し、重機やダンプトラックの走行に配慮。エリア内は女川駅新築
やＪＲ石巻線復旧も含め、工事に集中できる環境が整っている。
CM方式導入し2012年11月から工事
東日本大震災の津波により甚大な被害を被った宮城県女川町は、復興まちづくりに

当たってＵＲとパートナーシップ協
定を締結。ＵＲは市街地約220haと
離半島部15地区を全面的に整備する
ためＣＭ方式（ＣＭＲ＝鹿島・オオバ
ＪＶ）を導入し、12年11月から工事
を進めてきた。これまでに造成工事
は離半島部を含め８割が着手済みと
なっている。

今回、ＵＲが公開した現場は、特に工事が急ピッチで進む女川漁港に面した中心部
だ。このエリアは建築中のＪＲ女川駅の背後に位置する高台に住宅地を整備。駅正面
に駅前広場を配置し、海へと続く歩行者専用のプロムナード、商業施設などができる
計画。集客力を備えた施設を集中配置することで将来的に賑わいの中心となる。
ここでは、ＵＲが住宅地となる高台の切り土を女川駅周辺の低地に運び込む大掛か
りな造成工事を展開。併せてＪＲ石巻線浦宿駅～女川駅間の線路復旧、トンネル改修
工事や、女川町発注の温泉施設を備えた新女川駅舎（Ｓ一部Ｗ造３階建て、延べ950
㎡）の建設が進む。15年３月にはＪＲ石巻線の開業に合わせて、まちびらきを予定し
ており、それまでにＪＲ女川駅、駅前広場、国道398号につながる町道が完了。来
秋までにプロムナードや商業施設が整備される見込みだ。
当日は、ＵＲが担当する工事だけで160人、線路や駅舎工事を含めると約300人
の作業員が従事。造成工事では50ｔダンプトラックなど重機40台がフル稼働し、１
日8000㎥の掘削を行っていた。工事関係者は「工事は全体的に前倒しで進んでいる」
と話し、その理由について、用地取得が順調に進んだことと面整備を集中的に実施し
たことを挙げる。面整備については、国道398号を仮設道路として海側に30ｍほど
移設し、中心部の約40haを完全に一般道と切り離した。盛土工区を全面封鎖するこ
とで、集中的に造成工事を行い、工期短縮につながった。
女川町の復興まちづくり事業の全体完成は18年の予定だが、当面の目標であるま
ちびらきまであと半年余り、15年度後半からは徐々に造成が完了するところが出て
くる。目に見える復興に向けて、現場の集中力が高まる。　（以上、仙台・建設新聞）

2015年３月のまちびらきに向け工事が進む




