


◎通年雇用奨励金活用企業インタビュー
「作業効率向上に大きな効果」
　―丸栄山下建設社長・山下公一さん
受注する工事は、４割が元請けで、残り６割が下請けです。機械土工が中心で、開
建の河川の築堤工事が大部分を占めています。橋の橋台や橋脚工事を請け負うことも
あります。現在も河川の一般土木や維持工事を中心に複数の現場が稼働しています。
９月の大雨の影響もあって、かなり忙しい状況が続いています。人材確保に関しては、
かなり厳しいですね。
春から３カ月単位で３人を募集していますが、採用できたのは１人。東北の被災

地の復興事業の本格化や、首都圏での民間建築工
事の活発化に伴う技能者不足により単価が上昇し
て、条件が合わないというのが背景にあるのでは
ないでしょうか。特に型枠工や鉄筋工の単価上昇
が著しく、採算的にはかなり厳しいのが現状です。
当社の社員数は50人。このうち、季節雇用は
３人です。オペレーターと作業員、そしてもう１
人は夏ごろに入社した社員という内訳です。オペ
レーターと作業員は、長年当社で働いていて、本
人の希望を踏まえて、今年から通年雇用化を考え
ています。
企業にとって通年雇用奨励金は非常にありがた
い制度です。４月から６月にかけては稼働しない

現場が多く、この時期の経費を補填してくれることが大きいですね。
通年雇用のメリットは、まず第一に作業効率です。一年を通して一緒に作業をする
ことで技術が確かなものになり、仲間との連携も円滑に進み、作業効率が高まります。
もう一つは安全。元請けが最も神経を使うことの一つが安全ですが、現場の安全を
担うのは人です。慣れた現場で続けて作業することで、新規に現場に入る人に比べ事
故の確率が大きく減少し、安全作業につながります。通年雇用に関しては、１年を通
して雇用しないと、人材は育たないし、定着もしないと思います。また、国の直轄工
事では、社会保険未加入企業への排除対策が本格的に動き出していることもあり、当
社では社会保険加入と通年雇用をセットで考えています。２次、３次下請け企業は、
社会保険に加入していない企業が多く、そのような状況では、自社で社会保険をかけ
た社員を抱える必要があり、今後は社員を増やさなければならないことも想定してい
ます。

通年での作業が技術力向上に
つながる、と語る山下社長



「労災ゼロで高い信頼を獲得」
　―北斗建設・三浦恒孝社長―
社員数は20人です。通年雇用奨励金については、制度発足以来活用していて、昨
年６人が認定を受け、今年は３人の申請を予定しています。また、通年雇用に変える
時点で社会保険にも加入しています。
河川やトンネルなど本格的な土木工事から、都市部の水道や下水道、公園や歩道の
バリアフリー工事など土木工事全般を手掛け、下請けが100％。１次が大部分を占め
ています。
通年化により、社員の定着は軌道に乗りましたが高齢化が課題となっています。
30歳代から40歳代が半数を占めている一方で、この人たち以外は60歳近くと極端
な構造です。ただ、年配の人についても、体力的には若い人には及びませんが、経験
が豊富なため、現場のスキルは高いと思います。
奨励金を受けることができる３年間は、講習を
受けたり、機械の整備を任せ、この期間で元請け
から高い単価で現場を任せてもらえる技術を身
につけてもらいたいと考えています。
市街地の道路や水道工事などは、仮設費が率で
計上されるため、採算が厳しいのですが、当社の
場合は「北斗建設でなければできなかった」と理
解を示してくれる企業がほとんどです。
元請けからの信頼性は、まず、事故がない、と
いうことでしょうか。労災保険は10年近く使わ
ず、自動車保険も75％の最大割り引きがずっと
続いています。事故がないのは、通年雇用化によ
り、職員同士のコミュニケーションが図られ、継
続して作業に取り組めることが大きいと思います。
やる気があって将来性のある人を通年雇用化することは、会社にとってメリットが
大きいですね。仕事がない時期の経費負担などの課題はありますが、長年かけて築き
上げてきた元請けからの信頼を持続し、会社が発展していくためには、必要不可欠な
先行投資と考えています。
ただ、つらいことですが、一生懸命育てた作業員がやめてしまうこともあります。
最近は多少良くなったとはいえ、他の産業に比べると、まだ待遇や作業環境の面で課
題があると思います。
こうしたことの改善が必要ですが、一方で、給料を一律に上げることにも課題があ
ると思います。一律というのは、仕事ができる人には不公平な面もあります。
今は20人体制で、最盛期には40人ほどになります。急成長は求めませんが、企業
である以上、安定的な成長を目指していきたいですね。

通年雇用は会社にとって先行
投資、と話す三浦社長



◎札幌市が2013年度道路維持除雪表彰式を開催
　―無事故のオペレーター 16人も晴れの受賞

札幌市建設局は11月26日、ニューオータニイン札幌で2013年度道路維持除雪業
務委託等優秀受託者に対する感謝状などの贈呈式を開いた。除雪と雪堆積場で適正な
業務履行に努めた34社の功績をたたえたほか、永年技能従事者（オペレーター）16
人らにも賞状を贈り、市民生活の安全を守った労苦をねぎらった。

11回目を迎えるこの表彰
は、冬の過酷な作業環境を克
服し市民生活の安定に努めた
優秀業者をたたえるととも
に、除雪技術や安全管理水準
の向上を図ることが目的。
今回の表彰対象は、夏冬一
体化の除雪が23件233社、
雪堆積場管理が31件58社。
この中から、各区の土木部長
ら13人で構成する選考委員
会が、業務成績を基本に、安
全管理パトロールの点検結果

や規模、難易度などを総合的に勘案し選考。このほか、長年各センターを指揮して適
正な業務に努め、他の模範となる功績が認められた優秀除雪センター長と除雪セン
ター長に加え、今回は初めて、オペレーターとして無事故で延べ35年以上従事した
永年技能従事者16人も選んだ。
永年技能従事者からは「受賞にはびっくりした。車や人通りの多い路線を担当して
いるため、一般車両や通行人に対して事故のないようにと心がけてきた。作業をきち
んと進めるために、普段の食生活をはじめ健康に注意してきた」（加藤要さん、タイヨ
ウ）「うれしい。『とにかく回りに気を配り安全に努める』という会社の方針を実行して
きた結果だと思う」（小林鉄男さん、三兼建設工業）「歩行者や駐車中の車と事故がない
よう作業に当たってきた。オペレーターとして40年の歩みが評価され、光栄です」（大
川範夫さん、東海建設工業）―など、技能の研鑽（けんさん）が評価された喜びを語った。
◆永年技能従事者は次の通り（敬称略、カッコ内は所属企業）
▽赤石誠（タイヨウ）、加藤要（同）、高木剛彦（北創丸杉建設）、道下秀樹（道下組）、

中野裕士（同）、小林鉄男（三兼建設工業）、佐藤政信（東成建設）、吾孫子武志（北海メ
ンテナンス）、村井勝美（開発運輸建設）、山下昇（丸栄山下建設）、井田訓（北日本重機）、
森国政太郎（岡本興業）、種藤勇美（加藤舗道工業）、加藤喜代信（同）、大川範夫（東海
建設工業）、木下正弘（井上工業）

長年にわたり無事故を続けてきた技能者を表彰した



◎札幌市が15年度から冬季五輪開催計画策定に着手
上田文雄市長は11月27日に2026年冬季五
輪・パラリンピックを招致する考えを表明し
た。これを受けて準備作業が本格化する。札幌
市は15年度から開催計画策定に取り掛かるほ
か、各種国際会議に出席するなどＰＲに力を入
れる方針だ。
９月に市が公表した調査結果によると、札幌
大会開催に伴う総経費は4,045億円に上る。真
駒内公園屋内・屋外競技場建て替えをはじめと
する競技施設建設費が995億円、選手村やメ
ディアセンターなどの建設費が1,139億円、大
会運営費が1,861億円、招致経費が50億円と
いう内訳。試算には、輸送インフラの整備が含
まれていないため、実際にはさらなる負担が必
至となる。1972年の前回大会に合わせて建て
られた市内の既存施設のうち、改修レベルで現行基準をクリアできるのは宮の森、大
倉山の両ジャンプ場のみ。ほかは老朽化や観客席不足のため、スケートなど６施設で
建て替えが必要。カーリングは新設しなければならない。今後の開催計画策定と並行
して、建設場所の議論も本格化する。選手村やメディア村は延べ数十万㎡の規模とな
る見通しだが、観光文化局スポーツ部では「大会終了後の利活用を含め、民間の協力
をどこまで仰げるかが重要になる」と話す。
経済波及効果は全国で１兆4,097億円、道内で7,737億円、札幌市内で5,405億円
を見込み、雇用誘発数は全国で７万7,000人、道内で６万1,304人、札幌市内で４万
4,233人に上ると試算している。
北大公共政策大学院の小磯修二特任教授は「経済波及効果は１兆円とあるが、オリ
ンピックを契機に前向きな『消費』と『投資』の意識醸成が、中だけでなく外からも出て
くる。それをトータルすれば５倍、10倍くらいの大きな経済効果が生まれる可能性
がある」とし、インバウンドを中心とした需要をいかに取り込めるかが重要だと説く。
　市は最短で26年大会の招致を目指す。この場合、18年の平昌（韓国）に続き、22
年が欧州開催で有力視されていたが、立候補都市が相次いで辞退したため、アルマト
イ（カザフスタン）と北京で争う見通し。このため東京に決まった20年の夏季五輪を
含めアジア開催が続くことへの懸念もあるが、上田市長は「受け入れる都市の体制が
かなり制約されていることから、必ずしも大陸間調整が優先されるものではない」と
の認識を示した。26年大会に立候補する意向があるのは、今のところ国内では札幌
のみ。国外ではバルセロナ（スペイン）とリノ（米国）の２都市だとしている。



◎札幌市が工事と道路維持除雪の定時登録申請手引公表
札幌市財政局は、工事と道路維持
除雪の2015・16年度入札参加資格
審査（定時登録）申請の手引を公表
した。電子申請による受け付けで、
期間は12月15日から１月16日ま
で。格付け等級区分に変更はない
が、発注標準は電気で変更してい
る。
登録方法はこれまで同様、財政

局契約管理課ホームページからの電子申請とし、土日、祝日と12月29日から１月３
日までの年末年始を除き、午前９時から午後５時まで受け付ける。その後、５開庁日
以内に、経審結果通知書や建設業許可通知書、財務諸表などの添付書類を送付すると
いう流れ。
参加資格の審査基準日は14年12月１日。登録有効期間は15年４月１日から17年
３月31日まで。物品・役務の定時登録で実施した簡易更新申請は採用しない。
今回の主な変更点としては、刑務所出所者等の雇用や支援に関する実績がある雇用
主への加点措置を新設。札幌保護観察所に協力雇用主として登録され、12年12月１
日以降に保護監察対象者等を対象とした雇用・職場体験講習・事業所見学会のいずれ
かの実績がある場合は５点加点する。
災害時活動に関しては、これまで各区災害防止協力会加入者か、水道の災害応急活
動などの従事者のみに加点していたが、災害時の市有施設応急修理等に関する協力協
定や災害時の市有施設応急被害調査に関する協定、災害時の下水処理施設（設備）事業
継続支援協力協定、災害時等の連携協力に関する協定なども対象に含める。こちらも
配点は一律５点とし、同一企業が複数の協定を結んでいる場合もダブルカウントはし
ない。
発注標準はおおむね現行通りだが、電気については対象工事の金額をＡ等級で現行
の1,200万円以上から1,600万円以上へ、Ｂ等級で500万円以上3,000万円未満から
500万円以上4,000万円未満へ、Ｃ等級で1,100万円未満から1,500万円未満へ、そ
れぞれ引き上げる。
新たに電気Ａ等級として登録する場合に必要となる元請け実績は、従来の1,200万
円以上から1,600万円以上に変更。企業評価点も900点以上を求める。ただし、現時
点でＡ等級に格付けされている事業者の場合、元請け実績の確認は不要となる。
申請の手引や必要書類の様式などは同局ホームページからダウンロード可能。登録
決定通知は15年２月末ごろを予定している。問い合わせ、添付書類提出は市役所本
庁舎14階の管財部契約管理課調整係、電話011（211）2152まで。



◎札幌市の白石区複合庁舎新築主体は１月中旬に本格着工
札幌市はＷＴＯ対象
の白石区複合庁舎新築
主体について、12月
４日に落札者の大成建
設・泰進建設共同体と
本契約を交わした。
契約上の着手日は
12月８日となるが、
工事の本格的な着手
は１月中旬となる見通
し。
一方、同庁舎隣接地
では三菱ＵＦＪリー
ス・北海道リース共同
体が事業用定期借地権
方式で店舗棟や駐車場棟の建設を計画。こちらは竹中工務店の設計施工で来春にも着
工する予定になっている。
区庁舎建設は、1997年に完成した清田区以来17年ぶりとなる。建設地は白石区
南郷通１丁目南22の１で、4,250㎡の敷地に、ＳＲＣ一部ＲＣ造、地下２地上７階、
延べ１万6,140㎡の規模で建設するもの。工事費については、約60億円を試算して
いる。
白石区役所の移転に合わせて保健センターや区民センターなどの機能も併設する。
地下１階には駐輪場などを設け、地下２階で東西線地下鉄白石駅と結ばれる。
市有施設初の免震構造を採用し、地下１階を柱頭免震工法で施工。ほかに災害対策
拠点の機能充実を図るため、非常用電源設備やマンホールトイレなども確保。環境面
では太陽光発電設備や地中熱ヒートポンプ、ペレットボイラを備え、省エネにとどま
らず、再生可能エネルギーの普及にも一役買う。
現在、建設地では水道管の切り替え工事が進行中。年明けの本格的な着工に向けて、
12月いっぱいで終わらせる方針だ。
隣接地に新築する民間施設は、Ｓ造、地下２地上４階、延べ約6,900㎡の店舗棟と、
Ｓ造、５階、延べ約7,000㎡の立体駐車場で構成。
店舗棟は銀行、飲食店、クリニックなど15－20店の入居を見込んでいて、立体駐
車場は公共施設利用で150台、公用車で36台、民間施設利用で66台の計252台を
予定している。
両施設とも完成目標は2016年９月末。

既に水道関連の工事が進む複合庁舎の建設予定地



◎札幌市内初の子育て支援住宅東雁来団地１号棟が完成
軟らかいクッションフロア、指挟みに配慮したドア、子どもとゆったり入れる広め
のお風呂－。札幌市内初の子育て支援市営住宅となる東雁来団地１号棟が、このほど
竣工した。小さい子どもがいても安心して暮らせる造りになっていることが大きな特
長だ。

東区東雁来12条４丁
目に位置する同団地で
は、１－３号棟の建設を
計画。このうち１号棟は
ＲＣ造、５階、3,582㎡、
40戸でエレベーターを
１基備えている。
入居者は小学生未満の
子どもを持つ世帯に限
定。間取りは全て２ＬＤ
Ｋとし、戸当たり約60
㎡を確保した。
床はクッションフロア
仕上げで、転んでもけが

をしにくい。ドアの支点側には蛇腹状の覆いをかぶせ、引き戸タイプのドアにも柔ら
かいゴムを付けて、けがの防止に配慮。キッチンの収納扉には、持ち手を引いただけ
では開かないようにストッパーを設置してある。
バスルームについては、子どもと一緒にゆったりと入れるように一般的な市営住宅
よりもスペースをやや広めに設計したほか、洗面所、トイレを隣接させて一体化して
いる。泥などで服を汚したり、粗相をした場合などでも対応しやすい構造となってい
る。
６月から入居者を募集したところ、応募者は約150世帯に達し、3.8倍の倍率にな
るなど人気となった。入居開始は12月１日で、約60人の子どもたちがここで暮らす
予定だ。
２号棟は10月に着工したところで、2015年10月末ごろの完成を見込む。３号棟
は16年度当初の公告、17年10月ごろの完成を目指している。
工事メモ
◇設計▽基本設計＝ＨＡＵ計画設計▽実施設計＝浅井建築設計▽設備設計＝テクノ
クルー
◇施工▽主体＝藤井工務店▽暖房衛生＝ジオメック▽電気＝結城電気工事▽エレ
ベーター＝中央エレベーター工業

札幌市内初の子育て支援住宅が完成した



◎建設業チャレンジ支援センターの第３回建設業経営者セミナー
　―採用は投資、あきらめないで続けることが成功の道

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会の実施事業である建設業チャレンジ支
援センターは11月13日、札幌サンプラザで2014年度第３回目の建設業経営者向け
セミナーを開いた。建設業経営者12人が参加。講師の高橋英一氏（ＮＢＣコンサルタ
ンツ札幌本社支社長）から建設業における人材確保と育成方策について学んだ。

高橋氏は、採用の前に、まず経
営者の意識や育成方針を固める
ことが必要と指摘。「採用は投資
であることをまず認識し、余剰人
員を生じさせないための育成方
針として、多能工を育てる必要が
ある」と述べた上で「会社の体力
は新規と既存、そして流失する社
員の合計で決まる」と説明した。
既存社員の流失を防ぐために
は、経営目標を明確化し、それに
社員が共感・共鳴するような企業
文化の醸成が不可欠と強調した。

企業文化醸成のための基準としては、会社目標を「目標利益の達成」だけではなく、会
社にとっての重要な取り組みを評価項目に取り入れ、人事評価制度を通して、現在の
経営改善活動を促進することの必要性を訴えた。
こうした土壌ができてからの採用戦略としては、社長と社員がそれぞれの役割を果
たしながら展開することが必要と解説。社長の役割では「社長が先頭に立ち、会社や
仕事の魅力を伝え、ビジョンや経営戦略に対して共感を得るよう行動すること。営業
でも同じことだが、一度や二度の失敗、つまり採用がかなわなくても、繰り返し、あ
きらめないで続けることが、採用を実現する道だ」と説いた。
また、社員の役割としては、卒業校の学生に対して、会社説明会への呼び込みや、
研修参加へのフォローなど、ＯＢの立場を活用した取り組みを求めた。
今後のセミナーは15年１月21日、２月25日に札幌サンプラザで開催。原価管理
や新分野進出など、経営に関わる話題を経営コンサルタントら専門家が分かりやすく
解説する。各回の定員は20人程度。参加費は無料。
また、年明けからは、社会保険や助成金などをテーマとした勉強会も開催する。１
月15日を皮切りに同月23日、２月は10日と20日、３月は６日と13日の計６回を
予定し、いずれも午後３時から札幌サンプラザで開催する。定員は10人程度で参加
費は無料。

社長が先頭に立って行動を、と語る高橋氏



◎京阪電鉄不動産が中央区南１西７にタワーマンションを構想
京阪電気鉄道グループの京阪電鉄不動産（本社・大阪）は、札幌市中央区南１条西７
丁目にタワー型の分譲マンションを新築する仮称・南１条西７丁目計画を構想してい
る。
延べ面積約１万2,000㎡で、設計は佐藤工業が担当。年明けに施工者を決め、１月

中旬ごろの着工を予
定している。
計画によると、建
物はＲＣ一部Ｓ造、
地下１地上31階、
延べ１万2,112㎡の
規模で構想。116戸
の住戸に加え、ゲス
トルームを設ける見
通しだ。
建設地は南１条通
沿いの札幌市中央区
南１条西７丁目６
の６の敷地1,438㎡
で、オフィスビルの

川原ビル跡。札幌市電の西８丁目停留場や地下鉄駅などに近く、札幌中心部へのアク
セスにも優れる。

◎ミサワホーム北海道の分譲マンションは２月にも着工
ミサワホーム北海道（札幌市白石区東札幌２条６丁目８の１、小野昌幸社長）は、札
幌市西区宮の沢で分譲マンションの仮称アルビオガーデン宮の沢新築を計画してい
る。
設計はジャム建築が担当。今後、施工業者を決め、2015年２月中旬ごろの着工を
予定している。
自社ブランド「アルビオシリーズ」の３カ所目として計画。建物はＲＣ造、10階、
延べ6,783㎡の規模で構想する。住戸数は65戸で、３ＬＤＫを中心に２ＬＤＫ、４
ＬＤＫを合わせた間取りとする見通し。
建設地は北５条手稲通沿いの札幌市西区宮の沢１条３丁目54の62の敷地3,263
㎡。北海道コカコーラボトリングの営業所が置かれていた場所で、地下鉄東西線宮の
沢駅に近い。16年３月ごろの完成を目指している。

札幌市中央区南１条西７丁目の建設予定地



◎開発局、担い手育成対策を積極的に展開
　―2015年度も100件超で若手対策型入札を試行

北海道開発局は、2015年度の人材確保・育成対策方針をまとめた。地方建設業協
会と連携して、インターンシップや現場見学会の充実を図るとともに、入札・契約関
係では、総合評価方式で若手技術者を配置予定技術者として活用できる「若手対策型」
を14年度と同様に100件程度で試行する。現在設定している資格取得後年数の条件
についても廃止する方針だ。
同局では、10月から地方建設業協会との意見交換会を実施。この中では、深刻化
する人材の確保・育成問題に関してさまざまな要望が寄せられた。こうした意見を踏
まえて、12月４日に開催した北海道建設業協会との意見交換会で15年度の実施方針
を示した。
方針では、地方建協が実施している工業高校生らを対象としたインターンシップや
現場見学会について、協会側と連携してプログラム作成や、協会と学校、開発局の３
者による意見交換会の実施、普通高校を含めた教育機関への共同での営業活動の展開
などを予定している。現場見学会では、高校生へのプレゼン内容や招待用のバス費用
負担、見学会当日の役割分担などを協議する。
入札・契約制度関係では、これまでも総合評価方式で試行してきた若手対策の充実
を図る。同方式では、配置予定技術者にベテランを配置することで高得点を得ること
が可能な状況が、若手の活用の支障になってきたとの背景がある。
このため、配置予定技術者に一定の年齢制限を設け、同一の条件下で競争すること
で若手技術者に門戸を開き、経験を積ませることを実現させる。
具体的には、試行を14年度実績（12月末現在）の100件を上回る件数で導入。評価

の内容としては、過去に現場代理人として従事した同種工事の施工実績を評価するほ
か、ベテラン技術者に多い優良表彰実績などの項目を除外する。
一方で、これまでの総合評価方式は、配置予定技術者と企業の２分野が評点の柱だっ
たが、若手活用型試行に伴い、技術者評点の比重が大幅に下がることにより、企業評
価のウエートが高まり、表彰実績や高い施行成績点を有する企業が有利になるという
状況が発生する。
同局では、こうした受注企業の固定化を避けるために、若手対策試行工事では、
技術提案または施工計画だけを評価する方式もオプションとして視野に入れてい
る。
ただ、この場合でも、技術提案だけが受注を決定する要因となり、提案作成作業に
過度の負担が生じることなどが懸念されるため、この方式を試行する際には、対策を
十分検討した上で取り組む考えを示している。



◎人材の確保・育成で活発な意見交換
　―土木学会と道土木技術会が地域シンポジウム開催

土木学会建設マネジメント委員会（福本勝司委員長）と北海道土木技術会建設マネジ
メント研究委員会（高野伸栄委員長）は11月12日、北大工学部で地域シンポジウムを
開いた。建設業の人材確保・育成をめぐり、公共事業や財政、政策、制度、地域の実
情や今後の方策などを議論した。
基調講演で北大公共政策学研究センターの小磯修二特任教授は、受注産業の建設業
には請負契約と構造的な問題があると指摘しながらも、「品質競争から創意工夫し、
魅力や醍醐味（だいごみ）を生み出してもらい、長い目で人材問題の解決を図ってほし
い」と提起した。
パネルディスカッションでは、地方建設業での人材不足の要因と確保の方策、確保
する手段について議論を交わした。

岩田地崎建設（本社・札幌）の飯
田百合亜技術部主任は「会社を辞
めた友人によると『忙しくて仕事
のやりがいを感じている余裕が
ない。友人と生活時間が異なるこ
ともつらい』と言っていた」など、
就労環境の厳しさなどが離職の
要因となっていることを指摘。女
性技術者として、最近セミナーな
どで発言する機会が多いことに
ついては「最近、工事現場で働く
女性が話題となるが、女性技術者

は土木だけではなく、建築やコンサル、測量など幅広い分野で活躍している。こうし
た人達も積極的に取り上げて欲しい」と語った。
苫小牧高専の松尾優子准教授は「辞める人を少なくするためには職場環境の改善が
不可欠。女性の場合は小さい子供がいると、残業などは無理であり、就業時間を選択
できるような仕組があれば、もっと就業しやすくなるのでは」と提案した。
札幌工高の井上聖一教諭は、離職を防ぐ企業の取り組みとして「年齢の近い社員
と仕事をさせると辞める社員が減少した」と例示し、新規雇用に関しては「インター
ンシップなどの際に、経営者が直接学生に話しかけ、熱意を伝えると、それを受け
止めて入社するケースもある」と、経営トップの熱意が人材確保に効果的と報告し
た。
建設業振興基金構造改善センターの長谷川周夫研究部長は「人材育成を明記した改
正品確法など、いわゆる担い手３法で中長期的な人材の育成・確保が位置付けられた。

人材確保と育成方策について議論した



対策の中で処遇改善の徹底や教育訓練、女性のさらなる活用などが盛り込まれた」と
紹介した。厚生労働省職業安定局の上田国士建設港湾対策室長は賃金と処遇、教育訓
練の低下が人材不足の要因とし、「適正な賃金を支払ったり、一生懸命やっている下
請けを元請けはしっかり見てほしい」と要請した。

◎国交省が設計労務単価の引き上げを15年２月に先送り
国土交通省は公共工事設計労務単価について、当初予定していた年内の引き上げ
を見送る方向で調整に入った。毎年10月に実施している賃金調査の結果を待って、
2015年２月の実施を目指す。
労務単価は、国や自治体が公共工事を発注する際の予定価格算出に用いる建設労働
者の基準賃金。通常、公共工事に従事する建設労働者の10月時点の賃金実態を調べ、
その結果を踏まえて年１回翌年４月に改定している。
東日本大震災の復興事業本格化や安倍政権による公共事業の推進で、全国的に建設
労働者が不足し、賃金が上昇している。これに伴い、労務単価が相対的に低くなり、
予定価格が工事の実勢価格を下回る事態が生じ、落札者が決まらない入札不調が相次
いだ。国交省は入札不調を防ぐ目的で、13年度は４月と14年２月の２度にわたって
単価を引き上げる異例の措置を講じ、北海道内でも、型枠工や鉄筋工で大幅に単価が
上昇した。
14年度も賃金が上がると見込み、年内をめどに早ければ10月に単価改定できる
よう、10月の通常調査に先立ち７月に中間調査をした。結果は公表されていないが、
関係者によると、北海道を含め大きな上昇幅ではなかったという。こうした状況か
ら、国交省は年内の引き上げを見送る方針を決めた。また、中間調査の抽出サンプ
ル数は10月の通常調査（約1万3,000件）の15％相当の約2,000件と少なかったこ
ともあり、より正確な実態が把握できる10月調査の結果を見極めた方が適切と判
断した。

◎総事業費100億円投じ道議会庁舎整備へ
道議会各派の代表で構成する議会庁舎改築整備等検討協議会（座長・釣部勲道議）は
11月26日、ことし５回目となる会合を開き、2014年度末にもまとめる基本計画概
要の内容を確認した。総事業費100億円で、庁舎整備に80億円、駐車場整備などに
10億円、映像・音響設備や机などの備品に10億円を見込む。
同協議会は、改築に向けた理念などをまとめた基本構想を踏まえて15年度末の基
本計画策定、18年度の着工を目指す。改築後の規模はＳＲＣ造、地下１地上６階、
延べ１万9,000㎡を想定。委員会室は各会合が重複して利用することがないよう14
室に増設するため、現行より67％広い2,800㎡に拡大。350㎡の大規模委員会室が
１部屋、250㎡の中規模が２部屋、小規模が180㎡ 10部屋、100㎡１部屋の構成と
なる。



◎宮城県復興住宅推進協　住宅再建のマッチングサポート開始
宮城県地域型復興住宅推進協議会（事務局・宮城県建築士事務所協会＝栗原憲昭会
長）は11月25日、住宅の再建を加速化するため、工務店や職人・資材の情報を一元
化して提供する「マッチングサポート制度」を12月１日からスタートさせると発表し
た。同日から専用ダイヤル（☎022―797―8126）で、自力再建を目指す被災者や、
職人・建築資材の不足に悩む工務店からの申し込みを受け付ける。利用料などはいず
れも無料。
宮城県内の住宅再建をめぐっては、2014年度半ばに最初のピークを迎え、さらに
面整備が進行する15年度以降には増加が見込まれている。一方、職人数は震災以前
の長年にわたる建設投資の縮小により減少の一途をたどり、高齢化も進行。建材も急
激な需要の伸びに対し供給が間に合わないケースが発生している。
こうした状況の下で協議会は、被災者や工務店の支援体制を強化していく必要があ
ると判断。被災３県の中では岩手県の協議会が既に６月から運用を始めており、９月
27日に開かれた復興加速化会議の中では、災害公営住宅工事確実実施プログラムの
一つに位置付けられた。サポート内容は▽工務店紹介支援▽職人融通支援▽資材確保
支援―の３分野で構成する。
職人融通支援と資材確保支援は、復興特需により職人や建設資材に不足が生じた場
合、工務店が支援を申し込む仕組み。協議会は希望条件に該当する他の登録事業者に
連絡を取り、対応可能な登録事業者が工務店と直接交渉する。宮城県地域型復興住宅
推進協議会は、森林・製材業者、設計事務所、工務店、専門工事業などの事業者で構
成する生産者グループが集結した組織で、構成員は現在76グループ・約1,200社に
上る。同協議会、または宮城県木材協同組合、宮城県建築士事務所協会に所属してい
れば、自動的にマッチングサポート制度の登録事業者とみなされる。これら組織に所
属していない場合でも、協議会に登録申請すれば登録が可能だ。

◎塩 市魚市場荷さばき所新築 五洋・鈴木JV72.5億円で落札
宮城県塩 市は、魚市場再建に向けて整備を進めており、基盤施設となる塩 市魚

市場高度衛生管理型荷さばき所Ａ棟および補完施設（Ｃ棟）新築工事の施工者選定を事
後審査型制限付き一般競争入札で行った結果、五洋建設・鈴木工務店JVに決定した。
参加者は五洋建設JVとりんかい日産建設の２者で、３落の72億5,000万円で五洋建
設JVが落札。予定価格は72億7,050万円。
これは、老朽化が進み東日本大震災で大きな被害を受けた魚市場を再建する目的で、
高度衛生管理型の荷さばき所Ａ、Ｂの２棟と地魚直販や加工処理などの機能を設けた
補完施設（Ｃ棟）を整備するもの。



工事概要は、塩 市新浜町１丁目14の８地内を建設用地とし、荷捌き所のＡ棟
がＲＣ一部Ｓ３Ｆ延べ１万
9,990㎡、補完施設のＣ棟が
ＲＣ３Ｆ延べ2,712㎡。ま
た、今回の工事には、既存施
設の解体工事も含めており、
規模はＳ造２階建て延べ１万
4,917㎡の旧魚市場のほか、
９棟の解体を予定。

全体の工期は2016年３月31日まで。設計は梓設計が担当した。

◎陸前高田市中心市街地　16年11月から建築着工へ
岩手県陸前高田市などは、市高田町の中心市街地の再建について11月28日に第８
回中心市街地出店に向けた勉強会を開催し、中心市街地の形成方針を示すとともに、
ゾーンごとの建築着工可能時期を明らかにした。
東日本大震災で津波被害を受け、嵩上げして再整備する高田町の中心市街地につい
て、勉強会主催者の陸前高田商工会商工業復興ビジョン推進委員会（伊東孝委員長）ら

と明示したもの。
再形成する中心市街地は、ＪＲ大
船渡線・新陸前高田駅北側の津波復
興拠点整備事業区域約20ha。方針
案では駅北口の「駅前商店街」、大型
商業施設用地（約１万7,000㎡）の西
側を「商店街Ａ（物販中心）」、北側に
「商店街Ｂ（飲食中心）」と「業務系」

の各ゾーンを配置し、商店街Ａの西には「大型専門店等」ゾーンを隣接する。商業、業
務、公共施設等をコンパクトに集約し、密度の高い中心市街地の形成を目指す。
今後は、現在進められている嵩上げ工事との兼ね合いとなるが、大型商業用地は既
に、2015年秋から先行して建築可能としていたのに加えて、その周辺となる商店街
Ａ、Ｂの一部も、16年11月から着工可能の見通しであることが今回初めて明かされ
た。また、大まかではあるが業務系、文化施設区域は17年３月から、駅前、本丸公
園南は同年11月から建築可能となる見通しで、大型専門店街に想定する事業区域西
側が建築可能となる18年後半には、中心市街地の骨格が完成する。
市内のホテルで開かれたこの日の勉強会には、出店を検討する事業者約100人が
出席。市や商工会は、ＵＲらと今月から地権者の換地面談、借地希望者面談を開始す
る。市によると仮換地指定は15年夏ごろと見込んでいる。

（以上、仙台・建設新聞社）

塩 市魚市場荷さばき所の完成予想図




