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◎若手技術（技能）者は 10 年前から半減、産業別でも際立つ
―建設業の人材問題の現状と展望
道内の建設業界が現在直面している最大の課題は「人材」の確保・育成問題だ。中で
も 35 歳未満の若手技術（技能）者については、従事者数が 10 年前と比べ半減するな
ど、深刻さを増している。北海道建設業協会や建設産業専門団体北海道地区連合会な
どの業界団体は、若手技術（技能）
者確保に向けてさまざまな取り組みを進めているが、
抜本的な解決に至っていないのが現状だ。厚生労働省がまとめたデータなどを基に、
建設業の人材問題の現状と今後の展望をまとめてみた。
厚生労働省の
「賃金構造基本統計調査」によると、2014 年の道内建設企業の従事者
数（男性、常用雇用）は 8 万 3,290 人となっている。10 年前の 2004 年と比べ約 3 万
3,000 人、3 割減少している。全産業で見ても、近年の少子高齢化、人口減少の進展
により、減少傾向にあるが、道内全産業の減少率は 5％減にとどまり、建設業の減少
傾向が際立っている。
建設業の従事者数が他産業に比べ高い減少率を示しているが、2004 年と 2014 年
の年齢別の従事者数をピラミッド型のグラフにしてみると、若年層と高齢層で増減が
二極化していることがはっきりと表れている。
60 歳以上の従事者数は 7 割増、全体に占める割合も 2004 年の 6.3% から 15% に急
増する一方で、25 歳から 34 歳の従事者数は半減している。全産業でも、全体に占め
る 60 歳以上の割合は 12% と、2004 年の 6% から上昇し、建設業と同様に従事者の高
齢化を示している。しかし、25―34 歳代は、建設業が半減しているのに対して 2 割
減にとどまり、建設業の若手技術（技能）者不足が顕著となっている。
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年収は２年連続で増加するが東京との格差は縮小せず
一方、建設業従事者の年収（ボーナスなど特別手当含む）の地域別および年別推移
を見ると、北海道の 2014 年の年収は前年比 5.5％増の 404 万円と、過去７年間では
最高の金額となり、400 万円を突破した。７年間で最低だった 2012 年と比べると
16.5％、金額では約 60 万円増加している。
アベノミクスによる公共工事の増加や民間建築の活況を背景に、人材確保に向けて、
企業側の処遇改善を促したことが年収増の要因と考えられるが、都道府県別に見ると、
東京とは約 250 万円、宮城と比べても約 70 万円の差が生じていて、公共工事設計労
務単価と同様に、本州との賃金格差は依然として解消していない。特に東京では今後、
夏季オリンピック開催に向けて関係工事が本格化することから、高収入を得ることが
できる首都圏への人材流出が懸念される事態となっている。
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建設業界の人材問題は、以前から指摘されていた問題だった。特に専門工事業界で
は、バブル経済崩壊後の民間建築工事の減少に伴う経営の悪化や、公共工事設計労務
単価の低迷などにより、若者の
「職人離れ」が加速していた。また、総合工事業界では、
公共事業費の減少に伴う受注減や競争激化による収益悪化により、リストラや新卒採
用の見送りが続き、従業員の高齢化が進んでいた。2011 年３月に発生した東日本大
震災とその後のアベノミクスは、こうした人材に関する構造的な問題を一気に顕在化
させた。
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深刻化する人材問題に対して、業界も取り組みを本格化させている。北海道建設業
協会と建設産業専門団体北海道地区連合会、北海道商工会議所連合会の３者は、人材
確保対策の一環として、ことし１月に高校生の職業選択で最も影響力がある母親との
意見交換会を初めて実施した。また、北海道建設業協会の労務委員会では、2015 年
度事業として、技能者の確保・育成に関して、建設産業専門団体連合会と連携して取
り組むことを決めている。専門工事企業を対象にアンケートを実施して、課題の把握
や認識の共有化を図り、行政などと課題の解決に向けて意見を交換。既存施策で課題
を解決できない場合は、行政などに新たな枠組みや施策の創設を要望する考えだ。
建設産業が持続的な発展を遂げるためには、人材の確保・育成が最重要の課題だ。
業界団体と行政の取り組みは進んでいるが、残念ながらその効果が目に見えるまでに
は至っていない。しかし、人材の確保・育成は息の長い取り組みであり、長年の課題
の解決に向け、ようやく一歩を踏み出したというのが現実だろう。
建設産業の人材の確保・育成は、業界がまず、社会保険の加入や通年雇用化などを
積極的に進め、従事者にとって安定し、将来が見通せる業界となることが必要だ。そ
れと並行して、教育機関などと連携強化を図り、若者に対して建設業の魅力ややりが
いを伝えていくことも欠かせない。
さらに、企業が継続的に人材を確保・育成できるような安定的な予算措置あってこ
そ、若者に対して建設業の未来を語ることが可能となる。少子高齢化と人口減という
社会的な問題が進行する中、建設産業が地域の安全と安心、そして創生を支える基幹
産業であることへの理解を深めていくための効果的な施策や取り組みが求められてい
る。

◎民間建築が好調、道内企業は 15％増に
―2014 年度主要建設企業受注状況
2014 年度の主要建設企業の受注状況がまとまった。官庁土木などのマイナスもあ
り、総額は 13 年度比 0.4％減の 9,766 億円と微減したが、民間建築は、札幌市中央
区の北１西１再開発ビル新築（創世 1.1.1 区（さんく）再開発事業）などの大型物件の着
工を受けて 12％増と２桁の伸びを見せている。民間建築は 12 年度以降３年連続のプ
ラスで、道内、道外企業ともに受注増が続いている。15 年度についても、札幌駅北
口 8･1 地区市街地再開発事業など、大型プロジェクトの着工が予定されていることか
ら、引き続き好調さを維持することが期待できそうだ。
今回のデータは、格付けや完成工事高上位の道内外の主要建設企業約 300 社に対
して、北海道建設新聞が実施している受注高アンケート結果を集計したもの。官庁土
木、官庁建築、民間土木、民間建築の４分野について、元請受注額を調査。道外企業
については、道内工事における受注分をカウントしている。
2014 年度の総受注額は 9,766 億円。13 年度の 9,809 億円からわずかに減少した。
13 年度はアベノミクスによる 3,000 億円規模の大型補正があったことで、官庁土木
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が前年度から約 1,000 億円増加した。14 年度についても 1,000 億円規模の補正があっ
たが、13 年度の水準には達しなかったため、官庁土木全体では 6.5％減少し、これが
総額のマイナスの要因となった。しかし、過去５年間の推移を見ると、２番目の受注
額を確保し、引き続き好調を維持していると言える。
道内企業は約 460 億円、14％減少しているが、道外は３割増を示し、1,000 億円
台を確保した。サンルダムや平取ダム、北海道新幹線のトンネル工事など、道外企業
がＪＶのメーンとなって受注する工事が複数発注となったことが要因と考えられる。
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民間建築は、2013 年度比 12％増の 4,086 億円と 4,000 億円台に達している。道内、
道外企業ともに３年連続の増加となり、ここ５年間で最低だった 2011 年度と比べる
と約 1,370 億円、50％の増加を見せている。14 年度が好調だったのは、札幌市中央
区の創世 1.1.1 区
（さんく）再開発事業の最初の地区となる北１西１再開発ビル
（延べ
約 12 万 7,900㎡）の着工や、斗南病院移転新築（延べ２万 1,500㎡）
、札幌禎心会病院
新築（延べ２万 8,500㎡）など大型の病院施設が相次いで事業化されたことが要因。北
１西１再開発ビルは、札幌市内の建築としては、ここ 10 年間で最大規模の施設となる。
好調が続く民間建築だが、2015 年度についても、札幌市の市街地再開発事業とし
て、札幌駅北口 8･1 地区
（50 階、延べ約 12 万 2,000㎡、住戸 600 戸）や、南２西３南
西地区（サンデパートビル建て替え、延べ約４万 4,000㎡、住戸 130 戸）などの再開発
事業が着工し、日本郵便が札幌市東雁来地区で計画している地域区分局（延べ約６万
8,000㎡）も着工が見込まれるなど、14 年度と同様に大型建築施設の着工が相次ぐこ
とから、引き続き高水準を維持することが期待できそうだ。
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◎通年雇用化企業が３倍に増加
―道建設部の建設業経営アンケート結果
道建設部は、道内建設業の経営に関するアンケートの 2014 年度調査結果をまとめ
た。季節労働者の雇用に関しては、通年雇用化した企業
（予定含む）が 19.7％と、前
回 12 年度調査の約３倍に達している。また、
常用従業員の採用についても「採用した」
との回答が 51％と、前回調査を約 10 ポイント上回るなど、公共事業予算の伸びなど
を受けて、積極的な人材確保を進める企業が増加している状況がうかがえる。
このアンケートは、同部が隔年で調査しているもの。今回は、2014 年度に経営
事項審査を受けた企業を中心とする道内建設業 8,274 社に依頼し、1,619 社
（回答率
19・6％）が答えた。
回答企業の主な業種は土木 45％、建築 34％、専門工事 31％など。完工高は 1 億
円以上 5 億円未満が 43％で最も多く、完工高に占める公共工事の割合は 5 割以上が
51％だった。経営状況について「好転した」は 29％で、12 ポイント上昇。今後の見通
しを「好転する」と答えたのは 14％で、3.6 ポイント上がるなど、経営状況は改善傾向
にある。受注額についても、公共工事および民間工事ともに「増加した」との回答が大
幅に増えている。
経営に関する現在の取り組み（複数回答可）は、「経費削減」が 56％で、前回と同様
に首位だったが、前回 4 位だった
「社員の資格取得」
（36％）が 2 位に、
「社員の経営能力」
や「高度人材採用」なども順位を上げるなど、人材の確保・育成を経営上重視する企業
の割合が増加している。また、雇用の状況に関しては、従業員数を「不足」
と答えたの
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員を採用した企業の割合
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も、 前 回 の 42 ％ か ら は
51％に増加した。
季節労働者の通年雇用
化状況では、今回の調査

 ޗ

で「 通 年 雇 用 化 し た 」と

૬


 ޗ

Ќ࣓
 ޗ



の回答は 13.6％、「今後
予定している」は 6.3％、

 ޗ

「通年雇用化していない」

は 80.3％だった。「今後予定している」との回答を含めると、約２割の企業が通年雇
用化を積極的に進めている状況だ。前回調査では「通年雇用化した」が 4.6％、
「今後
予定」は２％と、両者を合わせて１割に満たない状況から大きく伸びている。受注増
と人手不足という経営環境の変化が、企業の通年雇用化を後押ししたと見られる。
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◎道が品確方針の見直し骨子案／担い手育成・確保を追加
北海道は「公共工事の品質確保に関する北海道の取り組み方針」の見直し骨子案をま
とめた。公共工事品質確保促進法（品確法）の改正趣旨などを踏まえ、担い手の中長期
的な育成・確保を方針の目的などに追加。事業の特性に応じて選択できる入札契約方
式には、設計・施工一括発注方式など国が示した方式の大半を盛り込んだ。多様な入
札契約方式の導入・活用に加え、見積もりの活用による適正な予定価格や債務負担行
為の設定による発注・施工時期の平準化などに取り組むことで、さらなる品質の確保
を図るとした。
骨子案は５章で構成している。このうち４章の「品質確保に向けた取り組み方針」に
ついては、７つの柱を設定した。見直し箇所を見ると、１つ目の「発注関係事務の適
切な実施」は新たな柱として、発注関係事務に関する道の責務を明確化。具体的には、
入札不調の防止を目的とした見積もり活用などによる適正な予定価格の設定や債務負
担行為の活用などによる発注・施工時期の平準化を加えた。2 つ目は
「資格審査にお
ける技術力の適切な評価」を設定した。
３つ目の「多様な入札契約方式の導入・活用」も新設。改正品確法で追加された柱の
一つである多様な入札契約方式についての考え方を示した。国の取り組みを参考に一
括審査方式や段階的選抜方式の導入を検討。若年技術者の登用を考慮した評価項目の
設定も検討するとした。事業の特性などに応じて選択可能な契約方式と支払い方式は、
国が発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）で示した支払い方式のコストプラス
フィー契約・オープンブック方式を除く 12 方式を盛り込んだ。
４つ目の「工事の監督・検査等の充実強化」では、ワンデーレスポンスにより受注者
からの申し出に対し、速やかで適切に回答することを追加。完成後一定期間が経過し
た後の施工状況確認・評価は、国の舗装工事での取り組み状況などを踏まえて実施を
検討するとした。５つ目の「調査・設計における品質確保の推進」では、委託のダンピ
ング受注防止に向けた総合評価の導入に当たり低入札価格調査基準を設定。発注・業
務実施時期の平準化も図るとした。
新たな柱とした６つ目の「担い手の育成・確保の取り組み」では、技術と経営に優れ
た企業づくりを推進するため、建設業者の技術力強化に向けた支援や道民に対する建
設業のイメージアップ、下請けを含む社会保険等未加入業者の排除に取り組むとして
いる。
７つ目の「市町村への支援」では、国、道、市町村で組織する北海道ブロック発注者
協議会の地方部会を活用して発注者間の連携を強化。公共工事発注者支援機関に認定
されている北海道建設技術センターの活用も促すとした。
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◎中古マンション市場の動きが活発化
―札幌の優位性に着目し、道外企業が相次いで参入
札幌市内の中古マンション市場に対する道外企業参入の動きが活発化している。今
年１月には、フージャースコーポレーション（本社・東京）が、ＪＲ琴似駅の近くで第
１号のリノベーションマンションの販売事業を開始。４月には、賃貸マンション管理
大手の長谷工ライブネット（本社・東京）とサムティ（本社・大阪）が札幌支店を開設し、
札幌市内を中心に積極的な営業を展開する方針を示している。新築分譲マンションの
価格上昇を受けて中古物件に関心が高まる中、道外企業の相次ぐ参加は、リニューア
ル工事の増加など、建設業界にも大きな影響を与えることになる。
資材価格高騰や人手不足を背景とする建設コスト上昇で、市内の新築マンションの
販売価格は現在、３ＬＤＫの平均価格が 4,000
万円に迫る勢いだ。価格が下がる要素が見当
たらないため、割安な中古リノベーションに
対する注目度が急速に高まっている。
中 古 マ ン シ ョ ン へ の 関 心 が 集 ま る 中、 リ
ニューアルや不動産管理を手掛ける道外企業
の動きが活発化している。フージャースコー
ポレーションは、ことし１月にＪＲ琴似駅の
近くの
「デュオリスタ琴似」
（西区八軒１条西２
丁目）で不動産関係者を招いて内覧会を開い
中古マンションの需要が高まって
いる

た。同物件は賃貸マンションだったが、同社
が昨年一棟ごと取得し、設備を含む大掛かり

なリノベーションで中古の雰囲気を一掃した。同社は「デュオリスタ」のブランド名で、
首都圏でリノベーションマンションを供給しているが、地方での展開は札幌が初めて。
同支店では「２棟目、３棟目をぜひやりたいと思っている」と話している。
また、４月には、長谷工ライブネットとサムティが札幌支店を開設した。両社とも、
札幌市を全国の主要都市の中で最も管理戸数を伸ばすことができるエリアと分析。今
後は「３年間で札幌市内の賃貸物件管理戸数を 1,500 戸に増やしていく考え」
（長谷工
ライブネット）
「決算期の 11 月までに数十億円を投じ物件の取得を進めていく方針だ」
（サムティ）と、積極的な営業展開を想定している。
すでにこれらの企業に対しては、道内外の建設業者から、リニューアル工事に関す
る問合せが多数寄せられている。新築分譲マンション着工が伸び悩む中、道外企業参
入による中古マンションリニューアル市場の活発化に、建設業界も大きな関心を寄せ
ている。
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◎札幌市が肉付け補正に２大事業・札幌駅交流拠点再整備へ
札幌市の秋元克広市長１期目最初となる肉付け補正予算では、都心部再編に関連す
る注目事業として、塩漬け状態となっている北５西１地区街区の土地利用を含む札幌
駅交流拠点再整備の基本構想策定費や高速道路の札幌北インターチェンジ（ＩＣ）と札
幌都心を直接結ぶ都心アクセス道路の調査費を計上した。どちらも市長公約に掲げる
事業で、2030 年とされる北海道新幹線札幌延伸や空港とのアクセス向上を見据える。
再開発を含む都心再生の動きを後押ししそうだ。
札幌駅交流拠点再整備の対象区
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域は、札幌駅南口街区
（北５西１−
北５西４）や北５東１街区を含むＪ
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Ｒ札幌駅周辺。2012 年に有識者で
組織する札幌駅交流拠点再整備構
想検討委員会
（小林英嗣委員長）が
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構想案をまとめ、市に提言した。北
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５西１街区は、かつて道立劇場の候
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補地に浮上したこともあったが、道
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が財政難を理由に断念。現在は駐車
場として暫定的に活用されている。北５西２街区には 1978 年に竣工した札幌エスタ
とバスターミナルがあり、北５東１街区は民間の駐車場として利用されている。構想
案では新たな交流拠点としての機能導入を目指す北５西１街区と北５西２街区の一体
的な再整備などを盛り込み、北海道・札幌の玄関口としての交通結節点機能の強化を
求めている。北海道新幹線の早期開業を実現する上でも、おおむね 10 年でのまちづ
くり具体化を目指すよう提言している。具体的な取り組みイメージでは、北５西１街
区と北５西２街区、北５東１街区は都市機能と交通機能が一体となった札幌の顔を形
成。ポテンシャルを最大限に発揮するため、商業や業務、宿泊、アミューズメントな
どの高次都市機能の導入を図るとともに、北５西１街区側に新幹線連絡口の設置を検
討することなどを盛り込んでいる。
都心アクセス道路は、札幌商工会議所を中心とする経済界が長年熱望しているもの。
最も近い札幌北ＩＣでも都心から約４㎞離れ、冬場や混雑時には 30 分以上を要する
現状を踏まえ、北３条通交差点以南の創成トンネルのように、創成川（国道５号）の
地下空間を活用することなどを提起している。調査対象区間は約 4.4㎞で北端は札幌
新道との交差点、南端は北３条通との交差点。実現すれば 1,000 億円規模に迫る巨大
事業だ。技術的には札幌北ＩＣがある北 34 条交差点との接続が難しいとされている。
整備主体は未定だが、国が実施する公算が大きい。市もこれまで機能強化を検討して
きたが具体策の議論には至らず、国の予算でも調査費は計上されていない。今回初め
て市が調査費を計上。まずは独自に現状の課題や整備効果を調べることにしている。
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◎札幌市が豊平川通の南北方面延伸で 2015 年中に最適案を選定
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札幌市は南北方向への延伸を検討
している豊平川通について、2015
年中にも複数案を比較検討して最適
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案を絞り込み、関係機関との協議に
掛かりたい考えだ。並行して最適案
の詳細を詰めるため、調査検討業務
をコンサルに外注する。
都心部の交通渋滞緩和が目的。こ
れまでに河川条件や地形・建物など
の沿道条件を踏まえ、堤防沿いに延

ୟĹࡳৠՇ

伸した場合の概略ルートを検討する
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とともに、技術的な課題を整理する。
2014 年度は関連調査業務をドーコ
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ンで進めた。


北側への延伸については、南７
ڑ

条大橋以北の左岸約 1.9㎞と右岸約
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2.1㎞を対象に、交通量の推計や解
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析、それぞれを対面通行とするのか
এҹՇ

一方通行とするのかなど、車線数・
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車線運用を比較検討した。
南側では、藻岩橋以南の左岸のみ

約 4.9㎞を対象として、真駒内通や五輪通、川沿石山連絡線との交差構造概略検討や
実現可能性を整理した上で、藻岩橋から 230 号石山大橋付近までの延伸ルートを複
数案を検討した。
北伸のうち左岸側は、起点の南７条大橋から国道 12 号までを現道を活用しながら
結ぶルートが理想だが、沿道の土地利用が進んでいることから現実的にどこまで伸ば
せるかが課題。右岸側も現道利用が中心だが、豊平橋から一条大橋までの約 600 ｍ
区間は狭くて歩道もないことから、拡幅や堤防上へのルート付け替えが想定されてい
る。
南伸では、対象区間の一部が国道 230 号に近接する箇所があるほか、公園敷地に
ぶつかる部分もあるため、単純な延伸は困難。そこで数百ｍにわたり高架橋を整備す
る案などが浮上している。
2015 年度はこれらの検討結果を踏まえて実現可能な最適案を絞り込み、開発局や
道警など関係機関との協議に入る意向。詳細な調査検討にも取り掛かり、都市計画決
定に向けた準備を進めていく。
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〜今年4月に札幌市内の建設会社に入社した
「わこうど」を2回に分けてご紹介します〜
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女性ならではの感
性を生かし「住む人
に安らぎを与える建
物を設計したい」と
夢を膨らませる。
北海道職業能力開
発大学校で専門課程
（前期 2 年）の建築
学科を修了し、岩田
地崎建設の建築部建
築 課 に 配 属 さ れ た。
中学生の時「地元の
札幌工業高校に通う２つ上の兄が設計コ
ンペに出す模型を見て心が高鳴った」。
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伊藤組土建（本社・
札幌）の設計部に配
属され、あこがれの
迷わず同じ学校に進み、将来の人生設計
仕事に挑戦できるこ
を〝建築〟に決めた。ル・コルビジェや
とを喜ぶ。120 年の
安藤忠雄の世界に魅了され、
「いつかはこ
歴史を持つ同社の一
の手で」との思いを強くし、授業や講義、
員としての責任を胸
実習に没頭した。
に、「い つ か は 先 輩
男性中心の建設業だが「中学、高校の
たちのような立派な
ソフトテニス部では男子と同じトレーニ
仕事をしたい」と意
ングをやり、率先して動くよう努めた」
欲を燃やす。
と芯の強さをうかがわせる。
この春、
道科学大空
目標とする人に優しい空間づくりは、 間創造学部を卒業し入社した。
「設計だけで
母子家庭で育ててくれた母親への愛情が なく、
工事全般の理解を深めたい」
と思い立
重なる。
「初月給が出たら、母が好物のす
̨ଔॣ૭ש
き焼きを一緒に食べに出掛けようかな」
މ࠱ඔƄǂ ۙÉ
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ち、
道内ゼネコンへの就職を目指した。
高校
卒業まで旭川市で過ごした。
おじが大工の
仕事をしているため、
建築は常に身近な存
在だったという。
大学 2 年の時に設計の授
業で成績上位者に選ばれ、
建設会社への就
職を強く意識し始めた。
伊藤組土建への就職が決まったことを
おじに報告すると、
「名の知れ渡った会社
に就職できた」と喜んでくれた。道を開
いてくれた恩を返すためにも、良い仕事
をしなければいけない。社内での研修を
終え、そんな思いを強めている。
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◎建設業戦力アップセミナー本年度第３回目を開催
―アベノミクスの建設業への影響と今後の課題―
さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会は 5 月 28 日、札幌サンプラザで 2015
年度第 3 回目の建設業戦力アップセミナーを開いた。道銀地域総合研究所の浦田祥範
常務が「アベノミクスで建設業はどう変わっていくのか」と題し、道内経済の現況から
アベノミクスの仕組みと狙い、札幌市まち
づくりビジョンと建設業、2026 年札幌冬
季五輪招致と建設業の関わりなど、約 2 時
間にわたって講演。市内の建設業経営者
ら 20 人が熱心に聞き入った。
道内経済の現況としては、北海道経済の
柱である観光と食、エネルギーについて
解説。観光については、海外客入り込み
数が過去最高に達し、26 カ月連続で前年
同月比プラスを示しているなど、円安を背
景に好調を維持していることを説明した。

自ら成長を獲得するためのヒントを
探った

課題としては「本州と比べ、ビジネスチャンスをしっかりと生かしているかなど検証
が必要な点もある」と指摘した。
アベノミクスに関しては、株価や有効求人倍率、企業の経常利益など、経済全般に
好影響を与えていることを解説した上で、「民間投資を喚起する
『成長戦略』の成否が
持続的な経済成長のカギを握っている」と、現在実施途上の成長戦略の重要性を強調
した。
アベノミクス始動後の建設業については、人口減少やグローバルとローカルの二層
化が進む状況下で、これまでの
「整備・供給促進」から「利用・マネジメント」へと社会
経済システムが転換することへの認識が必要と説いた。その上で、生産性向上に向け
たシステムの革新と現場の効率化が必要不可欠な取り組みであると解説した。
札幌市まちづくり戦略ビジョンでは、ビジョンに掲げた 8 つの創造戦略を進めてい
く上で、医療・福祉、教育、廃棄物処理など、多方面での施設整備において建設業の
ノウハウと技術の活用が非常に重要になる、と指摘した。また、2026 年札幌冬季五
輪誘致と建設業については、「前回（1972 年）の冬季五輪から 42 年が経過し、当時整
備されたさまざまな社会資本が老朽化する中、開催を契機にこうしたインフラの更新
維持が図られ、快適な魅力ある新しいまちづくりの実現が可能となる」
と説明した。
最後にまとめとして「経営環境の変化を的確に認識し、人材の育成とチームワーク・
コミュニケーションを重視した組織作りを進め、アベノミクスの趣旨である『自ら成
長を獲得する』ことを念頭に、
『待ち』から『攻め』の経営姿勢を貫くことが不可欠だ」と
呼び掛けた。
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◎分譲ＭＳ各社が 2016 年度から苗穂駅周辺の供給計画を本格化
ＪＲ苗穂駅の移転に合わせ、周辺で分譲マンションの開発が相次ぐ予定だ。大和ハ
ウス工業、大京、住友不動産の各社が 2016 年度以降、数百戸規模の大型マンション
を 複 数 計 画。 地 場 大 手
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のクリーンリバーも近
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隣での大型開発に着手
し た。 開 発 が 遅 れ て い
た 苗 穂 地 区 が、 駅 の 移
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置かれ、2018 年度にも
供 用 を 始 め る。 周 辺 で

は複数の再開発が動きだす予定で、これに合わせて分譲各社が大量供給の準備を進め
ている。再開発の事業費は全て含めると 700 億円規模になるとみられている。具体
的には、新駅南側の北３東 11 のエリアで大和ハウス工業が２棟 300 戸のタワーマン
ションを計画。同エリアの西側に位置する北４東６の北海道ガス札幌工場跡地でも、
大和ハウス工業と大京、住友不動産が同じく２棟 300 戸規模の建設を予定している。
新駅北側の北５東 10、11 の約 2ha では、大京と住友不動産が数百戸の開発を構想。
稲穂駅西側への移転が決まっているＪＲ北海道の社員研修センターを含む敷地一帯を
取得し、2017 年度の着工、19 年度中の完成を目指している。近隣には商業施設「ア
リオ札幌」があり多くの人が訪れることから、ＪＲと共同で医療や福祉、教育、観光
に関わる施設の集積を図る。北６東５の札幌繊維卸センター跡地ではこのほど、クリー
ンリバーが４棟 355 戸の大型開発に着手。18 年度まで毎年１棟ペースで建設し、19
年秋に全てを完成させる。同社が一つのエリアで開発する規模としては過去最大だと
いう。

◎日本郵便が札幌市東区東雁来で新道央処理施設を計画
日本郵政グループの日本郵便は、札幌市東区東雁来町で新道央郵便処理施設（仮称）
新築を計画している。施設規模は５階建て、延べ約６万 5,500㎡を想定。設計は山下
設計が担当した。本体整備は一般競争入札で、７月 27 日に開札する予定だ。
郵便専用施設を道央自動車道札幌ＩＣに近い、東区東雁来町の土地区画整理事業地
内（敷地面積５万 1,000㎡）に建てる。工期は 2017 年４月 10 日までを設定している。
使用する主要な資機材はコンクリート３万 1,130m3、鉄骨 2,450t、鉄筋 3,440t、Ｐ
Ｃ材 8,800m3、板ガラス 1,500㎡などが見込まれている。
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◎ランドに新エリア

シーにはテーマポート新設

オリエンタルランド（千葉県浦安市）は、東京ディズニーランドで進めるファンタ
ジーランドの再開発で、「美女と野獣」
「不思議の国のアリス」をテーマとしたアトラク
ションの設置や施設を整備する方針を明らかにし
た。東京ディズニーシーでは、ロストリバーデル
タの南側に隣接するエリアを拡張し、
「アナと雪
の女王」関連のエリアなど北欧をテーマとした新
テーマポートを新設する計画。ともに 2018 年 3
月期以降の開業に向け整備が進みそうだ。
ディズニーシー
「新テーマポート」
完成予想図

同 社 は 2014 年 4 月 に、15 年 3 月 期 〜 24 年 3
月期の 10 期で約 5,000 億円を投じ、東京ディズ

ニーランドと東京ディズニーシーを拡張・開発する方針を示していた。
東京ディズニーランド（敷地面積 51ha）では、「ファンタジーランド」エリアを再開
発し、面積を約 2 倍に拡張する。「美女と野獣」などをテーマとした複数のエリアを構
成する計画だ。大型アトラクションのほか、商品・飲食店舗など複数の施設を整備す
るとともに、ファンタジーランド全体を再開発する。
東京ディズニーシー（敷地面積 49ha）では、「ロストリバーデルタ」の南側の拡張用
エリアに、新テーマポートを開発する。「アナと雪の女王」の世界を体験できるエリア
などの大型アトラクションや商品・飲食店舗を新設する。

◎国交省

今秋に「事前通知」 社保加入指導を前倒し

国土交通省は、建設業許可更新時などに行っている社会保険の加入指導を前倒しで
実施する。2016 年 1 月以降に許可の更新期限を迎える業者（個人事業主を除く）のう
ち、経審の申請や立入検査などでこれまで指導を受けていなかった未加入業者に対し、
今秋に事前の加入指導通知を送付する。許可業者の加入率を 100％とする目標年度の
17 年度までに許可更新の期限を迎えず、加入指導の機会がない業者があるため、16 年
度末までに未加入の全許可業者に加入指導を行えるよう、指導の体制を見直す。
国土交通省と都道府県の建設業許可部局は、2012 年 11 月から建設業許可・更新
申請、経営事項審査申請、立入検査の際、社会保険加入の有無をチェックし、未加入
業者には加入を指導している。建設業許可部局などが行う 2 回の加入指導に従わない
場合、厚労省の社会保険等部局に通報する。
さらに、昨年 8 月からは直轄工事などの入札段階で社会保険未加入業者を排除する
取り組みも始め、発注部局が建設業許可部局に未加入業者を通報している。これらの
指導で社会保険に加入した許可業者は 1 万 6,194 者（2014 年 9 月時点）
ある。
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ただ、これらの加入指導は、基本的に建設業許可の更新時期などを端緒とするため、
これまで許可の更新時期を迎えず、経審も受けていない業者は指導を受けていない。
国交省は 2017 年度に許可業者の加入率を 100％とすることを目指しているが、17 年
4 月以降に許可の更新期限を迎える業者には目標年度の 17 年度に入っても加入指導
を行うことができない。
このため、2016 年度末までに社会保険未加入の全許可業者に加入指導・通報を行
えるようにする。まず、加入指導を始めた 12 年 11 月以降、現在まで許可の更新期限
を迎えていない約 12 万業者（個人事業主除く）のうち、これまで加入指導を受けてい
ない業者に事前加入指導通知を今秋にも送る。
対象の未加入業者のうち、2016 年 1 〜 6 月に許可更新の期限を迎える業者には 1
回の加入指導で社会保険等部局に通報。16 年 7 月〜 17 年 3 月に更新期限を迎える業
者は、許可更新申請時に依然として未加入の場合、加入指導を行わずに社会保険等部
局に通報する。17 年 4 月以降に更新期限を迎える未加入業者は、許可更新を待たず
に 17 年度当初に一斉に社会保険等部局に通報する。
国交省は、5 月 29 日から始まる社会保険未加入対策の地方説明会で、この加入指
導の前倒しについて建設企業などに説明する予定だ。

◎日本版マイスター創設へ

自民党特命委が初会合

「日本版マイスター制度」の創設を目指す、自民党の特命委員会が 5 月 14 日、初会
合を開いた。技能者の技能を証明する資格制度として、ドイツのマイスター制度を日
本に取り入れられないか検討する。
日本に「ものづくり熟練工」を育成する制度を整え、
技能者の処遇改善や社会的地位の確立を狙う。議員立法による制度創設を目指す。
ドイツのマイスター制度は、第 1 級の職人を育成するため、年少のうちから学校教
育と職業体験が一体となった訓練
（デュアル・システム）を受けるとともに、法律や会
計など経営に必要な知識も学んだ上で与えられる資格で、主に「手工業マイスター」と
「工業マイスター」がある。
手工業マイスターには、大工、左官、塗装、配管工事など建設系の職種も多い。将
来的に自営業者になることを想定した資格制度であるため、全 94 業種のうち 41 業種
はマイスター資格がないと独立開業することができない。後進の教育訓練を行うこと
ができるのもマイスターの有資格者のみとなる。
日本の技能検定制度は、毎年 30 万人前後が合格し、累計で約 547 万人の技能士が
いるが、有資格者の処遇改善や社会的地位確立に果たす役割が十分ではないとの指摘
もある。一方で、厚生労働省は、若年技能者への実技指導などを行う「ものづくりマ
イスター制度」を創設、若年技能者の人材育成などに力を入れ始めた。
特命委員会は、厚労省のものづくりマイスター制度やドイツのマイスター制度を参
考に、新制度の対象分野を特定した上で、新制度を検討する方針だ。
（以上、建通新聞東京）
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