ƄƒƬƼӛञଠුبઁޙঞࢩ݀ԹӷЊ

שजܡՙȌǿºǪ
WPM

ٔݝŻണсϖƆ

ÿ܌ഡಽ
¤̺ࠟݤठƝϟ͉েϖŻઁුبǁঞࢩ
¤܌ഡ್ࣲܻවܢǢǆǚǉǛǪ
ÿବಽ
¤ǞǯǕȕڍ੩ۃƖൖҫשਲŻِ੩
ÿବЧಽ
¤ࡋؿڜŻߨॳϕࣾ٨ঝЗौƧ੩ۃ

ಽߛ d ӀЁ¥ഓЛବשजಢޗ

ԣৠƙǑȎºȕŻชƐಫƥ
ഓĳࣻĳਦչۏТݝՙ

Ļםٿ

㻯㼛㼜㼥㼞㼕㼓㼔㼠㼴㻞㻜㻝㻞㻚㻭㼘㼘㻾㼕㼓㼔㼠㻾㼑㼟㼑㼞㼢㼑㼐㻚

שजܡՙǭȇºǛ¿܌ഡಽ¿
◎夏冬一体化が通年雇用を後押し
―札幌市のマルチ除雪企業アンケート結果
札幌市雪対策室は、2014 年度道路維持除雪業務の受託業者を対象に、夏冬一体化
や複数年契約の賛否、通年雇用の状況などを聞いたアンケート結果をまとめた。夏冬
一体化には５割が賛成。複数年契約についての賛成は１割にとどまったものの、支払
限度額や経費率の問題が解消された場合は約４割が賛成している。また、夏冬一体
化によって、従業員を臨時雇用から通年雇用に切り替えた事例がある企業は 41％に
達し、年間を通しての作業の継続が通年雇用化に効果を上げていることが浮き彫りと
なった。
今回のアンケートは、マルチ除雪の現状を把握し、除雪体制安定化に役立てる基礎
資料とするため、同対策室がことし４月、23 共同体の 221 社（代表企業 23 社、構成
員 198 社）を対象に調査し、85.5％に当たる 189 社から回答を得た。
まず、複数の構成員が労力や機械を分担し、除雪を適切に実施することを目的とし
たマルチ除雪共同体の機能については、約３分の２が「十分機能した」と回答。意見と
しては
「必要に応じて運営委員会を開催し、情報の共有が効率的に行われた」などと
いった声が出ていた。
夏の除草などの維持工事と冬の除排雪を合わせて発注する夏冬一体化は、雇用安定
化や除雪機械の効率化を図ることを目的に 11 年度から全 10 区で導入した。夏冬一体
化による従業員の雇用に関しては、一体化を行う前の雇用状況と一体化後の雇用形態
の変化を質問した。一体化前の雇用は「夏のみ臨時雇用」が６％（11 社）、「冬のみ臨
時雇用」が 58％（105 社）
、「いずれも臨時雇用なし」が 36％（65 社）だった。
職員を夏あるいは冬に臨時雇用をしている企業に一体化後の雇用形態の変化を聞い
たところ、「通年雇用に変えた事例がある」は 41％（48 社）に上った。「変えた事例は
ない」は 56％（66 社）と半数を超えたものの、夏冬一体化が企業の通年雇用化を後押
しした成果がうかがえる。
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複数年契約は条件付きで約５割が賛成に
一体化が市民サービス向上にどのような効果があったかの問い（複数解答）では、
「夏
（冬）の作業開始前に現地調査が十分にできた」が 46％と半数近くを占め、
「年間を通
し地域住民との意見交換が可能になった」も 27％に上ったが、
「市民サービスの向上
にはつながらなかった」との回答も 37％あった。
夏冬の作業分担に関して自社の施工能力に応じた適切な業務量だったかの質問で
は、
「妥当」との回答が冬業務では 69％だったのに対し、夏業務は 45％と差が開いた。
夏業務では 46％の企業が
「もう少し受け持つことができる」と回答し、業務量分担が
課題となっていることが浮き彫りとなった。
夏冬一体化についての賛否は「賛
成」が 52％、「反対」が 24％、「わか
らない」が 24％と賛成が反対の倍以
上に達した。賛成理由としては「年
間を通じ一定の仕事量が確保でき、
雇用の安定が図れる」
「 年間の事業
計画が立てやすい」
「 より地域に密
着し、特性を把握した維持管理が行
える」といった声が出ていた。
反対理由には「夏の業務量が少な
く、特定の構成員でのみ作業してい

市民生活に欠かせない維持除雪業務

る」
「一体化しても従来と何も変わらずメリットが見えない」―など、夏業務への不満
が根強く表れている。
複数年契約は
「賛成」が 10％にとどまったが、
「支払い限度を 90％とせずに、経費
率低下などの課題も解消された場合は賛成」という、単年度の支払い額に制限を設け
ない場合の賛成は 38％と、両者を合わせると５割近くを占める。複数年契約につい
ては、開発局の維持除雪工事で導入されているが、複数年契約は多年度国債となり、
各年度の支払限度額が限定されているため、支払い面で柔軟な対応が難しい状況にあ
る。開発局の除雪企業からも複数年契約に対する不満は高く、今回の調査でも同様の
反応となっている。
賛成の理由は「経営、雇用の安定が図れる」
「設備投資、作業員の教育が可能となる」
などで、反対の理由として「経営不振となった構成員が発生した場合など、不測の事
態に構成員の入れ替えなどが可能なのか懸念される」―などといった声が出ていた。
夏冬一体化の効率的運用では、除雪機械に関し
「効率化を図り、機械台数を減らす
ことができた」が４％、
「効率化は図れたが、機械台数を減らすには至らなかった」が
61％、「効率化は図れなかった」が 35％という状況。オペレーターや作業員、交通誘
導員などの人員では
「効率良い運用を図れた」が 47％、
「図れなかった」が 53％と判断
が分かれている。
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◎補正予算で普通建設事業費に 235 億円を追加
―橋梁長寿命化や再開発事業などを積極的に推進
札幌市の 2015 年度肉付け補正予算のうち、一般会計の普通建設事業費は 235 億円
に上っている。道路・街路、舗装改良、河川、公園の社会基盤整備には 124 億円を措置。
主な事業としては平和大橋はじめ 17 橋の橋梁長寿命化や、オーバーレイを中心とし
た道路橋梁補修を約 20㎞予定している。民間再開発事業推進では南２西３南西地区、
北８西１地区、北３東 11 周辺地区、北４東６周辺地区の実施設計などに対する補助
を計上した。秋元克広市長は、今回の補正予算について「喫緊の課題である待機児童
解消、観光分野充実、民間投資誘発など地域経済活性化につながる取り組みを積極的
に計上した」と説明している。
予算編成に当たっては
「誰もが安心して暮
らし生涯現役として輝き続ける街」
「 世界都
市としての魅力と活力を創造し続ける街」を
目指し、保育所待機児童解消、観光イベン
トの拡充、民間投資を誘発する市街地再開
発事業などに予算を積極配分した。
社会基盤整備の内訳は、道路・街路が 91
億 3,900 万円、舗装改良が 13 億 2,600 万円、
河 川 が 6 億 4,500 万 円、 公 園 が 12 億 7,000
万円。道路整備関連では、幹線・補助幹線
のオーバーレイを中心とした道路橋梁補修
費に約 13 億円、平和大橋
（183.5m）など 17
橋の橋梁長寿命化に約 10 億円を計上した。
補正予算の概要を説明する秋元市長

札幌駅交流拠点まちづくり関連では、北

海道新幹線の札幌延伸を見据え、札幌駅交流拠点と位置付ける北 5 西 1 街区と北 5 西
2 街区の基本構想策定費や、創成川通を活用した都心アクセス道路の調査費を計上し
た。地下歩行ネットワークの充実強化では、地下鉄南北線さっぽろ駅のコンコース約
170m の改修実施設計に取り掛かる。
拠点のまちづくり推進では、新さっぽろ駅周辺地区に 6,950 万円を充て、市営住宅
余剰地活用に向けた街区整備調査・設計などに取り掛かる。篠路駅周辺地区には土地
区画整理事業調査と連続立体交差事業調査に、合わせて 9,400 万円を措置する。
待機児童対策では、私立認可保育所と小規模保育事業所の整備を補助し、新たに
390 人分の受け皿を確保する。
今回の補正予算により、一般会計に占める普通建設事業費は前年度比 3.6％減の
1,012 億 7,733 万円と 1,000 億円台を確保。財政局と水道局、交通局では新たに 179
件の工事が追加となった。
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◎子供たちへ建設業の素晴らしさを
―業界団体と札幌市が技能・技術体験イベントを開催
子供たちへ建設業の素晴らしさを―。業界団体と札幌市が主催する技能・技術に関
するイベントが７月末から 8 月にかけて開催された。多くの子供たちがものづくりを
実際に体験し、建設業の魅力を実感した。
8 月 2 日に札幌市産業振興センターで開かれた第 14 回札幌技能フェスティバルに
は、親子連れなど 1,639 人が来場。技能への理解を深めるとともに、ものづくりの楽
しさを体験した。
開会式では、実行委員長の細坂
一美札幌地方職業能力開発協会長
が「これからは技能士が尊重される
ような世界を作っていかなければ
ならない。〝自分は技能士〟という
ことに誇りを持ち、そのことを来
場者に伝えてほしい」とあいさつし
た。会場では、鉄筋、型枠、板金、
タイル・れんが、左官、配管、建
築 な ど の 各 団 体 が ブ ー ス を 設 け、
それぞれの職種をＰＲした。
職人の技をを実際に体験した

特に人気を集めたのは、ものづ

くり体験コーナー。型枠では取り付け、建築ではいす製作などに多くの子供たちが取
り組んだ。型枠の締め付けを体験した子供は「力が必要で大変だったけど楽しかった」
と目を輝かせた。見守る保護者からも「初めて参加したが人が多くてびっくりした。
来年もぜひ参加したい」と語っていた。
また、札幌市建設局では、建設業人材確保・育成支援事業の一環として、初めて
の夏休み親子土木施設見学ツアーを７月 31 日と８月１日に実施した。２日間で 33 組
75 人の親子が参加。建設機械の試乗や施工体験などを通じ、建設業を身近に感じた。
小学 4 − 6 年生の親子 17 組 34 人が参加した 31 日は、東区東雁来にある東亜道路
工業のプラントで、道路づくり体験と建設機械試乗を実施。同社の社員らに手ほどき
を受けながら、150 度もある高温のアスファルトをレーキでならした。子供たちは「平
らにするのが難しかったけど面白かった」
「大好きな重機に乗れてうれしかった」と興
奮気味に話していた。保護者からは「その仕事に就かなければ見ることができないも
のが多く、大人にとっても貴重な体験」という声が聞かれた。
企画メンバーの須志田健技術管理担当係長は
「子供たちが、普段は見ることのでき
ない道路やトンネルなどの現場を楽しんで学んでくれれば」と建設業の未来の担い手
たちに期待を寄せ、「次年度以降も新たな企画ができれば」と意気込んでいた。
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◎建設業チャレンジ支援センター本年度第 1 回セミナー開催
―マイナンバー制度の影響と税制改正への対策を学ぶ―
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 8 月 4 日、帝国データバンク札幌支店で 2015 年度第１回のセミナーを
開いた。公認会計士でフロンティアパートナーＦＡＳ株式会社代表取締役の花田和政
氏と同社の公認会計士鴨志田星矢氏が、10 月から個人への通知が始まるマイナンバー
（社会保障・税番号）制度を解説。建設企業の実務担当者ら 20 人が参加し、今後の対
応について知識を深めた。
マイナンバーは、2016 年 1 月から社会保障、
税、災害対策（被災者生活再建支援金の支給など）
の３つの分野で利用がスタートする。鴨志田氏は
「情報の照合、転記、入力に要していた時間と労
力が削減され、添付書類の簡素化など行政の効
率化と国民の利便性向上が期待される。その一方
で、個人情報を取り扱うということで情報漏えい
に対する厳しい罰則規定も設けられている」と前

実務上の留意点を学んだ

置きし、正しい利用方法を詳しく解説した。
「従業員からマイナンバーを取得する際は、“ 源泉徴収票作成事務 ” など利用目的を
特定して明示する必要がある」とし、明示する方法として、社内ＬＡＮでの通知や就
業規則への明記などを例示。また、マイナンバー４箇条として (1) 取得・利用・提供
は法令で決められた場合だけ (2) 保管は必要がある場合だけ、必要がなくなったら廃
棄 (3) 委託先をしっかり管理、再委託は許諾が必要 (4) 漏えいを起こさないための安全
管理措置―の４つのルールをそれぞれ説明した。
情報漏えいについては、番号法 67 条「正当な理由なく、その業務に関して取り扱っ
た特定個人情報ファイルを提供した場合、４年以下の懲役もしくは 200 万円以下の
罰金またはこれを併科」などを紹介し、
「とても厳しい罰則が規定されている」と注意
を促した。
まとめで「これだけは確実に押さえたい７つの実施事項」として①社内体制の整備②
マイナンバー収集対象者の洗い出し③対象者への周知と番号の収集④方針の明確化と
規程整備⑤安全管理措置の検討⑥社内システムの改修⑦委託先・再委託先の体制確認・
監督―を示し、さらに細かい項目に分けたチェックリストも配布した。
続いて、花田氏が 2015 年度税制改正をテーマに、法人実効税率の引き下げや、所
得拡大促進税制の要件緩和、資産課税の改正点などについて解説した。
第 2 回のセミナーは 11 月 10 日午後 3 時から、「効果的な助成金制度の活用方法と
経営改善」をテーマに開催する。講師は中小企業診断士の平野陽子氏。会場は帝国デー
タバンク札幌支店で、定員は 30 人。参加費は無料。
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◎建設業を選択する生徒が大幅に増加
―道建協の工業高生徒らへのアンケート結果
北海道建設業協会
（岩田圭剛会長）は、2014 年度の現場見学会に参加した工業高校
生らに対するアンケート調査結果をまとめた。高校卒業後の進路で「就職」と答えた生
徒のうち、建設業を選択した生徒は 69％と、５年前の 60％から 10 ポイント近く上
昇した。高校ごとに見ると、札幌工高の建設業の選択割合は 86％と、全体の 69％を
大きく上回っている。一方、小学生の現場体験に同伴した保護者の７割が建設業に「就
職して良い」と答え、「就職してほしくない」の 4.5％を大きく引き離したが、
「景気の
あおりを一番受けやすい」といった率直な印象を記した回答もあった。
道建協の現場見学会は 14 年度で 38 回目。地方にある 11 建協中、8 建協が工業高
校生
（一部農業、普通校生）や小学生らを現場に案内した。児童・生徒合わせて 1,066
人が参加し、このうち高校生 893 人と児童の保護者、教諭にアンケートを実施した。
入学した高校を選んだ理由としては 36％の生徒が
「建設会社に就職するため」と回
答。５年前の 2009 年度に比べて約６ポイント増加した。
「土木・建築に興味があった」
は 26％で４ポイント増えている。
「卒業後の進路」については 71.9％が就職を選択し、５年前を 7.7 ポイント上回った。
就職を選択した生徒のうち、建設業を希望する生徒は 8.9 ポイント増の 69.3％となり、
建設業の人気回復を裏付ける結果となった。

札幌工高の就職希望割合が突出
また、高校ごとに見ると、札幌工高
（回答 141 人）の建設業への就職希望は 86％に
達し、多くの高校が５−６割にとどまる中で突出している。同高の建設業への就職希
望が高い割合を示していることに関して、長年同高の生徒を受け入れている企業から
は「札幌工高は、学校側と業界が常に情報交換し、生徒の定着率も高い。先輩の多く
が就職している職場ということで、生徒にとってもなじみやすい雰囲気があるのでは
ないか」と指摘している。
ҢಆࢹƸݽᎱࠏஔЏ
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建設業は「街の発展に役立つと思うか」との質問には 93％が「そう思う」と回答。５
年前の 78％を 14.5 ポイント上回った。さらに「魅力ある産業と思う」は 11.6 ポイント
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増の 92.3％と、大幅に改善した。業界団体が積極的に取り組んでいるイメージアッ
プ対策が着実に効果を上げているとも考えられる。
建設会社に就職する
の に 際 し、 ど の よ う
な情報を望むとの質
問（複数解答）では「仕
事 内 容 」が 515 人 と
最多で、以下「給料体
系 」505 人、「 勤 務 時
間」453 人、「休日等」
440 人と続く。５年前
のアンケートでも必要
と思う情報の順位は同
じで、生徒にとって、
現場を知る機会として定着した見学会

仕事の内容と処遇が大

きな関心事であることが浮き彫りとなった。
一方、小学生の現場体験に同伴した保護者へのアンケート結果では、建設業のイ
メージは「やりがいがある」と「危険」が半々。子供が建設業に就職するのは 70％が
「賛
成」と答えた。就職で必要な条件として 39％が「仕事に見合った給料」
、23％が「しっ
かりした福利厚生」を挙げ、子供の安定した生活を望む親心がうかがえる。

◎都心のビッグプロジェクト・北１西１再開発が工事本格化
札幌創世１. １. １区北１西１地区の再開発事業は、６月から１階の床を支えるため
の構真柱と呼ばれる鉄骨製の柱を埋め込む作業が始まった。創成川通と北１条通に面
する札幌市中央区北１条西１丁目でビッグプロジェクトが本格化している。
再開発ビルはＳ・ＳＲＣ・ＲＣ造、延べ 13 万 1,085㎡の規模で、地下は５階、地
上部は高層棟が 28 階塔屋１階で高さ約 124 ｍ、低層棟は 13 階で高さ約 65 ｍ。道内
最大級を誇る 2,300 席の高機能ホールを備えた市民交流複合施設を中心とした低層棟
と、貸しオフィスや北海道テレビ放送（ＨＴＢ）、朝日新聞社などが入る高層棟とで構
成する。低層棟は１−２階に図書館・アートセンターを配置し、この上に高機能ホー
ルが載る。オペラやミュージカルなど国内外の本格的な舞台芸術を鑑賞できる。
発注者は市と民間事業者で構成する札幌創世１. １. １区北１西１地区市街地再開発
組合。設計は日建設計・北海道日建設計共同体、施工は大成建設・岩田地崎建設・伊
藤組土建・岩倉建設・丸彦渡辺建設共同体が担当した。工期は 2015 年１月 19 日か
ら 18 年３月 31 日までの約 39 カ月。構真柱の施工は、長さ約 30 ｍの鉄骨を基礎に埋
め込むもの。高い精度が求められ、熟練した職人技が必要だ。16 年からは地上躯体
の施工に入り、17 年３月末には最上階の 28 階まで到達する予定だ。
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◎北８西１地区分譲マンション新築が市内最大規模で計画
ＪＲ札幌駅北口の
「北８西１地区」で計画する 50 階建て
分譲マンション新築の開発事業者が判明した。大和ハウス
工業、住友不動産、東急不動産、ＮＩＰＰＯの大手４社が
共同で約 600 戸の供給を計画。2016 年度中の着工を目指
すもので、１棟としては市内最大規模となる。
札幌第１合同庁舎東側の北区北８条西１丁目の１万
北８西１地区の施設完成
イメージ

1,700㎡の敷地に建設。計画中の
「札幌駅北口 8.1 地区市街
地再開発」の一環として整備するもので、マンションに商

業や医療・福祉の機能、駐車場を併設した複合施設となり、早ければ 2019 年度中に
完成する。施設は 50 階建てのマンション棟と医療・福祉棟、医療棟、駐車場棟で構成。
総延べ床面積は 12 万 1,500㎡となる。４社は今のところ、事業参加予定者との位置
付けで大成建設と伊藤組土建が事業協力者、日本設計が事業コンサルタントとなって
いる。

◎ NHK 新札幌放送会館建設計画―17 年度初め施工業者選定
日本放送協会（ＮＨＫ）の新たな札幌放送会館の工事スケジュールが明らかになっ
た。10 月から設計を始め、2017 年度初めに入札で施工業者を選定、17 年夏をめど
に着工する。放送センターが入る本館のほか、駐車場などの別館を整備する。本館の
面積は約２万 4,000㎡。総事業費は 190 億円を超える。
札幌市が所有する中央区北１条西９丁目１の敷地（１万 373㎡）に建設。規模は本
館が６−７階、延べ２万 3,990㎡、別館が２−３階、延べ 3,480㎡で、構造は決まっ
ていない。いずれも 2020 年度中の供用開始を予定。現会館は 21 年度までに解体し、
新会館の建設地にある市所有のリンケージプラザの解体は 16 年度中を予定する。基
本設計は、公募型プロポーザルで 10 月上旬にも決める。実施設計は、基本設計の委
託先に引き続き依頼する。

◎ S タウンがマンション大規模修繕の建物調査診断に着手
Ｓタウン管理組合（北区新琴似５条２丁目１の１、西堀元朗理事長）は、同マンショ
ンの第２回大規模修繕に伴う建物調査診断をアーバンプランニングに決めた。業務は
大規模修繕に関わる建物診断や住民説明会支援などで、既に入居者を対象としたアン
ケート調査に着手している。
Ｓタウンは住居棟７棟 504 戸、管理棟１棟などで構成。このうち住居棟はＳＲＣ
造、高層 15 階一部中層階で 1993―97 年にそれぞれ建設した。７棟の総延べ床面積
は５万 7,796㎡に上る。広い中庭とクラブハウスなどがある好環境で季節、年代ごと
に全ての棟を対象としたさまざまな催しも行われている。
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◎民間建築が好調、1,000 億円台を確保
―15 年度６月末のゼネコン受注高
道内の本社・支社を置く主要ゼネコンの 2015 年度６月末の受注動向がまとまった。
分野別では、官庁土木が補正の減額により 23％減少したが、民間建築は７％の伸び
を見せ 1,000 億円台に乗せた。ここ５年間の推移を見ても、民間建築は順調に増加し、
７月以降も、マンション新築や社会福祉施設の建設などが札幌市を中心に活発化して
いることなどから、引き続き好調を維持するものと見られる。
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、北海道建設新聞が四半期ごとに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。

６月末のゼネコン受注高分野別推移
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2015 年度６月末の状況を分野別に見ると、官庁土木は、過去２年間での補正や繰
り越しの反動により、1,000 億円台に届かなかったものの、11、12 年度の水準は超
えている。一方、民間建築は前年度比７％増の 1,047 億円と好調。2011 年度以降は
毎年度増加傾向を示し、今回は初めて 1,000 億円台に乗せた。
民間建築では、上位３社（岩田地崎建設、大成建設、中山組）が大きく伸びている。
この３社は、倶知安町の分譲コンドミニアム
（延べ約 1 万 2,000㎡）や、札幌市内での
大型ビルや分譲マンション、学校施設、苫小牧市内の大型オフィスビルや下川町の発
電施設など大型施設を受注している。
好調が続く民間建築だが、７月以降も、マンションや社会福祉施設、工場・店舗な
どの着工が順調に推移している。道銀が７月 30 日に発表した 2015 年度の道内経済
見通しでも、住宅投資はプラス 0.6％、設備投資はプラス 2.1％の実質成長率を見込
んでいる。設備投資に関しては、札幌市中心部における再開発の進行、札幌近郊での
大型物流センターの着工などがプラス材料になるとしている。
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◎建設産業専門団体連合会が元・下請関係の是正求める
建設産業専門団体連合会は 7 月
８日、北海道開発局と専門工事
業の課題をめぐり意見交換した。
担い手３法（公共工事品質確保促
進法、入札契約適正化法、建設業
法）の周知徹底や公共事業量の継
続的な確保を求めるとともに、技
能工が働く意欲を高め、経営の安
定につながる登録基幹技能者の
下請けの地位向上を求める才賀建専連会長

評価制度創設や元請け・下請け関

係の是正を要望した。開発局は下請けへの関与は制約があるとしながらも「下請けの
現状は関係者に十分伝えたい」と前向きな姿勢を見せた。
才賀清二郎会長は「技能工の高齢化が進み、若い人が入職しない危機的な状況だ」と
厳しい現状を示した上で「担い手３法の施行によって適正価格での取引が期待される
が、中心は公共事業での適用。工事の 60％以上を占める民間工事に周知徹底してほ
しい」と指導強化を要請した。建専連北海道地区連合会の鈴久名健会長は「官民で専門
工事のＰＲを一生懸命やっている。だが『人手不足が解消されたが、仕事はない』では
困る」と、公共工事量の確保と通年雇用を実現できる発注の平準化に理解を求めた。
技能工の最高位である基幹技能者は、2008 年度に国土交通省が認定資格として制
度化。これまでに全職種で約４万 6,000 人が誕生した。才賀会長は「社会的、経済的
な地位向上ができる資格。しかし何ら評価制度がなく、このままメリットがなければ
５年後の更新をせず減っていく」と形骸化に警鐘を鳴らした。建専連北海道は、基幹
技能者を養成する企業を中心に経営事項審査の評価対象にするなどの制度創設を提案
した。総合評価方式の評価項目としている地方整備局もあるが、評価は元請けに限ら
れている。開発局は「発注者が受注者の取引相手まで評価するのは課題がある」との見
解を示し、経審の評価も企業で賛否があるとして導入の難しさを示唆した。
元下関係について建専連北海道は「本来は元請けがやる施工計画、安全手順の書類
作成を下請けが代行するようになった。ゼネコンの職員が足りないので負担が増して
いる」と改善を求めた。現状の発注者と設計者、元請け企業の３者協議に下請け企業
が入った４者協議の設置も提案。この４者協議に開発局は難易度に応じて開く考えを
示したものの、業務負担の増大には「建設業法違反であれば立ち入り検査する。しか
し工事前に契約書の取り交わしが最低条件」とし、指導に一定の限界があると説明。
岡部和憲開発局長は「両者には型通りでいかない切実な現実がある。だが、下請けが
衰退すれば元請けも大変なことになることを認識してもらう必要もある」とし、建設
業団体や自治体に対し、専門工事業の窮状に目を向けるよう努める意向を伝えた。
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◎国土審議会が次期開発計画中間案 官民で道内投資の促進を
国土審議会北海道開発分科会の第 5 回計画部会が７月 22 日、東京都内で開かれ、
2016 年度から始まる次期北海道総合開発計画の中間整理案をまとめた。今後の北海
道開発について、人材育成や産学官が連携して投資を促進するなど、民間主導や地域
主体の必要性を強調。一方、こうした施策の推進に向け、高規格幹線道路の整備や国
土強靱（きょうじん）化などの分野で、国の役割を示した。国土交通省北海道局は、年
内に総合開発計画の素案をまとめ、３月までに次期計画を策定する考えだ。
中間報告案では、計画期間
（16 − 25 年度）の 10 年間は、地域の生き残りをかけた
重要な期間と認識した上で、本道に住み続けられる社会構造の確立、農林水産業、食
関連産業、観光産業のさらなる発展、災害に強く持続可能な社会を目指すとした。
産業施策では、農林水産・食関連や観光関連などの移輸出型産業の振興を実現し、
域内の波及効果を高め、海外を含む域外からの投資を促進。官民ファンドで道内資本
の投資拡大やエネルギーの地産地消を進め、道内資金の域内循環を図る。
こうした施策を実現に向け、高規格幹線道路の整備、港湾の機能強化、新千歳空港
の機能強化と道内空港間の連携、北海道新幹線の着実な整備など戦略的な社会資本整
備の必要性を盛り込んだ。災害に強く持続可能な国土の形成では、激甚化・多様化す
る災害に対応するため、河川改修などの必要なハード整備を推進。また、国家的規模
の災害に備え、企業のリスク分散の受け皿となる環境整備や非常時の食料の安定供給
機能などのバックアップ拠点機能を確保する。

◎新千歳空港の施設配置を全面見直しへ 新旅客施設の整備も
国土交通省は、新千歳空港の整備基本計画を 2016 年度までに改定する方針を決め
た。現在２つあるターミナルビルに続く、ＬＣＣ（格安航空会社）の受け皿となる新た
な旅客施設の整備や誘導路、管制塔などの各種施設の配置計画を全面的に見直す。同
省は、ＬＣＣなどの受け入れを強化するとともに、老朽化が進む施設の更新などを検
討し、空港の機能を大幅に向上させる考えだ。
新たに策定する計画には、東京オリンピック・パラリンピックが開かれる 20 年ま
での当面の期間と、中長期の 2 つの目標が盛り込まれる見通し。20 年までに国際線
の機能を向上させるため、ターミナルビルの増築や、エプロン拡張、滑走路までの新
たな誘導路の整備などが検討されている。一方、中長期の目標には、国内線旅客ター
ミナルビルの南側に新たな国内線向け旅客施設の配置を検討する。計画が実現すれば
国内線、国際線の各旅客ターミナルビルに続く 3 つ目の施設になる。
計画の策定は、東京航空局と北海道開発局が本年度から２カ年で進める方針。国交
省は 16 年度概算要求に関連経費を盛り込む。現在の整備基本計画は、1973 年に策
定され、開港前の 85 年に改定されたものがベースとなっている。今回の整備基本計
画改定は開港以来初の大幅な見直しとなりそうだ。
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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〜

ߪ߫ߚߌ ǙƝƐƳÈϕÉ
Ⅶםங⇁ʴൢಅမ↚ↆⅳⅧ
「自分たちの世代で土
木業界を盛り上げて、人
気の業界にしたい」。そ
んな夢をかなえるため、
北海学園大工学部社会環
境工学科を卒業して中山
組（本社・札幌）に入社。
土木の仕事をしている父
の背中を見て育った。幼
いころから土木や建設業
の話は聞いていたが、内
容が分からない。「分か
らない話を業界に入って
確かめたい」と、この道
を志した。

Ⅶ༵↝Ꮡɶᙸ↕ሰ↚ঔ↻Ⅷ

ॣܚ

ઉണ࠼ನƄǂ
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まだ全ての先輩には会っていないが、「周りの
先輩はいい人が多く和やかな印象」と言い、同期
を大事にするようアドバイスを受けているとい
う。それをもとに同期同士では「辞めないで頑張
ろう」と話している。
土木事業部に配属され、早速４月から河川の現
場に。中高時代に野球部でキャプテンを務めた経
験もあり、みんなをまとめるのは得意中の得意だ
という。「土木業界全体を見ると年齢層が高い。
若年の僕たちが耐えて、自分たちが業界を支える
時代まで頑張りたい」と先を見据える。一方、社
内では〝出世すること〟が夢。実現に向けては「こ
つこつ努力し、周りの人から信頼されて、一歩ず
つ成長したい」と意気込んでいる。

入社後は積算や設計を
担当する統括技術部に配
属。住宅の設計を将来の
夢に思い描く少女だった
が「分譲マンションの新
築が手掛けられるよう
に」と目を輝かせる。
函館工高建築科３年生
の夏、道建設部が主催す
る高校生建築デザインコ
ンクールに応募し、佳作
で入選を果たした。課題
は「道立オホーツク公園
内のバーベキューハウ
ス」。外観に「野山に咲く花」をデザインし、「花
びらがプライバシーを包み込むように」と使う側
の思いを形にした。

Ҳలૢಾשज
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建設会社に勤務する父親の背中を見て育った。
「自宅で図面をパソコンで描いている姿が格好良
かった」。３歳の時に自宅が出来上がるのを見て、
建築への興味と憧れを抱くようになった。
「当面の目標は宅地建物取引士と２級建築士」。
夢への扉を押し開けようとしている。同期は札幌
工高と帯広工高を卒業した女性技術者。「とても
仲良くなって何でも話し合っている」。３人を会
社が大切に育てようとする気遣いがうかがえる。
新入社員研修の建築現場では「厳しい職場をイ
メージしていたけど誰もが穏やかで優しくて印象
が変わった」。職員の働きぶりが父親の姿とだぶ
り、父一人子一人の家庭から送り出してくれた父
親をあらためて尊敬した。
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◎日本最大級の展望施設

渋谷駅街区開発計画Ⅰ期
東急電鉄
（ 渋 谷 区 ）と Ｊ Ｒ 東 日 本
（同）
、東京メトロ
（台東区）の 3 社は、
渋谷駅街区開発計画Ⅰ期（東棟）の工事
計画を一部変更し、屋上に展望施設を
設置すると発表した。超高層ビルの屋
上を全面的に活用したものでは日本
最大級という。2020 年の東京オリン
ピック・パラリンピックの開催に向け
て、訪日外国人の数も増加が見込まれ

屋上からは富士山の眺望も可能になる

ることから、渋谷エリアの新たな観光

資源としても注目を集めそうだ。開業は 19 年度の予定。
同計画は、13 年 6 月に東京都の都市再生特別措置法に基づく都市再生特別地区の
都市計画決定を受け、14 年 8 月に着工。現在、東急百貨店東横店の既存解体や渋谷
川の移設工事を進めている。
Ⅰ期工事で建設する東棟は地下 7 階地上 47 階建て延べ 18 万 1,000㎡、高さ約 230
ｍ。中層階には店舗面積約 3 万㎡の大規模商業施設が入るほか、上層階には渋谷駅周
辺で最大級となる 7 万 3,000㎡のオフィスを配置する。
展望施設の新設に伴い、建物の高さは当初計画より約 1.4 ｍ高くなる。完成後は、
新宿の高層ビル群や六本木・都心方面、さらには富士山の眺望が可能になるという。

◎国交省

重層下請改善へ調査

現場単位で実態把握

国土交通省は、建設業の重層下請構造に関する実態調査を開始する。行き過ぎた重
層化が生産性の低下や労務費へのしわ寄せを生むという認識に立ち “ 企業単位 ” では
なく “ 現場単位 ” で工種・規模・地域別に施工体制や下請け次数を調査する。調査で
重層化の実態を把握した上で、不要な下請け契約を回避するための効果的な方策につ
いて検討する方針だ。
建設生産システムにおける重層下請構造は、工事内容が高度化したことに伴う専門
化・分業化、工事量の増減と繁閑に対応する必要性などから、各企業が繰り返し下請
け契約を結ぶ結果として形成された。
国交省は、建設産業の特性から、一定の下請け構造は不可避であるとしながらも、
一部の 10 次を超えるような “ 行き過ぎた ” 重層化が、間接経費の増加による生産性の
低下、労務費へのしわ寄せ、施工責任の不明確化、といった問題を生じさせていると
認識。建設現場の生産性を向上させる観点から、重層下請構造の改善に向けた実態調
査を行うことにした。
重層下請構造について、国交省はこれまでも下請け次数の実態把握などを目的とす
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る調査を行っているが、そのほとんどが企業単位でヒアリングなどを行うもの。今回
の調査では、建設工事の施工体制に関するデータを現場単位で収集・整理し、工種・規模・
地域ごとに平均的な下請け次数や専門工事などの内容を把握する。調査を現場単位と
することで、重層化がより進んでいる民間建築現場の実態を把握する狙いがある。
2015 年度末までに調査を終え、建設業界などと調査結果を共有、重層下請構造の
改善に向けた方策の検討につなげる。重層下請構造の改善をめぐっては、すでに新潟
県、京都府、福井県などが、下請け次数制限などの措置を一部の工事で実施しており、
自治体とも調査結果を共有し、関係者一体で対策を検討する環境を整える。

◎「京橋一丁目東地区」の開発

3 棟・延べ 15.8 万㎡

戸田建設の本社ビルなどが立地する「京橋一丁

ᲽᘒҔ
ᘒҔ

目東地区」
（ 中央区）の開発計画が明らかになった。
土地区画整理事業などの都市計画手法で街区を再
編し、3 棟・総延床面積約 15 万 8,000㎡の建物を
2016 〜 23 年度で建設。オフィス床だけでなく、
ブリヂストン美術館も再配置するなどして芸術・文
化拠点の形成につなげる。東京都と中央区が開発の
前提となる都市計画の手続きを 9 月から進め、15
年度内に決定告示する見通し。

京橋一丁目東地区の計画建物
イメージ

建物の老朽化や細街路の存在といった課題を改善し、立地のポテンシャルを生かし
たまちづくりが権利者によって検討されていた。
開発では、区画整理で細街路を付け替えるなどして、街区を八重洲通り・中央通り
の両方に面する「Ａ」
（敷地面積 2,815㎡）
、中央通り沿いの「Ｂ」
（同 6,150㎡）
、骨董通
り沿いの「Ｃ」
（同 1,450㎡）
の三つに再編。道路機能と防災性を高めるとともに、コミュ
ニティーサイクルポートを含む公共的駐輪場（52 台）を確保する。
建物の計画を街区ごとに見ると、Ａ街区は地下 2 階地上 23 階建て延床面積約 4 万
7,100㎡の規模で、地階に駐車場、低層階にブリヂストン美術館など、中〜高層階に
事務所を置く。2016 〜 19 年度の工事を予定している。
Ｂ街区は地下 3 階地上 28 階建て延床面積約 10 万 1,500㎡。地階は駐車場や防災備
蓄倉庫などとし、低層階に▽展示▽情報発信▽創作・交流―の各施設やコージェネレー
ションシステムなど、中〜高層階に事務所を配置する。2021 〜 23 年度で工事を行
う予定だ。
Ｃ街区は地下 1 階地上 7 階建て延床面積約 9,300㎡で、事務所や駐車場などを設け
る。2016 〜 18 年度の工事を予定。
とりわけＡ・Ｂ両街区の建物は免震化し、中央通り沿いの広場（免震広場）を防災性
の高いものにする。
（以上、建通新聞東京）
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建設業チャレンジ支援センター

平成27年度 セミナー・勉強会 開催スケジュール ご参加無料
場所：帝国データバンク札幌支店６階会議室
札幌市中央区南 2 条西 9 丁目１ー１7

〈セミナー〉定員:30名
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