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◎北海道開発事業費の 16 年度概算要求、17％増の 7,640 億円に
―年末に向けて厳しい査定、予算確保の動きも本格化
国土交通省北海道局が８月 27 日に発表した 2016 年度北海道開発予算の概算要
求によると、一般公共事業費に当たる北海道開発事業費は、国費で 15 年度当初比
16.7％増の 6,201 億円、地元負担分を加えた事業費ベースでは 16.9％増の 7,640 億
円に上っている。主な事業では、新千歳空港で新たな誘導路整備の関連経費を盛り込
んだほか、農業農村や漁港で複数の新規地区が登場している。要求額は約 17％増と
高い伸びを示したが、今後本格化する財
務省の査定では、厳しく絞り込まれるこ
とが想定され、増額確保に向けて、関係
機関・団体の要望活動が今後本格化する
見通しだ。
政府は、2016 年度予算概算要求方針
として、公共事業費などの裁量的経費
を前年度予算額から 10％削減する一方、
成長戦略に関連する施策・事業は
「新し
い日本のための優先課題推進枠」とし、
同枠に対して、10％削減後の予算額の
30％まで要望することを認めている。
これを北海道開発事業費に当てはめる
と、15 年度予算額 5,312 億円から 10％
削減した金額は 4,781 億円。この額の
30％相当の 1,434 億円を合わせた 6,215
億円が要求額の上限となり、今回の要求
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額 6,201 億円はほぼこれに近い金額だっ
た。北海道局では、要求に際しての重点
項目として、①人が輝く地域社会の形成
②世界に目を向けた産業の振興③強靱（きょうじん）で持続可能な国土の形成―の３項
目を掲げ、16 年度から始まる第８期北海道総合開発計画の推進に必要な要求額を計
上した。
事業別に見ると、道路は地域間の連携や都市へのアクセス向上、災害時の代替ルー
トの確保などに向け、未開通区間の整備を図る。16 年度の開通を目指す道横断自動
車道小利別−訓子府間と旭川・紋別自動車道丸瀬布−瀬戸瀬間で、供用に向けた工事
を推進する。
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治水は、石狩川や沙流川など過去に大規模な水害に見舞われた河川を中心に災害対
策を強化。石狩川流域では千歳川遊水地群や北村遊水地整備を重点的に進める。直轄
ダムは幾春別川総合開発、沙流川総合開発、サンルダムの 3 事業に 157 億円余りを計
上した。
農業は競争力強化と国土強靱化の観点で関連予算を重点化。農地の大区画化や老朽
化した農業水利施設の更新などの事業を盛り込み、15 年度比 24％増と大幅な伸びを
確保した。水産基盤整備では水産物の輸出強化を目指し、各地の漁港で屋根付き岸壁
などを整備する。
港湾と空港の優先課題推進枠は、国交省が京浜港や阪神港、羽田空港や成田空港な
どの大都市圏に配分したことなどから開発事業費は未計上。ただ、空港は国際線の受
け入れ体制の強化などに関する事業を盛り込んだため、45.4％増の大幅な増額要求
となった。
新規は農業や漁港、新千歳空港機能強化など
新千歳空港では、国際線の駐機場（エプロン）拡張と滑走路の南側に向かう新たな誘
導路に着工する。駐機場は国際線ターミナルビルの増築に合わせて 2 − 3 機分となる
見通し。これらの工事は 20 年度までに完成させる計画で、ターミナル増築を含めた
一連の事業費は 200 億円程度が見込まれている。
また、同空港では 20 年度以降を見据えた中長期計画の策定も進む。新たな国内線
旅客ターミナルビル整備や管
制塔など各種施設を全面的に
更新し、空港機能を大幅に向上
させるもので、16 年度の計画
策定を予定している。
農業については、国営農地再
編整備愛別地区など新規に６
地区をあげ、全体総事業費は
727 億円を試算する。また、漁

大規模な整備がスタートする新
千歳空港国際線旅客ターミナル

港も落石など４港に 257 億円を見込むなど、農水省関係で 1,000 億円近くの事業がス
タートする。
2016 年度予算の編成に際しては、16 年度が政府の掲げる「経済・財政一体改革の
集中改革期間」の初年度に当たるため、財務省の厳しい査定が想定されている。
８月 27 日に開かれた自民党政務調査会の北海道総合振興特別委員会では、今津寛
委員長が「北海道経済は大変厳しく先行きが見えない。アベノミクスの恩恵が全く届
いていない。限度いっぱいの要求を貫徹させる」と満額確保への意欲を見せた。また、
北海道局の岡部和憲局長も「財務省は非常に厳しい姿勢とうかがう。概算要求は目いっ
ぱいさせていただいた。年末の予算編成に向けて最大限の努力をしたい」との決意を
述べた。
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◎女性の建設業進出支援で推進協議会活動が本格的にスタート
建設業への女性の進出を促すために北
海道建設業協会などが組織した、北海道建
設産業女性活躍推進協議会が９月から本
格的な活動を始めている。建設会社で働く
女性技術者や技能者の現状を把握すると
ともに、女性の積極的な進出を後押しし、
より快適な職場づくりを提唱するシンポ
ジウムの開催などを予定している。
将来の建設業を担う人材として、全国的
シンポジウム開催など協議会としての活
動が始まる
（写真は道建設協会が１月に
開催した女性技術者活躍研究会）

に女性への関心が集まっている。建設業の
役割や誇りをＰＲしながら逸材を掘り起
こし、女性を含め若年者や高齢者ら誰もが

働きやすい魅力ある職場環境の創出が必要となっている。
同協議会は７月に設立した。事務局を務める道建協をはじめ、建設産業専門団体北
海道地区連合会と北海道商工会議所連合会、北海道建設業信用保証、道、札幌市で組
織。北海道開発局と北海道労働局がオブザーバーとなっている。
産官連携による同協議会の取り組みは、国土交通省が女性の入職と定着を支援する
助成制度に認定し、９月から本格始動する。全国で先進的な活動を展開する 12 団体
が選ばれた。
道建協は１月下旬、会員企業に勤める女性技術者 20 人を集め、女性建設技術者の
活躍研究会を開催。女性が働く上で直面する困惑や悩みを議論した。最近では、札幌
市などのように工事受注者へ専用トイレや更衣室の設置を支援する発注機関が現れて
いる。
しかし、根本的な課題は結婚や出産、育児などを経て働き続けられる環境づくりだ。
研究会の参加者からは「スキルアップして現場を任せられる人材になりたい」
「女性な
らではの特性を生かして働き続けたい」
「出産、子育てが一段落したら復帰したい」な
どと提起した。
同協議会はこの議論を引き継ぎ、道内全ての建設業者を対象に、女性の技術者と技
能者の人数や処遇などを知る実態調査に乗り出す。現状を正確に把握し、女性を確保
して育成するために必要な雇用環境の改善に役立てる。
さらには、建設業のイメージアップ戦略や快適で働きがいのある職場づくりを探る
ため、女性技術者と技能者が参加して講演を聞いたり、意見交換をするシンポジウム
の開催を予定している。国交省の助成制度は１年限定だが、道建協では
「女性技術者
や技能者によるネットワーク組織ができれば、活動が活発になり、相乗効果が生まれ
るのではないか」と期待している。
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◎労務単価で元請けに改善要請／道建設部 14 年度下請け調査
道建設部は、同部発注工事の下請け状況などに関する 2014 年度の聞き取り調査結
果をまとめた。加入対象事業所の下請けが必要な法定保険に未加入だったことに対し
て元請けを指導したのは９件にとどまり、前年度に比べて 15 件減った。一方、公共
工事設計労務単価を下回る労務単価を設定していた元請けに適正な賃金支払いを要請
したのは 320 件あり、50 件増えている。
建管発注分は 150 件（２件増）の工事を対象に、元請け 150 者、１次下請け 241 者、
２次下請け 38 者を 2014 年 10 月から 15 年１月にかけて調査。建築局発注分は前年
度と同数の 43 件で、元請け 43 者、１次下請け 47 者、２次下請け 13 者に対し、14
年 11 − 12 月に調べた。どちらも面接方式で、下請けとの契約締結方法や労務単価の
設定、前払い金の支払い状況など 15 項目の質問は共通とした。
主な事項を見ると、建管発注工事は下請負契約書で条項が不足していたのが１件
（前年度ゼロ）あり、建設業法に定める事項の全てを記載するよう指導した。加入対象
事業所だった下請けが必要な法定保険に未加入だったのは５件で９件減少。下請けが
加入するよう元請けを指導した。公共工事設計労務単価と同額以上の労務単価を設定
していたのは 10 件減の 61 件にとどまり、下回っていたのは 47 件増の 275 件あった。
低い労務単価を設定していた元請けに対し、適正な水準の賃金を支払うよう要請した。
建築局発注工事では、下請けが法定保険に未加入だったのが４件で６件減少。建管発
注工事と同様に元請けを指導した。労務単価は、公共工事設計労務単価と同額以上が
19 件で６件増えたものの、下回っていたのが 45 件で３件増加。こちらも元請けに適
切な水準の賃金支払いを求めた。

◎道労働局と道経済部が道建協に建設労働者の雇用促進を要請
北海道労働局と道経済部は 8 月 3 日、北海道建設業
協会を訪れ、求人倍率の改善など雇用環境が好転する
中、建設労働者の積極的な雇用促進を要請した。道建
協は通年雇用を実現する制度の創設に理解を求めた。
本道の 2015 年６月有効求人倍率は 0.91 倍と過去
各種制度や施策の利用を呼び
かける中村道労働局部長
（右）

最高を記録し、求人は 65 カ月連続で増加傾向にある。
労働者にとっては職業の選択肢が広がり、雇用条件が

良好になることが期待できる。道労働局の中村正子職業安定部長は「建設業は人手不
足が顕著で、とび、型枠、鉄筋など専門職の求人倍率は高いまま。人材の定着を進め
るため、各種助成制度やバックアップ施策を積極的に利用してほしい」と自主的な取
り組みを支援することを強調。牧野光博専務理事は、季節雇用者の通年雇用化に向け
て「冬場は仕事が少なく、構造的な問題がある。制度を創設してもらえるなら、積極
的にこちらもやれることをやっていきたい」と答えた。
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◎ 15 年上半期の新設住宅着工は、2.4％増の 6,469 戸
―下半期も堅調な伸びを維持か
札幌市の 2015 年上半期
（1 − 6 月）新設住宅着工は、前年同期比 2.4％増の 6,469 戸
となった。持ち家と給与住宅が減少したが、分譲住宅、特にマンションが２桁増と好
調で、全体のプラスに寄与した。住宅関係の専門家は、下半期について「大きな回復
は期待できないが、徐々に持ち上がっていくのでは」と予測。16 年以降は苗穂駅移転
に伴う周辺の大型分譲マンション開発計画が控え、札幌市の肉付け補正で市街地再開
発事業が積極計上されたことは期待できると分析している。
ؚ
 

国土交通省の住宅着工統計
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記録した。

分譲のうち、マンションの戸数は 900 戸。14 年同期を 303 戸、51％を上回ってい
る。区別に見ると、345 戸の中央区のほか東区で 354 戸、
豊平区で 88 戸、西区で 65 戸、
北区で 48 戸ある。14 年同期は 597 戸中 485 戸が中央区だったが、分散化が見られる。
東区が中央区を上回る戸数となっているが、これは札幌繊維卸センター跡地に４月
に着工したクリーンリバーの大型物件が要因。同マンションは、ＲＣ造、15 階建て
のマンションを３棟建設するもので、総戸数は 354 戸と、東区全体の戸数のすべて
を占める。
不動産市況に詳しい住宅流通研究所（本社 . 札幌市中央区）は、15 年上半期の状況に
ついて「持ち家などの数字には表れていないが、春先からは回復傾向で業者からも受
注拡大の声が多い」と指摘。また、貸家が堅調に推移しているのは、サービス付き高
齢者向け住宅なども含まれることが要因ではないかとみる。
下半期については「人口減少などの背景もあって大きな回復は期待できないが、徐々
に持ち上がっていくのでは」と予測。16 年以降は苗穂駅移転に伴う周辺の大型分譲マ
ンション開発計画が控え、札幌市の肉付け補正で市街地再開発事業が積極計上された
ことは期待できると分析している。
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◎専門工事業４団体が巨大モニュメントを地下歩行空間に展示
―製作過程実演し建設業に親しみを
鉄筋と型枠、とび・土工、左官の専門工事業４団体が、来年２月 27、28 の両日、
札幌駅前地下歩行空間で、鉄筋コンクリート製の構造物の製作過程が分かる実物大モ
デルを展示する。むき出しの鉄筋を型枠で覆い、コンクリートを打設する前までの工
程がイメージできるよう実演。映像やパネル写真で仮設足場の設置方法などを見せる
ほか、左官作業の体験も企画している。普段は仮囲いの中で進められる工事を間近で
感じることで、建設業への理解を深め、親しみを持ってもらう初めての試みだ。
北海道鉄筋業協同組合と北海
道型枠工事業協同組合、札幌左
官工事業協同組合、北海道建設
作工技建協同組合が共同で企
画。道鉄筋業協組の熊谷誠一理
事長が実行委員会の委員長を務
めている。
共同の展示会は現場を間近で
感じ、親しみを持ってもらう
ために、会場中央に横幅 10m、
奥行き５m、高さ 2.1m の鉄筋
全国鉄筋工事業協会が関係者向けに展示したモ
ニュメント。これと同様のものが設置される

モニュメントを設置する。
来場者は見学通路に入り、鉄

筋コンクリート構造の中身を内側から見るという趣向だ。モニュメントの一部はベニ
ヤ板の型枠で覆う。実際には流し込まないが、生コンを打設して完成する過程を、映
像や写真パネルを交えてイメージしてもらう工夫を施す。
専門工事業者が実物大の鉄筋を一般住民に公開するのは、道内では初めて。全国的
にも業界関係者以外に披露することは珍しい。熊谷委員長は「鉄筋などの搬入は、エ
レベーターを使うことが難しいので、かなり大変な作業となるだろう」と言いつつも、
「モニュメントは大きく迫力がある。『あれは何だ』と子供たちの興味も引くのでは。
これをきっかけに専門工事に少しでも興味を抱いてもらえればうれしい。将来への種
をまく機会にしたい」と市民の関心を集めることに期待を寄せる。
各職種ともＰＲ映像や写真、説明を通じて、専門工事のやりがいや必要性をアピー
ルするとともに、現場の最前線で連携して一つの建築物が完成する過程を分かりやす
く紹介する。
このほか会場では、鉄筋を組み立てる結束や鉄筋の曲げや切断、型枠の取り付けや
締め付け、壁ボードにモルタルを塗る左官作業などが体験できるようにする。建設機
械の模型やミニチュアも展示する。
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◎この１年間の練習成果発揮し栄冠を
―札工建築科の岩原さん、高校生ものづくりコンテスト全国大会へ
「前回の全国大会では緊張して、これまで学んできた技術を十分に発揮できなかっ
た。今回はこの１年間の練習成果を生かして栄冠を勝ち取りたい」。昨年に続き、高
校生ものづくりコンテスト北海道地区予選会木材加工部門で全道チャンピオンとなっ
た北海道立札幌工業高等学校３年生の岩原大樹さん。11 月 14 日から九州で開催され
る全国大会に向けて技術の修練に励んでいる。
昨年の全国大会では
「初めての全
国大会ということもあり、緊張した。
制限時間には間に合ったが、思い通
りに木材を切れないなど、これまで
学んできた技術を十分に発揮できな
かった」と振り返る。
この１年間、放課後の同校建築研
究同好会で技（わざ）の修練に努めて
きた。全道大会は、昨年の優勝者と
いうこともあり「正直プレッシャー
を感じた」と言うが、堂々の優勝を
果たす。

２度目のチャレンジで栄冠を目指す

同好会顧問の佐藤祐士教諭も「全国チャンピオンと比べると差はあった。しかし、
この１年間でかなり技術は磨かれ、全道大会でも頭一つ抜けていた感がある」と、こ
の１年間の成長を評価する。
全国大会では、昨年と同様に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。
「身につけた技術を発揮することができれば全国でも通用すると思う。来年は全国
大会の開催校なので、後輩たちに栄冠を引き継がせたい」と全国の頂点に向け意欲を
見せる。
祖父が好きだった大工作業を見て、職人の道を志した。高校で本格的に作業を始め
て３年目を迎えるが「技術を学び、技を磨くことは本当に楽しい。ちょっとした手加
減で出来上がりが全く変わってくる。大工という仕事の奥深さを感じる」と、この道
に進むことにためらいはない。
卒業後は東京の大手ハウスメーカーへの就職を希望する。実現すれば、１年間は訓
練校に通い、２年目は東京の本社で実務を学ぶことになる。「将来は東京での修行の
成果を生かして、北海道で建築大工として独立したい」と希望を語る。
大会まで１カ月余り。
「全力を出し切り、後輩たちにも励みとなるような悔いのな
い大会にしたい」。未来の建築マイスターは、高校生活最後のチャレンジに挑む。
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◎アンケート結果踏まえ、実態に合った積算を
―札幌中小建設業協会が市との意見交換会報告書作成
札幌市発注工事の受注業者らで構成する札幌中小建設業協会（安田謙一会長、会員
124 社）は、市の工事関連５部局と開いた 2015 年度意見交換会の全日程を終え、報
告書をまとめた。現場実態に合った単価・歩掛を求める意見に対しては「アンケート
調査などを踏まえ、可能な範囲で実態に合った積算としていきたい」との回答があっ
た。また、配管工不足に対応するための単価引き上げ要望については「国の動向を踏
まえ、期待に添えるよう検討する」
との対応が示されている。
対象は、建設局の土木部と下水道河川部、都市局建築部、水道局給水部、財政局工
事管理室の５部局。７月上旬から８月上旬にかけて、事前に会員から聞き取ったアン
ケートを踏まえ、積算単価や設計変更など実際の現場で感じた疑問点などについて、
各担当者と集中的に議論した。毎年、全日程終了後に事務局が報告書をまとめ、会員
企業に配布して実際の施工現場で役立てている。
主な質疑を見ると、単価と歩掛につい
て、現場の実態と乖離（かいり）があるとの
指摘に対しては「昨年からアンケートを実
施し、実態を把握して乖離解消に努めてい
る。今後もアンケートを続け、可能な範囲
で実態に合った積算としていきたい」と、
実態に即した積算とする考えを示した。
建築関連では、プレキャストブロックを
使用した耐震壁施工に携わった業者が「従
来工法より振動・騒音が軽減され、工事が
スムーズに進んだ。今後もこの工法を用い

円滑な施工に向けて意見
交換会が行われた

ては」と提案。市は「この工法は騒音などが少なく〝居ながら改修〟に適しているほか、
工期短縮にも有効。費用対効果を検証して検討したい」と答えた。
工事書類の簡素化を求める要望については「書類の必要性を工事主任と受注者が詳
細に協議することにより簡素化を実現していきたい」と回答。実勢価格や見積もり単
価の早期のインターネットでの公表は
「チェックに時間を要するため、当面は現行通
りとしていきたい」と答えた。
水道局関連では、水道工事の掘削幅が広くなる場合の設計変更適用を要望。市は局
内で検討した結果、16 年度早期発注分から適用する考えを明らかにした。また「配管
工不足が深刻化している。若い人材を確保するためにも単価の引き上げを」という声
に対しては「昨年度に既設管撤去の歩掛を見直した。今後も国の動向を見ながら期待
にそえるよう引き続き検討していきたい」と、人材確保に向けて単価の改善に前向き
に取り組む姿勢を示した。
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◎札幌市がＪＲ新苗穂駅自由通路と駅前広場の設計案
札幌市は、ＪＲ新苗穂
駅に接続する昇降棟を含
む自由通路と駅前広場の
基本設計案を公表した。
昇降棟、自由通路はガラ
スを多く使い開放的な空
間とし、広場の歩道部分
や昇降棟の側壁には地域
の歴史を象徴するれんが
ＪＲ新苗穂駅北口駅前広場の完成予想図

調の素材を使用。

市所管分は 2016 年度に自由通路から着工となるが、躯体の発注はＪＲ北海道に委
託する。事業費は、これらを含む市の街路事業関連が約 84 億円、ＪＲの駅舎関連整
備が約 53 億円。新たなにぎわいの核づくりに向け、2016 年度は民間施行の北３東
11 周辺地区再開発事業も始動する予定だ。
苗穂駅は現在地から約 300 ｍ西側に移転し、同時に橋上化する。計画の核となる
駅舎移転改築は、ＪＲが 2016 年度に着工する方針。日本交通技術で終えた基本設計
によれば、規模はＳ造、２階、延べ約 1,400㎡となっている。実施設計の発注時期は
未定。
一方、市の所管事業として建設する自由通路は長さ約 130 ｍ、外幅 10 ｍ、内幅６
m のサイズで、床から天井までをガラス張りにし、産業遺産群などの景色を楽しめる
よう、明るく開放的な空間を確保する。
北口と南口にはエレベーター付き昇降棟を１基ずつ配置。駅前広場はバスやタク
シーの乗降場と 500 台分の駐輪場を備える南口が約 5,000㎡、北口も同様に乗降場と
330 台分の駐輪場を備え、面積約 3,800㎡で計画している。
このほか、ＪＲ北海道の研修センター敷地内に新設する北口駅前広場へのアクセス
道路（苗穂駅北通）は、延長 100 ｍ、幅員 16 ｍで計画。同センターと複合商業施設ア
リオ札幌の間を走る苗穂駅連絡通は、延長 1,630 ｍにわたり幅員を 16 ｍへと広げる。
自由通路、昇降棟、駅前広場の基本設計はドーコンが担当。2015 年度の実施設計は、
自由通路の基礎と橋桁の土木を帝国設計、延べ 960㎡の自由通路上屋と延べ 2,700㎡
の昇降棟の建築を田辺構造設計で進めている。
自由通路は内装仕上げを含め 2018 年度までの３カ年工事とし、広場や周辺道路整
備は、19 年度の整備完了を目標としている。
2015 年度中の組合設立を予定する北３東 11 周辺地区再開発事業（施行区域 2.5 ｈ
ａ）では、マンションや商業施設、医療施設など延べ約６万 2,000㎡の施設整備に総
事業費約 190 億円が投じられる見込み。16 年度に１期工事がスタートする。
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◎札幌市の建設業人材確保・育成支援の利用は７月末で 17 件
札幌市建設局が女性の入職や将来の担い手確保を支援するため 2015 年度に創設し
た、建設業人材確保・育成支援事業の利用が徐々に増えている。女性用トイレ・更衣
室設置やインターンシップ受け入れなどの費用を助成するもので、７月末時点の利用
実績は 17 件に上っている。メニューは①女性用トイレ・更衣室設置②女性の作業服
など装備品購入③インターンシップ受け入れ④除雪オペレーターの大型特殊免許取得
−の４事業。女性用トイレ・更衣室設置は仮設トイレ・更衣室の確保か、これらの設
置に向けた現場事務所改修に対し、１現場当たり 50 万円を上限に支給する。女性の
装備品購入は、作業服や安全帯などが対象で、こちら１人当たり３万円、１企業当た
り 15 万円が上限。予算額は２事業合わせて 1,500 万円に上る。
インターンシップでは、生徒・学生を連続３日以上受け入れることを条件に１社当
たり 10 万円、30 社分を確保。７月末の助成実績を見ると、女性用トイレ・更衣室設
置が９件、女性の装備品購入が２件、インターンシップ受け入れが２件、除雪オペレー
ターの大型特殊免許取得が４件の計 17 件。複数の助成を利用する動きも出ており、
１社で最大６件の助成を受けた例もある。同局土木部の担当者は「労働環境の向上を
図るため、積極的に活用してほしい」と利用を呼び掛ける。

◎市長部局・交通・水道・病院局 2015 年度第１四半期落札動向
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札 幌 市 の 市 長 部 局、 交 通 局、 水 道 局、 病 院 局 の
2015 年度第１四半期
（４−６月）落札動向がまとまっ
た。土木の積算基準改定による最低制限価格低下など
の影響を受け、ほぼ全ての工種・業種で平均落札率
が低下。平均落札率を見ると、工事は上昇傾向にあっ
た落札率が、90.08％と減少に転じた。
工種・等級別では、舗装Ｂ、電気Ｃ、管Ｂ、その他
で前年同期を上回ったものの、そのほかは 2014 年度
同期に発注がなかった工種・業種を除く全てで落ち込
んだ。同局では、土木の積算基準改定による影響のほ
か、建築などの営繕系で競争性が高まっていること
を要因に挙げる。委託は増減があるものの、落札率

75.30％で前年度同期との比較では 1.42 ポイント下回った。特に下水道では、くじ引
き発生率が前年度同期の 18.5％から 22.3 ポイント増の 40.8％となり競争性が高まっ
ているとみられ、落札率も 1.47 ポイント減と工事では最大の減少幅を示している。
このほかのくじ引き発生率は土木、造園、建築、電気、管で上昇。委託では、設計が
１ポイント減の 81.5％となったほかは、測量が 90.2％で 3.1 ポイント増、地質調査
が 100％で 11.1 ポイント増、全体で 2.8 ポイント増の 86.7％に上る。
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◎建設業チャレンジ支援センターの勉強会がスタート
―経審や労務管理など実務に直結する話題を提供
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、企業の実務担当者を対象とした勉強会を開始した。８月から９月にか
けては２回の勉強会を開催し、経審や労務管理などについて、専門家からアドバイス
を受けた。
各分野の専門家が講師を務めるこの
勉強会は、経理や人事などの実務担当者
を対象に、それぞれの実務に直結する話
題について知識を深めることを目的に
開催するもの。来年２月まで月１−２回
ペースで、帝国データバンク札幌支店で
開催する。
８月 25 日の第１回目の勉強会では、
北保証サービスの西科訓氏を講師に招
き、経営事項審査の評価値アップに向け
実務に直結する知識を習得した

た取り組みなどについて学んだ。

西科氏は、2015 年に改正された建設機械の対象機種の拡大や若年技術者の雇用と
いった変更点を解説。企業の経営状況を示すＹ評点については「1,000 点を超えるこ
とは難しいが、仕組みをきちんと理解し、適切に対応すれば達成は可能」と述べた。
具体的な取り組みでは、総資本における流動資産と固定資産、そして負債（流動と
固定）と純資産の理想的な割合を「黄金比率」と名付け、できるだけこの数値に近付け
るようアドバイスした。
また、社会性
（Ｗ点）に関しては、ことし４月の改正で、若年技術者
（35 歳未満）雇
用や保有建機の機種追加などが行われ、若年技術者では 35 歳未満技術者の継続雇用
と新規雇用に各１点、建設機械では、移動式クレーンとモーターグレーダー、大型ダ
ンプ車が建機保有加点対象に追加されていることを説明した。
９月２日の第２回勉強会には、札幌市内の土木、電気工事業など建設関連企業の経
営者、総務担当者ら８人が参加。森永社会保険労務士事務所の森永晴之所長を講師に
迎え、労務管理と社会保険に関する基本知識を学んだ。就業規則の策定に関して、森
永所長は「建設業では正社員と契約社員、パートタイマーの区分けがあいまいで退職
金に関するトラブルが頻発している」と指摘。再雇用労働者の対応を含めてしっかり
と明文化するよう求めた。
さらに雇用形態では、夏場の繁忙期と冬季の閑散期で労働時間を変更できる変形労
働時間制の導入を提案。１年単位の契約の際には、労使協定や労働基準監督署への手
続きが必要になるなど就業規則のポイントを説いた。
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◎東雁来の新道央郵便処理施設は 129 億円で鹿島・岩田地崎 JV に
日本郵政グループの日本郵便は、ＷＴＯ対象の新道央郵便処理施設（仮称）新築を一
般競争入札で鹿島・岩田地崎建設共同体に決めた。落札金額は 129 億 1,680 万円。計
画によると、施設はＰＣａＰＣ造、５階、延べ６万 5,500㎡の規模で構想する。設計
は山下設計が担当した。
建設地は道央自動車道札幌ＩＣに近い札幌市東区東雁来町 146 の１ほかの土地区
画整理事業地内で、敷地面積５万 1,000㎡。工期は 2017 年４月 10 日まで。日本郵便
では、高速道路のインターチェンジ付近に新たな地域区分郵便局を設置する方針を打
ち出しており、全国各地で施設整備を図る。郵便物や宅配便を一元的に処理し、短い
時間で目的地に運び届けられるようにする。

◎渓仁会が桑園に新病院／ 8,500㎡規模で 2017 年 3 月開院へ
医療法人渓仁会（本部・札幌、田中繁道理事長）は
桑園地区で仮称・札幌渓仁会リハビリテーション病
院新築を計画している。施主は医療サービス業のセ
コム医療システム（本社・東京）
。５階建て、8,517
㎡の規模とし、2017 年 3 月の開院を目指している。
病床は回復期リハビリテーション病棟 96 床、地
域包括ケア病棟 40 床の計 136 床で計画。建設地
新病院の完成イメージ

は札幌市中央区北 10 条西 17 丁目 36 の 13 の敷地

3,837㎡で、運送業のロジネットジャパンの子会社札幌通運
（本社・札幌）の配送セン
ターがある場所。新病院では医療ニーズが増えると予想される回復期機能を軸とした
医療を展開。回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟を持ち、高度急性期・
急性期の治療を受けた後の患者をはじめ、家庭や施設での療養中に急性増悪した人の
治療を行い、地域の暮らしへ戻れるよう支援する。

◎札幌大同生命ビル建て替えは 19 年秋の完成目指す
大同生命保険が現地建て替えする札幌中心部の「札幌大同生命ビル」について、
2019 年秋ごろの完成を目指している。着工時期や規模は未定で詳細が固まり次第明
らかにする方針。札幌駅前通沿いの北３条西３丁目にあるビルを解体し、同じ場所に
企業オフィスや商業施設が入る複合ビルを建てる。
建築家の故・黒川紀章氏がデザインした同ビルはＳＲＣ造、地下２地上 12 階、延
べ１万 3,647㎡の規模。完成から 40 年目を迎え、
既に一部のテナントが退去している。
同社では「建て替えに向けた準備は着実に進めているが、着工時期や規模など詳細は
まだ決まっていない」とする。駅前通を挟んで向かいは日本生命札幌ビルと札幌三井
ＪＰビルディングが建ち、札幌のオフィス街の中枢としての機能を強めている。
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◎高さ日本一の超高層ビルを計画 三菱地所 東京駅前再開発で
三菱地所は、日本一の高さとなる見込みの超高
層ビルや、大規模広場などから成る東京駅前「常

%

盤橋街区再開発プロジェクト」の施工予定者とし

$
'
&
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て、都市計画決定手続きを始めた。
東京駅周辺の千代田区大手町地域が抱える課
題を克服し、国際的なビジネス拠点として再生を
図る「大手町連鎖型再開発プロジェクト」の第 4 次
事業として実施する。今回の事業は、東京のビジ
ネス中枢となる「東京国際金融センター構想」の
中心に位置付けられ、2017―27 年度にかけて 4

高さ 390 ｍのＢ棟を中心とした
ビジネス、観光拠点を形成する

棟の大規模ビルを段階的に整備する計画だ。
目玉となるのが 2023 年度に着工するＢ棟。地

上 61 階、地下 5 階、延べ 49 万㎡で計画している。高さは約 390 ｍとなる見込みで、
計画通りに完成すれば、「あべのハルカス」( 大阪市 ) の 300 ｍを抜いて、国内で最も
高いビルになる。

◎新国立競技場 6.8 万席 延べ 19 万 4,500㎡ 政府が新たな計画
新国立競技場の計画を再検討してきた政府は 8 月 28 日の関係閣僚会議で、6 万
8,000 席程度を備えた延床面積約 19 万 4,500㎡のスタジアムを 2020 年 4 月末までに
整備する新たな計画を策定した。整備コストの上限は設計 ･ 監理などの経費が 40 億
円、工事費が 1,550 億円。設計 ･ 施工を一貫して手掛ける事業者を選ぶため、日本ス
ポーツ振興センター ( ＪＳＣ ) が 9 月 1 日に公示する公募型プロポーザル ( 設計交渉 ･
施工タイプ ) の手続きを通じ、工期の短縮や工事費の縮減につながる技術提案を求め
る。12 月末に事業者を決めて 16 年 1 月から設計を進め、
同年 12 月末の着工を目指す。
新計画では「アスリート第一」
「世界最高のユニバーサルデザイン」
「周辺環境等との
調和や日本らしさ」を基本理念に据えた上で、できる限りコストを抑制し、現実的に
ベストな計画とする観点からスタジアムの性能を定めた。具体的に見ると、20 年東
京オリンピック ･ パラリンピック競技大会 ( 五輪 ) で開催予定の▽陸上競技▽サッカー
▽開閉会式―に必要な機能を整備し、6 万 8,000 人程度の観客席を視認性の高い座席
配置で確保する。屋根は観客席の上部のみに架ける。メディア施設や防災警備施設、
20 年五輪の運営に必要なホスピタリティ機能と管理施設 ･ 駐車場機能も盛り込んで、
延床面積のめどを約 19 万 4,500㎡ ( フィールド含む ) とした。
五輪後にトラック上部へ観客席を増設し、国際サッカー連盟ワールドカップ規定の
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8 万席にも対応できる施設とする。五輪の陸上競技に関わるサブトラックについては
徒歩圏内に仮設で設ける。特に配慮すべき事項として「木材の活用」
「自然エネルギー
の活用」
「施設の将来可変性」などを挙げた。
1,550 億円を上限とした工事費は、スタジアム本体が 1,350 億円程度、周辺整備が
200 億円程度の内訳 ( 消費税 8％換算 )。プロポの技術提案で「最大限のコスト圧縮を
目指す」としている。また、40 億円が上限の設計 ･ 監理などの経費は、設計業務、施
工技術検討業務、設計意図伝達業務、工事監理業務に充てる。
東京五輪に確実に間に合うよう工期の期限を 20 年 4 月末に設定。ただ、国際オリ
ンピック委員会 ( ＩＯＣ ) などの要請を踏まえ、プロポの技術提案で 20 年 1 月末を目
標とする工期短縮策を求めて「工期を極力圧縮する」方針だ。

◎首都高「東品川桟橋 ･ 伸洲埋立部」更新

( 建通新聞東京 )

739 億円で大林組 JV

首都高速道路会社は
「東品川桟橋 ･ 伸洲埋立部」(1 号羽田線 ) の大規模更新で、大林
組を代表者とする異工種 9 社ＪＶ ( 大林組、清水建設、三井住友建設、東亜建設工業、
青木あすなろ建設、川田工業、東京鐵骨
橋梁、エム ･ エムブリッジ、宮地エンジニ
アリング ) を実施設計 ･ 施工事業者に決め
た。技術提案審査 ･ 価格等交渉方式の公募
型プロポーザル手続きを通じ、参加者と
の 4 回の技術対話、優先交渉権者に選んだ
同ＪＶとの 8 回にわたる価格などの交渉を
経て、7 月 30 日に見積もり合わせを実施。
東品川桟橋 ･ 伸洲埋立部の現況

739 億円の見積金額を採用して、8 月 5 日

付で契約を結んだ。当初工期を 14 カ月短縮し、2025 年 7 月末の完成を目指す。
東品川桟橋 ･ 伸洲埋立部の大規模更新は、京浜運河沿いの品川区東品川 2 丁目〜東
大井 1 丁目間の延長約 1,900 ｍで行う。発注に際して首都高は、桟橋部を
「プレキャ
ストＰＣ床版」を持つ「鋼細幅箱桁」、埋立部を
「ＲＣボックス」で路面を嵩上げする方
法などを検討。工事規模の目安を 650 億円 ( 税込み )、工期を 2026 年 9 月 30 日と設定、
ことし 1 月にプロポ手続きをスタートさせた。
価格などの交渉は 5 月下旬〜 6 月末に 8 回実施した。1 〜 6 回目で施工方法や積算
条件などを確認し、後の 2 回で価格交渉を進めた上で、予定価格を 739 億 1,122 万
8,000 円に設定して見積もり合わせを行った。
首都高では、同社による工事規模の目安からの価格アップの理由を「技術提案を通
じた設計熟度の上昇」( プロジェクト部構造設計室更新設計課 ) と説明。また、工期を
14 カ月短縮する大林組ＪＶの具体的な提案内容は明らかにしていないものの、技術
提案に対する個別評価で「特に基礎、桁、床版 ･ 高欄、伸洲土工部、迂回路、八潮連結路」
に関して工期短縮が期待される工夫があったとしている。

( 建通新聞東京 )
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出展企業数は１回当たり 24 社程度。
出展料は無料
（交通費その他の経費は出展企業様の負担となります）
。
お申し込み多数の場合は、
抽選のうえ決めさせていただく場合があります。
労働保険・社会保険に加入し、
原則最低１年以上継続して雇用する求人に限定させていただきます。
当日出展はせず、
求人案内だけ掲載することも可能です。
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さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
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担当：前川

skisetsu@bz03.plala.or.jp
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お問い合わせ
〒060-0001

札幌市中央区北１条西８丁目２番地 39
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