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◎ＴＰＰ対応など補正編成の動きに大きな関心
―上半期の請負額、16％減の 6,197 億円にとどまる
2015 年度上半期（４―９月）の道内の公共工事請負額がまとまった。補正や繰り越
しの減少により、総額は 14 年度同期を 1,147 億円、15.6％下回る 6,197 億円にとど
まっている。アベノミクス始動前の 12 年度の水準は上回ったものの、13、14 年度
と続いてきた公共工事の伸びは完全にストップした格好だ。建設業界は、公共事業予
算の増額を背景に人材確保や処遇改善などを進めてきたが、予算の急激な減額は、こ
うした取り組みの継続を困難にするものだと危機感を募らせている。業界団体からは、
追加補正を求める声が強く上がっているが、今後は環太平洋連携協定（以下、ＴＰＰ）
対応や「１億総活躍社会」の実現に向けた補正編成作業の行方が公共事業の動向に大き
な影響を与えそうだ。
北海道建設業信用保証のまとめによるもの。９月は 662 億 5,500 万円にとどまり、
前年同月を 8.5％、62 億円下回った。15 年度の単月として最少を記録した 8 月に次
ぐ水準。３月以降、７カ月連続のマイナスとなっている。
上半期の状況を発注者別で見ると、全ての機関で前年度同期を下回っている。市町
村が 17.2％減の 2,091 億円、国が 15.4％減の 2,010 億円。道は 12.9％減の 1,246 億
円にとどまり、独立行政法人等は 18.8％減の 343 億円だった。
また、地域別では、胆振が唯一のプラス（15.8％）で、他の 13 管内はマイナス。特
に、十勝の 37.5％をはじめ、渡島が 28％、空知が 24％、釧路が 23％の減額となる
など、高規格幹線道路や新幹線工事が一段落した地域での落ち込みが際立っている。
2005 年 度 以 降 の 総 額 の 推 移 を 見 る
と、06 年度から 08 年度にかけては、小
泉内閣の構造改革などにより３年連続で
ダウンした。09 年度は麻生内閣の大型
補正により、6,000 億円台半ばまで回復
したが、その後に発足した民主党政権が
「コンクリートから人へ」の理念のもと、
公共事業費の大幅な削減を断行したた
め、11 年 度 は 5,215 億 円 と、5,000 億
円台前半にまで落ち込んだ。
13 年度は、安倍政権による大型補正により、7,364 億円とボトムだった 11 年度か
ら 2,000 億円以上回復し、14 年度についても、大型補正の執行の影響などにより、
農業農村整備を中心に 13 年度当初予算が 14 年度に繰り越された影響を受けて、13
年度並みの請負額を確保した。15 年度は、補正が大きく減少し、繰り越しも少なかっ
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たことから、13、14 年度を大きく下回る請負額となった。
一方、工種別の請負額は、全体の５割強を占める一般土木が約 470 億円、12％減
の 3,326 億円となり、舗装も 22％減の 339 億円だった。建築は 22％減の 1,166 億円、
電気が 29％減の 397 億円、管は 22％減の 189 億円と、いずれも 2 割台の減額となっ
ている。
建築と電気、管は、今後市町村
の発注が見込まれるため、金額の
上積みが期待できるが、一般土木
や舗装については、開発局など主
力機関の発注がピークを過ぎて
いることから、年度累計ではさら
にマイナス幅が拡大することが
予想される。
補正の対象に農業農村、高規格幹線道路など
本年度の公共事業費が大きく落ち込むことが確定的な中、建設業界を中心に公共事
業費を盛り込んだ補正予算編成を求める声が強まっている。補正編成を巡る状況とし
ては、ＴＰＰの大筋合意を受けての国内対策や、「１億総活躍社会」実現に向けた緊急
対策の実施、９月の関東や東北を中心とする豪雨災害を教訓とした防災対策など、補
正編成に向けての動きが本格化している。
10 月７日の第３次安倍改造内閣発足に伴い記者会見した安倍晋三首相は、政権が
新たな課題として取り組む「１億総活躍社会」実現に向け、「年内のできるだけ早い時
期に、緊急に実施する対策を策定し、直ちに実行に移す」と強調し、年内に具体策の
第１弾を打ち出す考えを表明した。
また、ＴＰＰに関しても、国内の農林水産業などへの影響を精査した上で、「必要
な予算は、さまざまな観点から今後検討を進めていくことになる」
と述べた。
政府は 10 月９日にＴＰＰ総合対策本部（本部長・安倍首相）の初会合を開き、安価
な輸入品との競争にさらされる農業の活性化策作りに着手。同本部はＴＰＰ発効を見
据え、農家への支援策などを盛り込んだ
「総合政策大綱」を 11 月中にも策定し、2015
年度補正予算や 16 年度予算で政策を具体化する方針だ。
ＴＰＰについて安倍首相は「成長戦略の切り札であり、今回の合意を契機に経済再
生、地方創生を推進する」と述べていることから、生産性を高めるための農業農村整
備に加え、輸送コスト削減による競争力強化の観点から、高規格幹線道路や港湾整備
なども対象となることが想定される。
国内最大の食料供給基地である北海道にとって、農業を含めた経済産業全体に与え
る影響は他地域に比べ非常に大きい。国の手厚い対策実施を求める北海道の要望活動
が今後一層強まることになるが、こうした動きに対して、政府がどのような形で補正
予算編成に反映するかが今後の焦点となる。
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◎人手不足、昨年を上回るペースで加速
―建設技術者、震災以降最高の倍率、「今後さらに深刻化」の声も
建設業関連職種の人手不足が昨年を上回るペースで加速している。北海道労働局が
まとめた８月の有効求人倍率によると、建設技術者は 2011 年の東日本大震災発生以
来最高の倍率となり、型枠大工・とび工も、6.99 倍と、昨年 10 月の 7.2 倍に迫る倍
率に達している。道労働局では「主に関東方面での土木建築工事や東北地方の復興工
事の求人が２カ月連続で増加している」と指摘。専門工事業界からは「東京オリンピッ
クに伴う公共施設や大型再開発事業などの工事の本格化に伴い、道内の労働力確保は
今後さらに困難になるのでは」と危機感を高めている。
北海道労働局がこのほど公表した職業別求人・求職状況データのうち、建設業関係
の有効求人倍率を見ると、建築・土木・測量技術者、大工・左官、建設・土木作業員
の３職種で東日本大震災発生以来最高を記録した。型枠大工・とび工と電気工事・電
気配管工も過去２番目の高水準に達している。
建設業関係の有効求人倍率は、昨年の秋にピークを迎えたが、その後、特に型枠大
工・とび工を中心に倍率が低下。
４月には前年同期を下回る職種
が多数に上っていたが、その後
急激な上昇を示している。
一方、求人側の賃金を見ると、
技術者の提示額（最低賃金の平
均額）は、ことし１月から７月
までは 23 万円前後で推移して
いたが、８月は 25 万 106 円と、
一気に 25 万円台に達した。技
術者の賃金は、もともと全職種の中では医師・薬剤師に次ぐ水準を維持し、全職種の
平均賃金と比べ、約 35％上回る金額だったが、8 月は５割近くの大幅な上昇を記録
した。
企業側が提示する最低賃金の上昇が有効求人倍率の低下に結びついてない理由につ
いて、ゼネコンの担当者からは「絶対数的に技術者が不足していることに加え、少し
でも優秀な技術者を確保したいという思いが、求人数の多さに現れているのではない
か」と推測する。
また、専門工事業界団体からは「これまでも職人の処遇改善を関係機関に求めてき
たが、抜本的な解決には至っていない。本州との労務単価格差は拡大し、今後さらに
深刻化することが懸念される。単価アップや社会保険加入、通年雇用化などの改善策
を本気で進めなければ、本州への技能者の流失は、今後一層加速することになるので
はないか」と指摘している。
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◎北海道新幹線が３月 26 日開業へ／新時代到来でまちづくり急務
北海道新幹線新青森−新函館北斗間の開業日が
2016 年３月 26 日に決まった。運行本数は１日 13
往復。ＪＲ北海道の島田修社長は「北海道に新幹線
時代が到来したと実感できるよう、安全開業に全
力を注ぎたい」と表明し、新たな交流連携の広がり
に期待感を示した。受け皿となる函館、北斗両市
では、新幹線を中心としたまちづくりが急務となっ
ている。
道新幹線新青森−新函館北斗間を走る車両はＨ
５系（10 両編成、定員 731 人）
とＥ５系。「はやぶさ」
が新函館北斗−東京間で 10 往復、新函館北斗−仙
台間で１往復、「はやて」が新函館北斗−盛岡間と
新函館北斗−新青森間で各１往復となる。青森−
札幌間をつなぐ道新幹線の基本計画は 1972 年に指定され、73 年に延長 360㎞が整備
計画に昇格。88 年には新幹線規格で建設した青函トンネルが供用を開始した。
その後、2005 年に新青森−新函館北斗間 149㎞に着工し、14 年秋にレール締結を
終えた。この間、新函館北斗−札幌間の工期５年短縮も決まっている。
高橋はるみ知事は「ＪＲ北海道、経済界、市町村と一層強く連携しながら、北海道
を挙げた盛り上がりの中で開業を迎えることができるよう、しっかりと取り組む」と
強調。秋元克広札幌市長は札幌までの早期開業に向けて、新函館北斗の成功が不可欠
としている。道内経済界からは、北海道商工会議所連合会の高向厳会頭は「いよいよ
新しい北海道時代の扉が開かれようとしている」、北海道経済連合会の大内全会長は
「新幹線は東北・関東地域との交流機会拡大による地域経済に重要な役割を果たす」と
コメント。札幌延伸が早期に実現するよう関係機関などに呼び掛けるとした。
新幹線駅周辺や函館市内では、ホテルの改装・新設、再開発の動きもあり、函館商
工会議所新幹線函館開業対策室の担当者は「道南地域に新幹線があると国内に広まる
ことで、観光だけでなく企業誘致の活性化にもつながる」と新幹線効果を強調する。
新函館北斗−東京間が 10 往復となることで、地元経済界からは「少ないのでは」と
いった声が漏れた。函館商工会議所などは当初から、毎時１本とＪＲ北海道に要望し
てきた。東北地方の企業から道内進出の話が出ていることから「経済波及効果をもた
らすためにも、もう少し考えてほしい」
（函館商工会議所）と主張。今後、関係機関と
対策を協議する考えだ。
その先の新函館北斗駅から札幌まで約 211㎞間の整備は、トンネル工を中心に進ん
でいる。国土交通省鉄道局によると、2016 年度は用地確保が進んでいる箇所から土
木工事を本格化させる方針だ。
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◎道建青会が全道大会記念して作業着ファッションショーを開催
―会員の熱意と若い感性が結実し、大きな成果生む
９月 18 日に北見市内で開かれた第 30 回北海道建青会全道会員大会記念イベント
の建設作業着ファッションショー。会員の堂々としたモデルぶりと、既成概念にとら
われない斬新なデザインに観客から惜しみない歓声と拍手が送られた。建青会の「建
設業に興味を持ってほしい」との熱意と、建設業界のイメージアップにつながる作業
着を作りたい、という学生の感性が結実した初の試みは、大きな成果を残した。
今回のファッションショーは、全道大会の節目を記念し、北海道建青会と北海道ド
レスメーカー学院（札幌）が共催する「ドレメコンペティション」として企画。同学院の
コンテストで 73 点から優秀作品 11 点を決め、提案した学生 11 人が 6 月下旬から制
作を進めてきた。
11 人の指揮に当たった太田有紀教諭は、今回の作業について「学生も私も初めての
経験。一から勉強しようと、建設現場を通りかかったときに観察した」と話す。11 人
の作品については、ピンクのラインや青いキルト生地など、従来の作業着のイメー
ジを覆す斬新な発想が随所に盛り込まれ、
目を見張るものがあるという。
「『ここま
できたか』と思わせるデザインが多かっ
た。建設業に携わる親族や友人から話を
聞き、必要と思われる機能をリサーチし
ているので、自分自身にとっても、そし
て建青会の方にとっても納得のいく作品
ができたのでは」と教え子の成長を実感す
る。
また、学生たちには、この経験を通じ

６月から制作がスタート、夏休み
返上で作業を進めた

て「着る人を考えて作ることを学んでくれ

たのでは。アパレルはチームで動く仕事。建設業と通じるものがあると思う」と話す。
厳しいスケジュールに追われながらの作業は９月に終了。それぞれの思いを込めた作
品は 14 日に建青会に引き渡された。
「商品として成立するレベル」と舌を巻く
「デザインばかり気にして建設業に興味はないと思っていたが、逆に提案されるほ
ど勉強してくるとは思わなかった」
「商品として十分通用するレベルだ」―。
ファッションショー前日の 17 日。会場設営が進むホテルベルクラシック北見に並
べられた完成品を見て、ファッションショーを担当する建青会のメンバーからは驚き
の声が上がった。青のキルティングジャケットには反射ベストを参考にしたという蛍
光ピンクのラインなど実用的な配慮が加えられ、いずれの作品も予想以上の出来栄え
だった。
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空知経営研究会で北創（本社・栗山）の佐々木進一取締役が着た作業着には、ファッ
ション総合学科 1 年の木下有紗さんから
〝私の作った服をよろしくお願いします〟との
手紙が添えられていた。「責任重大だ」。読み終わった佐々木さんは天井を仰いだ。
ショーは一発勝負。直前のリハーサルでは
「袖をめくって着やすさを表現して」
「立
ち止まってチェックの裏地を見せて」などの指示が飛ぶ。初めは緊張していたものの、
30 分後の本番では自信たっぷりに観客の前を歩く姿に、観
客席からは歓声や声援が飛び交った。
グランプリには、佐々木さんに手紙を書いた木下さんの作
品が輝いた。木下さんが製作した「スポーティー」は、紺と白
の配色に、アクセントのピンクのラインが入ったジャージ風
の作業着。デザインの工夫で、着たときに足長に見えるよう
にしたほか、白を多く用いることでさわやかな印象に仕上げ
た。木下さんは
「今まで『風景』だった工事現場が作業を始め
てからは変わった。意識して見ると、街中で作業着を着て歩
いている人もたくさんいるんだな、と思った」と話す。ポケッ

グランプリ作品を着てラ
ンウェイを歩く空知経営
研究会の佐々木さん

トについても、父親が建設業界で働く友人から聞き取り、そこでの「大きなポケットを」
という意見をデザインに反映させた。
グランプリ作品はオホーツク二建会の公式ユニフォームとして量産する。他の作品
は展示会やドレスメーカー学院主催のショーに出展される予定だ。今回のファッショ
ンショーは、真伨
（しんし）な思いが必ず結実することを証明し、今後の建設業と若者
を考える際の貴重な財産として引き継がれることになる。

◎開発局が食と観光を戦略産業に本道版社会資本整備重点計画を策定へ
政府が 2020 年度までを期間とした第４次社会資本整備重点計画を決定したことを
受け、北海道開発局は北海道ブロックの計画策定作業を本格化させる。全国版ではイ
ンフラの保全や有効活用に主眼が置かれたが、本道の計画には 2016 年度から始まる
第８期北海道総合開発計画に歩調を合わせ、食や観光の分野を中心に本道の潜在力を
引き出す社会資本の必要性を盛り込む見通し。年度内に計画をまとめる。
第４次重点計画では、社会資本の戦略的維持管理・更新、災害特性や地域の脆弱
（ぜ
いじゃく）性に応じて災害などのリスク低減、人口減少・高齢化に対応した持続可能
な地域社会の形成、経済成長を支える基盤の強化を重点目標に設定。
耐震化率を住宅・建築物が 82％から 95％、緊急輸送道路の橋梁が 75％から 81％
に引き上げるほか、建設業に従事する女性を５年間で倍増させるなどの数値目標を記
した。実施に当たっては、地域事情を踏まえたブロック版を策定。
開発局は今後、2015−20年度を期間とする道ブロックの重点計画策定に向け、年末
から年明けにかけてパブリックコメントなどで周知する予定。第８期道総合開発計画に
盛り込んだ分野を中心に、数値目標などを定めるなど具体的な内容の検討を進める。

ƄƒƬƼӛञଠුبઁޙঞࢩ݀ԹӷЊ 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


¿ବಽ¿

◎
「総合評価方式と施行成績の傾向と対策」
セミナーに240人が参加
―評価アップの具体的な手法を学ぶ
北海道建設新聞社は９月 11 日、
「総合評価方式と施行成績の傾向と対策」と題する
セミナーを札幌サンプラザで開いた。講師には、ことし３月まで札幌開建の技術管理
官を務めた山崎達哉氏（北海道開発技術センター企画部長）と、建設ＩＴ職人組合ＫＲ
ＥＩＳ（クライス）の佐々木実代表が登場し、全道から建設業各社の担当者や役員ら約
240 人が参加。北海道開発局の総合評価や施行成績評定について評価アップの具体的
な考え方や手法を学んだ。
第１部では山崎氏が講演し、発注者の立場だった時の経験を基に具体的な取り組み
を解説した。各社の独自の取り組みが評価に直結する創意工夫では「発注者が困って
いることや、住民が困っていることを考えてアイデアを出しては」と助言した。
また、各現場で考えた創意工夫案などを、それぞれが持ち寄り、社内で検討するこ
とで新たな発想が生まれることをアドバイス。さらに、規模が小さくても手間がかかる
工事や、人家の密集地帯、自然災害の発生など、施工に際してはさまざまなアクシデン
トや悪条件があるが、これらを克服すると施行成績のアップや表彰選考の際のアドバン
テージになることを指摘し
「ピンチをチャンスととらえることが必要だ」
と述べた。
第２部では、実践的な現場のイメージアップ
や創意工夫の方法を全国で指導している佐々木
氏が登壇。施工側の立場から、施工計画と創意
工夫で監督員にアピールするポイントを説明し
た。
佐々木氏は、まず、中小建設会社における「技
術力」とは「事前に問題を見つけ、提案し解決す
専門家から具体的なアドバイス
を受けたセミナー

る能力」と定義。現場の問題点（課題）を解決し
たことを、発注者・近隣住民が認めて、評価し

てくれると嬉しいし、それが「やりがい」につながる、と述べた。
その上で「どんなに良いことを行っても、相手に伝わらなければ、行っていないこ
とと同じ」と指摘し、相手の要求を満足させるだけの書類ではなく、現場の取り組み
がはっきりと魅力的に相手に伝わるような書類の見せ方、作り方が重要だ」と話した。
具体的には「現場の成果が共感を持って受け止めてもらうための過程（ストーリー）
を考えること」と指摘。「たとえば書類に添付する写真は、現場の取り組みをより理解
してもらえるようにストーリーを考えて撮ることで監督員へのアピールはかなり変
わってくる」と話し、さらに
「住民からの意見箱も、ただ設置するだけではプラス評価
にはならない。住民が意見を出しやすく、親しみを持てる看板を設置することで、監
督員からは『この現場はしっかりと住民に向き合っているな』
と感じてもらうことがで
きる」と例を挙げて説明した。
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◎札幌市の 10 月以降発注予定は財政・水道・交通局で 220 件
札幌市は 2015 年度 10 月以降発注予定の工事・委託情
報を公表した。財政局、水道局、交通局の３部局合わせて
工事 139 件、委託 81 件の計 220 件でこのうち新規が 70
件含まれている。ＷＴＯ対象案件は、水道局の豊平川水道
水源水質保全導水路新設その３、財政局の南部高等支援学
校の校舎棟新築と屋内運動場棟新築の計３件。財政局分は
２件とも公告済みだ。
財政局
工事 106 件と委託 55 件の計 161 件で、うち工事 32 件、
委託 21 件が追加分となっている。工事はＷＴＯ２件、事
後審査型制限付き一般競争 101 件、成績重視型制限付き一般競争２件、総合評価実
績評価Ⅰ型１件を予定。１億円以上５億円未満は 14 件。南部高等支援学校関連の暖房、
衛生、強電設備と、定山渓水再生プラザ汚泥棟機械設備設置や篠路小解体その２など
を残している。委託は制限付き一般競争が 44 件、随契が 11 件で、1,000 万円以上の
案件のうち、旭山公園米里線西５丁目線−西７丁目線間電線共同溝実施設計ほか１線
道路実施設計や仮称・札苗緑小校区多世代交流施設新築基本・実施設計などが今後発
注になる。
水道局
工事 14 件、委託 15 件の計 29 件。工事はＷ
ＴＯ１件、事後審査型制限付き一般競争 12 件、
総合評価実績評価Ⅰ型１件という内訳になっ
ている。委託は全件とも事後審査型制限付き一
般競争。工事６件、委託４件を新規に追加し
た。１億円以上５億円未満の工事は北幹線耐震
化その４、北栄幹線新設その７、白川浄水場新
第１浄水池ほか上屋新築の３件を予定する。
交通局
工事 19 件と委託 11 件の計 30 件。このうち
７件が新規追加分となる。工事は事後審査型制
限付き一般競争 16 件、随契３件、委託は制限
付き一般競争５件、随契が６件で、いずれも総合評価や成績重視型の適用はない。未
発注工事のうち５億円以上は澄川駅耐震改修１件のみ。１億円以上５億円未満は５件
あり、東西線送電線更新や環状通東駅空調等改良などの公告が控えている。
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◎札幌市の 2014 年度除雪最終契約額は３％減で 135 億円に
―降雪が多かった南区は２割増で最大の伸び率―
札幌市の 2014 年度除雪費最終契
約額がまとまった。除雪予算は追加
補正を含めて史上最大規模となっ
たものの、２月以降は降雪が少な
く、除雪の出動回数が伸びなかっ
たため、最終契約額は 10 区合わせ
て 134 億 6,862 万 円 と、 前 年 度 を
約４億円、率にして 2.9％下回った。
最終契約額を区別で見ると、南区
が２割増の約 11 億 7,000 万円と最
大の伸び率となり、厚別区、豊平
区、中央区も増額を示したが、他
の区は前年度を下回り、中でも東
区は２けたのマイナスを見せるな
ど、区によって契約額のばらつき
が生じている。
2014 年度は１月まで平年を上回る降雪に見舞われたことから、以降の大雪に備え
て第 1 回定例市議会で 62 億円の補正予算を追加し、除雪費総額は 248 億円に膨らん
だ。だが２月以降は降雪が少ない上、気温も高めに推移したために除雪の出動回数が
減少した。
2014 年度の当初契約額は、前年度同期比 10％増の 112 億 6,729 万円。内訳は道路
除雪が 10.3％増の 104 億 1,986 万円、雪堆積場管理が 5.6％増の７億 1,112 万円、施
設維持管理が 10.3％増の１億 3,631 万円となっていた。
これに対して、最終額は道路除雪が当初から 18.8％増の 123 億 7,600 万円、雪堆
積場が 29.6％増の９億 2,186 万円、施設維持管理が 25.3％増の１億 7,074 万円と伸
びている。
ただし 2013 年度最終額と比較して見ると、道路除雪が 3.5％減、雪堆積場が 6.7％
増、施設維持管理が 11.7％の減となる。雪堆積場への搬入量は、1,918 万㎥と前年度
実績より約 13％少ないが、労務単価上昇などを受けて契約額は上回った。
2014 年度契約額の当初から最終までの伸び率を区別に見ると、南区の 31.8％増を
筆頭に、白石区の 29.4％増、北区の 28.1％増、中央区の 27.5％増と続く。最も低い
厚別区は、1.3％しか積み増しがなかった。
南区は、例年より降雪量が大幅に増え、さらに１月上旬に実施する排雪を 12 月末
に前倒しするなどの対応が必要になったために、大きく伸びた。
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◎土木の魅力とやりがいを実感
―札幌市が「土木施設めぐり女子ツアー」を実施
ぜひ土木の世界へどうぞ−。札幌市建設局は 10 月３日、土木を学ぶ女子学生と女
性技術者が交流する「土木施設めぐり女子ツアー」を開いた。技術者 9 人と学生 20 人
が参加。施工中の現場見学や先輩を交えての座談会を通して、建設業や土木の魅力と
やりがいを実感した。
ことし４月にスタートした建設業人材確保・育成支援事業の一環として初めて企画
したもの。建設業に入職する女性の増加を図るため、土木系学科に所属する女子学生
を対象に建設業の魅力を伝えるとともに、女性技術者として現場で働くイメージをつ
かんでもらうことが狙い。今回は北大や札幌工高、苫小牧高専などの学生が参加した。
一行は、市が発注した盤渓北ノ沢トンネル
新設と月寒公園再整備の現場を見学。このう
ち盤渓北ノ沢トンネルでは、施工する清水建
設・堀口組共同体の女性技術者・仁義水緒さ
ん（清水建設）からトンネルの造り方や、作業
の進ちょく状況などの説明を受けた。学生た
ちからは
「トンネルがどうやってできるのか
トンネル現場では女性技術者から
説明を受けた

初めて知った」
「 すごい技術ですね」など、現
場に魅了された声が上がった。

現場見学の後は中央区の赤れんがテラスに移動し、お茶会を開催。参加者は先輩女
性技術者とともに 3 グループに分かれ、学生時代にやっておくべきことや就職面接時
のアピールの仕方、男性上司への接し方や仕事と子育ての両立などの話題で盛り上
がった。
参加した札幌工高土木科 2 年の中村夢季さんは
「現場で女性が働くことについて、
これまではいい話しか聞いていなかったけれど、今日は本音の話が聞けてとても役に
立った。トンネルの現場は面白く、建設業の印象が変わり、現場も楽しそうだと思っ
た」と満足した様子だった。
技術者の立場で参加した岩田地崎建設
（本
社・札幌市中央区）
の飯田百合亜さんは
「業界全
体で〝妹〟が増えたらうれしい。お茶会では業界
で女性が働く上での問題点も見えたので、今日
聞いた話を会社に持ち帰り、解決につなげた
い」と話していた。
主催した建設局の南あすかさんは
「学生たち
が積極的に話をしてくれた。今後の建設業の若
者対策に生かすことができれば」
と話していた。

先輩を囲んで大いに盛り上がった
お茶会
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◎札幌市が公住伏古団地建て替え計画／ 2018 年度にも工事着手
ಅؒਛਦபਭࢽ

札幌市都市局は、東区の伏古団地建て替えを計画してい
る。2015 年度は測量などの事前調査や基本計画策定を外

ĳ»ĸڑଂ

注している。全 18 棟を改築する予定で早ければ 2017 年
度に実施設計、18 年度に工事に取り掛かる。
同団地は１−６号棟が６条５丁目、７− 10 号棟が３条

Ĺ»ڑଂ
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４丁目、11 − 18 号棟が３条３丁目に分かれて配置。いず
れも 1973―75 年建設で 40 年以上が経過しているため、
建て替えに踏み切る。既存施設は全てＲＣ造、５階で延べ
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面積は、全棟合わせて約４万 440㎡、690 戸に上る巨大団
地の更新が始まる。基本設計は北海道建築設計監理に発注
済みで、業務期間は 16 年１月末まで。この中で事業期間

ҙࡶઁ

東区の伏古団地は３
ブ ロ ッ ク で 計 18 棟
を建て替え

や工事の優先順位なども固め、３つに分かれたブロックご
とに建て替えを推進する方針。管理戸数の増減については
住民意見を吸い上げながら判断する。

◎建設業チャレンジ支援センター本年度３回目の勉強会を開催
―学ぼう！工事原価管理の進め方
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 10 月 2 日、帝国データバンク札幌支店で 2015 年度 3 回目の勉強会を開
いた。多屋公認会計士・税理士事務所の多屋勝範代表を講師に招き、建設業者の工事
原価管理について学んだ。
土木、建築、電気工事業など建設関連企
業の実務担当者９人が参加。多屋氏は工事
原価管理の目的として①利益確保②受注要
否の決定・見積価額の決定③原価の削減④
人材育成・人事評価―の 4 点を挙げ、
「目
標は原価を抑え利益を確保すること。原価
管理のプロセスを繰り返していくうちに、
現場の担当者が成長していく」
と説明した。
原価管理の手順として、実行予算作成、
工事進ちょく状況に合わせた実績の集計、

工事原価管理の進め方やメリット
を学んだ

予算と実績の比較分析―の３段階を解説。留意事項として「原価管理は各工事ごとに
実施すること。利益を上げる現場のノウハウが見えてくる」とアドバイスした。
この勉強会は、経営に直結する話題について知識を深めるため、各分野から専門家
を講師に招き、2016 年 2 月まで月 1―2 回ペースで開催する。
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◎大和ハウスが東雁来に物流施設建設を検討 保留地６ha を取得
大和ハウス工業札幌支店（札幌市東区北６条東
８丁目１の 10）は、札幌市が進めている東雁来第
２土地区画整理事業の保留地約 6.1ha の土地を取
得。大型物流施設の建設を視野に今後検討する。
市が進める同区画整理事業で最後となる大型保
留地で、分譲価格は 19 億円超。少なくとも３万
㎡以上の施設建設が見込まれる。
同土地は札幌市東区東雁来 13 条３丁目１。用
途地域は容積率 200％、建ぺい率 60％の準工業
地域で特別工業地区の指定を受けている。工場や
車庫、倉庫のほかは床面積 500㎡以下の店舗・飲食店が建設可能。ただし、道路整備
や盛り土撤去、下水道工事が残っているため、最長で 2017 年度末まで工事に着手で
きない箇所がある。土地取得の背景には、市による用途変更が機能した側面もある。
市都市局区画整理事業課への工業系用地に関する問い合わせは年々増加傾向にあり、
08 年度から 09 年度は３−４件程度だったが 13 年度は 20 件、14 年度は 17 件だった。
また、2014 年２月に市は工業系用地購入の需要増加を背景に、今回の分譲地を含
む未利用の 22.5ha を工業系に用途変更。市によると、同区画整理事業では最後の工
業系大型保留地の分譲となり、
面積は６万 1,609㎡で、分譲価格は 19 億 3,454 万 6,000
円。市は 13 年度に東雁来８条３丁目の 5.1ha の土地を分譲。日本郵便
（本社・東京）
が鹿島・岩田地崎建設共同体の施工で仮称・新道央郵便処理施設建設に着手している。
落札価格は 192 億 1,680 万円だった。

◎エアウォーター 桑園の高齢者複合施設で 2015 年度末に新計画
産業ガス大手のエアウォーター（本社・大阪）は、ＪＲ桑園駅近くのグループ会社
跡地で計画する高齢者複合施設の建設計画を見直す。今後具体的に検討し、2015 年
度末をめどに新たな計画の中身を決める方針だ。
当初は、物流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 2,560㎡の施設を新設する計画で総工費は 38 億円。１階にデイサービスや
コンビニエンスストア、調剤薬局、多機能センター、２階から５階に病院と健診セン
ター、６階から９階にサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）を入れる方向で検討して
いた。
しかし、その後の建築費高騰や共同事業者となる医療法人が決まらないことなどか
ら、計画見直しが必要になった。建築費は当初から２割ほど上昇し、事業再構築が必
要になっているという。藤田専務は「事業実施に向け準備をしているところだが、計
画の見直しは避けられない。2015 年度末までに判断したい」と述べた。
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◎羽田空港 ･ 第 1 ゾーン開発で都計素案

16.5ha を区画整理

羽田空港跡地 ･ 第 1 ゾーン ( 大田区、面積約 20ha) の開発をめぐる都市計画の素案が
固まった。都市計画法の特例 ( 国家戦略都市計画建築物等整備事業 ) により、同ゾーン
のうち約 16.5ha を区画整理して
「産業交
流施設」や
「おもてなしエントランス」な
どの建設用地を創出するとともに、区画
街路や交通広場、公園を設ける。年明け
1 月にも開かれる大田区の都市計画審議
会などを経て、2015 年度内に都市計画
決定する見通し。16 年度内の事業認可、
羽田空港跡地第１ゾーン開発イメージ

17 〜 19 年度の工事を予定している。

区画整理は
「新産業創造 ･ 発信拠点」の形成に向けた官民連携手法での施設建設を目
的に、必要な都市基盤を整備するため実施する。区域北東を中心に宅地を確保して「産
業交流施設」( 中小企業向けの研究開発ラボ、企業 ･ ベンチャー用オフィス、大手企
業の研究開発拠点など ) や
「おもてなしエントランス」( 生鮮品 ･ 加工品常設店舗、定
期マルシェ開催スペース、飲食店舗、日本文化発信スペースなど )、
「多目的ホール ･
会議室」といった建物を建設する。
区画街路は多摩川 ･ 海老取川沿いなどに総延長約 1,260 ｍ、幅員 19 ｍの規模で 3 路
線設け、環状 8 号線 ( 区画整理区域外 ) や天空橋駅前の交通広場約 0.7ha とつなげる。
公園は区域南西に面積約 2ha の広さで整備し、園路 ･ 広場や休憩施設、修景施設を配
置する。同ゾーンの区画整理で国土交通省、東京都、大田区、ＵＲ都市機構の 4 者は
9 月 11 日に基本協定を結んだ。ＵＲが 2016 〜 20 年度で区画整理を施行。区は換地
予定地の一部と保留地を譲り受け、官民連携手法による施設建設や公園施設の整備を
行う。官民連携手法の施設建設で区は 16 年度に事業者を公募 ･ 選定し、区画整理と
並行して 17 〜 19 年度で設計と工事を進める予定だ。

◎建設業の女性活躍支援をパッケージで

国交省

国土交通省は、建設業における女性の入職と定着を図る支援策を 2016 年度に拡充
する。15 年度にスタートした
「もっと女性が活躍できる建設業地域協働推進事業」を
継続することに加え、女性リーダーの育成、女性技能者が働きやすいモデル工事現場
の選定、女性活躍に役立つ新商品開発をパッケージ化し、総合的に支援する。2016
年度予算の概算要求に総額 8,000 万円を盛り込んだ。
国交省と建設業 5 団体は 2014 年度、建設の女性技術者と技能者を 5 年以内に倍増
する目標を達成するため、14 〜 19 年度の 5 年間で官民が連携して取り組む
「もっと
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女性が活躍できる建設業行動計画」をまとめた。
国交省は 2015 年度、この行動計画に沿って、建設業団体や建設企業、行政機関な
どが連携して取り組む事業に必要経費を支援する「もっと女性が活躍できる建設業地
域協働推進事業」を創設。８月、支援対象となる 12 事業を決定した。16 年度予算に
も前年度と同額の 5,000 万円を要求しており、新たに 10 件程度を支援する見通しだ。
2016 年度はこの地域協働推進事業に加え、女性が活躍する現場環境の改善をめぐ
る課題に対応した施策をパッケージで推進する。各建設企業に、次世代を担う女性技
術者をリーダーとして育成してもらうため、経営者向け研修や現場の中核を担う女性
技術者向けの研修などを開く。
女性技能者が働きやすい現場の実践事例を建設業全体に浸透させるため、モデル工
事現場を抽出し▽仕事と家庭の両立を実現するフレックス朝礼▽女性の作業負担軽減
に資する機器▽女性技能者用の託児環境の整備▽現場アドバイザーの派遣―などの必
要経費を助成する。
また、他産業のアイデアと建設業で働く女性のニーズをマッチングする「他業種横
断プラットフォーム」を構築する。作業服、工具、仮設トイレ、建機などのメーカー
を集めたコンソーシアムを設置し、女性活躍に役立つ新商品開発、アンケートへの協
力、新商品の試用のあっせん、戦略的な広報などに取り組む。

◎リニア中央新幹線品川駅北工区 清水 ･ 名工 ･ 三井住友 JV と契約
Ｊ Ｒ 東 海 ( 東 海 旅 客 鉄 道 ) は 9 月 17 日、
リニア中央新幹線 ( 品川―名古屋間 ) の建
設事業で、品川駅工事の第 1 弾を清水建
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したことを発表した。工期は 2021 年 2 月
10 日までの 5 年半。
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契約したのは、東海道新幹線品川駅直
下の北工区で、延長約 150 ｍの前半部分。
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品川駅北工区の位置図

地下約 10 ｍを掘削し、土留め壁を構築する工事。契約金額は公表していない。後半
の工事は、既設構造物を受け替え、さらに 30 ｍを掘削する工事を予定しており、今
後、契約に向けて協議する。品川駅南工区 ( 約 300 ｍ ) についても今後、協議を進める。
北工区を前 ･ 後半に分けたのは、営業している品川駅直下の工事で、長期の工期とな
るため、｢営業に支障がないよう、工事を分割しリスクを低減した｣としている。
今回の工事では、東海道新幹線品川駅直下に地下駅を構築するため、幅約 60 ｍの
範囲を 10 ｍ掘削し、土留め壁を構築する。後半工事では、既存の構造物を受け替え
るための新たな杭を打ち、前半の深さ約 10 ｍからさらに 30 ｍを掘削。駅構内の床な
どを構築する。工期などは明確になっていない。
品川―名古屋間は 2027 年の開業を目指す。

( 以上、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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