


◎報告期限迎えた旧耐震基準施設の耐震診断結果
　―補助制度拡充と所有者への改修促進要請を両輪で

旧耐震基準で建設されたホテルや百貨店など、民間の大規模施設に義務付けられて
いる耐震診断結果の市への報告の期限が12月末で締め切りを迎えた。該当する施設
は約80件、90棟ほどあるが、市では耐震診断結果の公表時期や内容について、経営
に大きな影響を及ぼすことから、道や他の自治体と連携を取りながら、慎重に判断す
る考えだ。一方で、利用者の安全確保に向け、強度不足と判定された施設は早急な対
応が求められることから、改修補助制度の拡充と所有者への要請を両輪で進めていく
方針だ。
今回の対応は、2013年11月に施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」
に基づいて行われるもの。同法では、1981年５月31日までに新築に着工した、ホ
テルや商業施設、病院など不特定多数の人が出入りする大規模施設などを「要緊急安
全確認大規模建築物」と定めて、その所有者に耐震診断の実施とその結果を2015年
年12月31日（札幌市は28日）までに所管行政庁へ報告することを義務付けた。札幌
市などの行政官庁は、報告を踏まえて、耐震診断結果を公表する。
要緊急安全確認大規模建築物には、不特定多数が出入りする3階、延べ5,000㎡以
上の施設や、避難弱者が利用する2階、1,500㎡以上の施設などが該当し、市内には
約80件、90棟ある。
市では、これまで診断のみだった補助を15年度から設計と工事にまで拡大。建て
替える場合も対象とし、15年度予算では、耐震設計で3,500万円、耐震改修工事で
2億円を計上し、耐震改修の促進を目指している。補助は、改修・建て替え工事の場
合、１棟２億円を限度に、一定割合を市と国が補助する。本年度の受付は2016年１
月26日まで。複数年工事にも対応し、16年度以降も補助制度の継続を検討している。
一方、補助制度はありながらも、所有者負担は総費用の５割を超えるため、道や北
海道市長会、北海道町村会では、事業者への支援措置と、自治体に対する交付税措置
の拡充などを、国に対して繰り返し求めている。



施設名公表は道や他の自治体と連携し慎重に
市内では、すでに耐震改修を終えた施設もある。中央区にある共済ビル（中央区北
１西１）を所有するコープアイでは、ＳＲＣ造、地下１地上８階塔屋３階、延べ約
10,000㎡のビルの耐震改修に2014年４月に着工し、このほど完成した。また、調剤
薬局大手のアインファーマシーズは、丸井今井大通別館として使われていた中央区大
通西1丁目の8階建てのビルを耐震改修した上で、2015年９月に商業施設「ル・トロ
ワ」としてリニューアルオープンさせた。

　　 
しかし、こうした事例は全体から見れば少数で、耐震診断により強度不足と判定さ
れる施設が多数に上った場合、その後の対応は行政、事業者ともに大きな課題となる。
耐震診断結果の報告に伴い、事業者が最も懸念することの一つが結果の公表だ。診
断により強度不足が確認され、大規模地震の際には倒壊の恐れがあると公にされた場
合、ホテルや旅館は宿泊客の減少、商業ビルでは不動産価格の低下やテナントの撤去
などの事態が懸念される。
耐震改修費用は、施設の構造などによりさまざまだが、経営を著しく圧迫すること
は間違いない。さらにホテルなどの宿泊施設は、工事中の宿泊客への影響や耐震改修
後のロケーション悪化、客室の狭隘（きょうあい）化などが想定される。費用負担と改
修後の施設の集客力低下を想定した場合、事業者が廃業を決断するケースも考えられ、
結果として、札幌の経済や観光にマイナスの影響を及ぼす恐れがある。
ホテル、旅館業界からは、費用負担や風評被害が経営上の死活問題となることから、
必要な財源措置が確立されるまで、結果の公表に慎重な対応を取るよう行政に求めて
いる。
市としても、施設名の公表が事業者の施設経営に大きな影響を与えることは十分
認識している。拙速な公表をさけるために、道などと連携して慎重な運用を国に対
して求めている。しかし、一方で、危険な施設を未改修のままにしておくことは、
大規模地震発生時に甚大な被害が生じることから、補助制度の拡充に向けた国への
財政支援要請とともに、所有者に対する早期の工事着手をさまざま形で求めていく
方針だ。

耐震改修を終えた共済ビル（左）と商業施設「ル・トロワ」（右）



◎人材の確保・育成に向け通年雇用化と新規雇用を
　―通年雇用奨励金利用者の声（及川鉄工社長　堤清丈氏）

通年雇用奨励金の申請受付が12月16日から2016年２月１日までのスケジュール
でスタートした。同制度を活用し、企業の人材の確保と労働者の安定的な生活実現に
取り組む及川鉄工の堤清丈社長を紹介する。
当社では、商業施設や高層ビルなどの現場で組みあがった鉄骨に鋼製床板（デッキ）
を敷き込む工事を主に手がけています。札幌市内の建築現場が中心で、白石区役所庁
舎や創世1．1．1区北1西1地区の再開発事業の現場にも職人が入っています。
われわれはいわゆる「デッキ屋」です。高所でデッキを固定する溶接や、場合によっ
てはデッキの加工など、作業には正確性に加えスピードが求められるため、熟練の技
が欠かせません。元請けからは「及川に任せれば大丈夫」という評価を受けているので
は、と自負していますが、問題は人材ですね。どの企業も同様だと思いますが、当社
でも人材の確保・育成が課題です。

13人の社員のうち、季節雇
用だった２人について、奨励金
を活用して３年前から通年雇用
にしています。もう少し長い期
間、奨励金を受けることができ
ればありがたいのですが、それ
でも経営的には非常に助かりま
す。通年雇用化により、安全意
識や技術が身に付き、チームと
しての連帯感も強まります。中
小・零細企業にとってはありが
たい制度ですね。
これまでは中途採用だけだっ
たのですが、今後は新卒採用も

考えています。でも、デッキ工といっても、知名度は高くなく、この職業を若者にど
のように効果的に伝えるかが課題の一つだと考えています。
ホームページでの動画公開など、いわゆる「見える化」に取り組んでいますが、一企
業では限界があります。職人の世界に興味と関心を持ってもらうために、鉄筋や型枠
大工、塗装、とびなど他の職種の若者が集まって、同世代の声を積極的に発信してい
く、という『横串』的な取り組みを進めてはどうか、とも考えています。
デッキ工は、体力的にもきつい仕事ですが、やりがいを十分に感じることのできる
職業です。やり遂げたときの達成感は格別なものがあります。こうした仕事の魅力を
しっかりと伝え、人材の確保・育成を進めていきたいですね。

「仕事の魅力を伝え人材確保を」と
語る堤社長



◎高校生ものづくりコンテスト全国大会で３位入賞
　―札工建築科の岩原さん、練習成果生かし栄冠勝ち取る

「競技終了後も手の震えが止まらなかった。満足のいく出来ではなかったが、入賞
という実績を残せて本当にうれしい」―。昨年に続き、高校生ものづくりコンテスト
全国大会に、木材加工部門の全道チャンピオンとして出場した北海道立札幌工業高校
建築科３年生の岩原大樹さんが、３位入賞の栄冠に輝いた。後輩たちに栄冠を引き継
ぎ、今春からは、プロの大工の道を歩み始める。
11月に九州で開催された全国大会では、各ブロックを勝ち抜いてきた生徒10人が
腕を競った。２時間30分の時間内に、課題図に従って墨付け、加工、組み立てを行った。
つくり上げた作品について「練習で使った木材よりも堅いことなどもあって、のみ
の入りが難しく、75点ぐらいの出来だった」と語る岩原さん。昨年も出場しているこ
ともあって、大会の張り詰めた雰囲気は想定内だったが「最後の大会ということもあ
り、緊張しました。入賞者は３位から発表になりますが、最初に名前を呼ばれて本当
にうれしかった」と振り返る。
同好会顧問の佐藤祐士教諭も「普段
の技術を100％発揮していれば優勝も
可能だったのでは。でもこれが全国大
会ですね」と話す。
札幌工高としては全国大会の入賞は
同校の歴史の中でも初めて。来年は全
国大会の主管校となる。「後輩たちに
成果を残せて本当に良かった。まずは
全道大会を勝ち抜いて、全国大会で腕
をふるってほしい」と後輩にバトンを
手渡す。
卒業後は大手ハウスメーカーの住友
林業に入社する。１年間は同社が千葉
に設けている大工養成の学校で修行を
重ねる。初めての1人暮らし、道外で
の生活となるが「不安はあまりありません。むしろ新しい世界に飛び込むことへの期
待が高いです」
次の目標は技能五輪への挑戦。「住友林業では2007年の国際大会で銀メダルを獲

得した先輩がいます。同期の大工は60人ほどいて、寮生活になります。お互いに切
磋琢磨して、国際大会出場を目指したいですね」。北海道で生まれ育った技能士の雛（ひ
な）は、巣立ちの時を迎え、北の大地から飛び立つ。

３年間の練習の成果がメダルとし
て輝く



◎北１西１街区再開発に連動し札幌市役所建て替えへ／秋元市長
　－まちづくりとの整合性を図りながら

札幌市の秋元克広市長は、完成から40年以上が経過した市役所本庁舎について、
建て替える考えを明らかにした。北１条西１丁目にあるＮＨＫ札幌放送会館が北１条
西９丁目に移転することから、「跡地の西１丁目街区を含め、再開発計画の中に入れ
ていく」と表明。一連の再開発に合わせて建て替えを検討する意向だ。

北１条西２丁目にある現在の
本庁舎は、規模がＲＣ造、地下
２地上19階、延べ４万2,216㎡。
工事費約40億円を投じて、1971
年に竣工した。三菱地所が設計
を担当し、主体は大林組・地崎
組（現・岩田地崎建設）・岩田建
設（同）共同体が施工した。
本庁舎の耐震性能をめぐって
は、2014年度に市議会で取り上
げられた。市は答弁で震度６強
の地震が発生した場合、倒壊は
しないものの、コンクリート壁
のひび割れや柱、梁への被害が
生じる恐れがあり、状況によっ
ては業務継続に支障が出る事態
も想定されると説明。
耐震改修にしろ、建て替えに
しろ、まちづくりとの整合性を
図りながら必要な対応を進める
と述べた。

一方、隣接する区画の北１条西１丁目に札幌放送会館を構えるＮＨＫは、この
敷地と北１条西９丁目にある市有地（リンケージプラザ跡地）を土地交換し、新た
な放送会館を建設する計画。2017年６月にも着工し、20年度中の運用開始を予
定する。
移転後の跡地は、既存の市民ホールを含めて大通西１丁目街区（敷地面積約１万
1,600㎡）として全体的な利用が可能になる。
秋元市長は今後想定される再開発との関連から「（本庁舎）単体で耐震などをやって

しまうと身動きが取れなくなる」とし、エリアの再開発を意識しながら建て替え時期
や事業手法を詰めていく考えを示した。

老朽化が進む札幌市役所本庁舎



◎札幌市教委が澄川小と中央小の改築設計概要まとめる
　－澄川小校舎6,900㎡規模、中央小校舎は9,800㎡に

札幌市教育委員会は、2017年度本格着工を目指す澄川小校舎と中央小校舎・屋内
体育館の改築基本設計概要をまとめた。澄川小の新校舎はＲＣ造、３階、延べ約6,900
㎡、中央小は新校舎がＲＣ造、５階、延べ約9,800㎡、新しい屋内体育館がＳＲＣ造、
平屋、約1,300㎡の規模となっている。

南区澄川５条４丁目１の１にある
澄川小では、校舎のみを建て替える。
既存校舎は敷地北側にあり、規模はＲ
Ｃ造、３階、延べ6,229㎡。敷地南側
が土砂災害警戒区域に指定されてい
る上、敷地形態として南側が広く北側
が狭いためグラウンド確保を考慮し

て、既存校舎を取り壊し、跡地に新校舎を建設する。校舎棟内の多目的室と接続して
北側に児童会館を併設。視聴覚機能のほか卓球など多様な使用ができるよう、天井は
やや高めに設定する。普通教室や特別支援教室は２、３階に配置。施設中心部に階段
や児童用トイレを整備し、これらを取り囲むように教室群(普通15室、特別支援２室)
を置く。設計は西村建築設計が担当している。
2016年９月からグラウンドへの仮設校舎設置に取り掛かり、17年２月以降に既存
校舎を解体。同７月から既存校舎跡地で新校舎に着工する。18年９月ごろから新校
舎を供用し、仮設校舎は解体。19年７月ごろからグラウンド整備をする。グラウン
ド使用不可期間を考慮し、仮設校舎南側に仮運動スペースを確保する。
一方、中央区大通東６丁目12の１の中央小では、校舎棟、屋内体育館を当初の想
定通り建て替えるほか、支障となるプールを移設する。既存校舎はＲＣ造、３階、延
べ6,025㎡、屋内体育館はＳ造、平屋、911㎡という規模。工事は校舎棟を避けつつ
部分的に進める。敷地北西隅のグラウンド部分に新しい屋内体育館を整備。その後、
敷地東側の既存屋内体育館やプールなどを取り壊し、跡地に新校舎を建設。引っ越し
後に既存校舎棟を解体して、新校舎南に隣接する形で児童会館、まちづくりセンター
を新設。これらの上部階には新しいプールを設け、３階部分で新校舎と行き来できる
ようにする。
新校舎には普通教室24室、特別支援学級２室を用意。理科室や家庭科室などの各
種特別教室も配備する。敷地北に隣接する地域への日照に配慮し、影がかかる敷地中
心部分は３階で設定。一方、影が幹線道路に落ちる東側部分は５階に高層化するとい
う構想だ。設計は岡田設計で進めている。新しい屋内体育館は17年６月－18年２月、
新校舎は18年７月－19年11月、児童会館や新プールは20年６月－21年２月の工
期で進める予定。21年９月に全工事が完了する予定となっている。

北側から見た澄川小の外観イメージ



◎札幌建協が市に強靱化計画の独自案を提言
　－郊外に広域防災拠点を

道内の政治と行政、経済の中心である札幌を大規模な自然災害から守るため、札幌
建設業協会は、札幌市に対し、主要インフラ整備で都市機能の途絶を防ぐ地域強靱
（きょうじん）化計画の独自案を提言した。脆弱（ぜいじゃく）性の克服に向けて短期、
中期、長期計画で高速道路ネットワーク強化や広域防災拠点新設、公共施設の耐震改
修を推進。近郊や全道をつなぐ物流などの被害を最小限にとどめ、道外や海外までを
支援対象に置くバックアップ拠点としての役割を提唱している。

札幌建協の岩田圭剛会長が札幌市庁舎を
訪問し、秋元克広札幌市長に提言書を手渡
した。市が素案をまとめる地域強靱化計画
に反映してもらう。札幌建協は６月下旬か
ら札幌市地域強靱化検討委員会（委員長・岸
邦宏北大大学院准教授）で協議してきた。同
委員会は、地理情報システム（ＧＩＳ）の解
析で地域的なリスクポイントを検証。北・
東地区は札樽道や国道274号が水害や地震

の被害を受けやすく、南地区は国道230号で土砂災害の影響が懸念される。
このことから老朽インフラの改築更新と冬季の交通ネットワーク確保、他地域への
バックアップが重要と結論付けた。手段としては上下水道や道路、河川など主要インフ
ラの計画的な整備、災害時に物流、人流が確保できる交通ネットワーク強化、周辺地域
との連携強化が必要と導き出した。緊急課題を解消する短期計画では公共施設の耐震化
を進め、飲用水や生活用水を確保する緊急貯水槽などの整備、高速道路を連絡するネッ
トワーク強化で創成川通の都心アクセス整備を提案した。
中期計画では、人口減少に対応するコンパクトシティ化などの検討を本格化させ、冬
季の避難ができる地下空間のさらなる整備を進める。リスク分散としては北海道新幹線
札幌延伸の短縮を要望し、丘珠空港へのアクセス強化を盛り込んでいる。長期計画は、
国際防災都市を将来展望とし、道外のほか、アジアやロシアなど海外のバックアップ拠
点となるよう、特区創設や雪氷エネルギーで医薬品や食料を保管する大規模備蓄基地の
誘致を検討する。
さらに郊外には広域防災拠点を５つ整備し、それぞれ空港と港湾、都心、周辺市町村
を中継。支援物資の受け入れやエネルギー確保、帰宅困難者の一時避難、救助隊活動の
ほか、平時は道の駅などに利用する。
岩田会長は「ハードのみならずソフト的な災害対策で市と一層連携を深め、提言のフォ
ローアップにも取り組む」と述べた。秋元市長は「いざというときの備えや代替措置は企
業の投資意欲の呼び水になる」と提言を一定評価した。

地域強靱化計画が秋元市長に提出された



◎公共工事設計労務単価、早期の公表も
　―専門工事業界からは首都圏との単価格差拡大を懸念する声

国会で2015年度補正予算審議が例年よりも早期に開始されたことで、公共工事設
計労務単価の公表が早まる可能性が出ている。公共事業費が大きく減少し落札率も低
下傾向にある北海道と比べ、大型再開発事業が相次ぎ、東京オリンピック関係の工事
が本格化している首都圏では、技能者の需要が高まっていることから、北海道との単
価格差がさらに拡大し、技能者流出が加速するのでは、と懸念する声が専門工事業界
から上がっている。
公共工事設計労務単価は、ここ２年間は１月末に公表し、補正予算の発注に対応さ
せる流れが定着している。2015年度は、１月30日に公表され、北海道開発局や道、
札幌市などの主要発注機関は、２月上旬から入札手続きを開始する工事に適用した。
2016年の通常国会は１月４日に召集となり、2015年度補正予算案の審議がスター
トする。例年よりも３週間ほど早く審議開始となったことから、順調に進めば１月中
旬ごろの成立が見込まれている。このため、国交省などでは、補正予算発注に新単価
を適用させるため、早期の公表に向けての作業を開始している。

金額については、主要12職種
の平均額を見ると、2013年度
に前年度比16.4％という大幅な
伸びを示し、14年度が7.9％増、
15年度も4.7％増と順調に増加。
過去最低だった2011年度に比
べ、この３年間で33％上昇した。
しかし、16年度については、公
共事業費が大幅に減少し、それに
伴い落札率が低下傾向を見せ、単

価上昇の傾向に水を差す状況となっている。
国交省では「落札率の低下は単価抑制の一要因となり得るが、引き下げとなると、
業界に対するマイナスのイメージが強まり、人材確保が一層難しくなるのでは」と引
き下げには否定的な見方を持つ。
単価の増額が実現した場合でも、大型再開発事業が相次いで着工し、東京オリン
ピック関連の公共事業が本格化する首都圏との単価格差はさらに拡大する可能性は
高く、道内専門工事業界からは、技能者流出の加速を懸念する声が上がっている。
優秀な人材の定着、確保のためにも、通年雇用化の一層の促進が求められる状況と
なっている。



◎採用実績大きく伸びるもまだ少数
　―道建協が会員企業の女性技術者・技能者の所属状況を調査

北海道建設業協会は、会員企業における女性技術者の在籍状況に関するアンケート
結果をまとめた。11地方建協の会員企業に所属する女性技術者は119人。ここ１年
間で採用実績は大きく伸びたが、男性を含む全技術者に占める割合は0.9％にすぎず、
建設現場などで働く女性の少なさがあらためて浮き彫りとなった。道建協では「深刻
化する人材不足や女性の社会進出を背景に、今後も採用実績は伸びていくと思うが、
魅力的で快適な職場づくりの推進がより重要になってくる」と話している。
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、札幌市などで構成する北海道建設産業担い手確保・育成
推進協議会の建設産業女性活躍促進検討部会（ＷＧ）が11月25日に開催した初会合で
報告した。同協議会は2015年６月に発足。９月には建設技能者の確保・育成と女性
技術者・技能者の活躍推進に関する2つのワーキンググループ（ＷＧ）を設置した。　
　道建協によるアンケートには、11地方建協の計592社中569社（回答率96.1％）が
回答した。15年10月時点の女性技術者は合計で119人が所属している。札幌建協の
32人を最多に空知建協が21人、旭川建協20人、室蘭建協の14人などと続くが、留
萌建協は１人、稚内建協２人など６建協は一桁台となるなど、建協により所属数が大
きく異なっている。

道建協では、15年１月に女性技術者
の活躍研究会を開くなど、女性の採用を
積極的に推進している。
会員企業の中でも、人材不足が深刻化
する中、優秀な女性技術者採用に前向き
に取り組むケースが増えている。こうし
た動きを受けて、昨年１年間だけで、会
員企業には、全女性技術者の約３割に相
当する34人が入社した。

ただ、男性を含む技術者は各建協合わせて1万3,173人に上っているが、このうち
女性の割合は0.9％と１％を下回るのが現状であり、建設業界における女性技術者は
依然として希少な存在にとどまっている。また工事現場で働く女性技術者もいるが、
設計・積算部門の担当など内勤業務を任されている人も多い。
また、11地方建協の会員企業には専門工事の女性技能者90人が在籍。会員全企業
の総技能者3,931人の2.3％に相当する。建協ごとの女性従業員総数に占める技術者・
技能者割合を見ると、最も高いのは札幌建協で18.5％と２割近くに達し、これに空知、
旭川、帯広の各建協が14％前後で続いている。一方、全建協の総女性技術者・技能
者数に占める割合では、札幌建協が31％と３割以上に達し、同協会での積極的な女



性雇用の動きが際立っている。
女性の建設業進出を支援するため、札幌市では専用トイレや更衣室の設置に補助金
の支給を始めるなど、発注機関の取り組みが進んでいる。業界団体もイメージアップ
戦略と同時に、男女を問わず魅力的で快適な職場づくりを提唱している。道建協では
「今後も会員企業での女性採用は増加傾向を続けると考えられるが、女性の本格的な
進出に向けては結婚や出産、育児など女性が直面する問題を会社側が理解し、サポー
トする体制づくりが急がれている」と話している。
建設産業女性活躍促進検討部会では、2016年2月1日に女性技術者や技能者300
人が参加するシンポジウムを開催する。
また、16年度には、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
海道トラック協会の会員企業で働く女性技術者と技能者、事務員らでつくるネット
ワーク組織を道内4ブロックで設置する。
現場の実情を知るため、女性ネットワークによる現場のパトロールや見学会などを
通じて、女性が結婚、出産、育児を経験しながらも働き続けることができる職場環境
づくりの提言を予定するなど、部会としての取り組みを本格化させる。

◎道が高齢者居住計画見直しで素案
　－2015―17年度にサ高住4,800戸を供給、郊外に広域防災拠点を

道建設部は、高齢者向け住宅に関するハード・ソフト両面の施策を束ねた高齢者居
住安定確保計画の見直し素案をまとめた。高齢単身世帯や要介護高齢者の増加を見据
え、関連施設とサービス基盤の整備に向けた９項目の施策を拡充。サービス付き高
齢者向け住宅については、計画期間（2015－17年度）の供給目標を4,800戸に定め、
市街地に立地が偏らないような供給対策を盛り込んだ。さらに新たな施策として、国
が検討している日本版ＣＣＲＣ構想の推進に向けた展開支援を加えた。
見直し素案では、居住安定確保に向けた①ニーズに応じた多様な住まいづくり②地
域で長く暮らせる環境づくり③居住安定確保に向けた体制－をそれぞれハード、ソフ
ト、体制の整備基本目標として定めた。ハード面の施策では、計画期間中の高齢者向
け住まいの供給目標量を特別養護老人ホームで入所定員3,302人分、介護老人保健施
設で同881人分、有料老人ホームなど特定施設のうち介護専門・地域密着型で利用定
員223人分、混合型で同1,247人分に設定。サ高住は2014年度末時点で登録されて
いる338件、１万3,293戸のうち札幌で157件（7,198戸）、函館で34件（1,056戸）、
旭川で14件（507戸）と３市に偏っているため、市町村による居住安定確保計画の策
定促進や事業者向け説明会開催など、適正立地に向けた施策を盛り込んだ。
ＣＣＲＣとは、高齢者が健康時から介護時まで移転することなく継続的なケアが保
証されるコミュニティのこと。日本版ＣＣＲＣ構想では、高齢者の地方移住に向け、
国が年内にも会合を開き、関係省庁や事業者などから助言を受けられる支援チームの
対象となる市町村を選定し、2016年度から具体化を図る。



◎2014年度の季節労働者は過去最少に
　－建設業は４万人を割る

北海道労働局は、2014年度の季節労働者数をまとめた。冬季を中心に失業する建
設業の季節労働者は３万9,940人と初めて４万人を割り、最少を記録した。過去最
多だった1980年度の約20万人に比べて８割も減った。建設労働者の不足と同時に、
建設市場復調に伴う通年雇用化への動きが要因とみられる。しかし、建設業を含む全
産業の季節労働者は全国の６割を占め、本道経済に好ましい影響を与えていない現状
が横たわっている。
雇用保険の受給者から季節労働者数を割り出した。2014年度は全産業で７万

3,498人と前年度を5.3％下回った。ピーク時の1980年度は30万237人だったた
め、75.5％減少した。これまで建設業の季節労働者は高い割合で推移。ピークの
1980年度は20万6,407人で全産業に占める割合は68.7％に上った。13年度の道内
建設業従事者は約19万人だったことから、それを上回る失業者を出していたことに
なる。
2014年度は３万9,940人と前年度比で5.3％減少し、初めて４万人台を下回った。

全産業に占める割合は54.3％。ただし過去４年で見ると、10年度に57％を占める
５万3,127人だったが、それ以降は人数、割合とも減少傾向をたどっている。
道内にある22の公共職業安定所（ハローワーク）別の建設業の季節労働者数では、

札幌と札幌東、札幌北を合わせた札幌圏で、建設業の季節労働者が9,962人と1万人
に迫り、群を抜いている。これに函館の4,384人、旭川4,063人、帯広3,322人、北
見2,212人、苫小牧2,010人と続く。
また、全産業に占める建設業の季節労働者の割合を見ると、札幌が62.8％、札幌

東64.2％、札幌北74.3％と、札幌圏の３安定所がいずれも全道平均の54.3％を大き
く上回っている。割合が低い安定所は紋別（23.1％）や網走（31.4％）、根室（39.1％）
など。札幌圏の建設業の割合の高さが突出している。
道内建設業は、安倍政権誕生後に公共、民間工事とも回復し、人手不足が顕著になっ
ている。人材確保の課題としては、賃金の引き上げや社会保障の充実、通年雇用化な
どが挙げられる。道労働局は「2014年度は通年雇用の一般被保険者が増加し、逆に
季節雇用の短期特例被保険者が減少した」と説明している。
通年雇用奨励金制度の利用状況を見ると、2014年度の適用事業所は3,202カ所
で10.5％、労働者は9,312人で11.1％、それぞれ前年度を上回った。支給総額は
12.2％増の45億6,767万円となり、通年雇用の動きが広まっている。
ただ、道内全産業の2014年度季節労働者数は全国の61.2％を占め、都府県を大幅
に上回っている。居住地を出て道内外で働く出稼ぎ労働者は3,063人と過去最少。本
道経済が再び低調の兆しが見え始める中、冬季のハンディを乗り越える産業の再生が
求められる。



◎クリーンリバーが桑園に分譲ＭＳ２棟計画/16年２月着工
クリーンリバー（札幌市西区西野１条１丁目10の２）は、札幌市中央区北８条西

15丁目に分譲マンションの仮称ク
リーンリバーフィネス桑園北８条ツ
インレジデンス新築を計画している。
設計を企画設計事務所オルトで進め
ており、2016年２月末ごろの着工を
予定している。
同マンションは２棟で構成。いずれ
もＲＣ造、14階建てで、ウエスト棟
が延べ5,067㎡、イースト棟が延べ3,585㎡の規模で構想。ウエスト棟は２－４ＬＤ
Ｋの間取りで計55戸、イースト棟は２－３ＬＤＫの間取りで計40戸を設ける。別棟
で一部機械式の駐車場を用意する見込み。建設地はＪＲ桑園駅に近い札幌市中央区北
８条西15丁目28の18、敷地面積約2,500㎡。完成は17年10月下旬ごろの見通しだ。

◎セコム医療システムが渓仁会病院を熊谷組で/16年２月着工
医療法人渓仁会（本部・札幌、田中繁道理事長）は札幌市中央区桑園地区に開院予定
のリハビリテーション病院新築に2016年２月中旬にも着工する。施工は熊谷組が担
当。施設規模は延べ約8,700㎡で構想する。同法人と業務提携している医療サービス
業のセコム医療システム（東京都渋谷区神宮前１丁目５の１）が施主となる。
計画によると、「札幌渓仁会リハビリテーション病院（仮称）」の名称で、ＲＣ造、５階、
延べ8,687㎡の規模で構想。136床を設ける見込み。設計は松田平田設計（東京）が担
当した。建設地は札幌市中央区北10条西17丁目36の13、敷地3,838㎡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）の配送センター跡地。17年６月
１日の開院を見込む。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、通常の暮らしに戻れるよう支援する。

◎ＫＫＲが札幌・南29西９の郵政宿舎跡地延べ7,200㎡を売却へ
国家公務員共済組合連合会（ＫＫＲ、東京都千代田区九段南１丁目１の10）は、同

会が所有する札幌市中央区南29条西９丁目の土地7,236㎡を売却する予定だ。現地
測量などを経て、2016年度以降に一般競争入札での売却を考えている。
対象は中央区南29条西９丁目1,130の１ほかの郵政宿舎跡地で建物は解体され、
現在は更地。一帯は閑静な住宅街で豊平川緑地などが近い場所。用途地域は建ぺい率
60％、容積率200％の第１種住居地域で33ｍ高度地区となっている。

取得した中央区北８条西15丁目の土地



◎流山市に物流施設　国内最大規模、3棟32万㎡　ＧＬＰ
グローバル・ロジスティック・プロパティーズ（東京都港区）は、千葉県流山市に国

内最大規模の物流施設「ＧＬＰ流山Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」の3棟を開発する。2016年夏から順
次着工し、18年内の完成を目指す。総開発コストは約590億円。企業の多様なニー
ズに応えるため、通常の倉庫機能のほか工場用途にも対応。生産・梱包・配送までを
カバーできる施設として3棟を整備する。

建物の規模は3棟合計で延床面積32万㎡。
複数の顧客が利用するマルチテナント型と、
特定の企業が専用施設として活用できるＢＴ
Ｓ（ビルド・トゥ・スーツ）型の双方に対応。
3棟とも構造はプレキャストコンクリート造
4階建てで、免震構造を採用している。
「流山Ⅰ」は延床面積約13万㎡。中央車路

で1階両面にトラックバースを整備する。敷地面積は約6万㎡。「流山Ⅱ」は延床面積
約9万6,000㎡。片面に車路を配置する。敷地面積は約4万2,000㎡。「流山Ⅲ」は延
床面積約9万1,000㎡。片面車路で1階両面にトラックバースを設ける。
ＬＥＤ照明や太陽光発電、燃料電池などの設備を活用し環境に配慮。物流業界初と
なるテナント企業向けの派遣会社の出張事務所を施設に配置し、サポートを強化する。
さらに、労働環境整備の一環として託児所やコンビニエンスストア、カフェを設置。
路線バスの施設内への延伸も予定しているという。

◎就労履歴管理システムＷＧ　国交省の｢考え方｣めぐり議論
全国建設業協会（全建）は11月16日、就労履歴管理システムに関わる検討ワーキ
ンググループ（ＷＧ）の第２回会合を開き、国土交通省による「システムの考え方」をめ
ぐって議論を交わした。冒頭、伊藤淳専務理事が「意見提出要請にしっかり対応して
いきたい」と述べ、意見集約に向けて積極的な発言を求めた。
就労履歴管理システムは国交省や建設業団体などで構成する官民コンソーシアムで
検討中。技能労働者の本人情報（住所、氏名、生年月日、性別、保有資格、社会保険
加入状況など）や就業情報を登録した上で、技能労働者に番号（ＩＤ）を付与。カード
リーダーやスマートフォンなどを使った現場の入退場管理を通じて就業情報を蓄積で
きるイメージだ。システムの考え方は11月4日に開かれた官民コンソーシアムの作
業グループの初会合で国交省が示し、建設業団体などに「登録する情報」や「情報の利
用範囲」に関して意見を出すよう求めた。国交省は官民コンソーシアムの中間報告を
2015年度内に得て、16年度前半のシステム全体設計、16年度後半の試行運用、17
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年度の本格運用を目指している。

◎「木造6階建て」実用化へ実験棟　2×4建築協会
ツーバイフォー建築協会（市川俊英会長）は、「木造6階建て」の実用化に向け、国内
初となる実大実験棟を建設するプロジェクトに着手した。このほど国立研究開発法人
建築研究所（茨城県つくば市）の敷地内で建物の建設に着手、2016年3月下旬の完成
を目指す。
すでに木造4階建ての実績があるツーバイフォー工法だが、6階建て建築物を建て
るには▽1～ 2階部分でより高い構造強度や耐火性能▽高層化に伴い、より高い耐風
圧、水密性能、耐震性能―などが求められるという。このため、国土交通省の補助を
受け建築研究所の敷地内に6階建て延べ201㎡の実大実験棟を建て、耐震性や防火性
能、水密性能などの検証を進める。設計は日本システム設計（東京都中央区）、施工は
西武建設（埼玉県所沢市）が担当。協会によれば、2016年4月以降には現地見学会の
開催も予定しているという。

◎ブリヂストン 300億円投じ小平市の開発･生産拠点再構築
ブリヂストン（東京都中央区）は、小平市にある開発・生産拠点を再構築する。東京
工場内にある技術センターの開発機能を再構築するとともに、工場機能の設備移管・
拡充などに取り組み、継続してイノベーションを生み出す価値創造の拠点とする計画
だ。技術センターの再構築に300億円を投じる予定。2016年から設計企業や施工者
の選定などの準備を進め、17年の着工を目指す。工場機能の再構築に関する投資額
は明らかにしていない。
東京工場敷地内の工場機能について
は、乗用車用と小型トラック用ラジアル
タイヤの生産を他の国内工場に移管・集
約し、国内生産の競争力を強化。航空機
ラジアルタイヤの生産は継続する。
技術センターなど開発機能に関しては、リサーチ、モノづくり、試験・評価、ビジ
ネスデザインの四つの強化領域を設定し、新たな施設を設置する方針だ。リサーチに
関しては｢(仮称)リサーチセンター｣として、バイオ・原材料などの研究室や実験室を
集約。産官学の連携を強め開発に取り組む。モノづくりでは、｢(仮称)先端生産技術
センター｣を設置。ＩＴ技術を駆使した生産ラインや、新商品の生産技術を開発する。
試験・評価関連では、｢(仮称)市場再現・体験センター｣を整備。タイヤを車両と一
体的に試験・評価し、新たな価値の創出に結び付ける。ビジネスデザインでは、｢(仮
称)デザインセンター｣を設置。リサーチ、モノづくり、試験・評価の各領域を統合・
デザインし、新たなビジネスモデルの提案を狙う。　　　       

    (以上、建通新聞  東京／問い合わせは03-5425-2070  報道部) 
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