


◎新単価、6.5％増で４年連続の増額に
　―若手技能者確保に向け、鉄筋や型枠で高い伸び

国土交通省と農林水産省は１月20日、
2016年度公共工事設計労務単価を決定し
た。北海道の全職種（46職種）の平均引き
上げ率は15年度（４％増）を上回る6.5％
増となり、すべての職種で上昇を見せた。
前年度を上回るのは４年連続で、全職種の
伸び率は全国平均より1.8ポイント高かっ
た。若者が従事することの多い普通作業
員や運転手（一般）などが８％の伸びを確
保し、型枠工や鉄筋工も平均を上回る伸
び率となり、深刻化している若手技能者
不足に配慮した引き上げとなった。一方、
東日本大震災による被災３県（岩手、宮城、
福島）の伸び率は、おおむね北海道を下
回ったが、金額では大部分の職種で拡大
し、人材流出の懸念が解消されていない。
公共工事設計労務単価は、相当程度の
技能を持つ建設技能労働者の所定労働時
間8時間当たりの基本給や賞与などで構成
する。



今回の改定では、2015年10月の賃金支払い実態調査を基に、最近の技能労働者
不足に伴う労働市場の実勢価格を考慮。社会保険への加入を進めるため、14年度か
ら３年連続で加入に必要な法定福利費相当額（本人負担分）を反映させた。また、新単
価の補正予算への的確な反映を図るため、国交省などは、２月公告分から適用する。
北海道の単価を主要職種で見ると、普通作業員は８％増の1万4,900円。とび工、
鉄筋工、型枠工、大工、左官はいずれも７％台後半の伸びを示している。上昇額では、
大工と左官で1,500円、とび工、鉄筋工、型枠工も1,400円の増額となり、鉄筋工、大工、
左官の３職種は２万円台の単価となった。
ピーク時の単価にまでほぼ回復
北海道の主要職種単価の1997年度以降の20年間の推移を見ると、ピークは97―
98年度。このころは、鉄筋工や型枠
工、大工、左官の４職種は２万円台
に乗り、普通作業員も１万6,000円と、
１万円台後半に達していた。
その後は低下傾向を続け、11年度
には、最低水準となった。ピーク時
に比べ、型枠工は41％、8,900円の
マイナスにまで落ち込み、他の工種も
6,000―7,000円台の減額を示した。
12年度も底ばいの状況が続いたが、
13年度に安倍政権が発足すると、13
年度の労務単価算定に際して、社会保険加入に必要な法定福利費相当額（本人負担分）
を確保した。
入職者の減少や賃金低下に歯止めをかけるため、社会保険の未加入者も加入できる
よう、法定福利費相当額を適切に単価に反映させる対策を講じたことから、全ての工
種で２桁増となった。
14、 15年度も13年度ほどの伸び率ではないが、一定程度の増額を確保。16年度
についても、全職種平均で6.5％増、型枠工や鉄筋工など主要職種では7.9％増の伸
びとなった。若者が従事する普通作業員や、特に不足が著しい職種を重点的に引き上
げたのが16年度の特徴だ。
４年連続で単価上昇が続いたことから、16年度の単価は、最低水準だった11年度
に比べ、普通作業員で4,200円、29％増となり、とび工、鉄筋工、型枠工、左官に
ついては6,000円台の伸びとなった。大工は55％、7,300円増えている。ピーク時
の97―98年度水準にほぼ追いついた状況だ。
型枠工、宮城との差はさらに広がり１万700円に
一方、東日本大震災による被災３県や東京都の単価を見ると、被災３県、東京都と
もに、ほぼすべての職種で北海道を下回る伸びにとどまっている。



しかし、これらの地域の単価はもともと北海道に比べ高かったことから、伸び率で
は下回ったものの、職種によっては金額の差が拡大しているケースもある。
宮城県の型枠工は15年度から2,000円上昇し３万円に達した。北海道との差額も、
15年度の１万100円から１万700円と拡大した。また、鉄筋工も８％増の２万7,800
円となり、差額は7,800円に拡大した。福島のとび工は北海道を上回る伸びを示し、
差額は3,800円にまで広がった。
東京都は、昨年度と同様に主要職種では1,000円未満の上昇にとどまり、大工と交

通誘導員以外ではすべての職
種で北海道との格差が縮小した。
しかし、依然として型枠工やと
び工、鉄筋工では5,000円以上
の単価差があり、被災３県や東
京都への人材流失への懸念は薄
れていない。
道内の建設業者は公共工事設
計労務単価の４年連続増額を歓
迎している。しかし、総合建設業
者からは「予算が増加しない中で
の労務単価の上昇は、工事量や発
注件数の減少につながるのでは」
と危惧（きぐ）する。
また、専門工事業者からは「新
国立競技場の設計が決まったこ
とから、多くのオリンピック関
連の工事が一気に本格化するだ
ろう。民間の大型再開発事業も
ピークを迎える。東京都の単価
差は縮まったが、これからは需
要の高まりから再び差が拡大し、
人材が流出するのでは」（型枠工
事業）と懸念を示す。

さらに「単価が上がったのは望ましいが、求人を出しても全く応募がないなど、
業界の人材不足には歯止めがかかっていない。われわれも処遇の改善などを進め
ているが、休日を取りやすい工期設定や通年雇用化を進めるための工事の平準化
など、行政が本腰を入れて取り組んでもらわなければ、この業界の人材不足はさ
らに進むのではないか」と、官民が一体となった人材問題への取り組みを求めてい
る。



◎農業農村整備が大幅増、実質的な予算額は2桁の伸びに
　―2016年度北海道開発予算と15年度補正予算

国土交通省北海道局は１月22日、2016年度北海道開発予算の概要を発表した。
公共事業費に相当する北海道開発事業費は、総額で前年度並みの6,528億円。このう
ち直轄は前年度比0.8％増の3,963億円、補助が1.4％減の2,565億円。直轄は治水、
道路、農業農村整備で前年度並みを確保した。補助は、農業農村整備が７％増と大き
く伸びた一方、各種交付金が微減となっている。また、20日に成立した15年度追加
補正予算は、農業農村整備を中心に1,120億円と、２年ぶりに1,000億円台に乗せ、
３月に集中的に発注となる。
北海道開発事業費などを盛
り込んだ16年度政府予算案
について、政府・与党は年度
内の成立を目指す。
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に向け、
未開通区間の整備を図る。高
規格幹線道路のうち、16年
度に開通を予定している道横
断自動車道陸別町小利別―訓
子府間と旭川・紋別自動車道
丸瀬布－瀬戸瀬間の２区間で
供用に向けた工事を進める。
治水は、石狩川流域などで
防災対策を継続するほか、直
轄ダム事業の幾春別川総合開
発、沙流川総合開発、サンル
ダム堤体建設などを進める。
空港は新千歳で国際線の混
雑緩和に向けた事業を進める
ため、28％増と大幅に増加した。港湾では国際バルク戦略港湾に指定されている釧
路港に重点配分する。また、営繕工事では、帯広第２地方合同庁舎に着工する。
16年度当初予算が横ばいだった一方で、15年度補正予算は大幅に増加した。総額

は1,120億円。14年度の221億円の約５倍の規模となり、13年度の1,294億円以来、



２年ぶりに1,000億円台に回復した。
補正予算の内訳を見ると、農業農村整備が803億円と、補正総額の72％を占め、
水産基盤整備も62億円を計上するなど、ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）に対
応する事業に重点的に配分されている。
追加補正予算は、16年度予算の前倒しとなるゼロ国債（総額893億円）とともに、
３月にかけて集中的に執行となる。16年度の実質的な工事量は、15年度補正予算と
16年度当初予算の総額となるが、15年度と比べ、今回は補正予算が大幅に伸びたこ
とから、15年度比約900億円、13％増と、２桁の伸びを確保している。

◎道建設部が施工成績の技能士活用で加点対象を13職種に拡大
道建設部は施工成績評定基準を一部改正した。建管発注工事での技能士活用につい
て、ウェルポイント施工技能士など９職種を追加し、土木工事に関する全13職種を
加点対象とした。工事の作業内容に対応した技能士職種の配置を施工計画書で確認で
きた場合には、従来通り合計評定点が最大0.68点の加点となる。
同部は、施工体制の配置技術者に関する評価項目で、監督員が技能士の活用状況を
加点評価している。これまでは造園技能士、コンクリート圧送施工技能士、路面標示
施工技能士、塗装技能士の4職種を加点対象としていたが、技能士の資格取得と活用
の促進、品質向上に向けた取り組みを評価する目的で、土木関係の９職種を加えた。
追加した一部職種は、資格者数が少なくて活用しにくいことなどから、型枠施工技
能士、コンクリート圧送施工技能士、鉄筋施工技能士の３職種をコンクリート工とい
う１つの工種にまとめた。これにより、該当する作業内容が複数ある場合は工種で判
断し、全ての工種に対応する職種の活用を確認できれば加点評価することにした。
加点対象の技能士職種は次の通り。
◇地盤改良（ウェルポイント）工▽ウェルポイント施工技能士＝ウェルポイント工事
作業
◇コンクリート工▽型枠施工技能士＝型枠組み立て・撤去作業▽コンクリート圧送
施工技能士＝コンクリート圧送作業▽鉄筋施工技能士＝鉄筋加工・組み立て作業
◇積みブロック工▽コンクリート積みブロック施工技能士＝コンクリート積みブ
ロック施工
◇さく井工▽さく井技能士＝井戸掘り作業
◇コンクリート補修工▽樹脂接着剤注入施工技能士＝樹脂接着剤注入作業
◇石積み工▽石材施工技能士＝石材加工、石張り、石積み作業
◇植栽工▽造園技能士＝植栽作業
◇塗装工▽塗装技能士＝塗装作業
◇とび工▽とび技能士＝とび作業
◇防水工▽防水施工技能士＝防水工事作業
◇区画線工▽路面標示施工技能士＝路面標示作業　　　　　　　　　　　



◎道が技専活用し建設従業員訓練／派遣元事業主に賃金補助
道経済部は、定員に空きがある高等技術専門学院を活用し、建設関連企業から派遣
された在職者に建築大工や型枠大工の基礎的な訓練を施す。訓練期間は2016－17
年度の２年間。派遣元の事業主には訓練を受ける従業員の賃金を補助する代わりに、
修了後の正規雇用化や処遇改善を求める。函館、北見、釧路の３校で実施し、定員は
計10人とし、それぞれ事業主の応募を受け付けている。
厚生労働省の受託事業。建築技術科の定員に空きがある函館、北見、釧路の３校で、
建設関連在職者職業訓練支援事業として実施する。年間1,400時間の訓練を２年間実
施し、建築大工や型枠大工に必要な基礎的技能を習得させる。道内に建設関連事業所
があり、建築の建設業許可を有する中小企業に在職している者のうち、16年４月１
日現在で満35歳未満の者が訓練の対象。就職内定者も可で正規雇用かどうかは問わ
ない。派遣する従業員は１事業所当たり１人。
同事業の定員は、函館
と釧路が各３人、北見が
４人の計10人。２月29
日まで経済部人材育成課
で事業主からの応募を受
け付け、３月25日に選
考する。定員に達しない
場合は札幌、旭川、帯広
の３校で追加募集する。
事業主への賃金補助とし
て、授業１時限当たり
800円を年２回に分けて
交付する。事業主には訓
練修了後に非正規雇用者
の正規雇用化や、正規雇
用者の処遇改善を誓約することを求める。
建設業界の採用意欲の高まりを背景に技専建築技術科への求人数が増えていて、就
職率も堅調な一方、近年は入校生が減少傾向にある。人材育成に時間的・金銭的な余
裕がない企業に代わり、技専の空きを活用して訓練することで、人材が不足している
建築大工や型枠大工の雇用拡大、雇用の質改善を図るのが狙いだ。授業料や諸経費な
どは事業主の負担になる。
このほか道経済部では、建設業界を紹介する小冊子を2015－17年度に各年度
１万部作成する。15年度版は近く完成し、業界団体やハローワークなどに配布する
予定だ。

釧路高等技専建築技術科での訓練（2015年11月）



◎女性という『個性』を生かした制度設計を
　―建設女子330人が参加し、「建設業女性活躍推進フォーラム」

女性が仕事と家庭を両立できる快適で魅力的な職場づくりを議論する「建設業女性
活躍推進フォーラム」が２月１日、ポールスター札幌で開かれた。パネリストらは自
身の体験を交えて、女性がやりがいを感じ、感性や能力を生かして働くことのできる
環境を考えた。
建設関係団体や行政機関などで組織する北海道建設業女性活躍推進協議会の主催。
道内の建設業などに従事する女性従業員ら330人が参加し、基調講演やパネルディ
スカッションに耳を傾けた。
パネルディスカッションでは、丸彦渡辺建設（本社・札幌）の山岸佳純さん、砂子組

（同・奈井江）の山本寛子さん、木浪鉄筋工業（同・札幌）の木浪裕子さん、丸豊陸運（同・
札幌）の垂石勝美さんがパネリストとなり、「生きる」「結婚・出産」「男とは」「仕事のや
りがい」をテーマに議論した。

山岸さんは、前職が女性中心の職場
だったが「男性社会の建設業でどのよう
に結婚・出産の規律を作るか難しいの
では」と率直に発言した。山本さんは「家
庭を持つと資格取得の時間があるか心
配。同期入社の男性に後れを取りそうで
不安」と、悩みを打ち明けた。
20代の女性二人の発言に対して、経
営者と技能者としての先輩の立場から
木浪さんは「正直、二人の発言を聞いて

驚いた。男性中心の建設業界で30年以上生きてきたが、制度や法はかなり整備され
たのに、出産や育児で女性が悩む構図は昔と変わっていない」と指摘。「同じ能力を持
ち、同じ努力をしている女性が、出産や育児などで、男性と比べて不利にならないよ
うな制度設計が必要だ」と提案した。
妊娠と育児からの復職を経験した垂石さんは「私は、会社の清掃作業員から正社員
になり、今は役員を務めている。トラック業界も建設業と同様に男性社会だ。でも、
女性だからと特別扱いするのではなく、女性を『個性』と考えて、その『個性』や『感性』
にあった勤務内容やシフトにすることを経営者は考えるべき」と発言した。
パネリストたちの発言を受けて、会場からは「女性だから、と必要以上に注目され
る。やりにくい面もあるが、そのことを逆に生かすぐらいの気合いが必要」「私たちが
入社したころは、社内制度も法的にも女性の立場が保証されていない時代だった。今
は『やろう』と思えば可能な時代。女性は男性に比べ一本気で行動的。どんどん発言し、
行動すべき」と、エールが送られた。

女性が直面する課題や今後の展望を語った



◎札幌市の2016年度予算案、普通建設事業費は28％増の1,292億円
　―屯田茨戸通に着工、中央区役所庁舎建て替えに向けた調査検討も

札幌市は２月１日、2016年度予算案の概要を発表した。一般会計は前年度肉付け
補正後比3.9％増の9,366億円を計上。同会計に占める普通建設事業費は27.5％増の
1,292億円を確保している。特別会計を含めた工事請負費は6.4％増の609億円を積
み上げるなど、大幅な増額を示している。主な事業では、総事業費100億円以上を
投じる屯田茨戸通の着工費をはじめ、市営住宅の東雁来団地３号棟（40戸）新築費や
光星団地の住戸改善（174戸）改修費を盛り込んだ。新規では老朽化が進む中央区役所
庁舎建て替えに向けた調査検討に乗り出す。民間再開発事業は南２西３南西地区など
４地区の実施設計費や着工費などの補助で総額60億円余りを充てている。
全会計総額は15年度肉付け補正後比1.8％
増の１兆6,011億円。うち特別会計が0.6％減
の3,895億円、企業会計が２％減の2,750億円。
秋元克広市長最初の本格編成予算で、一般
会計は子ども子育て支援新制度関連などの扶
助費増加や再開発事業補助などで過去最大規
模に膨らんだ。新規事業は前年度肉付け補正
後に比べ31事業多い104事業を盛り込んだ。
一般会計と特別、企業会計を含めた全会計
の建設費は17.3％増の1,880億円。このうち
一般会計に占める普通建設事業費は27.5％増
の1,292億円を確保。一般会計と特別会計合わ
せた工事請負費は6.4％増の609億円を積み上
げた。内訳は一般会計が7.1％増の600億円、
特別会計が25.9％減の９億円となっている。
主な工事を見ると、道路・街路が屯田茨戸
通の初弾工事で西茨戸工区の創成川橋に着工
する。16年度中の開通を目指す西野真駒内清
田線こばやし峠の盤渓北ノ沢トンネル（1,612m）含む道路整備は仕上げに向けた舗装
などの整備費を計上。
橋梁整備は北24条大橋新設のほか、耐震補強で６橋、長寿命化で33橋を計画。舗
装改良は幹線と補助幹線合わせて26.7kmでオーバーレイを実施する。
河川はモエレ中野川改修や流域貯留施設を４カ所で整備する。公園は月寒公園再整
備や厚別山本公園など整備を推進する。



15年度に策定したアクションプランの重点課題ごとに主な事業を見ると、「雇用を
生み出す力強い街」は、本社機能移転に対する開設費補助を新設し、企業立地を強力
に促進。観光強化を図るため、国際会議や企業研修などの受け皿となるMICE施設の
建設地や規模などの検討を引き続き進める。
「魅力と活力にあふれた暮らしやすい街」は、26年招致を目指す冬季五輪関連で、
国際会議出席や環境アセスメントなどの予算として9,700万円を計上。17年２月19
―26日に開く札幌アジア冬季競技大会の事業費は約34億円を見込む。
北海道新幹線の札幌延伸を見据え民間投資を誘導する都市整備に向け、札幌駅交流
拠点まちづくり計画の検討に入る。
真駒内地区防災拠点整備に関連し、南区真駒内上町５丁目の道警官舎跡地に移転す
る南消防署は、用地取得費と基本実施設計などに３億2,500万円を充てた。民間建築
物の耐震化促進では補助対象に百貨店・ホテルを追加するなど制度拡充を図る。
また、東雁来団地３号棟新築と光星団地住戸改善をそれぞれ２カ年工事で実施。
16―17年度で庁舎整備基本計画を策定する中央区役所建て替えは、予算額1,700万
円で建設場所の選定含めた整備手法を検討する。
民間再開発事業は南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費や着工費などの補助を計上した。
中の島小など３校の改築に着工
学校施設整備関連予算には、103億円を措置した。このうち、学校改築費には68

億円を計上し、中の島小、本通小、中央中の３校に新規着工する。実施設計は中央小、
栄西小、澄川小、基本設計は東白石小、羊丘小、発寒西小で取り掛かる。増築では桑
園小とあいの里西小で実施設計がスタートする。

また、新築校には石山地区新設
小の実施設計として1,900万円を計
上。概算総事業費には約28億円を
試算している。旧真駒内小跡地に建
設する仮称・南部高等支援学校整備
費には33億円を予算化した。
このほか、丘珠中と中の島中で新
築、藻岩中で実施設計に取り掛かる
格技場整備には約３億円を積み上げ

た。大規模改造は小学校２校中学校１校で約３億円、施設改修分は67億円となって
いる。
特別・企業会計を見ると、土地区画整理特別会計では東雁来第２地区土地区画整
理に約27億円を投入し、道路や下水道などを整備する。水道企業会計は白川第３
送水管新設などの水道施設整備が約67億円、配水管布設に約112億円を計上して
いる。

16年度に改築に着工する中の島小完成予想パース



◎札幌市がＮＨＫ会館・芸術文化の館の跡地利用で基本構想
　―16年度の策定を目指す

札幌市は、ＮＨＫ札幌放送会館の移転建て替え後に取得する同跡地と、閉館・解体
が予定されるさっぽろ芸術文化の館（ニトリ文化ホール）の跡地の利用について市の整
備方針を打ち出すため、2016年度に基本構想を策定する。
市では、跡地の検討について「ＮＨＫ移転後の用地のみが対象」（まちづくり推進室）
としているが、隣接する既存の市民ホール（わくわくホリデーホール）を含めると敷地
面積約１万1,600㎡の大街区としての一体的な利用も可能になる。一方、中央区北１
条西12丁目にあるニトリ文化ホールは、敷地面積が１万1,639㎡。現有施設はＳＲ

Ｃ造、地下１地上８階、延
べ３万930㎡の規模となっ
ている。1971年の建設で
老朽化が著しいことから、
同館の後継施設に当たる北
１西１地区の仮称・市民交
流複合施設完成に合わせて
2018年度に閉館し、その
後解体する予定となってい
る。
この土地は都心部に立地
し、交通利便性が高く集客
も見込めるため、市役所の
関係各局が注目。大規模コ

ンベンション施設や博物館のほか、中央区役所の移転候補地として検討されている。
このような状況において、市は北１西１、北１西12とも、施設合築の可能性を視野
に関係部局と調整しながら方針を導く意向。2016年度予算要求には2,150万円を計
上している。
これに対してＮＨＫでは、2016年度予算に地域放送会館の整備経費は前年度比
246.3％増の131億6,000万円を計上。中央区北１条西９丁目の市有地約１万㎡と現
在の同会館が建つ北１条西１丁目（大通西１丁目街区）の土地約4,000㎡を交換するこ
とで、市と合意し、契約を交わしている。
現段階の計画によると、新施設の本館の規模は6―7階建て、延べ2万3,990㎡、
別館が2―3階、延べ3,240㎡で構想。設計は日建設計が担当している。本館は免震
構造とし、事務室や会議室、機械室のほか、テレビ・ラジオのスタジオ、放送センター、
営業コールセンターなどが入る。別館は駐車場や倉庫として利用する予定。2017年
に着工し、20年度の供用開始を目指している。

大通西１丁目街区にある現在のＮＨＫ札幌放送会館
（敷地右側）



◎札幌市が測量や設計などの委託で最低制限価格を引き上げ
札幌市は、２月17日公告分から測量や設計、地質調査の委託業務について、最低
制限価格を80％程度に引き上げる。業種によっては２－６％の上げ幅となる見込み。
受注企業の厳しい経営環境を踏まえ、将来的な品質確保につなげる方針だ。
算定方法は諸経費や一般管理費などの掛け率を引き上げる形で変更。業種別に見
ると「建築・設備設計」で諸経費の60％を70％に、「土木・橋梁設計」で一般管理費等
の30％を50％に、「地質調査」で諸経費の40％を50％に、「測量」で諸経費の40％を
55％にそれぞれ見直す。
市がまとめた11月末の落札率平均は、測量が73.5％、地質調査が77.9％、土木設
計が74.1％、建築設計が78.2％という状況。国や道と比べても低く、ほぼ全ての案
件が最低制限価格でのくじ引きを強いられている。これに対し、関係業界からは機材
の更新や人材育成などへの影響が大きいとし、引き上げを求める要望が出ていた。
こうした中、札幌市の秋元克広市長は昨年９月の３定市議会代表質問で、最低制
限価格を引き上げる方針を表明。改正後は11月末時点の試算で測量が6.6ポイント、
地質調査が2.2ポイント、土木設計が6.6ポイント、建築設計が４ポイントの上昇を
それぞれ見込んでいる。

◎道がチ・カ・ホで建設産業ふれあい展開催
建設業の幅広い職種とそれぞれの魅力を知ってもらお
うと1月15―17日の3日間、札幌駅前通地下歩行空間
で建設産業ふれあい展が催された。子どもから大人まで
多くの通行人が足を止め、趣向を凝らした体験コーナー
などで笑顔の輪が広がった。
「みて☆きいて☆ふれて（体験して）！」と題し、道建
設部が初めて企画した。北海道建設業協会が協賛し、道
内の総合建設業や専門工事業の16団体が出展。会場に
は、道建協が作製した「地域を支える建設業パネル展」を
はじめ、網走建設業協会が北海道ドレスメーカー学院
（札幌）と共同製作した個性的なファッションユニフォー

ム（作業着）を展示。作業着に見入っていた主婦は「ダウンと違ってかさばらないので、
主人が散歩するときに着せたい」と目を細めていた。型枠体験コーナーでは、親子で
電動のインパクトレンチでボルトを締めたり、端材にくぎを打っていた。４歳の男の
子は「上手だね」と褒められてニンマリ。母親は「働く車が好きなので、将来建設業で
働くかもしれませんね」と話していた。鉄筋コーナーでは、鉄筋を組み立てて作製し
たブランコが人気に。建設産業専門団体北海道地区連合会の鈴久名健会長は「みんな
が結束して準備を進めた。にぎわってもらい、うれしい」と話していた。

気に入った体験コーナーで思
い思いに楽しむ子どもたち



◎藤女子大が北16条キャンパスの第３期校舎建設を４月にも着工
学校法人藤学園（札幌市北区北16条西２丁目１の１、永田淑子理事長）は、藤女子
大学北16条キャンパスの第３期新校舎建設を計画している。施工業者の選定を進め
ており、４月ごろの着工を予定している。
耐震性能が旧基準の旧短大校舎と本館南校舎を解体し、跡地に建てる。新校舎は９
階建て、延べ約5,400㎡で構想。講義室や教員研究室をはじめ、学生のラウンジなど
のコモンスペースを配置する見通し。建設地は北区北16条西１丁目21の425でキャ
ンパスの南東側。設計は三菱地所設計。2017年３月の完成を目指す。

◎札幌・南９西22のホーマック旭ケ丘店が建て替え／４月着工
ＤＣＭホーマック（札幌市厚別区厚
別中央３条２丁目、石黒靖規社長）は、
環状通沿いの中央区南９条西22丁目
にあるＤＣＭホーマック旭ケ丘店の建
て替えを計画している。新店舗は延べ
約１万2,000㎡の規模で構想。４月中
旬の着工を予定している。
品ぞろえを強化し、顧客満足度を高める上で、現店舗が手狭になったことから建て
替える。新店舗はＳ造、４階、延べ１万2,012㎡で構想。建設地は環状通沿いの中央
区南９条西22丁目１の２で、敷地は8,053㎡。設計はランドブレイン。ＤＣＭホー
ルディングス（本社・東京）は将来の成長戦略として、2017年度までに道内で７店舗
を整備する計画を打ち出し、札幌市内で予定するホーマック２店舗のうち１店舗が今
回の旭ケ丘店建て替えとなる。

◎タナカメディカルが札幌田中病院の設計をＴ＆Ｎで／５月着工
医療法人タナカメディカル（田中良治理事長）は、同法人が運営する札幌田中病院北
側の手稲区西宮の沢４条４丁目297の１の敷地約6,000㎡を取得し、同病院新築を計
画している。Ｔ＆Ｎ北海道設計で設計を進め、2016年５月の着工を目指す。
新病院はＲＣ造、４階、延べ約１万㎡の規模で医療療養型病室334床を設ける。
主な医療行為が１階で完結するように計画し、１階に外来診察、リハビリテーション、
放射線、検査部門などを集約配置するほか、薬局や医局、事務、福利厚生部門なども
置く。２－４階は６看護単位で構成する病棟となる。
札幌田中病院は、自宅生活や介護が困難になり、継続的治療が必要とされる人の長
期入院が可能な療養型病院で、1977年に開院。更新時期を迎えたことから、建て替
えによって機能充実と医療・療養環境の改善を図り、明るく健康的な施設でのより良
いレベルの高い医療の提供を目指している。

中央区南9条西22丁目のＤＣＭホーマック
旭ケ丘店



◎新国立の設計･施工　大成･梓･隈ＪＶへ　２０２０東京五輪
日本スポーツ振興センター
(Ｊ Ｓ Ｃ)は 昨 年12月22日、
新国立競技場の設計と施工を
一貫して手掛ける事業者(優先
交渉権者)に大成建設・梓設計・
隈研吾建築都市設計事務所Ｊ
Ｖを選んだ。
学識者による技術提案２案
の審査でもう１者(伊東・日本・
竹中・清水・大林ＪＶ)よりも

８点高い610点を獲得したためで、同日開かれた政府の関係閣僚会議の点検を経て
決定した。大成ＪＶの案は木と鉄のハイブリッド構造屋根と３層スタンドを持つ地下
２階地上５階建て延べ19万4,010㎡の施設。2016年２月から11月まで設計を進め、
同年12月の本体着工、19年11月末の完成を目指す。設計・監理などの経費に36億
9,060万円(税抜き、以下同)、建設費に1,379億6,290万円を見積もっている。

◎五輪３施設 落札者が決定　大林ＪＶ、竹中ＪＶ、大成ＪＶに
東京都が2020年オリンピック･パラリン
ピック競技大会の会場として新設する「オリ
ンピックアクアティクスセンター」「有明ア
リーナ」「海の森水上競技場」の３施設の実施
設計と施工を担う事業者が決まった。
財務局は１月14日、３施設のデザインビ
ルド(設計・施工一括)方式による一般競争
入札を開札し、アクアティクスセンターを大

林・東光・エルゴ・東熱ＪＶが435億円(税抜き、以下同)、有明アリーナを竹中・東光・
朝日・高砂ＪＶが333億6,000万円、海の森水上競技場を大成・東洋・水ｉｎｇ・日
立造船ＪＶが230億5,400万円でそれぞれ落札した。都議会での請負契約の承認を得
てそれぞれ実施設計作業を開始し、19年度中の完成に向けて順次着工する。

◎ＴＰＰの建設･不動産への影響 海外進出機会が増加　国交省
国土交通省は、昨年10月の環太平洋パートナーシップ(ＴＰＰ)協定の大筋合意が
建設業・不動産業に与える影響を解説する説明資料をまとめ、ホームページで公開し

新国立競技場完成イメージ
（大成ＪＶ作成、日本スポーツ振興センター提供）

有明アリーナ



た。ＴＰＰで国内の公共工事の市場は開放されることはなく、不動産取引の制度変更
もないとする一方、ＷＴＯ政府調達協定に非加盟だったＴＰＰ参加国政府の市場開放、
税関手続きや規制の透明性向上、外資出資比率規制の緩和などを理由に、日本企業の
海外進出の機会が増えると解説している。
ＴＰＰは、アジア・太平洋地域の12カ国が参加する貿易・経済活動のルールとな
る経済連携協定で、昨年10月に大筋合意に至り、２年以内に発効される見通し。国
交省は、ＴＰＰ協定で国内の建設・不動産市場が開放されるといった誤解が一部にあ
るとして、説明資料をまとめた。
政府調達については、既存のＷＴＯ政府調達協定の約束内容・調達基準額・対象機
関とも同じ水準で、地域の建設企業が公共事業を受注する機会が減少することはない
と解説。一方、ＴＰＰ参加国の政府調達は、これまでＷＴＯ政府調達協定に非加盟だっ
たベトナム、マレーシア、ブルネイなどで段階的な市場開放が見込まれる。
この他、税関手続きが貨物到着から48時間以内、関税分類などの事前教示制度の
導入により、海外で建設工事を手掛ける建設企業が国境を越えて資機材を調達しやす
い環境が生まれるという。外資出資比率をはじめとする海外進出の際の規制も緩和さ
れる。マレーシアでは、外国銀行の支店数の上限が拡大するため、日系銀行の進出が
増え、建設企業の資金調達が容易になる可能性もある。また、同国では、機器・設備
のリース・レンタルサービスが自由化されるため、日本の建機リース・レンタル会社
が進出することも可能になる。

◎パルコ　パート１・３　建て替えが本格始動
パルコ（渋谷区）は、渋谷区宇田川町にあるパルコの建て替えを本格始動する。「パ

ルコパート１」「パルコパート３」を20階建ての複合施設に建て替える。まずは、営業
終了日を確定し、既存建物の解体と新たな建物の設計・施工を一括で発注する見通し
だ。2017年３月に本体工事に着手し、19年９月の完成を目指す。
パルコが計画する施設の規模は地下３階地上20
階建て延べ約６万5,000㎡。高さ約110ｍ。用途は
店舗のほか、事務所、劇場などの文化発信施設、駐
車場などを想定。クリエイターやデザイナーなどの
育成・事業化を支援する施設も配置する。
今回の建て替えによって、渋谷駅周辺地区のにぎ
わいの創出や回遊性を高める歩行者ネットワークの
形成につなげる。さらに、ファッションや演劇文化
の育成・情報発信を進める。地域共同荷さばき場や帰宅困難者支援機能を整備するほ
か、環境負荷低減などにも取り組み、防災性を高める。
建設地は渋谷区宇田川町14の一部ほか。敷地面積は約5,380㎡。

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

建て替え後の完成イメージ




