


◎北海道と札幌を変える起爆剤に
　―札幌市の五輪誘致への挑戦が本格的にスタート

1972年の札幌冬季五輪は、札幌の国際的知名度を一気に高め、190万都市へ押
し上げる契機となった。あれから40数年を経て、札幌市は道や経済界と共に再び
2026年の五輪招致へ挑戦を始めた。２度目となる冬のスポーツの祭典は、少子高齢
化や人口減少を抱える北海道を変える起爆剤として期待が高まる。五輪がもたらすま
ちへの効果をまとめた。
「アジアのウインタースポーツの拠点に札幌を位置付けたい」―。秋元克広市長
は11月８日、東京都内の日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）を訪れ、竹田恒和会長に
2026年冬季五輪・パラリンピックの開催提案書を提出した。開催期間は五輪が２月
６―22日、パラリンピックが３月６―15日を予定する。　　

開催概要計画案によると、競技会場
は札幌市内が中心で、スピードスケー
ト会場は、札幌市内の真駒内屋外競
技場を建て替える場合では、整備費
に4,565億円を試算。競技施設は新設
せず、既存施設の活用を打ち出した
ことが特長だ。施設整備で最大の612
億円を試算する選手村は、札幌ドー
ムと近接して整備し、周辺にスポー
ツ科学・医学・情報研究の推進機関や、
スポーツ振興の機能を整備する。
後利用では最先端の環境技術を駆

使した「人と環境にやさしいスポーツビレッジ」を計画。道産木材の利用や、水素を使
用した燃料電池式自動車の導入などにより環境負荷低減を図る。
提案を受けたＪＯＣは、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が年明けにも開催都市の
招致プロセスを公表するのを待って、立候補の可否を判断。17年９月までにＩＯＣ
へ立候補ファイルを提出し、19年のＩＯＣ総会で開催都市が決定する。
秋元市長は北海道、札幌をウインタースポーツの拠点とすることで、インバウンド

（訪日外国人）増加にも期待を寄せ、「環境面や財政面で負の遺産を残さない大会にし
たい」と発言。北海道全体の発展につなげる思いをにじませた。
札幌市の取り組みが民間設備投資を誘発
44年前の前回大会は、競技施設や大会運営費などの直接費用と、札幌都心から主
会場真駒内への観客輸送のため建設された札幌市営地下鉄南北線をはじめ、高速道

竹田会長に開催提案書を手渡す
秋元市長（左から３人目）



路やホテルの新増築といった関連整備事業費を合わせて総額約2,200億円が投じられ
た。中でも地下鉄は都市の近代化を象徴するものだった。
経済界やスポーツ団体などで組織する「冬季オリンピック・パラリンピック札幌招
致期成会」の活動を中心に招致機運が高まる札幌では、54年ぶりの五輪招致が「都心
部再開発の起爆剤になる」（岩田圭剛札幌商工会議所会頭）との見方を強めている。

72年の冬季五輪前後に、集中的に
整備された都心部のビルは約45地区
（棟）あるが、竣工から40―50年経過
し老朽化。札幌市によれば、このうち
90年代以降に建て替えたのは札幌市
中央区南２条西３丁目の札幌信用金
庫本店ビルなど７棟しかない。こうし
た老朽ビルの将来的な建て替えを見
越し、札幌市は2018年度に札幌駅や
大通を含む都心部を対象とした都市
開発制度運用方針を打ち出す。
従来の容積率割り増しに加え、新
たな規制緩和メニューなども検討し、
民間都市開発を誘導する。都心部を代
表する再開発プロジェクトの一つと
して進む札幌創世1.1.1区北１西１地
区再開発も、容積率緩和を活用した事
業だ。同地区周辺には五輪と同時期に

整備された札幌市役所本庁舎や、日本放送協会（ＮＨＫ）札幌放送会館、東側には創成
川を挟んで北海道電力本社や中央バスターミナルといった老朽建築物が多く、今後は
街区単位での開発連鎖が見込まれる。
札幌駅周辺も複数の民間再開発事業が動きだす。札幌市は17年度に、商業施設の
札幌エスタやバスターミナルがある北５西２街区、北５西１街区などを含む約52ha
を対象に、仮称・札幌駅交流拠点まちづくり計画を策定する考えだ。
また、長年塩漬け状態にある、北４西３街区の旧札幌西武跡地を所有する家電量販
店大手ヨドバシカメラ（本社・東京）も札幌市の呼び掛けに応じ、ようやく同じテーブ
ルで議論する可能性が出てきた。これも30年度末の北海道新幹線の札幌延伸や、26
年の五輪招致を見据えた札幌市の計画に触発された動きといえる。
秋元克広市長は「オリパラ招致は50年先のまちづくりを見据えた一つの通過点」と
言い切る。「道都再生」を契機に、障害の有無や国の違いを問わず、多くの来街者を迎
えられるようハード・ソフト両面で磨きをかければ、道内経済は再び息を吹き返し、
札幌市が世界の「サッポロ」として日本を牽引することになる。



◎女性技術者活躍に向け、あらたな支援策を
　―主要発注機関で動き相次ぐ

道内の主要発注機関で、女性技術者の活躍支援に取り組む企業に対する優遇措置を
講じる動きが相次いでいる。札幌市では人材育成型総合評価で女性技術者を活用して
いる企業への加点措置を2015年度からスタートさせ、来年度も継続する方針だ。北
海道開発局や道でも、総合評価や資格審査などで支援策を新設する。
建設業界で人材確保・育成が重要なテーマとなる中、女性技術者を積極的に活用し
ている企業を優遇することで、女性技術者の定着や拡大を実現させ、深刻さが増して
いる担い手確保の一助とすることを目指している。
札幌市では、15年度に人材育成型総合評価で女性技術者を活用している企業への
加点措置をスタートさせた。16年度は配点を引き上げたほか、満30歳未満の資格保
有者を3年以上雇用している場合に加点する「資格保有者の育成状況」という項目を追
加。また、若手・女性技術者の現場代理人従事経験も幅広く評価している。17年度
についても、これらの施策を継続する方針だ。
国土交通省では、政府の「すべての女性が輝く社会づくり本部」がことし３月に決定
した取り組み指針に基づき、直轄工事の総合評価方式でワーク・ライフ・バランス（Ｗ
ＬＢ）推進企業に加点措置を与えることを決定し、11月16日付で北海道開発局など
に通知した。

対象は、一般土木工事、建築工事、
港湾土木工事のＡ等級のうち、政府
調達協定（ＷＴＯ）の適用工事。厚生
労働省の「えるぼし認定」「くるみん・
プラチナくるみん認定」「ユースエー
ル認定」を受けた企業に一律１点を
加点する。
また、道では2017・18年度競争
入札参加資格審査について、主観点
となる技術・社会点の中で、女性が
活躍できる雇用環境整備などの取り

組みを促進するため、「女性の活躍支援」の評価項目を新設し、最大6点を与えること
を決定した。
建設部が11月１日に開かれた道議会建設委員会に報告した。具体的には、女性活
躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定して届け出た企業に３点、経済部が16
年度に創設した「北海道なでしこ応援企業認定制度」に基づく認定企業にはさらに３点
を与える。同制度については、11月１日現在で40社が認定を受けていて、そのうち
35社が建設業となっている。

女性技術者活用の動きが進んでいる



◎新さっぽろ駅周辺再開発/複合施設や大学を構想
札幌市が再開発事業を公募している新さっぽろ駅周辺の副都心で、道外のデベロッ
パーやゼネコンなどの共同体と、大手商社や流通企業による共同体など複数のグルー
プが大規模再開発に乗り出す意向を示していることが分かった。それぞれ市営団地が
あった約3.9haのＩ街区に医療、商業などの複合施設、約1.6haのＧ街区に大学の誘
致を構想しているもようだ。市は、2017年３月中旬に事業者ヒアリングと審査を実
施し、同下旬に土地売却先を決める。

売却対象となるのは、厚別
区厚別中央１条６丁目ほかの
市営住宅下野幌団地跡地と、
隣接する札幌副都心開発公社
の所有地から成るＩ街区、青
少年科学館西側の厚別中央１
条５丁目の敷地Ｇ街区。これ
らの最低売却価格は総額57
億5,250万円に設定した。
札幌市は、「健康」「食文化」

のまちづくりコンセプトに基
づいて、Ｉ街区は商業中心、
Ｇ街区は文化・教育中心の機
能集積を求めている。

事業者名や詳しい事業計画は明らかにされていないが、Ｉ街区は複数の病院を集積
するほか、商業施設、ホテルなどを配置し、医療ツーリズムを展開してインバウンド
（訪日外国人）の増加につなぐ提案がされている。関係者によると、全施設の規模は延
べ９万㎡超に上る見通し。別のグループは、大型商業施設の可能性を探っているようだ。
Ｇ街区については、各グループとも医療関連の大学を配置する方向で動いていると
みられる。
周辺ではＪＲ新札幌駅と地下鉄駅に直結する新さっぽろアークシティが大規模改装
を進め、サンピアザやデュオ、イオン新さっぽろ店、カテプリが11月から順次リニュー
アルオープンしている。Ｉ・Ｇ街区の再開発で、さらなる相乗効果を期待する関係事
業者らの声も多い。
イオン新さっぽろ店を運営するイオン北海道の星野三郎社長は11月の同社事業説
明会で、Ｉ街区の再開発について「相当なインパクトのある新しいまちに生まれ変わ
る予感がする」と言及。厚別区全体の活性化に発展するとの期待感を示した。
2017年１月に事業提案の応募申し込みを受け、３月中旬に大学教授らで構成する

審査委員会が事業者ヒアリングなどを実施し、同下旬に事業者を決定する運びだ。

大型開発が動き出すＩ街区周辺
(ホテルエミシア札幌から撮影)



◎丘珠空港活用へ期待/北海道と札幌市が検討会議を開催
北海道と札幌市は、市役所本庁舎で丘珠
空港の利活用検討会議を開いた。この中で
有識者からは滑走路延長などで空港の利活
用につなげるべきとの指摘が相次ぎ、〝稼
げる空港〟への期待の高さをうかがわせた。
両者が2017年度末にまとめる利活用の在
り方で、これらの意見を踏まえ、どこまで
踏み込んだ内容とするかが注目される。
この会議では、空港民営化や航空機の技術革新といった環境変化を踏まえ、丘珠の
課題、役割などさまざまな観点から実務者レベルで定期的に検討し、利活用策を練る。
これまで道と市だけで協議してきたが、幅広い意見を得ようと、今回初めて有識者、
空港関係機関の担当者を招いた。
北大工学研究院の田村亨教授は「丘珠が稼げる空港であることを前提に共用空港問
題や騒音問題を解決していくべき」と発言し、公益事業を市場の効率性に委ねること
も柔軟に考えるべきと提起。北都交通の渡辺克仁社長はバス事業者の立場から、吹雪
で千歳が欠航しても丘珠が使えれば空の便の安定性が高まるとし「丘珠が都心アクセ
ス道路や北海道新幹線と同時並行的に整備できれば札幌の宝物になる」と指摘した。
丘珠空港は、道が2020年を目標とする第１弾の空港民間委託の枠組みには盛り込
まれなかったが、札幌都心から約６㎞と近く利便性が高いことから、今後の活用方策
が期待されている。

◎伏古団地建替は17年度に実施設計/Ｃブロック3棟公告へ
札幌市都市局は、2017年度早々にも伏古団地建て替えの実施設計を公告する方針
だ。予算獲得が前提となるが、建設する新１－３号棟と解体する現17,18号棟の設計
一本化も検討している。
伏古団地は18棟690戸で構成。建て替えに当たり、基本計画では１－６号棟をＡ、
７－10号棟をＢ、11－18号棟をＣとブロック分けし、Ｃ、Ｂ、Ａの順で施工する。
Ｃブロックは東区伏古３条３丁目に位置。このうち初弾工事では敷地南側の17,18号
棟を解体し、新１－３号棟を建設する。解体は2018年度、新住棟建設は18－19年
度の施工を予定。規模はいずれもＲＣ造、５階、延べ約3,000㎡を見込む。
同局では、着工などについては、これまでの市住建て替えと同時期になるものと想
定。本年度の東雁来団地３号棟新築主体は６月に公告、７月に入札した。初弾工に続
き、2020年度は敷地北側の11,12号棟を解体し、20－21年度に新５－７号棟を建設。
22年度は中央部の13－16号棟を解体し、22－23年度で新４、８号棟と集会所を
建設する計画だ。実施設計は、いずれも対象号棟の着工前年度に進める考えだ。

滑走路延長が利活用の を握る



◎建設業チャレンジ支援センターが第５回勉強会を開催
　―労働保険と社会保険を基礎から学ぶ

建設業チャレンジ支援センターは11月22日、帝国データバンク札幌支店で2016
年度第5回勉強会を開いた。テーマは「学ぼう！社会保険の基礎知識」。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て、社員入社時の各種保険手続きの進め方
やマイナンバーの対応実務、雇用支援の助成金などについて理解を深めた。

札幌市内の建設会社から13人が
参加した。社内で新たに総務・管理
部門を担当する参加者が多く、労災
保険と雇用保険(労働保険)、健康保
険と厚生年金(社会保険)について、
行政窓口の違いなど初歩から学ん
だ。
森永氏は、従業員採用時の保険手
続きの期限として「雇用保険は翌月

10日までに」、「健康保険と厚生年金保険は5日以内に」というルールを説明。「手続
きに必要な書類をあらかじめ伝えておいて、入社日までに提出してもらうと良い」と
勧めた。また「マイナンバー確認書兼継続利用の承認書」や「機密保持誓約書」なども入
社時に揃えておくべき書類として挙げた。
マイナンバー対応に関しては、Ｑ＆Ａ事例を示しながら「廃棄するのは社員退職の
７年後。退職年ごとに廃棄予定の承認書等をファイルし、年に1回廃棄する」、「従業
員が数十名規模であれば、紙ベースのアナログ管理が流出のリスクも低く、お勧め」
などとアドバイスした。
パート・アルバイトの社会保険については、「従業員500人以下、1週間の所定労
働時間が平均30時間以上、月給10万円」のケースでかかる社会保険料の金額と会社
負担額を例示し、季節労働者を通年雇用した場合に活用できる「通年雇用奨励金」や、
「キャリアアップ助成金」、「キャリア形成促進助成金」など雇用支援に関する厚生労働
省の助成金メニューを紹介した。
建設業チャレンジ支援センターは、さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会の
委託を受けて帝国データバンクが運営している。建設業経営に関する相談に無料で応
じているほか、セミナー・勉強会も順次開催している。
12月以降に開催する勉強会の日程とテーマは、12月14日「工事原価管理の進め
方」、21日「人材確保に向けた労務管理」、1月18日「人材育成と新規事業」の3回。い
ずれも会場は帝国データバンク札幌支店(中央区南2西9-1-17)6階会議室、時間は15
時から17時まで。参加無料、定員は10人で、事前の申し込みが必要。申し込み・問
い合わせは同センター事務局、電話０１１( ２０９) ３６１１まで。

社会保険のルールと手続きのポイントを学んだ



◎ＮＥＸＣＯ東日本道支社らが「命の道」を24時間で復旧
　―プロフェッショナルの気概が大動脈をつなぐ

８月に本道を襲った一連の台風による豪雨災害は、各地に大きな爪痕を残した。中
でも、道央圏と十勝圏を結ぶ主要交通網は、国道、高規格幹線道路、ＪＲとも通行止
めになった。「命の道」が寸断されたことで、十勝圏の社会経済は大混乱の危機に直面
した。不安や焦りが押し寄せる中、道東自動車道を管理する東日本高速道路北海道支
社と建設業者は、復旧工事に取り組み、約24時間という驚異の早さで開通を果たした。
８月31日未明、パトロール中に大規模な崩落があることが判明した。午前５時、
日の出を待って十勝清水ＩＣから狩勝第２トンネルに向けて復旧部隊が出発した。し
かし、法面の崩落や道路を覆い尽くした冠水が行く手を阻んだ。一つ一つこれらを処
理しながら、約５㎞の道のりを進んでいった。
トンネルの帯広側坑口にたどり着いたときは既に午前７時。通常なら30分もかか
らない距離に、約２時間を要した。到着した先では、坑口を覆い隠すほどの膨大な土
砂が待ち構えていた。

山肌から崩落した土砂の総量は推
定１万5,000㎥。このうち5,000㎥、
長さにして帯広側坑口から新得沢川
橋まで約60mの土砂がなだれ込ん
だ。さらに、土砂が坑口の周りをせ
き止め、崩落で生じた沢の水が注ぎ
込んだため、トンネル坑内は深さ
1.5m、長さ約100mにわたって水
没もしていた。
中村克彦帯広管理事務所長はこと

し７月に赴任したばかり。これほど大規模な災害は初めての経験だった。しかし、す
ぐに道路管理者としての使命が覚醒する。迷いはなかった。「やるべきことは決まっ
ている。全力で取り組んで、道を開ける」
土砂の崩落によって法面の基盤となる岩肌がむき出しになった。道支社の防災対策
室と連絡を綿密に取り「土砂はもう落ちるだけ落ちた。２次災害の危険は低い」と判断
し、午前８時の復旧には、水混じりの土砂や流木、転石を根気強く搬出するのが最良
の手段だった。土砂を少しずつかき出し、坑内にたまった水を慎重に排出しながら、
トラックで土砂を運搬していく。２次災害に留意しながら、必死の作業が続いた。作
業開始から９時間半たった午後６時。一車線分の土砂を処理し、まずは緊急輸送路を
確保した。しかし彼らの戦いは夜明けまでさらに続いていく。

土砂で埋め尽くされた狩勝第2
トンネルの坑口部



一刻も早い開通が至上命題
一車線分の緊急輸送路を確保してからは、帯広と夕張の両側から復旧に取り掛かっ
た。日の出前の午前４時開通をめどに、現場の全作業員、道支社の防災対策室や帯広
管理事務所に詰める全社員が「１秒でも早く開ける」という気概を持って夜通し復旧に
取り組んだ。しかし、泥水や転石、流木の混じり合った大量の土砂によって、作業は
難航を極めていた。９月１日午前２時５分。「４時開通は無理」。中村克彦帯広管理事
務所長は道支社内の防対室に告げた。
報告を受けた防対室に一瞬、沈黙が落ちた。総指揮を執っていた三井康洋道路事業
部長（当時）をはじめ、防対室に詰めていた社員一同は途方に暮れた。午前４時には開
かない。ならば、いつ開けられるのか。防対室での打ち合わせは沸騰した。怒号も飛
び交った。当時、狩勝峠も日勝峠も通行止めになり、十勝圏への幹線道路が完全に遮
断されていた。「唯一開通の可能性があるのはここだけという非常事態」を迎え、一刻
も早い開通が至上命題だった。
「物資輸送や経済活動を担うインフラとして、絶対に守り抜くことがあった」。現場
も防対室も、同じ気概を持っていた。午前２時40分、午前８時に開けると決断した。
作業も終盤、排水後の坑内は泥が路
上を覆っていた。まるで浸水被害の跡
のようだった。考え抜いた結果、決断
したのは除雪車の導入だった。除雪作
業と同じように、プラウを使って路上
の泥を坑口まで押し出していく。それ
でもかき出せない分は、坑内に備え付
けられた消火栓を使って水で吹き飛ば
した。「あるものは全て使う」。開通目
標時刻は、目前に迫っていた。
９月１日午前８時。夜通しの作業で
土砂量約3,600㎥、ダンプにして854
台分を搬出し、ついに２車線を確保した。高速警察隊が先導し、復旧したその道を走
り抜けた。同日、ＳＮＳ上では道東道の迅速な復旧に多くの歓声と驚きの声が上がっ
た。「利用者の方の声で、やっと喜びがこみ上げた」と中村所長。三井部長は「現場と
みんなを信じた結果だ」と誇らしげに笑う。
ネクスコメンテナンス北海道や災害協定を結んでいた宮坂建設工業、道路工業、協
力会社の田村建設など約200人を超える作業員が23時間半の復旧に従事した。無事
故かつ一日という早さで復旧を終えられたのは、関係者の責任感や使命感にほかなら
ない。携わった全ての人が、同じ思いで懸命に努力をしたからだ。「どんな災害が起
きて道が遮断しようとも、一刻も早く開通する」。プロフェッショナルたちの気概が、
未曽有の台風に襲われた北海道の大動脈を今もつないでいる。

24時間での開通を実現した



◎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

建設技能者の処遇に大きな影響を与える公共工事設計労務単価は、ここ３年間、１
月下旬に公表し、補正予算からの適用が定着している。2017年度の労務単価につい
ても、１月中の公表が予定されているが、引き上げ幅については、16年度が主要12
職種で7.9％増と大幅な伸びとなり、1990年代の水準に戻りつつあることから、関
係者からは小幅な上昇にとどまるのでは、との見方も出ている。
2016年度の労務単価は、主要12職種（特殊作業員、普通作業員、軽作業員、とび工、
鉄筋工、運転手（特殊）、運転手（一般）、型枠工、大工、左官、交通誘導員Ａ、交通誘
導員Ｂ）平均で15年度を7.9％上回る高い伸びを示した。
特に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、型枠大工や鉄筋工も平均を超える伸び率となり、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。
この結果、主要12職種の平均単価は17,291円と17,000円台を突破。過去最低だっ
た2011年度の12,009円と比べ44％、5,282円上昇し、ほぼ1990年代の水準にま
で回復した。　　　　　　　　　　

国土交通省・北海道開発局では、今回の公表について「過去と同様に１月下旬の公
表を念頭に作業を進めていると思う」と話す。引き上げ幅については「技能者の確保・
育成の観点からマイナスはないと思うが、一定水準まで回復していることから、昨年
度並みの増額は難しいかもしれない」との見方も出ている。
2017年度の公共工事については、大型補正がすでに成立していることに加え、昨

年８月の台風災害による大量の復旧工事が国や道、市町村で本格化する。道外でも、
東京オリンピック関連の公共工事と、民間の大型再開発事業が相次いで着工するなど、
技能者の需要は近年では突出して高まることが予想される。技能者不足を懸念する声
がすでに関係者から上がっているが、優秀な人材を着実に確保するためにも、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。



◎自らが主体的に行動し将来の業界を担う
　―女性建設技術者らによる「建設どさん娘の会」が発足

建設業で働く女性自らが主体となり、将来の業界を担う柱として自立していくこと
を目的とした「建設どさん娘（どさんこ）の会」が11月21日、発足した。代表には松尾
優子氏（苫小牧高専准教授）を選出。今後の活動として、建設業全般をテーマにした勉
強会を開催することを決めた。設立総会に合わせ、北海道開発局の今日出人局長を講
師に招き、第１回の勉強会も開催。女性技術者の活用などについて意見を交わした。
建設どさん娘の会は、建設業で働く女性技術者・技能者自らが主体となって建設業
に関わる全てをテーマに勉強会や意見交換などを行い、日頃の悩みや職場での課題解
決につなげ、参加者の知識や見聞を広めるもの。業界団体や行政に対して積極的に提
言を行うことで、女性が建設業で一層活躍できる場をつくることを目指すこととして
いる。
設立メンバーは建設会社や建設コンサル、学校関係などに従事する女性技術者ら６
人。北海道建設業協会で開いた設立総会では、代表に松尾氏、副代表に飯田百合亜氏
（岩田地崎建設）を選出。今後の活動として、外部講師を招いた勉強会の開催や、他の
女性団体との連携、女性技術者活用に関するアンケートの実施などに取り組んでいく
ことを確認した。

総会後に開いた勉強会では、今
局長とメンバーが「建設業での女
性活用について」をテーマに意見
を交換。今局長は開発局で女性技
術者の割合が年々高まっている
ことなどを報告した上で、女性技
術者がより活躍できるために、イ
ントラを活用し、女性職員の育児
体験などの情報を共有している
ことや、現場見学会の説明員に女
性技術者を活用しているといっ

た話題を紹介した。
今局長は「少子化の流れを考えると、建設業は女性がいて当たり前、という産業に
ならなければ」という考えを示し、「女性技術者には建設業のイメージを抜本的に変え
ていく力がある」と期待を寄せた。
建設どさん娘の会では、企業経営者を講師に、２回目の勉強会を来年1月中旬に開
催することにしている。会の目的に賛同する女性は原則入会自由で、男性については
サポート会員として入会することができる。問い合わせは、北海道建設業協会労務部
まで。

今局長を招き勉強会を開催した



◎サ高住2万7000戸に増設/道建設部が方向性示す
道建設部は、見直しを進めている北海道住生活基本計画の方向性を示した。2016
－25年度を計画期間とし、人口減少や少子高齢化の現状を踏まえ「きた住まいる」制
度を活用した住宅循環システムの構築や高齢者が安心して暮らせる住生活の形成など
施策の方向性を定めた。達成する成果目標としてサービス付き高齢者向け住宅（サ高
住）を２万7,000戸に増やすことなど設定した。
住生活基本計画は、住生活基本法に基づき、都道府県が定める10カ年の計画。国
の全国計画に合わせて５年ごとに見直している。道は2006年度に策定し、11年度
に内容を改めた。新たな計画では、人口減少・少子高齢化や住宅ストックの余剰・老
朽化などを課題に挙げ、新たな住宅政策の方向性と目標を設定。施策の方向性として、
若年世帯や子育て世帯、高齢者が安心して暮らせる住生活の実現、住宅関連産業の振
興などに加え、新たに「きた住まいる」制度を活用した新たな住宅循環システムの構築、
建て替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新、空き家の活用・
適正管理の推進などを盛り込んだ。
2025年度までに達成する成果目標として、子育ての誘導居住面積水準達成率を現

在の44.6％から50％に引き上げるほか、サ高住を１万5,408戸から２万7,000戸に
大幅増設。ユニバーサルデザインの視点に立った公営住宅の整備戸数割合を5.8％か
ら11％に改善し、断熱気密設計工技術者の登録数を1,721人から2,000人程度に増
強、まちなか居住の公営住宅ストック数を4,321戸から8,500戸に増やすとした。委
員の意見を参考に素案を作成し、パブリックコメントを経て年度内に決定する。

◎円滑化会議などに専門工事会社も参加/道開発局
北海道開発局は2016年度下半期の発注工事から工程調整会議や設計者を含めた３
者会議、工事円滑化会議などに専門工事会社が参加できる取り組みを試行する。発注
者と元請け、下請けが全体の工程に影響が大きい工種や特殊工法を担う専門工事会社
と工程を情報共有できるようにする。
これまで工程調整会議などは、発注者と元請け会社が中心となって開催。今後は、
専門工事会社を含む下請け会社を交えることで会議が効率的に進むほか、専門工事会
社の技術力をより現場に生かすことができると期待される。具体的には、全体工事の
工程に影響を与える工種、基礎工や法面工などの特殊工法、その他重要事項に関する
ことを担当する工事が対象。３者会議、工程調整会議、工事円滑化会議などに専門工
事会社が参加できるようになる。専門工事会社が多い場合は職長の代表のみの参加を
想定。工事終了後には発注者、元請け、下請けにアンケートをし、効果を検証する。
こうした取り組みは、国土交通省が開発局と地方整備局に通知した直轄工事の
2016年度下半期の発注方針に盛り込まれている。開発局は、今後入札手続きを開始
する2016年度補正予算関連工事や翌債工事から試行する考えだ。



◎京王電鉄が札幌駅北口にホテル新設/17年6月着工へ
京王電鉄（紅村康社長）は、2017年６月にも
札幌駅北口で計画するアッパーミドル層（準高級
層）向けのホテル新設に着工する。規模は、地上
17階、延べ約１万5,800㎡で359室を設ける予
定。18年度以降のオープンを目指す。
同社は今年４月末、北区北８条西４丁目11の
１ほかの敷地1,573㎡をサンケイビル（本社・東
京）から取得。敷地には化粧品販売の北海道アイ
スターが使用していた建物が残っており、この建
物を挟んで北と南側にコインパーキングがある。

新ホテルはＳ一部ＲＣ造、地下１地上17階、延べ１万5,800㎡の規模で計画。客室
面積は18－24㎡程度とし、駐車場も完備する予定だ。現在、設計を東急設計コンサ
ルタントが進めている。施工業者について同社担当者は未定としているが、詳細設計
と建設を一括する「デザインビルドの採用も視野に入れている」と話す。

◎住友不動産が伊藤邸跡地に賃貸マンション建設
住友不動産北海道支店（松田昭支店長）は、同社で道内初となる超高層大規模賃貸マ
ンション開発を中央区北５条西８丁目で進めている。規模は地上30階建て、延べ約
４万2,000㎡で、337戸を設ける計画。施工は主体、設備一括して伊藤組土建が担い、
2019年２月下旬ごろの完成を目指している。
計画によると、ＲＣ造、地下１地上30階、延べ４万2,262㎡の規模で構想。総戸
数は337戸を想定する。高さは約100ｍ。駐車場はタワー型の立体駐車場で243台
分を確保する見込み。現地では地下工事が進行中。建設地は北大植物園北側で、原生
林保全部分などを除いた伊藤義郎氏（伊藤組土建名誉会長）の邸宅跡地を活用する。設
計は北海道日建設計が担当した。

◎Ｓタウン管理組合のMS大規模修繕は建装工業に決まる
Ｓタウン管理組合（西堀元朗理事長）は、公募していた同マンション大規模修繕の施
工業者に建装工業を選定し、このほど契約を結んだ。2017年４月から屋上防水や塗
装改修などの工事に取り掛かる予定だ。
今回で２回目の大規模修繕となり、外壁のタイル、塗装改修、屋上、バルコニー防水、
シーリング、外部鉄部塗装などを2期に分けて施工する。工事監理はアーバンプラン
ニングが担う。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、Ａ、Ｂ、Ｅ、Ｆ、Ｇ棟は1993年、Ｄ棟
は94年、Ｃ棟は97年にそれぞれ完成。７棟の総延べ床面積は５万7,796㎡に上る。

ホテル建設予定地には北海道ア
イスターの建物が残る



◎芝浦一丁目建替計画　20年度に１期着工　NREG東芝不と野村不
　―2棟58万㎡の高層建築物

ＮＲＥＧ東芝不動産（東京都港区）と野村不
動産（同新宿区）は「芝浦一丁目建替計画」とし
て、東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）竹芝
駅周辺の敷地約4.3haに事務所・ホテル・住
宅・商業施設などを配置した2棟延床面積約
58万㎡の高層建築物を新築する。第1期（Ｓ
棟）工事を2020 ～ 23年度、第2期（Ｎ棟）工
事を25 ～ 29年度に実施し、30年度に施設
全体を供用する計画だ。
事業対象区域は浜松町ビルディングやスリーワンプラザ、東芝浜松町ビルなどがあ
る一角で、港区芝浦1ノ1ノ1他の約4.3ha。周辺開発と連携した水辺のにぎわいの
創出や、舟運の活性化、先端水素技術の発信を視野に入れつつ、観光・ビジネス交流
拠点を整備する。
新築する建物はＳ棟（地下5階地上46階建て）とＮ棟（地下5階地上47階建て）の2

棟で、二つの建物を低層棟（地上2階建ての商業施設）で連絡する。高層棟にはいずれ
もオフィスや商業施設、駐車場（約1,300台分）などを配置。Ｓ棟の上層階にホテル、
Ｎ棟の上層階に住宅約350戸を整備する。
工事は2期に分けて段階的に実施する計画で、2020年度に着手する1期で敷地南
側のスリーワンプラザを解体し、23年度末の工期でＳ棟を建設する。24年度に引っ
越し作業を行い、25年度に2期として浜松町ビルディングや東芝浜松町ビルの解体
を開始。跡地にＮ棟を整備する。
ＮＲＥＧ東芝不動産と野村不動産は、工事に先立ち東京都に環境影響評価調査計画
書を提出した。国家戦略特区内での事業として2017年度の都市計画決定を目指して
いる。調査計画書の作成は日建設計（東京都千代田区）が担当した。

◎政府　法定福利費の減額調整　建設業法違反の恐れ
政府は11月22日、工事請負契約で法定福利費の不当な値引きや工事費との減額調
整が行われた際の行政指導に関する答弁書を閣議決定した。答弁書では、こうした行
為が建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」に当たる恐れがあり、建設
業許可部局が書面による指導を行う対象となると記載。加えて、建設業法19条の3
に違反した元請けを許可部局が公正取引委員会に対し、独占禁止法に基づく指導・勧
告も要請できるとした。

芝浦一丁目建替計画



自由党の青木愛参院議員の質問主意書に答えたもの。国土交通省のアンケート調査
（2015年11月時点）によると、法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書）を提
出した結果、法定福利費を減額された下請けは6.5％、法定福利費は減額されなかっ
たものの、見積総額を減額された下請けは36.7％あったという。
答弁書では、請負金額が必要な原価を満たさず、下請けの元請けに対する取引依存
度が高ければ、不当に低い請負代金を禁止する建設業法第19条の3に違反する恐れ
があると記載。その上で、こうした行為に及んだ元請けには、建設業許可部局が書面
で行政指導を行うことになると明記した。
さらに、元請けが建設業法19条の3に違反している事実が確認されれば、公取委
に独禁法上の指導・勧告を行うよう要請できるとしている。
主意書ではこの他、2017年度以降、社会保険に加入していない作業員の現場入場
を制限するよう求めた「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が、民間工事
にも適用されるかを質問。答弁書では、ガイドラインが公共工事・民間工事を問わず、
作業員に適切な保険に加入するよう求めていると回答した。

◎2020東京五輪　有明体操競技場　205億円で清水が落札
　―工期60日短縮を提案

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、設計・施工一括発注に
よる技術提案型総合評価方式で「有明体操競技場新築工事」の落札者を清水建設（東京
都中央区）に決めた。落札金額は205億2,000万円（税込み）で落札率は79％。入札に
は清水建設と鹿島（東京都港区）の2者が参加し、価格・技術点のいずれも清水建設の
評価が上回った。工期を60日短縮する落札者の提案も採用された。
入札金額は、予定価格259億6,320万円に対し、清水建設が205億2,000万円、鹿
島が241億560万円で、清水建設の入札金額が鹿島の入札金額を大きく下回った。
組織委員会が要求する性能・機能・技術に関する技術提案とＶＥ提案に対する技術
点は、清水建設が117.65点、鹿島が116.5点とわずかに清水建設の評価が高かった。
建物外周と競技エリアの同時施工、妻側外周鉄骨の先行施工などにより、60日間の
工期短縮を提案した他、許認可対応する部会の設置などのサポート体制などが評価さ
れた。
有明体操競技場は、オリンピックの体操・新体操・トランポリン、パラリンピック
のボッチャの会場として利用する。江東区有明1ノ7ノ4の敷地約10万㎡に、鉄骨
一部木造3階建て延べ3万6,800㎡の主競技場と、鉄骨造平屋400㎡のウォームアッ
プ棟を建設する。
11月中に開く理事会の承認を経て、清水建設と契約を結ぶ。工期は同社の提案を
踏まえて60日間短縮し、2019年10月25日までとする。大会終了後は東京都が10
年程度の間、展示施設として利用するため、改めて改修工事を行う。

（以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部）




