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「札幌市や協議会事業を通して
誰もが安心して暮らせる街を目指します」

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会　代表　札幌市長　秋元克広

札幌市では、これまで増え続けてきた人
口が、数年のうちには減少に転じるといわ
れており、全国的には人口減少が加速して
いくことが見込まれています。
1972年の政令指定都市への移行や、冬季
オリンピック札幌大会の開催を契機に、地
下鉄や道路など都市基盤の整備が急速に進
められた一方、近年では老朽化が進み、施
設等の大量更新の時期を迎えています。今
後は、北海道新幹線の札幌延伸を見据えて、
街の魅力と活力を高め、国内外から人・モノ
を呼び込むことで、働く場の確保につなげ
ていく取組が重要であると考えております。

建設業界におかれましては、人材不足や若者の定着に苦慮されている現状に
加え、冬期の仕事の確保が難しいために、季節雇用を余儀なくされている事業
主の方も少なくないと存じます。
国では、季節労働者の通年雇用化を支援するため、2007年に通年雇用促進
支援事業をスタートさせ、当協議会が委託を受けて実施しております。
当協議会は、（一社）札幌建設業協会や札幌市等で構成されており、事業主の
皆様に対しては、専門家を無料で派遣し、人材育成や経営改善等の相談に応じ
ているほか、季節労働者に対しては、個別にサポートを行いながら求職者と企
業のマッチングを支援しております。
こうした、当協議会の各種事業をご活用いただくことで、事業主・季節労働
者の皆様の一助となれば幸いです。今後とも、札幌市や当協議会の事業を通し
て、誰もが安心して暮らし、生涯現役として活躍できる社会の実現を目指して
まいりたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

秋元克広代表



「助成制度などを幅広く活用して欲
しい」と呼びかける支援員

◎人材確保・育成を目指す企業を幅広くサポート
 　―発足から10年迎えた協議会、役割一層重要に

札幌市域における建設技能者の人材は、民間大型プロジェクトの活発化などにより、
慢性的な不足状態が続いている。各企業では人材の確保を経営上の最重要課題として
位置付け、積極的に取り組みを進めているが、専門工事業界の人手不足は『慢性化』し
つつあるのが現状だ。人材確保に効果的な通年雇用に対する関心も高く、札幌市域の
ここ数年の通年雇用助成金の利用者数は、高い水準で推移している。札幌市域におけ
る、通年雇用の実態と意義を、通年雇用助成金などの関連制度利用事業主の声ととも
に紹介する。
北海道における季節労働者の現状は、積雪寒冷地による施工時期の制限に加え、
2006年度には雇用保険特例一時金の給付日数削減などにより、非常に厳しいものと
なっていた。厚生労働省では季節労働者を支援し、通年雇用化を促進する委託事業を
制度化した。その受け皿として、札幌市域では、07年８月に札幌商工会議所、一般
社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部、一般社団法人札幌建設業協会、連合北海
道石狩地域協議会、北海道および札幌市の６団体で構成する「さっぽろ季節労働者通
年雇用促進支援協議会」が発足した。
発足から10年目を迎えた協議会では、季節労働者の就労相談、セミナーや合同企

業説明会などを実施するとともに、建設業
チャレンジ支援センターや雇用促進支援員
が事業主らに対して、きめの細かいアドバ
イスや制度活用などを提案してきた。
2016年度の札幌市域の建設市場は、15
年度に続いて、民間設備投資が市場を支え
てきた。住宅系では賃貸マンションが大幅
に伸び、分譲マンションも堅調に推移。外
国人観光客の増加などを受けてホテルの建
設ラッシュも続いている。
好調な建設投資の一方で、人材不足問題

が深刻化している。市域内の事業所を訪問し、経営者と直接話している支援員からは
「『募集しても反応がない』など専門工事業界の人手不足は慢性化していると感じる」
―など、現状の厳しさを伝える声が寄せられる。一方で「合同企業説明会などに積極
的に参加し、自社を熱心にＰＲし、人材を何とか確保しようと取り組む企業も多い」
と語る。協議会では「各種経営相談や助成金等支援制度の活用など、経営全般に関わ
る支援を幅広く実施している。６月には建設業チャレンジ支援センターも開設する。
支援員が訪問した際には、遠慮なく相談し、さまざまな支援・助成制度を気軽に活用
してほしい」と呼び掛けている。



◎通年雇用助成金活用企業インタビュー
　従業員の環境整備は経営者の務め　池添商事社長　池添裕之さん

「公共工事では協力企業に対しても職員の社会保
険加入を求める動きが強まっているが、法面保護や
緑化を手がける当社としては、積雪寒冷地の北海道
ではどうしても３－５月で仕事があいてしまう。経
営者としての自助努力には限界がある中、（助成金
のような）制度が通年雇用を後押ししてくれた」。
栽培芝の生産、植栽・造園、法面保護（フリーフ
レーム工）などを手がける会社はことし創業48年
を迎え、自身は2004年12月から社長として荒波
にもまれながら屋台を守り、2014年からは北海道
芝生生産者協同組合連合会の会長に就任した。か
つて業界は牧草芝を中心に生産していたが、現在
は連合会加盟各社が適切な種を配合して提供する栽培芝が主軸。特に近年、維持管
理コストを抑える矮性(わいせい)土工芝のニーズが高まっている一方、外来生物問
題により配合種の再考が求められるなど、“芝生”を巡る環境は時代とともに変わり
つつある。道内の芝生供給団体の代表として、各方面との協議に回るなど多忙な日々
を送る。
自社の社員は職員14人と作業員２人で、ことし１月から作業員を職員として助成
金を活用して通年雇用化した。
北海道の場合、ゼロ国債工事であっても初動は５月連休明けから。植栽・法面工事
は８月から着手することも珍しくない。「年度末にかけて仕事は確保できるが、３月
以降はどうしても手薄になる」。加えて「発注者の意向はそのまま末端に下りてくるが、
法定福利費を算定して元請けに提出しても満額回答は得られない。他の業種ほど（経
営環境が）改善したとは思っていない」。それでも「時代の流れであるし、従業員の環
境整備は経営者の務め」と通年雇用に踏み切った。「助成金ありき、ではないが（通年
雇用促進支援）制度が移行のハードルを下げてくれた」と評価する。
社内では“若手”が40歳台。仕事は道内だけにとどまらず東北や北陸など国内各地
に広がり、一度出張すると数ヶ月単位で自宅に戻れない事もしばしば。若い世代の応
募が皆無に等しく、業界内では「やっと入社しても1週間でいなくなった」「最初に帰
るのが若手」等の嘆息が行き交う。「人材の育成確保が重要課題だとは認識しているが、
建設業全体も人手不足の中でわれわれに目を向けてもらう特効薬はない。現状では日
曜日を休日に設定し、道内出張でも事情が許せば自宅から通えるようにしているが、
それでも若者の要求とのギャップがあるということだろう」。危機感は常にあるが「地
道な努力を重ねるしかない」打開策を模索する日々がつづく。



◎新さっぽろ駅周辺など大型再開発が始動、ホテル建設ラッシュも
　―札幌市内の民間大型プロジェクトダイジェスト

2017年度に札幌市内で大規模再開発やホテル建設など、大型プロジェクトが相次
いで始動する。札幌市がプロポーザルで提案を求めていた、新さっぽろ駅周辺地区Ｇ・
Ｉ街区公募提案型売却の最優秀提案者は、代表を大和ハウス工業札幌支店とする６者
の事業者に決定し、商業・宿泊・医療機能を持った複数の施設を建設する大規模再開
発がスタートする。また、札幌市中心部でも再開発事業やホテル建設などが本格化。
札幌のまちが大きく変貌しようとしている。
新さっぽろ駅周辺の売却対象地は、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街区と、青少年科学
館西側に位置する同厚別中央１条５丁目のＧ街区。面積は合わせて5.5 。「健康」「食
文化」というまちづくりコンセプトに基づき、市はＩ街区に商業中心、Ｇ街区に文化・
教育中心の機能集積を求めていた。
両街区の事業者は大和ハウス工業札幌支店と、大和リース、新さっぽろ脳神経外科
病院、新札幌整形外科病院、北海道ファーマライズ、記念塔病院で構成する。また、
大和ハウスグループのほか、ドーコン、大成建設、北大がコンソーシアムの一員とし
て参画し、再開発の推進に当たる見通しだ。売却価格は44億2,950万円。
施設計画によると、Ｉ街区は商業・宿泊・住居・医療機能で構成し、延べ12万
503㎡の規模。施設ごとに見ると商業が地下１地上５階、約700台分の立体駐車場を
含めて延べ4万8,702㎡、ホテルが地上13階、延べ1万3,068㎡、高層分譲マンショ
ンが地下1地上31階、約200台分の立体駐車場を含めて延べ2万9,296㎡、医療施
設は4施設で延べ2万9,437㎡とし、それぞれの施設を空中歩廊で結ぶ。2022年4月
の開業を目指す。

一方、駅南側のＧ街区は、大学と産学連携施
設で構成し、両施設で延べ２万835㎡を想定。大
学については、学校法人札幌学院大学が分校舎
の建設を検討している。
青少年科学館西側の厚別中央１条５丁目の敷
地約1.6 を取得して新設する計画。施設は地上
６階、延べ１万2,176㎡の規模で本校舎の学部と
は別に文系学部を新たに設置する考えだ。さら

に、新校舎に隣接した場所に道外の学校法人が看護学部の進出を検討しており、同大
と調整を進めている。いずれも開校は2021年4月を予定している。
審査委員会の講評では代表者の再開発事業実績をはじめ、商業・先制医療機能を持

産学連携施設等で構成するＧ街
区イメージパース



たせるＩ街区と大学施設のＧ街区連携による人材育成や産学連携が選定のポイントと
なり、中でも大学との協力による先制医療機能は、産業誘致やまちづくりに寄与する
などと評価された。
ＪＲ苗穂駅周辺でも大型プロジェクトが始動
新さっぽろ地区以外でも、大型再開発事業の本格化やホテル建設が相次ぐ。北４東
６周辺地区市街地再開発組合は３月25日、札幌市中央区の現地で第１種市街地再開
発事業の起工式を開いた。関係者130人が出席し、総事業費340億円を投じる大型
開発の安全を祈念するとともに、創成東地区での開発連鎖に期待を寄せた。
この再開発は、北海道ガス札幌工場跡地を含む一帯で展開するもの。施設規模は１
工区の北西街区と南街区、２工区の北東街区を合わせて延べ約７万7,540㎡。「北西
街区」では、地上４階、延べ約１万4,720㎡の市の中央体育館移転改築や駐車場、地
域冷暖房施設を新築。「南街区」は275戸を供給する21階建ての共同住宅と商業施設
からなり、「北東街区」は医療・福祉施設、スポーツジムなどで構成。2020年度の全
体完成を目指す。
施工はフジタ・岩田地崎建設・田中組共同体、設計はフジタ・北海道日建設計共同
体が担当。事業協力者は大和ハウス工業・住友不動産・大京共同体。昨年から既存建
物の解体工事を推進。17日付で権利変換計画認可を受け、北西街区と南街区からの
着工にこぎ着けた。

　
一方、ＪＲ苗穂駅の移転改築に伴う駅北口西地区開発事業も具体化の動きを見せて
いる。大京と住友不動産が施設配置などのプランニングを実施。３地区に分けて整備
し、地上28階の高層マンション、サービス付き高齢者住宅、商業施設などをそれぞ
れ建設する計画だ。2018年度の工事着手を目指している。
苗穂駅北口西地区事業は、札幌市東区北５条東10、11丁目周辺のＪＲ北海道研修

センター跡地約1.4 の敷地を利用した再開発。ＪＲ北海道の事業パートナーに選定
された大京と住友不動産がプランニングを担い、集合住宅Ａ、Ｂ地区と商業・業務地
区の計画を練っている。
Ａ地区に計画するマンションは28階、延べ３万7,388㎡で約310戸となる見通し
で、高さ90mとなるもようだ。その西側に配置する同Ｂ地区では、サービス付き高

340億円を投じる大型事業がスタート ＪＲ苗穂駅北口西地区開発事業も具体化



齢者住宅を構想し、規模は約160戸、11階、延べ１万2,088㎡を計画。地区北側の商業・
業務地区に建設する商業施設は３階、延べ2,232㎡をそれぞれ見込んでいる。
Ａ地区のマンション開発は両社が担当するが、Ｂ地区と商業・業務地区の建設、運
営者などは調整中。2017年度は各地区の実施設計や研修センター（ＳＲＣ造、５階、延
べ約1万4,000㎡）の解体を進め、18年度にも着工する。完成は20年度となる見通しだ。
ホテル建設に道外資本の参入が相次ぐ
外国人観光客の急増などを受けて、ホテルの新増築・リニューアルも相次いでいる。
特徴は、道外資本の積極的な進出だ。
着工または計画中の主な物件では
▽福岡地所（本社・福岡）＝九州以外では初の展開となる「ホテルフォルツァ札幌駅
前」を中央区北３条西２丁目１で計画。客室数は200室程度、今夏にも着工し、2019
年春の開業を予定
▽レッドプラネットジャパン（本社・東京）＝中央区南７条西１丁目で、道内初進出
となるビジネスホテルに着工。客室数は123室。2018年夏の開業予定。同社では２
棟目の建設も計画し、中央区に用地を取得　　
▽特定目的会社のＫＲＦ64（本社・東京）＝客室数152室のホテル新築に着工。建

設地は中央区南５条西１丁目。2018年春の完成を予定
▽京阪電鉄不動産（本社・大阪）＝中央区南１条西１丁目でビジネスホテルに着工。
客室数は189室。2018年4月の開業予定
▽サンケイビル（本社・東京）＝中央区南３条西５丁目の商業ビルを全面改装し、低
価格ホテル「ＧＲＩＤＳ（グリッズ）札幌」として６月にも開業
▽日本ビューホテル（本社・東京）＝５月に旧東京ドームホテル札幌を継承し、札幌
ビューホテル大通公園として営業開始。客室の増設やブッフェレストラン新設も予定
し、10月ごろのグランドオープン予定―などがある。

札幌市中心部における道外資本の積極的な設備投資について、道外の大手デベロッ
パーは「これまで東京や大阪に集中していた投資が一段落し、次の投資先として札幌
が注目されている。新幹線開業やオリンピック誘致などの追い風もあり、今後も進出
が続くのではないか」と分析している。

札幌市中心部でホテルの増改築・リニューアルが相次いでいる



◎現地改築視野に基本計画策定
　―札幌中央区役所建て替え

札幌市は5月から、中央区役所庁舎整備の基本計画策定に入る。現地改築を基本に
中央保健センター、中央区民センター統合による複合化が可能かどうかを検討。機能
やコンセプトなど施設計画をまとめ、改築中の仮庁舎確保や整備手法、工事スケジュー
ルにめどを付ける。10月ごろの素案を作成し、年度末までに計画をまとめる考えだ。

中央区南３条西11丁目にある現在の建物
はＳＲＣ造、13階、延べ１万3,550㎡。１―
３階は庁舎機能、４階以上は都市再生機構（Ｕ
Ｒ）が区分所有する賃貸住宅となっている。
1972年の建設で老朽化が著しい上、耐震強
度も不足しているため建て替えを検討してい
る。
基本計画では、アクセス性を踏まえ現地改
築の妥当性を検証する。その上で今後開催する
ワークショップで集めた区民意見を反映しなが

らコンセプトや複合化の可否、機能を整理。規模や施設配置を概略設計としてまとめる。
規模はコンセプトや要求機能で詰めるが、敷地面積は3,953㎡、容積率400％のた

め、１万5,800㎡が最大。現庁舎は地上のみだが、利便性の配慮から駐車場や機械室
を想定した地下構造の採用も検討する。
ＵＲ側では入居者に対して2018年10月をめどとして退去を求めており、退去の
完了を待って設計など次のステップに入り、６年程度で改築を終える考えだ。

◎道内最大の郵便物流拠点「道央札幌郵便局」が４月開局
日本郵便北海道支社が建設を進めてきた道央エリアの地域区分郵便局「道央札幌郵
便局」が４月23日、開局した。１万㎡規模の巨大な「物流ソリューションセンター」を
はじめ、全国初のチルド用小包区分機、道内初の高速型大型郵便物区分機を導入する
など、道内最大の郵便物流拠点となる。
建設地は札樽自動車道雁来ＩＣ付近の札幌市東区東雁来８条３丁目２の１。敷地面
積は約５万㎡で施設規模はＰＣａＰＣ一部Ｓ造、５階、延べ６万8,000㎡。設計は日
本郵政と山下設計、施工は鹿島・岩田地崎建設共同体。４月10日竣工した。
物流ソリューションセンターは、日本郵便が通販事業者などを対象に、商品の保管から梱包、

配送までを一手に引き受けるサービス。郵便局と併設した施設は全国に８カ所あるが、道央札
幌郵便局は最大規模となる１万406㎡の営業倉庫を４階フロアに確保した。１、３階では道央
エリアを対象に郵便物やゆうパックの区分け業務を担う。新たに導入した高速大型郵便区分機、
次世代書状区分機、記録郵便物用区分機はピーク時でそれぞれ３万2,000通／時に対応する。

６年程度での改築を目指す
中央区役所庁舎



賃金の引き上げに前向き
な企業が増加した

◎賃金引き上げに前向きな企業が増加
　―札幌市2016年度の元・下請け実態調査

札幌市財政局は、2016年度の建設業元請け・下請け関係実態調査結果をまとめた。
前払い金の有無については、下請けで「前払い金があった」との回答が前年度から2.8
㌽減少したが、技能労働者の賃金は「引き上げた」「引き上げる予定」との回答が前年度
から10㌽近く上昇するなど、多くの企業が引き上げに前向きに取り組んでいる傾向
も見られた。
この調査は、市発注工事の重層下請け構造にある業者の契約実態や代金支払い状
況などを把握し、元請けを指導する際の参考とするために毎年実施しているもの。
2015年11月１日から16年10月31日までに竣工した契約金額5,000万円以上のう
ち、予定価格５億円以上の工事などに携わった企業から元請け50社、１次下請け・
２次以下各250社を選定。調査期間は17年１月20日―２月３日で、元請け46社、
１次213社、２次以下158社が回答した。
書面による下請け契約の実施については、元請けで前年度同様に100％が「実施し
ている」と回答したものの、下請けは全体で92.2％にとどまり、前年度から2.8㌽低
下している。
前払い金の有無は、「払った」と答えた元請けが0.3㌽減の43.5％。下請けでは１次
が4.1㌽減の5.6％、2次以下が0.8㌽減の1.9％、全体では2.8㌽減の4.0％だったこ
とから、同局では今後の傾向を注視する必要があるとみている。

雇用・健康・厚生年金保険加入状況を見ると、元請
けは2011年度から６年連続して100％。下請けは雇
用保険加入が0.4㌽増の98.1％、健康・厚生年金保険
加入が１㌽減の96.5％と前年度並みの水準を維持し
ている。
賃金関連では、労働基準法に基づく賃金を支払った
かという問いに「はい」と答えた元請けは97.8％、下
請けは91.7％。技能労働者の賃金引き上げに関して

は「引き上げた」、「今後引き上げる予定」と回答した企業の割合が、元請けで9.2㌽増
の69.6％に上昇した。
一方、下請けは6.1㌽減の71％にとどまった。市では、今回の調査から引き上げて
いない業者に対して理由の回答を求めている。業者からは「すでに相場より高い」「相
場程度の水準の賃金を支払っている」との回答が85.7％に達している。
専門工事業界からは「人材確保や本州への流出を防ぐためにも、賃金の引き上げは
不可欠。ここ数年の公共工事設計労務単価の上昇や工事量の増加を背景に、ある程度
の水準になったことが結果として表れたのでは」と見るが「人材の確保や流出を防ぐた
めに十分な水準とは言えないのでは」とも指摘している。



■札幌市が市内企業の人材確保を全力でサポート
　―「札幌UIターン就職センター」における採用活動支援

札幌市では、2016（平成28）年４月、東京圏の大学に進学した道内出身大学生や
社会人のＵターン就職支援を目的に、ＪＲ東京駅近くに「札幌ＵＩターン就職セン
ター」を開設しました。
同センターではUIターン就職希望者に対して、
札幌の状況に詳しいキャリアコーディネーターに
よる就職相談や職業紹介を実施しています。
現在、500人以上が登録しており、登録者のう
ち約7割が20代、30代の経験豊富な社会人です。
また、市内企業に対しては、採用活動アドバイ
スのほか、学生等との面談に際しての面接用ブー
スの提供、合同企業説明会の開催、Skypeを利用
した面談などによる採用活動支援を行っていて、多くの企業が登録しています。
現在も登録企業を募集中、支援対象となる企業の要件は以下のとおりとなっていま
す。
なお、同センターは、株式会社パソナが運営しており、求人登録は無料です。
登録に関しては下記の札幌事務局までお問い合わせ下さい。
企業要件（以下のいずれかを満たす企業）
・札幌市内に本社がある企業
・北海道内に本社がある企業のうち札幌市内に支社等の事業拠点があるもの
・札幌市の立地促進補助金の指定を受けた企業で、道内の事業所に従事する従業員
　を募集するもの
・北海道外に本社がある企業のうち、将来に渡って道内で従事する求人を行ってい
　る又は行う予定であるもの

「札幌UIターン就職センター」【東京】
東京都千代田区大手町2-6-4　パソナグループ本部ビル2階
　（6月より「東京都千代田区大手町2-6-2」に移転予定）
　開所時間：10：00～ 18：00（年末年始、日月祝を除く）
求人登録企業 問い合わせ先【札幌】
札幌UIターン就職センター札幌事務局
　札幌市中央区北5条西2-5ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ16階
　TEL：011-241-2171 ※9：00～17：30（土日祝日除く）  info@sapporo-uinavi.jp
専用サイト
札幌UI就職ナビ　http://www.sapporo-ui.com/

札幌ＵＩターン就職センター (東京）

札幌市雇用推進部からのお知らせ



◎北海道は14％増、被災３県は２年連続のマイナスに
　―北海道など３保証会社の地域別公共工事請負額

北海道と東日本、西日本の建設業保証３社は2016年度地域別公共工事請負額をま
とめた。北海道は前年度比13.9％増の8,776億5,300万円で、台風10号関連を中心
とした災害復旧工事が年度末にかけて多数発注となったことなどから、13年度以来
3年ぶりの増加に転じた。発注機関別でも国が20.5％、道が24％、市町村が3.4％と
軒並み増加した。他地域の状況では、東日本大震災による被災３県（岩手、宮城、福島）
の総額は、２年連続で減少。福島は８％増加したが、宮城は２けた減と、対照的な状
況となっている。
北海道を見ると、４―８月は各発注機関の本格的な早期発注を受けて、前年同月を
大きく上回る水準で推移した。９月以降は早期発注による事業消化の影響で伸び悩ん
だが、12月以降は、国のゼロ国債などの執行や、台風による災害復旧工事の発注を
受けて急増した。
東北は東日本大震災で政府が位置付けた「集中復興期間」が15年度で完了したこと

などを受けて、被災３県のうち福島を除く岩手、宮城が前年度を下回った。東京は東
京五輪関連の大型工事が続いていることでほぼ前年度並みを維持している。
一方、九州は昨年４月の地震災害を受けて復興が進む熊本県で45.9％増の2,730
億8,500万円と最大の伸び率を記録し、これに支えられる形で、九州全体では２割増
を確保した。
2005年度以降の北海道と被災３

県、東京都の動きを見ると、北海道
は06年度に１兆円を割り込み、09
年度には9,000億円台まで回復した
ものの、その後の民主党政権によ
る公共事業費の大幅な減額により、
11年度は7,496億円と7,000億円
台にまで落ち込んだ。13年度のア
ベノミクス始動により9,000億円台
半ばにまで盛り返したが、その後は暫減傾向が続き、16年度で復活の兆しを見せた。
被災３県は、震災後に北海道を超える工事費となり、2012年度以降急激な伸びを

見せた。ピークの14年度には２兆3,503億円と、北海道の2.7倍に達したが、その
後は1,000―2,000億円規模で減少している。東京都は、12年度まで１兆円台前半で
微増減を繰り返していたが、13年度以降は東京五輪関連の公共施設や高速道路など
のリニューアルなどにより、15、16年度は１兆円台半ばの水準にまで達している。



◎土木、建築ともに道内勢が好調、官庁土木は4,000億円台に
　―道内外主要建設業者の2016年度受注実績

道内に本社・支社を置く主要建設業者の2016年度の受注動向がまとまった。官庁
土木が災害復旧工事などの発注により大幅に増加し、３年ぶりに4,000億円台を確保
した。民間建築も好調で、総額は15年度比11％増の9,678億円と、アベノミクスが
スタートした13年度に次ぐ規模となっている。
今回のデータは、格付けや完成工事高上位の道内外の主要建設業者約300社に対
して、北海道建設新聞が四半期ごとに実施している受注高アンケート結果を集計した
もの。官庁土木、官庁建築、民間土木、民間建築の４分野について、元請受注額を調
査。道外業者については、道内工事における受注分をカウントしている。
2016年度の総受注額

は9,678億 円。12年 度
からの５カ年で見ると
13年度に次ぐ水準だっ
た。分野別に見ると、官
庁 土 木 は、4,007億 円
と、昨年10月に成立し
た補正や年度末の災害復
旧工事により、15年度
を24.7％上回った。民
間建築は５％増の4,161
億円と4,000億円台に達
し、過去５年間では最高
の水準を確保した。ＪＲ
苗穂駅周辺での再開発事業の着工など、札幌市を中心とする大型プロジェクトが全体
を牽引した。
企業所在地別に官庁土木と民間建築の2012年度からの受注推移を見ると、官庁土
木では、道内勢は13年度の3,370億円が最高。５カ年で最低だった12年度に比べ約
900億円増えている。その後は２年連続で減少したが、16年度は3,259億円と、約
800億円、31％増と大きく伸びた。民間建築についても、道内業者の受注高は2,314
億円と、５カ年で最高の金額となった。
2017年度については、16年度の増加要因となった災害復旧工事が引き続き発注と
なるほか、北海道開発局や鉄道・運輸機構などで国道や新幹線のトンネル工事が多数
発注となる見通しであることから、16年度に続いて好調を維持するとみられる。民
間建築も、札幌市を中心にホテルの新・増築やリニューアルが依然として活発化して
いることから16年度を上回る受注高になることが期待できそうだ。



◎ＢＳＩ値、プラスまであと一歩、経営課題に「高齢化」浮上
　－北保証2017年第１四半期の道内建設業景況調査

北海道建設業信用保証（本社・札幌）は2017年第１四半期（１－３月）の道内建設業
景況調査結果を発表した。地元建設業界の景気を示す業況等の景気判断指数（ＢＳＩ
値）はマイナス１となり10期連続のマイナス。しかし15年第３四半期にマイナス25
の底をつけて以降６期連続で改善傾向が続き、プラスまでもう一歩と迫った。
道内建設業者を対象に３月に調査し、計253社が回答（回答率92.7％）した。ＢＳ
Ｉ値は「良い」と答えた企業割合から「悪い」と答えた企業割合を引いた数値。
前回調査（2016年10－12月）に比べ全項目が「良い」「増加」「容易」「上昇」との回答

で、改善傾向が継続。受注総額のＢＳＩ値は景況と同じ傾向を示し、官公庁工事がゼ
ロ国債や災復関連などの発注でマイナス1.5と、前期に比べ５㌽改善した。民間工事は
1.5㌽改善のマイナス6.5で、依然として「減少傾向が続いている」とした。資金繰りや
銀行などの貸し出し傾向も容易傾向が続く。一方で建設労働者の確保は1.5㌽悪化のマ
イナス18.5と困難傾向が少しずつ強まっている。賃金も引き続き上昇傾向にある。
来期は業況等がマイナス２と悪い傾向が続く見通し。受注総額は官公庁工事で悪い
傾向が強まり、民間工事は減少傾向もやや強まり悪化を予測する。そのため、収益は
マイナス７と今期を3.5㌽下回るとみている。
経営上の問題は、１位が３期連続となる「人手不足」で、７割の企業が回答を寄せた。
２位には初めて「従業員の高齢化」が入り、人材確保が喫緊の課題であることが浮かび
上がった。３位は「受注の減少」だった。

◎2017年度道開発事業費執行で経済効果１兆1,357億円
北海道開発局は2017年度北海道開発事業費（当初）の執行が１兆1,357億円の経済
波及効果をもたらすとの試算を発表した。雇用創出効果は道内就業者数の3.6％に相
当する９万2,400人に上る。
直轄と補助を合わせた2017年度の開発事業費6,548億円のうち、用地費・補償費
402億円を除いた6,146億円を直接需要額として試算。経済波及効果（生産誘発額）の
内訳は建設業が6,196億円、その他の産業は5,161億円でサービス業が最も高く、金
融・保険・不動産、商業、運輸・情報通信と続く。完成までに投入した費用や材料費
などを差し引いた付加価値額は5,647億円で、道内総生産（名目）3.1％に相当。
雇用創出効果は建設業が５万4,500人、その他産業が３万7,900人。サービス業、
商業、運輸・情報通信業、製造業、金融・保険・不動産業の順となっている。
開発局実施事業のみで試算した圏域ごとの経済波及効果を見ると、道央が予算額
1,503億円に対し、2,560億円と最大。このほか道南が500億円（予算額321億円）、
道北が1,030億円（676億円）、オホーツクが380億円（261億円）、十勝が390億円
（258億円）、釧路・根室が480億円（323億円）と試算している。



◎札幌大同生命ビルは大林組で解体と建て替え
　－2019年秋の完成目指す

大同生命保険（本社・大阪）は、札幌大同生命ビル（札幌市中央区北３条西３丁目）の
解体、建て替えを大林組に依頼した。着工時期については未定としているが2018年
春となることが予想され、隣接する「コンタクトオフビル」も含めた一体開発による複
合ビルの完成は、19年秋ごろの予定。
札幌大同生命ビル（ＳＲＣ造､地下２地上15階、延べ約１万
3,300㎡）と、隣接するコンタクトオフビル（ＳＲＣ造、地下１地
上７階、延べ約1,800㎡）を老朽化のため一体的に建て替える。
施設概要は明らかにしていないが、地下歩行空間とつなが
りオフィスや商業施設が入る複合ビルとなるもよう。実施設
計は日建設計・北海道日建設計共同体が担当した。
４月中旬から札幌大同生命ビルの解体準備に着手。12月末に作業を終える予定だ。
2016年１月に取得したコンタクトオフビルについては、解体時期は未定としている。

◎ＪＲ東日本が札幌駅北口にホテル検討
　－高宮学園の建設予定ビルに

ＪＲ東日本（本社・東京都渋谷区）は、ＪＲ札幌駅北口付近でホテル出店を検討中。
代々木ゼミナールを運営する学校法人高宮学園が新築を計画している13階建てのビ
ルに入居を検討。実現すれば道内初のホテル進出となる。
ＪＲ東日本グループは、首都圏から青森県までの「駅近」の好立地を中心に、準会員
の施設を含め44カ所でホテル事業を展開。
今回出店を検討しているのは代々木ゼミナール札幌校に隣接する767㎡の高宮学園
所有地（札幌市北区北７条西２丁目５の３）で、札幌駅北口東出口から東側に約150
ｍの好立地。現在はタイムズ24の有料駐車場がある。
同学園の計画によると建物の規模はＲＣ造、13階、延べ6,731㎡。駐車場37台分
を用意する。設計施工は大成建設。７月に着工し2018年12月の完成を予定している。

◎札幌市内の２月中古マンション価格は平均1,539万円／東京カンテイ
東京カンテイ（本社・東京）の調査によると、札幌市内の２月中古マンション価格（70
㎡換算、築年数25.2年）は平均1,539万円となり、５カ月連続で上昇している。
札幌市10区の価格を見ると、中央区は1,889万円（前月比0.7％増）と７カ月連続で
上昇。東区は1,558万円、清田区は1,124万円とそれぞれ前月比5.9％増加し、豊平、
南、西の各区も上昇。一方、白石、厚別区、北区が低迷した。
道内全体では築年数が25.1年の70㎡換算で前月比0.1％減の1,480万円と５カ月
ぶりに減少。小樽や旭川で大きく値を下げたことが影響している。

札幌大同生命ビル



◎建設キャリアアップシステム　運用開始2018年度に延期　
建設業振興基金は､ 技能者の就労実績などを蓄積する｢建設キャリアアップシステ
ム｣の開発･運用保守等業務の競争入札が不調になったため、入札条件を変更した上
で入札を再度公告した。再公告に当たり､システム開発の工期を標準16カ月に延長し
たため､2017年秋を予定していたシステム運用は､18年度に延期される見通し｡振興
基金はシステム開発と並行して先行登録を受け付けるなど、早期の運用開始を目指す
としている｡
振興基金は、1月10日にシステム開発に関連する5業務の一般競争入札を公告。4
業務は契約に向けた手続きを進めているものの、システム本体の開発・運用保守業務
は、応札者があったが入札条件を満たす提案がなく､ 入札が不調になっていた。
これを受け､ 振興基金は開発スケジュールや入札条件を見直した上で、3月30日
に再公告した。応札者などから、工期に難色を示す声が上がったため、再公告では標
準的な工期を前回よりも長い16カ月に設定。落札者の決定は5月末を予定しており、
開発期間を踏まえるとシステムの運用開始は2018年度になる見込み。
建設キャリアアップシステムには、技能労働者の現場での経験や保有資格、講習受
講履歴などの就業実績を技能者に配布するＩＣカードを通じて蓄積する。技能と経験
が適正に評価される環境を整備し、技能労働者の処遇改善につなげる。

◎八重洲二丁目北地区再開発　都が組合設立認可
組合施行による｢八重洲二丁目北地区第1種市街地再開発事業｣が
動き出す。八重洲地下街と接する約1.5haの区域に、44階建てと7
階建ての2棟・延べ床面積約28万㎡の再開発施設を建設するとと
もに、バスターミナルや地下ネットワーク、広場などを整備する。
4月19日付で東京都による組合設立認可を得た。今後、権利変換
計画の作成を進めていく。12月に同計画の認可を受け、2018年
11月に施設整備に着手し、22年8月の完成を目指す。
再開発の対象区域は、住友生命八重洲ビルや三井住友信託銀行、区立城東小学校などが

立地する東京都中央区八重洲2丁目の約1.5ha。A-1街区に地下4階地上44階建て延べ
27万7,500㎡、A-2街区に地下2階地上7階建て延べ5,850㎡の規模の建物を新築する。
A-1街区に事務所や店舗、国際水準のホテル、区立小学校などを配置するとともに、
地階にバスターミナルや屋内広場を整備。A-2街区には事務所や店舗、子育て支援施
設を設ける。事業協力者として三井不動産が参画、基本設計は日本設計が担当した。
総事業費を2,398億円と試算している。

（以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部）

八重洲二丁目北地
区市街地再開発の
イメージパース



協議会ニュース

〒060-0001　札幌市中央区北1条西8丁目2番地39　みたけ大通ビル5階

ご利用・ご相談は、9時～17時までです。
土日祝日および12月29日～1月3日はお休みです。
協議会の専用駐車場はございません。
一般駐車場をご利用ください。
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