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職人の「技（わざ）」を学ぶ高校生（さっぽろ創世スクエア）

札幌編
さっぽろ創世スクエアが建設業の魅力発信の場に

道内編
台風災害から１年、着々と進む復旧現場

道外編
良品計画が銀座にホテル・「無印良品」の世界旗艦店



◎「さっぽろ創世スクエア」が建設業の魅力発信の場に
　―高校生や児童による見学会が相次いで開催

北1条西1丁目街区で建設が進む再開発ビル「さっぽろ創世スクエア」が、高校生ら
に建設業の魅力とやりがいを伝える格好の「舞台」となっている。教育機関や建設業団
体が相次いで見学会や職場体験会などを実施。参加した生徒からは、道内でも最大規
模の建築現場の迫力を身近に感じ、建設業への関心を高める声が上がっている。
さっぽろ創世スクエアは、124mの高さを誇る高層棟と65mの低層棟で構成する。
延べ床面積は13万1,085㎡と、道内の建築施設では最大規模を誇る。2018年３月竣
工、同10月のオープンを予定している。大成建設・岩田地崎建設・伊藤組土建・岩
倉建設・丸彦渡辺建設共同体が施工を担当している。

工事最盛期を迎えている７月には多くの生徒
や児童が現場を訪れた。31日には、石狩教育局
と、大成建設の協力会社で組織する札幌支店倉
友会が高校生による現場見学会と職場体験会を
実施した。管内の高校から14人が参加。高層棟
の24階で型枠大工、鉄筋、左官、とびの４職種
について、生徒たちが実際の作業を体験した。
技を伝授したのは、現場の職長らで構成する「創
匠会」のメンバー。左官コーナーでは、参加した3人
の女子に、女性技能者の横井千夏さんがこてを使っ

た樹脂モルタルの塗り方などを教えた。参加した生徒からは「父が建設業で働いている
が、多くの職種があることを初めて知り、興味が湧いてきた」といった声が聞かれた。
同日午後には、日本建設業連合会北海道支部が、女性技術者が活躍する姿を紹介す
る「けんせつ小町活躍現場見学会」を開いた。市内在住の親子合わせて約20人が参加。
大成建設の谷口悠美子工務主任が技術者の一日の流れなどを紹介し、技術者の指導を
受けながら、子どもたちは左官技術や鉄筋の結束にも挑戦した。
谷口主任は「こんなに多くの人と関わりながらものを造れることはない。女性も働
きやすい環境になっている。ぜひ将来の選択肢に入れてほしい」とほほ笑んだ。
また、札幌市建設局は28日に「夏休み親子土木施設見学ツアー 2017」を開いた。
このツアーは市の建設業人材確保・育成支援事業の一環で、ことしで3回目。小学生
と保護者19組42人が参加し、実際の作業体験などを通じ建設業の魅力に触れた。ツ
アーに初めて参加した４年生の高橋桜咲さんは「景色がきれいで、家の方まで見るこ
とができた」と楽しんだ様子。母親の寿さんは「工事現場のエレベーターに初めて乗る
ことができたのが貴重な体験」と話していた。

建設業の魅力とやりがいを
肌で感じた



◎札幌圏で大型物流倉庫建設ラッシュ
　―電子取引拡大背景に今後も需要高く

札幌市やその近郊で大型物流拠点の整備が相次いでいる。特に集中する札幌市東区
東雁来では、ことし稼働した北海道コカコーラボトリングの札幌東事業所や日本郵便
の道央札幌郵便局に加え、大和ハウス工業が道内最大級のマルチテナント型物流施設
を建設中。日用品のインターネット通販など電子取引（ｅコマース）の拡大を背景に、
札幌圏で物流倉庫の需要が高まっている。
不動産サービス大手のＣＢＲＥ（本社・東京）の調査によると、ｅコマースの拡大な
どを要因に、倉庫の移転希望面積は年々拡大傾向にある。札幌での調査では、1,000
坪以上の倉庫移転を希望する企業は半数以上の55％に上った。一方、同社が把握す
る札幌市内の倉庫のうち、1,000坪以上の面積を有する物件はわずか6.9％にとどまっ
ている。供給に対する需要の高まりから賃料は上がる一方だという。

幹線道路へのアクセスが良い札幌
市東区東雁来は、物流拠点の建設ラッ
シュが続く。道コカコーラボトリン
グ札幌東事業所は、自動販売機オペ
レーションの中核拠点として誕生し
た。約２万haの敷地にＳ造、２階、
延べ8,693㎡の規模で新築。設計施工
は西松建設が担った。札幌市内の３
事業所（中央、北、東）を集約したほか、
グループ会社の本社機能も移転し内
部の連携を強化した。

安全性や作業性に配慮した施設内は、トラック動線など機能的な見直しはもちろん、
更衣室や会議室なども大幅に改善。井馬智行総務人事部長は、老朽化が進んでいた従
来の事業所に比べて「作業効率の向上やコミュニケーションが活発になり、従業員か
らの評判も良い」と、職場環境改善による業績アップにも期待を寄せる。
隣接地では、大和ハウス工業札幌支店が、大型物流施設の仮称ＤＰＬ札幌東雁来
新築を進めている。ＤＰＬ（ディープロジェクト・ロジスティクス）は同社が開発し
た物流施設のブランド。施設は延べ6万5,653㎡の規模。施工は西松建設が担当し、
2018年１月の竣工を予定している。
ＣＢＲＥは札幌の倉庫数について「確実にもっと必要」と強調する。札幌市内の人口

はしばらく増加傾向にあり、訪日外国人をはじめとする旅行者も多い。道内のインター
ネット通販利用率は全国平均よりも低いため、今後さらに拡大していく可能性を秘め
ている。昨今の物流倉庫需要を下支えするのは食品や日用品といった生活必需品とい
うこともあり、「この流れは中長期的に続いていく」と分析している。

東雁来に誕生した道コカコーラの新事業所



◎地下鉄真駒内駅前再生へ―札幌市が施設再配置計画策定に着手
札幌市は、地下鉄南北線真駒内駅前の約5.5haで、施設の再配置計画づくりに着手
する。駅前再生に向けた行政施設の統合再配置に合わせバス、タクシー乗り場など交
通施設の集約や民間機能の誘導を検討し、スケジュールや整備費を盛り込んだ整備計
画案としてまとめる。成果は地域協議に活用し、2019年度のまちづくり計画策定に
つなげる。
市は、老朽化する市有施設の建て替えに合わせて駅前を再生する真駒内駅前地区ま
ちづくり指針を2013年度に策定。現在の通過型から滞留・交流型の空間形成に転換
し、にぎわいや交流活性化を促す考えだ。
2016年から駅前の土地利用調査を開始。周辺の行政施設を延べ約1万1,000㎡の

複合庁舎に統合することを想定し、検討を進めてきた。
2017年度は市有地など公共用地を対象に具体的な配置案をまとめる。複数案を
比較検討して一つに絞り込み、まちづくり計画策定に向けた地域との協議に役立て
る。
再配置の対象施設は南区役所、区民センター、保健センター、保育・子育て支援セ
ンター、真駒内中学校で、周辺の駐車場や駐輪場、バス、タクシー乗り場や待機場、
関連の付帯施設も含む。

現在道警宿舎
や真駒内中のあ
る駅前側は、利
便性の高さから
複合庁舎のほ
か、店舗や事務
所といった民間
施設の誘導も想
定。周辺には小
売店舗や事務
所、金融機関な
どがあることか
ら、民間事業者
との連携を視野
に入れる。

一方、公共交通の利便性や快適性向上を踏まえ、バス、タクシー乗り場と待機場に
ついては、既存施設利用のほか駅前エリアへ集約することも検討していく。
工事は、真駒内中を旧真駒内緑小学校跡地へ移転させた後に解体して新たな施設を
配置するという流れとなる。



◎国費ベースで155億円積み上げ
　―札幌市2018年度道開発予算概算要望

札幌市は2018年度の北海道開発予算概算要望額（国費ベース）として、17年度配
分額を38.3％上回る155億1,000万円積み上げている。６月26日までにまとめたも
の。新規ではＪＲ札幌駅前のバスターミナル再整備などを検討する札幌駅交流拠点基
盤整備や、民間開発を支援する苗穂駅北口西地区と北3西3南地区の優良建築物整備
を盛り込んだ。
北海道開発事業費のうち、社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金の国費要望
額を集計。全国枠の交付金や補助は含んでいない。
事業別では交通調査に前年度と同額の1,200万円を充て、札幌駅前の公共交通基盤
や通路などの再整備を検討する。
道路・街路は70.2％増の65億1,700万円を投じる。札幌北広島環状線屯田西工区
の着工を目指すほか、橋梁耐震補強でミュンヘン大橋など7橋の着手を計画する。
河川は8.4％増の4億200万円。雁来川総合流域防災を継続する。下水道は6.6％
増の40億9,100万円で下水道施設の更新や災害対策を進める。

公園・緑地は50.1％
増の18億900万円。新
規で仮称南7条西13丁
目公園を盛り込んだ。
公住等整備は2.2倍
の20億3,700万円を配
分。外部改修は8団地で
設計・工事を計画し、建
て替えは1団地分が含ま
れている。安全ストック
形成は1億1,600万円の
57.8％減で中央体育館解
体を新規に上げた。
優良建築物等整備は1
億800万円で皆増。マ
ンションや商業施設な
どで構成する苗穂駅北

口西地区、札幌大同生命ビルなどを再開発する北3西3南地区の2計画を盛り込んで
いる。
環境衛生は2.4倍の1,300万円を配分。大型事業にめどが付いた水道は47.3％減の
4億500万円となった。



◎路面電車延伸の可能性を探る概略検討に着手―札幌市
札幌市は、路面電車ループ化開業効果と課題を踏まえ、都心・創成川以東・桑園の
3地域に向けた延伸の可能性を探るため概略検討に着手する。各地域へ延伸する場合
の候補路線や沿道の土地利用、他交通機関の現況把握のほか、延伸ルート案比較検討
などに取り組む。
市は都心のまちづくりや環境配慮、経営基盤強化の観点から、路面電車の延伸検討
を2010年策定の路面電車活用方針に盛り込んでいる。
延伸の一環でもある西4丁目停留場―すすきの停留場間のループ化については、
2012年に路面電車活用計画をまとめて事業に着手し、15年12月20日に開通した。
開業1年を機に実施した利用者数調査では、沿線人口増加などの影響もあるものの
1日当たり前年比約2,000人増という効果が表れた。一方、サイドリザベーション方
式でタクシー乗降やトラックによる荷さばきへの影響といった課題もある。
市は本年度、これらループ化の開業効果や課題を踏まえつつ3地域への延伸検討に
向けた概略検討に入り可能性を探る。
業務は、各地域への延伸ルート候補となる道路や沿道の土地利用、地下埋設物、路
線バスなど他の交通機関の現況、エリア内の開発計画などを把握するほか、複数の延
伸ルート案設定と比較検討、概算事業費算出など。
代表的な延伸候補路線としては西2、3丁目線、東2、3丁目線、札幌駅前通や南1
条通、西13、14、15丁目線などを挙げている。業務履行期間は2018年3月23日まで。

路面電車延伸検討
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仮囲いで覆われた札幌大同生命ビル。駅
周辺では解体現場が多く見られる

◎大型物件建設へ札幌駅周辺で解体相次ぐ―大同生命ビルなど続々
本年度、ＪＲ札幌駅周辺で延べ1万㎡を超える大型物件の建設に向けた解体が相次
いでいる。大同生命保険（本社・大阪）が計画する札幌駅前通の札幌大同生命ビル建て
替えや北海道ガス（同・札幌）の新本社ビルなど判明しているものだけでも3件。いず
れの施設も秋ごろから順次着工する見通しにあり、今後は大型クレーンがそびえ立つ
現場を目にする機会が増えそうだ。
中央区北3条西3丁目にある札幌大同生命ビル（ＳＲＣ造、地下2地上15階、延べ
約1万3,300㎡）の施設全体が、白い仮囲いで覆われている。今年4月から大林組がビ
ルの解体作業を進めている。
「既存ビルよりは大きくなる」（大同生命保険担当者）とされる新しいビルの実施設計
は日建設計・北海道日建設計共同体が担当。札幌駅前通地下歩行空間とつながったオ
フィスや、商業施設が入る複合ビルとなる見通しだ。12月末にも解体作業が終わり
次第、大林組で本体に着工、2019年秋の完成を予定している。
ＪＲ札幌駅から徒歩圏にある東区北7条東2丁目の中央エネルギーセンター敷地内
では、北ガスが新社屋を建設する。中央区のエムズ大通ビルに入居する本社や、東区
の北ガス保安センターなど市内5カ所に分散した各部門の機能を集約。現在は施工を
担う鹿島が、敷地西側で事務所や倉庫の解体を進めている。
グループ会社を含め約1,000人程度を収容する新社屋は、8階、延べ約2万4,000
㎡を想定。一般のイベント使用も検討する小ホールや防災センターなどを併設するほ
か、地下には大型の天然ガスコージェネレーションを設けることにしている。既存施
設の解体作業は8月末まで。引き続き2019年3月の完成を目指して本体工事に入る。
このほか、ＪＲ札幌駅北口では京王電鉄（本社・東京）が新ブランドの「京王プレリ

アホテル札幌（仮称）」新築を計画。取得し
た北区北8条西4丁目11にある既存建物
に仮囲いをするなど、解体準備が進む。
アッパーミドル層（準高級層）向けとな
る新ホテルは、Ｓ一部ＲＣ造、地下1地
上17階、延べ1万5,300㎡の規模で計画。
ツインルームを主体に客室359室を備え
るほか、レストランや大浴場、駐車場も設け
る。実施設計は大林組が担当。本体着工は9
月ごろを予定し、大林組・京王建設・岩田

地崎建設共同体が施工に当たる。新ホテルは2019年夏のオープンを予定している。
札幌駅周辺では2018年度も大型物件の着工が相次ぐことが予想されている。北8

西1地区の再開発ビルや、北1条西5丁目の北海道放送本社ビル建て替えといった計
画が明らかになっており、今後も建設ラッシュが続きそうだ。



◎タカラレーベンが札幌・北1西13で分譲マンション計画―道内初進出
首都圏を中心に分譲マンションなどを展開するタカラレーベン（本社・東京）は、札
幌市中央区北1条西13丁目の土地約2,400㎡を分譲マンション用地として取得した。
同社が道内で分譲マンションを計画するのは初めて。今後年間100戸前後の供給を
目指して展開していく考え。
同社は近年、首都圏のほか地方主要都市の開発にも取り組み、今春札幌市内に札幌
営業所を開設。
取得した土地は北1条宮の沢通に面し日本出版販売北海道支店があった場所。現在
タカラレーベンが既存施設の解体を進めている。
道内1棟目となる物件の規模は90戸前後を見込んでいる。

◎ＪＲ苗穂駅北口再開発（札幌）で東街区に病院誘致検討―大京、住友不
大京（本社・東京）と住友不動産（同）が、「ＪＲ苗穂駅北口地区再開発」の東街区に病
院の誘致を検討していることが分かった。西街区で計画するマンションや商業施設、
サービス付き高齢者住宅との相乗効果を図るのが狙い。2017年内に方向性を固める。
ＪＲ苗穂駅の移転改築に伴い、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1.4haを利用した再開発で、ＪＲ北海道の事業パートナーに選定
された両社が地区全体のプランニングを担当している。
先行して計画が進む西街区では、Ａ地区に計画するマンション（310戸）、その西側

にサービス付き高齢者住宅（約160戸）を計画。地区北側は商業・業務地区とする。
病院の誘致を検討しているのは苗穂駅北口前の道路を挟んで東側、約6,700㎡の敷
地。高層マンション林立に伴い、医療環境を充実させて地区の活性化を図る。

◎札幌中央アーバンがウインズＡ館を建て替え―1.5万㎡で2021年春完成
札幌中央アーバン（本社・札幌）は、日本中央競馬会（ＪＲＡ）がテナントとして入る
ウインズ札幌Ａ館を建て替える考えだ。既存施設の解体を2018年7月ごろから始め
る予定で、21年春の完成を目指している。
札幌市中央区内にある2つの場外馬券場を再編する。

インターネットによって減少している入場者に
対して施設がオーバースペックになっていること、
1978年に完成したウインズ札幌Ａ館（延べ約1万
6,000㎡）の建て替えに伴い、ウインズ札幌Ｂ館の機
能を新施設に集約することを計画。併せてアーバン
札幌ビルにある有料席のエクセルフロアも移転させ
る。基本設計はＪＲＡファシリティーズ。施工業者
の選定は2018年度の見込み。

建て替えを計画しているウイ
ンズＡ館（中央）



◎災害から１年、日勝峠開通に向け建設業界が総力
　―10月の開通目指す日勝峠、河川工事では発注の遅れも

昨年８月の台風災害により、甚大な被害を受け、現在も通行止めが続いている274
号日勝峠の復旧工事が順調に進んでいる。７月に北海道開発局が報道機関に公開した
現場では、連日気温30度を超す暑さが続く中、全面的に導入したＩＣＴ技術などが
工期短縮などに大きな効果を発揮している。一方、十勝管内の河川工事では、人手や
資材不足などにより、不調や中止が相次ぎ、帯広建管では、落札後資材調達が難しい
場合に工事の一時中止を認めるなど、早期の復旧に向けて改善策を打ち出している。
台風襲来に伴う豪雨と土砂崩れにより、日勝峠は66カ所が被災。現在も日高町か
ら清水町まで36.1㎞区間で通行止めが続く。室蘭と帯広の両開建合わせた日勝峠関
連の復旧事業費は227億円を見込む。７月12日に室蘭開建は千栄地区や岩瀬橋、清
瀬第４覆道の3現場を公開した。千栄地区は、擁壁の崩壊などにより延長1,200mに
わたり道路の本体部分が欠損。今後の大雨に備えるため、規模を大きくした高さ6.5m、
延長270mの擁壁を整備していた。
岩瀬橋は、下流部に延長60mの仮橋が完成済み。開通時は、同様に落橋した千呂
露（ちろろ）橋と大颱（だいたい）橋を含めて仮橋によって対面通行する方針で、３橋の
新橋は2018年度の完成を目指す。工事を担当する北海土建工業（本社・苫小牧）の大

塚博文所長は、強固な岩石が多く取り除き
ながらの作業が続くが「無事故無災害で現場
を終えたい」と力を込めた。
清瀬第４覆道は、覆道部分の基礎露出や
護岸が流失。覆道下の斜面に擁壁がなかった
ため、高さ８mの逆Ｔ式擁壁の新設を進めて
いる。70tクローラクレーンでコンクリート
ブロック背面の土砂を埋め戻す作業などを実
施。多くの重機が交錯する中、現場を束ねる
中山組（本社・札幌）の三上恭弘所長は「安全
第一を最優先に作業を進めている」と話す。

７月13日の帯広開建主催の見学会では、道路ごと斜面が崩壊した清水側の７合目
付近と８合目付近の現場を視察した。233mにわたって道路が崩壊した７合目では、
当初想定量の８割を超える7万8,000㎥の盛り土が完了し、順調に進行している。工
事の進捗（しんちょく）には全面的に導入したＩＣＴ技術による効果が大きい。
着工時の現場確認は、ドローンによる空撮で済ませ、人が危険な崩壊箇所に下りる必要

をなくした。盛り土作業でも３Ｄマシンガイダンス（ＭＧ）バックホーや締め固め管理シ

70ｔクレーンで土砂の埋め戻し作業が
進む（清瀬第４覆道）



ステムを搭載したコンバインドローラーが稼働。3Ｄ設計データで重機は半自動制御さ
れ、限られた人員が働く画期的な災復現場のＩｏＴ（モノのインターネット）を実現した。
現場所長を務める宮坂建設工業の中原孝行工事課長は「地形が複雑である点と危険
箇所であるという2点からＩＣＴがふさわしい」と決断した。同社の伊藤幸輔工事部
長も「測量から設計・施工計画、施工、検査の全プロセスにＩＣＴ技術を活用し可視
化することで、現場の生産性が130％向上した」と胸を張る。
現場で最先端の技術が駆使される一方で、これまでの進捗には全道各地から多数の
作業員が多くの汗を流してきた。被災直後の現地は盛り土崩壊と残存する巨石が車両
や重機の進入を阻み、作業員は高低差60mの悪路を行き来しながら器具や資材を運
んだ。10月以降、週に4、5回の降雪や、時には風速20m以上の風が吹きすさぶ冬
季に入っても12月中旬まで緊急復旧を進めた。その後、一刻も早く本復旧に取り掛
かれるよう、継続的に除雪作業に当たった。
1年以上にわたった災害復旧工事も終盤にさしかかっている。北海道の建設業の総
力を挙げた工事は間もなく待望の開通を迎える。
「不調」「中止」が４割近くに
日勝峠の復旧が順調に進む一方で、十勝管内の河川災害復旧工事は難航している。
特に帯広建設管理部の河川工事は、７月までに110件を公告したが、このうち４割
近くの40件で、応札者がいない「中止」や、価格が合わず落札とならない「不調」が発
生している。
十勝管内の復旧工事は建管だけで約280億円に達する。被害が集中した十勝管内

には、建管以外に国や市町村の復旧工
事も大量にある。工事の集中により、
以前から顕著だった人手不足が加速。
これに、河川工事で必要となるコンク
リートブロックや砂利などの復旧資材
や、運搬するダンプトラック、現場の
資機材向けタンクローリーなど不足が
追い打ちをかけた。「長年付き合いのあ
る協力業者に断られた」（管内業者）とい
うケースも頻発している。

中止などが続出したことを受けて、帯広建管では、８月14日以降に公告する工事
について、落札者決定後、資機材の調達が困難な場合、工事の一時中止を認める措置
をとることを決めた。中止期間中の現場代理人や主任技術者の配置も求めない。これ
らの取り扱いに関する内容を特記仕様書などに明記した。
帯広建管では、こうした対策と合わせて、発注ロットの大型化や災害復旧特例ＪＶ
の導入など、複数の対策を講じることで、不調・中止をできる限り抑え、早期の復旧
を目指す考えだ。

河川工事で不調が多発している（写真は被
災直後の清水町・ペケレベツ川）



◎格好いいお父さんに家族の笑顔
　―北海道開発局が家族招き局長表彰式を実施

北海道開発局は７月25日、2017年度北海道開発局優良工事等表彰式を実施した。
昨年に続き、式典には、受賞した担当技術者らの家族が招待された。父親や夫の栄誉
を目にした家族らは、笑顔で一緒に受賞を喜んだ。
この表彰は、建設業について少しでも理解を深めてもらい、受賞の喜びを家族とと
もに味わってもらおうと、開発局が昨年度から実施。今回は、工事と業務の担当技術
者の20家族が招待され、このうち、子どもは22人を数えた。また、今回は初めて、
技術者の「孫」も参加した。
業務部門で、一般国道12号深川市音江防災対策設計を受注した北王設計コンサル
タント（本社・札幌）の立川浩祥さんの息子・航大ちゃん（5）は「道路はどうやって造
るの」と質問し、父の仕事に興味を見せた様子。
稚内道路事務所管内防雪施設設計ほか一連で受賞した雪研スノーイーターズ（本社・
札幌）の仁田智さんの妻洋子さん（38）は「いつも家族のため頑張ってくれて、感謝で
いっぱい」と話し、「お父さんが大好き」という娘・優菜ちゃん（6）と雄姿を見守った。
工事部門は、北海道横断自動車道陸別町日宗小川橋下部を施工した萩原建設工業（本
社・帯広）の江本啓二さんの息子・央季君（7）が「お父さん格好いい」と照れくさそう
な笑顔を見せた。
石狩川東雁来ポンプ場排水樋門を受注した田中組（本社・札幌）の舟見一広さんの娘・
谷川悠さん（30）に連れられ、孫の歩帆ちゃん（3）と澄珠ちゃん（5カ月）がお祝いに駆

け付けた。悠さんは「父の娘として誇
らしいし、私の娘にもその姿を見せ
ることができて嬉しい」と語った。
この日の表彰式では和泉晶裕局長
が参加した子どもたちに感謝状を贈
呈。北海道建設新聞社などが加盟する
北海道建設記者会からは図鑑が、北海
道建設業信用保証からはＱＵＯカー
ドが贈られた。
和泉局長は祝辞で「ご家族の皆さ
ん、お父さんがすごいということを

お子さんにぜひ伝えてほしい。そしてこれからもがんばるお父さんを応援して下さい」
と話していた。式典を担当した工事管理課では「大勢の奥さんや子どもたちが『今日は
来て良かった』と喜んでもらえたのではないか。会場もとても温かい雰囲気になった。
技術者がこれからも頑張れるきっかけになればなによりだ」（村上昌仁工事管理課長）
と話していた。

壇上に初めて「孫」も登場した



◎大工同士の情報交換の場に
　―全国で初めての「大工ネットワーク北海道」が発足

道内の大工職人による横断的な組織「大工ネットワーク北海道」が７月1日、設立し
た。札幌市内で同日開かれた設立総会には、発起者の武部建設（本社・岩見沢）など8
社の職人ら100人余りが参加。会員間で自主的に交流し、人脈の形成や技能の研さ
んにつなげていくことを確認した。記念講演では鵤（いかるが）工舎の小川三夫棟梁ら
が、持論の人材育成や木造建築について語った。
大工ネットワーク北海道は、大工同士がさまざまな情報交換をできるよう、企業の
垣根を越えた横断的な組織。職場環境の改善を促しながら、大工職人の社会的地位の
向上を目指す。
全国的にも初めての発足となるもので、道内の工務店などで構成する北海道ビル
ダーズ協会の武部豊樹代表理事が６月７日に開催された2017年度定時総会で「昨年
ＪＢＮ（全国工務店協会）が大工育成のガイドラインを作成した。協会としても、この
指針を踏まえて、職人主体の組織を立ち上げ、北海道が先頭を切って取り組みを進め
ていきたい」と語っていた。
発起者には武部建設のほか、アシスト企画と北一タカハシ建設、三五工務店（いず
れも本社・札幌）、キクザワ（本社・恵庭）、須藤建設（同・伊達）、辻野建設工業（同・
当別）、丸三ホクシン建設（同・石狩）が名を連ねた。

具体的には、大工を目指す若者への情報発信
や若年層の育成などを目的とする。レクリエー
ションのほか、研修会や技能士資格取得に向け
た研修会などを開き、互いの仲間意識を高めて
いく。
自主的な活動をスローガンとするため、会則
は特に設けない。情報伝達はＳＮＳや各社の
ホームページから行い、定例行事は〝顔合わせ〟

と称した、年1回程度の総会のみ掲げている。
設立総会で、呼び掛け人を務めた武部建設の船田慎
一棟梁は「会社の違う大工が交流する機会は今までな
かったが、ベースとなるネットワークができたので、
これから生かしていきたい」と話していた。
総会後、建築構造家の増田一真氏と鵤工舎の小川棟
梁を招き、記念講演会も実施した。小川棟梁は、21
歳のときに入門した法隆寺最後の宮大工・西岡常一棟
梁とのエピソードなどを紹介。室町以前に使われてい
た「槍鉋（やりがんな）」を実演。名工の技を披露した。

100人あまりが参加した設立総会

小川棟梁が「槍鉋」を実演した



◎2017年度主要資材官公需見通し／アス合材は5割増で生コンも15％増加
2017年度の主要資材の需要見通しがまとまった。生コンクリートは前年度比
14.9％増の105万㎥超え、アスファルト合材は47.4％増の118万ｔが見込まれる。
北海道新幹線新函館北斗―札幌間のトンネル工事や、台風10号関連の災害復旧工事
の本格化に伴い増加する見込み。需要が逼迫している業界では、原料確保に苦慮して
いるところもある。
北海道開発局や道、札幌市、東日本高速道路、鉄道建設・運輸施設整備支援機構な
どの発注機関と資材・骨材関係団体、建設関係団体で構成する建設資材対策北海道地
方連絡会が先に開いた会合で、本年度の需要動向について意見を交わした。
資材の需要量は、各発注機関が本年度予定工事量を基に地域別、月別の見通しをま
とめたもの。生コン、アスファルト合材、砕石等、鉄筋、鋼矢板の5品目。官公需を
集計したもので、民間工事の需要は含んでいない。
7月以降の需要量は、生コンが87万㎥、アスファルト合材が94万ｔ、砕石が237
万㎥、鉄筋が3.5万ｔ、鋼矢板が3.6万ｔを見込む。生コンは7―11月が10万tを超
える量を想定。アスファルト合材は7―10月にかけてピークを迎え、砕石等は9月が
49万㎥で最大に上る見通し。
地域別でみると、生コンは渡島、後志、空知、上川、留萌、胆振、日高、十勝、釧
路が前年度を上回る見通し。特に十勝は2.8倍の大幅増。アスファルト合材は日高が
15倍と急増している。
十勝と日高の大幅増は、昨年８月の台風災害の復旧工事本格化が背景にある。工
事のピークは2017年度だが、橋梁などの一部工事の本復旧は18年度にも及ぶため、
両地区の今後の資材需要は、引き続き高水準で推移するとみられる。

一方、全道的に生コンやアス
ファルト合材の原料となる骨材、
特に砂利の枯渇化は深刻化しつ
つある。道内では河川から掘削
などによって調達していたが、
高度経済成長期の需要増大に伴
い河床の洗掘が進んだことから
規制が強化され一時は採取が禁
じられた。一方で禁止によって
河口閉塞などの治水機能への影
響も指摘され、河川管理者側は
「代行掘削」という手法で河川へ
の影響を見ながら河川砂利の採
取を復活している。



◎東日本高速道路道支社が道東道占冠―十勝清水4車線化で設計着手へ
東日本高速道路北海道支社は暫定2車線の道東自動車道のうち、占冠ＩＣ―十勝清
水ＩＣ間で、4車線化への本格的な検討を始める。延長は同区間に設置されている付
加車線を除く約38㎞。
区間内の総延長は47.1㎞で、付加車線は連続する土工部に計9㎞ほど設置済み。残
り約38㎞で概略設計の検討に入る。内訳は山地部の盛り土23.15㎞、橋梁2.75㎞、
トンネル12.11㎞。この他、本線の完成4車線化に伴うＩＣと休憩施設の改築につい
ても検討する。
道東道は2011年に夕張ＩＣ―占冠ＩＣが供用したことで飛び地状態が解消し、道
東圏と道央圏が初めて高速道路で接続。本別ＩＣ以東は北海道横断自動車道として
北海道開発局による新直轄方式で延伸も進み、15年に浦幌ＩＣ－白糠ＩＣ間が開通、
16年には白糠ＩＣ―阿寒ＩＣ間と釧路西ＩＣ―釧路東ＩＣ間が同時開通となった。

交通アクセスの
飛躍的な向上を受
け、道東道の交通
量も右肩上がりに
増えている。夕張
ＩＣ－占冠ＩＣ間
の開通当初の計画
交通量は1日平均
4,300台前後だった
が、開通後1年間の
同区間の1日平均交
通量は5,800台で、
2015年度は7,000
台、16年度は7,700

台を記録。阿寒ＩＣ―釧路西ＩＣ間の接続が実現すれば、さらなる交通量増加が見込
まれる。
加えて、道東道の中でも同区間はトンネルや橋梁が連続し、勾配差も大きいため渋
滞が発生しやすい。2016年の大型連休には10年ぶりに十勝清水ＩＣ付近の広内ト
ンネルを先頭に千歳方向へ28.5㎞の渋滞を観測し、ことしの大型連休時にも同規模
の渋滞が起きた。同区間ではほかにも10㎞以上の渋滞が発生し、大型連休時には道
内屈指の渋滞ポイントになっている。
4車線化によって道東圏と道央圏を結ぶ交通網が強化される。渋滞の緩和をはじめ
相次ぐ自然災害に対する防災力やさらなる物流の確保、救急搬送、観光の促進効果な
どの期待も高まりそうだ。



◎良品計画が銀座にホテル・世界旗艦店　施工は竹中工務店　
読売新聞東京本社と三井不動産は、東京都中央区銀座３丁目の｢並木通り｣に面した立
地で商業とホテルの複合施設「マロニエ×並木　読売銀座プロジェクト」を推進する。竹
中工務店の施工で2019年春の開業を目指して工事に着手した。テナントは「無印良品」
を運営する良品計画(東京都豊島区)と小田急グループのＵＤＳ(同渋谷区)。無印良品の
世界旗艦店が出店する他、ホテル部分には日本で初めてとなる
「（仮称）ＭＵＪＩ　ＨＯＴＥＬ」が入居する。
読売新聞東京本社が事業主となり、三井不動産にデベロップ
マネージャーを委託した。建物の規模は地下1階地上10階建
て延べ1万4,219㎡を計画。地下1階～地上6階の一部が店舗
で、6階の一部～ 10階がホテルとなる。
基本設計は石本建築事務所が担当した。「（仮称）ＭＵＪＩ　Ｈ

ＯＴＥＬ」は良品計画がコンセプトの提供と内装デザインを監修。無印良品の家具や
アメニティーグッズをそろえる。ホテルの設計・運営はＵＤＳが実施する。

◎時間外労働　９月から自主規制　日建連
新国立競技場建設工事の下請け企業の社員が長時間労働によって自殺したとみられ
る問題を重く見た日本建設業連合会（日建連、山内隆司会長）は、９月から時間外労働
の自主規制を試行することにした。７月26日に開いた理事会で決めた。改正労働基
準法によって建設業にも適応されることになる時間外労働の上限規制をにらみ、法の
適応を待たず、段階的に自主規制を設けて対応していく。中小建設業や地方建設業業
界などにも対応を呼び掛けていく。
９月から試行する具体的な時間外労働の上限については、専門工事業団体や労働組
合などの意見を聞いて８月中に決める。建設業の時間外労働は現在、法令上、上限規
制の適用除外になっている。政府が３月に決定した｢働き方改革実行計画｣では、労働
基準法の改正により時間外労働の上限を年間720時間、単月100時間未満などとし、
違反した企業には罰則を適用することにした。また、建設業についても、改正法の施
行後５年の猶予を設けた上で上限規制を適用する。
新国立競技場建設工事の問題に関して日建連では｢可能な限り早急に長時間労働の
是正を果たさなければならない｣としている。今回の対応は、改正法施行後５年の猶
予を待たず、９月から時間外労働の上限を自主的に設け、段階的にその上限を引き下
げていこうというもの。会員企業140社を対象にするが、会員だけでなく、協力会
社を含め、現場に参加する全ての下請け企業や労働者を巻き込んだ動きにしていく方
針だ。　　　（以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部）

ブランドショップ
が集積する「並木
通り」沿いに立地
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