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◎行政と企業が一体となって厳冬を乗り切る
　―札幌市の今冬の除雪、2016年12月の大雪踏まえ体制強化へ

市民の快適な生活と経済活動を支える除排雪事業。札幌市では毎年度、200億円前
後の予算を投じ、除排雪やロードヒーティングなどを実施している。本格的な降雪シー
ズンを迎え、札幌市と除排雪を担う企業・団体の動きなどをまとめた。
2016年12月、札幌市は２度の記録的な大雪に襲われた。10―13日と23―25日
の大雪による積雪は１ｍ近くに達し、12月としては半世紀ぶりの大雪となった。市
内各所で交通渋滞が発生するなど市民生活に大きな影響が出た。
札幌市では記録的な豪雪を受けて、例年1月中旬から取り掛かる運搬排雪を、幹線
道路と狭小バス路線を対象に12月13日から実施。さらに下旬の大雪を受けて、生活
道路の交差点排雪強化や雪堆積場の前倒し開設にも取り組んだ。
記録的な大雪を受けて、札幌市の2016年度の道路除雪費決算額は188億円と、15
年度の143億円を大きく上回り、過去10年間では最高額となった。シーズン初めの
大雪と２月の冬季アジア大会開催に伴い、道路排雪が前年度を上回ったことが要因。
後半の少雪で出動回数は前年度並みか下回る水準となったものの、雪堆積場搬入量は
1.59倍に増えている。17年度については、当初予算ベースで道路除雪費に158億円
を計上。過去最高だった16年度当初の153億円を超える規模となっている。 

札幌市では、こうした緊急対策を講じる一方で、大雪を教訓に、17年度の除排雪
体制の整備にも着手した。市内のマルチ除雪共同体で構成する除排雪企業札幌市除雪
事業協会（乳井文夫会長）の要望などを受け、官貸車両の貸し出しや大雪に対応する連
絡会議の体制を見直したほか、早期降雪時に工事から除雪業務へ円滑に体制移行でき
るよう初冬の降雪対応拡充を図った。
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工事から除排雪への円滑な移行に関しては、ダンプやオペレーター確保を目的に、
大雪時は工事を中断し除排雪に移行した後、工事側で工期変更などの調整を行うこと
としている。また、初冬期の運搬排雪など費用がかかる作業が発生した場合でも安定
した体制を確保するため、12月支払い分の上限引き上げも実施した。
また、市の貸与機械台数は405台を確保。貸し出し開始を10月下旬までに早め、
返却を4月以降に遅らせることで、初冬や春先の大雪に備える。雪堆積場は12月開
設の一般向けを3カ所増やし、流雪溝は供用開始を1週間ほど早めた。
担い手不足対策にも本腰、１人乗りの新型機導入へ
担い手不足が深刻化する除雪作業への対応にも札幌市は本腰を入れ始めた。市は、
受託者に貸し出す除雪グレーダーに、１人乗りの新型機導入を本年度から開始。２人
で担っていた周囲の確認はテレビカメラやセンサーが肩代わりし、無線で連携する伴
走車を走らせ安全面を検証する。
車両はコマツが2015年に発売した、最新の排出ガス規制に対応した「ＧＤ675－

6」の除雪仕様で、現在保有する105台のグレーダーのうち、老朽化した12台を更新。
北、東、白石、豊平、清田、西、手稲の7区10地区に貸与し、今冬から運用を開
始した。 
導入に当たり札幌市雪対策室は10月と11月に受託者の運転手ら約50人を手稲区

の車両管理事務所に集めて研
修を開いた。試乗した運転手
の評判は「見えないところまで
見えるようになった」「立ち上
がらなくても全周囲が見える」
など評判は高く、札幌市除雪
事業協会の乳井文夫会長も「将
来的に車両更新が1人乗りで進
めば、助手を別作業に回すこ
とができる」と話し、担い手不
足対策として期待を寄せる。

昨年11月。北海道経済センターで2017市民総ぐるみ除雪安全推進大会が開催さ
れた。初出動したばかりの除雪企業の代表ら210人が市民とともに、安全最優先の
作業で冬の快適な生活を支えることを誓った。
秋元克広市長は「週末の雪で早速除雪に入っていただき、週明けの今日は大きな混
乱がなくスタートできた」と話し、市民を代表してあいさつした豊平区町内連合会連
絡協議会の中川昭一会長は「除雪は私たちにとって欠かすことができない大切な作業」
と話し、市民側も役割を分担しながら協力していくことを約束した。
行政と企業、そして市民が一体となって厳しい冬を乗り切るための体制づくりが
着々と進んでいる。

参加者が新型グレーダーを試乗した



◎札幌市の2017年度上期企業経営動向
　―建設業の人材不足がさらに加速

札幌市がまとめた2017年度上期企業経営動向調査結果によると、経営上の課題（複
数回答）では、全業種の47％が「人手不足」を上げ、これに「諸経費の増加」（38％）、「収
益率の低下」（37％）と続いている。建設業では「人手不足」が74％と全体の７割強を
占め、業種別では最も高い数値を示している。また、前年度同期の調査と比べても、「人
手不足」との回答が12ポイント上昇するなど、人材確保の困難さが深刻化しているこ
とが浮き彫りとなった。
この調査は、施策推進の基礎資料とするため毎年度２回実施しているもの。下期は
８月に企業、団体、個人事業者2,000者を対象にアンケートを送付し、1,017者から
回答を得た。建設業はこのうち15.1％に当たる153社だった。
景況に関する回答を見ると、2017年度下期（17年10月―18年３月）の見通しで、

「上昇」との回答が全業種で14.8％だったのに対し、建設業は14.4％と、ほぼ同様の
傾向を示した。 

人材に関する回答では、建設業の深刻さが際立つ結果となった。まず、人材の確保
について「確保できている」との回答は全業種で26.4％だったが、建設業は17.6％と
大きな差が付いた。「確保できていない」は建設業が全業種で最も高い73.7％と、７
割を超える企業で人手不足に陥っている状況が浮き彫りとなった。
前年度同期の調査結果と比べてみても、建設業で「確保できていない」との回答割合
は、前回の66％から約８ポイント上昇している。
経営上の問題点でも、建設業で「人手不足」をあげた企業は74％に達し、全産業の
41％とは大きな差が生じている。２位は「収益率の低下」で39％、次いで「諸経費の
増大」の33％と続いている。製造業では「人手不足」が50％に上っているが、２位は「仕
入れ価格の上昇」（45％）と、建設業ほど１位と２位の差は開いていない。

26.4% 56.5% 15.9% 1.2%

17.6% 73.9% 7.8% 0.7%

23.4% 64.9% 10.6% 1.1%

37.0% 45.3% 17.0% 0.7%

32.8% 46.4% 20.0% 0.8%



◎ヒューリックが札幌駅前通でオフィスビル建て替えを計画
　―高い空室率背景に今後も積極的な投資

不動産業のヒューリック（本社・東京）は、札幌駅前通に保有するヒューリック札幌
ＮＯＲＴＨ33ビルの建て替えを計画している。新ビルの概要やスケジュールは未定
だが、既にテナント入居者に転居を求めており、2018年9月にも全空室になる見通
しだ。17年度中にも方向性を固める。札幌駅前通では札幌大同生命ビルなど更新を
迎えたビルの建て替えが進むほか、札幌都心部のオフィス空室率が、３％台と供給不
足となっているだけに、今後もオフィスビルの積極的な供給が続くことが予想される。
東京や大阪など全国主要都市にビルを保有す
る同社は、近年、自社ビルの建て替えや新規の
開発事業を各地で進めている。2017年10月時
点で建て替え中の施設だけでも５件を数えてお
り、店舗や賃貸マンション、オフィスなどを備
えた複合施設の建設で、賃料収入の増加を図っ
ている。
今回、対象となっている札幌市中央区北３
条西３丁目１の47にあるヒューリック札幌Ｎ
ＯＲＴＨ33ビルは、オフィステナントとして
1992年に竣工。ＳＲＣ造、地下１地上12階、
延べ約１万1,000㎡の規模で、地下鉄南北線
さっぽろ駅から徒歩2分圏内と利便性が高い場
所にある。17年度内にも新ビルの方向性を固
めていくが、改築に向けた実施設計などの具体
的な動きは、テナント入居者の退去が完了する
18年秋以降になるとみられる。
一方、同ビルに隣接して、みずほ銀行札幌支店などが入居する同社のヒューリック
札幌ビルについても、一体開発の可能性がある。同ビルは、地下鉄に直結している利
便性の高いビルだが、築50年以上が経過していることから、ビルのスケールメリッ
トを生かした一体的な開発の可能性を指摘する不動産関係者の声が多く上がってい
る。一体的な開発が進めば、駅前通で新たなランドマークとなる再開発が予想される。
ヒューリック札幌ビルの建て替えに関して同社は明言を避けたが、札幌駅前通では
札幌大同生命ビルなど更新を迎えたビルの建て替えが相次いで進んでいる。民間調査
機関がまとめた、10月の札幌市中心部オフィスビル空室率は、前月を0.11㌽下回る
3.95％で、1994年の統計開始以来初の３％台となり、特に札幌駅南口エリアの空室
率は1％と、極端な供給不足に陥っていることから、今後も建て替えを視野に入れた
オフィスビル整備の動きは続くものとみられる。

建て替えを計画するヒューリッ
ク札幌ＮＯＲＴＨ33ビル



◎総合評価・ドローンセミナーに全道から160人が参加
　―工事成績アップなどのポイント学ぶ

北海道建設新聞社は11月22日、札幌サンプラザで「2017年度総合評価・施行成績・
ドローン」セミナーを開催した。全道各地から約160人が参加。現場におけるドロー
ンやレーザースキャナの活用事例、施行成績アップに向けたポイントなどを学んだ。
北海道建設業協会の後援を受けて開催。講師には竹崎孝二テラドローン北海道支社
長と岡田務北海道道路管理技術センター企画部長を迎え、竹崎氏は実際の現場で活用
されたレーザー搭載ドローンのデータなどを示しながら活用のメリットなどを説明し
た。
岡田氏は、総合評価の提案書で留意
すべき点や、施行成績アップに向けた
取り組みなどを解説。総合評価では、
技術提案書の書き方・内容について「数
値の根拠がわかれば、記述し、不明な
場合は記述しない」「本当に実施するか
がわからないような、曖昧な表現は避
ける」などと指摘。「観念的ないわゆる
『文系』の文章ではなく、原因と対策を
客観的に記述した『理系』の文章とすること」と強調した。
また、工事成績については「自分が担当しているが、どのような目的で発注されて
いるのかを、理解し表現することが必要」と語り「例えば、『Ａ橋の橋台を施工してい
ます』とするのではなく、『高速道路ネットワークを構成する高規格幹線道路のうち、
2020年度に供用を予定している、北見インターから網走インター間のＡ橋の橋台を
施工しています』と工事の目的がはっきりと分かるような記述をすると、監督員の評
価が上がる、と自身の経験を基にアドバイスした。
総括としては「他の現場もよく見て、良いところはどんどん吸収する」「新技術、新

しい試みを導入する際は、多少のリスクは覚悟する」「表彰はもらうものではなく『取
りにいく』もの」「機会あるごとに、監督員との率直な意見交換を行うこと」「日頃から
プレゼンテーション力（アピール力）を鍛錬すること」―など、現場で実践できる情報
を提供した。
また、竹崎氏は「現場での活用だけではなく、総合評価の際の技術提案に盛り込む
ことで、落札に有利になる」と説明。さらに「土工などにとどまらず、橋梁補修などメ
ンテナンス工事などにも幅広い活用が可能」と語りドローンが幅広い工種で活用され
ていることを紹介した。さらに「レーザースキャナを搭載することで、不可視部分を
軽減し、効果的なレーザースキャナ計測を実現することができる。急傾斜地などの現
場では、安全面でのメリットも大きい」と、レーザースキャナの積極的な活用を勧めた。

総合評価や工事成績の最新情報を学んだ



◎一般会計が初の1兆円に―2018年度札幌市予算要求概要
札幌市の2018年度一般会計の要求総額は、17年度当初比2％増となる1兆167億

300万円を積み上げ、初の1兆円台に乗せた。市住伏古団地の建て替え着工費、さっ
ぽろ芸術文化の館の解体実施設計費を新規計上。都心の拠点づくりでは大通東1街区
の空間検討、ＪＲ札幌駅前の北5条西1・西2街区は基本計画策定費を要求する。再開発
関連では北3西3南と苗穂駅北口西の2地区の優良建築物を新規に盛り込んでいる。
主な局別の要求額を見ると、まちづくり政策局は5.7％増の137億8,000万円。都
心の拠点づくりは、大通東1街区のほか大通西2街区の検討調査費や、創成東地区の
東4丁目線、中央体育館跡地の活用検討費を計上。再開発補助は北4東6周辺地区な
ど4地区に約66億円を充てる。交通分野では創成川通の機能強化検討を続ける。
建設局は0.7％減の732億1,600万円。街路改良費は16路線、電線類地中化10路線に
101億円余りを積み上げ、道路改良費は5路線などに約61億円を計上。道路で耐震補強9
橋と橋梁長寿命化37橋に約49億円を充てる。雪対策関連では道路除雪費に159億円を
配分。公園関係では公園造成約10億円、安全・安心な公園再整備に約17億円を要求した。
下水道河川局は1.1％増の26億9,500万円。河川整備で雁来川など8河川に19億
971万8,000円を積み上げた。
都市局は0.5％減の161億400万円。市住は新規で光星団地137戸の改修費を挙げ、
建て替えは月寒団地54戸、発寒団地40戸に23億9,000万円を充てる。建築保全費
には69億2,400万円を要求している。
教育委員会は、20.5％増の477億8,400万円。上野幌南地区新設小の改修費を計
上したほか、新築では石山緑小の工事費や芸術の森地区新設小の実施設計に22億円
を要求。改築は63億円、施設改修は62億円、リニューアルは32億円を見込む。
132億3,300万円を要求するスポーツ局は、中央体育館改築負担金で49.3％の大
幅増。建設関連は市民運動広場整備設計・施工費に約6億円、大倉山ジャンプ競技場
着地斜面改修に約2億円を求め、約1億円の施設計画調査には冬季五輪計画更新・追
加検討、札幌ドーム隣接地概略調査などを含めている。
経済観光局は3.4％減の838億5,000万円。観光・ＭＩＣＥ関連で、観光バスの暫
定駐車場にする大通東2丁目の整備費を計上し、ＭＩＣＥ施設の整備検討を継続。
環境局は3.3％下回る206億8,200万円で、新規は旧豊平清掃事務所の各施設解体
と土壌調査に1億2,800万円、市有施設アスベスト対策推進に4,200万円を計上。
市民文化局は131億8,300万円で40.9％の大幅減。小学校併設地域交流施設整備
に約3億円、札幌博物館整備基本計画の調査検討費を盛り込んだ。
子ども未来局は7.8％増の約1,080億円。認定こども園整備補助に約30億円、厚別
区保育・子育て支援センター新設など公立保育所等整備に約12億円を積んでいる。
消防局は16.0％増の60億9,700万円。新規で消防出張所機能強化費に9,000万円
を措置し、北郷出張所の移転改築に向けた用地取得と基本・実施設計に取り組む。



◎札幌市内で71社が工場・倉庫などの施設更新を計画―札幌市都計審
札幌市内に工場・倉庫等を置く企業のうち、71社が新設・増設・移転などの施設

更新を計画していることが、市の調査結果で判明した。中長期的で検討する企業も
85社に上る。市内に立地する工場・倉庫などの半数以上が築30年以上と老朽化が進
む一方、移転新築を望む声が強く、市は工業系用途以外の制限強化により適地の確保
に対応する考えだ。
調査結果は、11月に開いた札幌市都市計画審議会の第4回土地利用計画等検討部
会で示された。札幌市内に本社または工場・倉庫や類似施設を設置している製造業、

道路貨物運送業、倉庫業、卸売業のうち、売上高上
位2,000社を対象に実施した。業種別回答数は、卸
売業690社、製造業363社、道路貨物運送業88社、
倉庫業12社。
現在、新増設などの計画があると回答した71社
の内訳は、現地建て替えが16社、用地取得済みが
20社、用地探索中が35社。中長期的に検討すると
回答した企業も含めると、施設整備を検討している

企業は156社と全体の13.5％に上る。
新増設・移転の目的（複数回答）は「施設の狭あい化」が83社と最多。以下、「施設老

朽化」（71社）、「事業拡大・生産能力増強」（66社）、「経営効率化・拠点の適正配置」（55
社）、「近隣との関係悪化解消」（13社）、「他分野への進出」（5社）、「リスク分散」（1社）、
「その他」（9社）と続く。
市内に立地する工場・倉庫は老朽化が進行する一方で、新増設・移転を検討する企
業が一定数あることが分かった。施設更新は敷地自体の拡大が難しい、工事中でも操
業の必要があるといった背景から現地建て替えよりも移転新設を求める傾向が強く、
新たな工業適地の確保が課題として浮き彫りになっている。
検討部会は工場・倉庫等の更新を下支えするため、工業適地として確保すべき地区
における工業系用途以外の制限強化を検討していくことにした。
一方、道内で唯一「流通業務市街地整備に関する法律」で整備した大谷地流通業務団

地（1967年開設、工業用地面積154ha）では、築30年以上を超える施設が6割を超え
ている上に、近年は物流施設の大型化のほか集配送や流通・加工も含む機能の複合化
が進む傾向にある。流通業務団地の方向性について検討部会は、流通業務機能の維持
とともに施設の大型化・複合化に対応できるよう、エリアごとに設定している建物用
途などの制限緩和を検討するとした。
札幌市観光局は、団地内で操業する事業者10社を中心とした検討会を設立。2016
年度に「施設更新に伴う物流施設の高度化・効率化」「物流機能の向上」「北海道のハブ
機能を担う物流拠点」の3本を柱とするビジョンをまとめている。



市役所を表敬したロシア極東の訪問団

◎寒冷地技術に関心―ロシア極東訪問団が札幌市を表敬訪問
都市基盤や開発技術の研修を目的としたロシア極東の企業経営者や技術者らがこの
ほど、札幌市役所を表敬訪問した。一行は寒冷地の建築、土木技術や上下水道、ごみ
処理施設など極寒の気候に対応した都市基盤と、それを支える技術に関心を示した。
来札したのはサハリンや沿海州、サハ共和国などの官民関係者20人。外務省のＯ
ＪＴ訪問研修として11月13－20日の日程で札幌と東京に滞在した。
札幌市内の再開発や住宅現場、水道、下水道施設などを視察。このほか北海道総合
研究調査会（ＨＩＴ）や日水コン北海道支所らの協力の下、ビジネス交流の機会を得て
日本企業との経済交流を深めた。
市役所を表敬訪問した際、一行の団長を務めるフョードロフ・イワン・ミハイロヴィ
チ（ユジノサハリンスク市経済部長）は、日本の除雪技術や耐震技術に関心を示し「知
識を学びロシアへ導入する努力
をしたい」とあいさつ。吉岡亨
副市長は「150年かけて積雪寒
冷な環境を乗り越えて建設・建
築技術を培い今日がある。同じ
気候の地域で知識、経験を分か
ち合い、ともに発展できれば」
と応じた。
同行者のうち、サハ共和国で
住宅デベロッパーに勤務するザ
ハロフ・ティート氏は「サハはとても寒い地域で水道、下水道の運用も難しい。未整
備の地域も多く、札幌の技術を学んで最初からハイレベルなものを導入できれば」と
関心を寄せた。
また、ＨＩＴの鈴木等特別研究員は「今回の訪問団には都市基盤の効率的な運営や
リサイクルを念頭に置いた廃棄物処理に関心を寄せる人が多い」と話し、ロシア側の
技術ニーズが運営を見据えたものに成熟しつつあると分析していた。
訪問団は札幌市内でのビジネス交流会へ参加後、都内に移動。東京ビッグサイトで
開催された国内最大の住宅・関連大規模展示会「Japan Home & Building Show 2017」
（ジャパンホームショー）などを視察した。今回のジャパンホームショーには、サハリ
ンの窓メーカー「カールビー」が札幌市内に開設した日本法人「カールビー・ジャパン」
が出展。一行は展示ブースを訪れて日本での事業展開について情報を交換した。
日ロ両国間では、北方領土での「海産物の養殖」「温室野菜の栽培」「観光ツアー開
発」「風力発電の導入」「ごみの減量対策」―の各プロジェクト推進について、2018
年春を目標に進める方針を外務省が示すなど共同経済活動に向けて動き始めてい
る。



◎一二三北路が工事管理にＡＲを導入―工程のイメージが簡単に
一二三北路（札幌市北区）は、ＩＣＴ・計測機器商社の岩崎（同中央区）と連携し、札
幌市建設局発注の道路工事管理に拡張現実（ＡＲ）技術を導入した。専用スマートフォ
ン端末を使い、現実の風景に3Ｄの設計モデルを重ね合わせるもの。さまざまな位置、
角度から現実に近いシミュレーションを可能にする。施工前に工程や完成時の様子が
簡単にイメージできるため、若手との情報共有や住民説明に役立てる考えだ。
導入したのは「興産社大野地線（大野地第3中線
―大野地第4中線間）道路改良」工事の現場（多田真
現場代理人）。550mにわたり幅員を14.75mへと
広げる内容で、樋門など構造物工事が含まれてい
る。
直線道路の同現場ではスピードを出す車両が多
く、実態に即した車両規制のシミュレーションを
行うため、レーザースキャナー搭載の車両を活用
するなど、3Ｄデータで現場管理するＣＩＭ（コン
ストラクション・インフォメーション・モデリング）
を導入。計画立案や施工管理に役立ててきた。
このデータを応用して導入したのが、岩崎が提
供するグーグル社の「Ｔａｎｇｏ」を活用したＡＲ
技術。岩崎によれば、建設現場での採用は市内初
だという。
赤外線カメラを併用することで、風景と重ねる3Ｄモデルの位置関係を瞬時に認識
できる特長を持つ。マーカーを読み込むと、正確な位置関係を保ったままＡＲ画像が
再現されるため、いろいろな角度からの閲覧、動きながらの動画記録も可能だ。
建設現場では図面と現地の状況から施工工程や仮設計画、完成時をイメージする能
力が求められるが、それには経験が必要になる。
多田さんは「配属された職員が新人と若手のため、見た目で分かるＡＲを情報共有
に役立てようと考えた。この技術があれば、経験に関係なく工程や完成形態を簡単に
イメージできる」と説明。埋設管や付属物をデータ化すれば「施工時の干渉チェックに
も応用できる」と今後の活用展開も視野に入れている。
昨年11月には周辺住民向けのイベントで活用し、小学生などの親子連れら50人が
ＶＲや現場周辺の3次元モデルを使った運転シミュレーションなどを体験。建設機械
の試乗では、参加した大人たちが死角の多さなどを体感した。「地域の理解向上に役
立てば、現場にとって大きなメリットになる」（多田さん）。
岩崎の真柄毅企画調査部課長は「ＣＩＭを運用している現場であれば導入は簡単」と

話し、道路工事以外の分野でも応用を模索していく考えだ。

工程を重ね合わせた画像

端末を現場に向ける多
田現場代理人



「ベッセルホテ
ルカンパーナす
すきの（仮称）」
の外観イメージ

◎新千歳空港国際線ビル拡張が着工―契約総額は３工区合わせ518億円
新千歳空港ターミナルビルディング（千歳）は、新千歳空港国際線ターミナルビル拡
張の落札結果を公表した。海外富裕層向けホテルを含むＡ工区は大林組・戸田建設・
萩原建設工業・伊藤組土建・田中組・菱中建設共同体、Ｂ工区は岩田地崎建設・ＪＡ
Ｌファシリティーズ・阿部建設共同体、メインとなるターミナルビル拡張のＣ工区は
大成建設・宮坂建設工業・山崎建設工業共同体に決めた。
ＷＴＯ政府調達対象工事とした今回の一般競争入札では、入札後に落札者が代表者
となり特定共同体を結成する入札後特定共同体結成方式を採用。各工区の契約額は明
らかになっていないが、3工区合わせて517億8,000万円（税抜き）となっている。
国際線ターミナルビル拡張工事は、格安航空会社（ＬＣＣ）の増便など外国人観光客
の増加が続く中、施設の狭あい化を解消するため既存ビル（Ｓ一部ＲＣ造、地下1地
上4階、延べ約6万㎡）を南側に拡張するもの。ＣＩＱ（税関、入出国管理、検疫）や
航空会社事務所、物販テナントなどが入居予定。総工事費は650億円を試算する。
工事概要は、Ａ工区が旅客ターミナルビル増築（延べ1万6,300㎡）と海外富裕層向
けホテル（延べ2.5万㎡）。Ｂ工区は旅客ターミナルビル増築（延べ7,800㎡）、Ｃ工区
は旅客ターミナルビル増築（延べ約4万㎡）と既存ビル（延べ約2万㎡）の改修。
旅客取り扱い施設に関しては、札幌ドームが会場となる2019年9月開催のラグ
ビーワールドカップ前の同年8月ごろの供用を予定。併設するホテルは20年1月の
竣工を目指しており、東京五輪開催に間に合わせる。

◎2019年5月に開業―札幌市内2カ所目のベッセルホテル
ベッセルホテル開発（広島県福山市）は、札幌市内のススキノに「ベッセルホテルカ
ンパーナすすきの（仮称）」を開業する。施設はＪＡ三井リース建物（本社・東京）とサ
ンケイビル（同）が共同で新設、2019年5月ごろの完成後に賃借し、運営する。岩田
地崎建設が施工を進めている。
建設地は札幌市中央区南5条西6丁目16の1で敷地面積1,579㎡。
地下鉄南北線すすきの駅から徒歩5分程度で交通の利便性も高い。
規模はＳ造、地上13階、延べ1万1,067㎡。客室は全296室
で2階にはサウナ付きの大浴場を設ける。84台分の駐車場も完
備。設計はエーエーアンドサンが担当した。
今回の「ベッセルホテルカンパーナ」は、ベッセルホテルズのブ
ランドとして最上位グレード。沖縄や京都、名古屋に続き札幌が
4カ所目、同社の道内展開としては「ベッセルイン札幌中島公園」
に次ぎ2カ所目となる。



◎札幌市が2018年度に週休2日モデル工事を試行
　―先行する開発局では工事成績で加点も　
札幌市は建設業の働き方改革を後押しするため、2018年度に週休2日モデル工事
を導入する。3月の早期発注分を含む建設局土木部所管の工事から対象を選ぶ考えで、
発注方式は、週休2日の実施を受発注者の協議で決める「受注者希望型」を採用する見
通し。週休2日に対応した新たな工期設定要領の策定に着手している。道内の主要発
注機関では、北海道開発局が本年度のゼロ国債工事で100件以上の施行を予定する
など、各機関で取り組みが加速している。
12月６日の４定市議会代表質問で、前川隆史氏（公明党）に対し、秋元克広市長が
明らかにした。秋元市長は「インフラ維持管理や災害対応を担う建設業は地域の守り
手。持続的な発展に向け、企業が働き方改革に取り組める環境を整える必要がある」
との見解を示した。
技能者などの就労環境については現場状況や雇用形態などを理由に「十分な休日確
保が進んでいない」と述べ、モデル工事で企業を後押しするほか、国の動向を注視し
つつ、業界との意見交換など官民一体で改革推進につなげる意向を伝えた。

財政局によると、週休２日を実施した場合の
間接工事費補正は、国と同じく共通仮設費率に
1.02倍、現場管理費率に1.04倍の補正係数を
乗じて上乗せする。
年明けの公表を目指す新たな工期設定要領
では、週休２日実施時の準備期間、後片付け期
間、雨休率を設定する。工事成績評価について
は、休日取得の実施に応じた加点評価を採用す
るかどうか、検討している。

週休２日工事の道内導入状況を見ると、北海道開発局が直轄工事で試行しているほ
か、道はモデル工事を2017年度末の補正分から導入する予定となっている。先行し
ている開発局では、17年度11月１日現在で、港湾と河川・道路合わせて10件を試行。
今後発注するゼロ国債では140件程度を週休2日対象で予定し、現場レベルでの浸透
に力を入れる考え。11月7日から実施した地方建設業協会との意見交換会でも積極
的な試行を伝えている。また、開発局では、企業側の導入インセンティブとして、工
事成績での加点を来年度から実施する。
政府の働き方改革では時間外労働の上限規制に、これまで適用除外だった建設業を
含める方向性が示された。加えて工期優先になりがちな建設業では、長時間労働や休
日の少なさが、若手確保や人材定着率の低さにつながっているとの指摘もある。
長時間労働の是正や週休2日の定着を図ることが企業側の課題となっている中、元
請け、下請け双方の業界団体は発注者に対し、適切な工期と価格の設定を要望している。

働き方改革の一環として現場で週休
２日導入が進んでいる



◎道の4定補正案は総額195億円
　―災復115億円、ゼロ道債に60億円設定

道の４定補正予算は、災害復旧費などを柱として総額は194億6,166万円に上っ
ている。2017年９月の豪雨に伴う災害復旧費に115億4,420万円を計上し、単独事
業を前倒しして発注するゼロ道債は前年度と同額の60億円を措置している。16年８
月の台風災害に対応した補正に比べ規模は小さいが、今後胆振や渡島地方を中心に年
度末にかけて災復工事の発注がピークを迎える。
今回の災害復旧は、2017年９月に北海道を通過した台風18号によるもの。渡島、
桧山、後志、胆振、日高、十勝地方などを中心に、土砂崩壊や風倒木による道路の通
行止めをはじめ、河川の増水や建物の床上・床下浸水などの被害が出た。
今回措置された、災害復旧事業費のうち、建設部が所管する道路や橋梁、河川など
の公共土木施設は110億円余りに上る。９月の台風に関係する災害復旧は90億785万
円で、白老海岸や敷生川（白老町）などに災害査定結果を踏まえて措置する予定。過年
発生分は20億22万9,000円で、16年の台風10号などによる芽室川や東瓜幕芽室線（音
更町）ほか、静内海岸（新ひだか町）や知床公園羅臼線（羅臼町）ほかの復旧に充てる。
災害関連事業費の建設部所管分は、15年の雪崩融雪災による知床公園羅臼線に
1,788万9,000円を計上。このほか、
国への補助申請中のため事業内容は
確定していないが、現年の台風18号
による緊急砂防等事業費で紋別川（伊
達市）に4億950万円、緊急大規模漂
着流木等処理対策事業費で大樹海岸
（大樹町）や広尾海岸（広尾町）などに
9,450万円を盛り込んでいる。
今回の４定補正の工事請負費を見る
と、総額は124億円。このうち災害
復旧費に全体の8割を占める99億9,600万円を計上。前年度は台風被害により大幅
な災復費を計上したため、前年度4定補正に比べ19.4％減少した。
4定補正予算の工事請負費は次の通り。
◇水産林務費▽水産基盤整備4,200万円▽漁港海岸保全2,100万円▽治山事業1億
3,500万円
◇建設費▽土木施設維持管理1億8,900万円▽道路新設改良11億1,400万円▽河
川改良3億100万円▽砂防8,600万円▽災害関連事業3億409万円▽海岸保全事業1
億500万円
◇警察費▽交通安全施設1億2,350万円
◇災害復旧費▽林道災害復旧6,768万円▽土木災害復旧99億2,868万円

昨年９月の台風により道路や河
川に大きな被害が発生した



根室港は物流・水産振興の機能充実を図る

◎道が北方領土隣接地域8期振興計画素案まとまる―根室港機能強化など盛る
北海道総務部は、根室管内1市4町を対象とする「第8期北方領土隣接地域の振興

及び住民の生活の安定に関する計画（隣接地域振興計画）」の素案をまとめた。隣接地
域が北方領土返還要求運動の拠点や北方四島における共同経済活動の中心的な役割を
果たしていくために必要な対策を網羅。主な施策としては北方四島との玄関口である
根室港や中標津空港の施設整備、医療機関の機能強化などを盛り込んだ。
計画期間は2018―22年度の5年間。対象となるのは根室市、別海町、中標津町、
標津町、羅臼町。いずれも海岸部から晴天時には国後島や歯舞群島が確認できる隣
接地域。それぞれの現状と課題を踏まえて①活力ある地域経済の展開②地域の資源
を生かした交流人口の拡大③ゆとりと安心の実感できる地域社会の形成④社会・経
済の安定的な発展の基盤の形成⑤地域の豊かな自然との共生⑥北方領土問題解決の
ための環境づくりの促進―の基本的な柱を設定。各項目について具体的な施策を盛
り込んでいる。
主な施策を見ると、農業分野では農業生産基盤整備や6次産業化推進、水産業は北
方四島周辺水域の安定的操業確保とともに、漁港施設の長寿命化、ＨＡＣＣＰ（ハサッ
プ）対応施設整備に取り組む。林業関係では木材加工流通施設の整備を進める。
交流人口拡大に向けては、領土問題の啓発に向けた教育旅行の誘致や宿泊施設整備、
北方四島ビューポイントパーキングと道の駅の検討などを計画する。医療分野では中
核医療機関の機能強化と広域医療機関の整備促進を目指す。教育面では次世代を担う
子どもたちの教育環境充実のため小中学校の改修・改築、耐震化などの取り組みを推
進する。
交通体系では高規格幹線道路や地域高規格道路の整備促進、雪崩・地吹雪対策など
積雪寒冷地の特性を考慮した防災対策を実施。北方海域における漁業基地や北方四島
との玄関口として重要な役割を担う根室港については、物流・水産振興に資する機能
の充実・強化を図る。中標津空港も道央圏・首都圏と結ぶ管内唯一の空港として、機
能強化と利便性向上を目指してい
く。一方、鉄道は素案段階では調
整中とした。
このほか、災害対策で避難・防
災施設整備や住宅建築物の耐震化、
海岸保全施設整備を実施。豊かな
自然との共生に向けては、再生可
能エネルギーの利用促進などを主
な施策に挙げている。
8期計画は17年度中に策定する
予定。



◎横浜市 ＭＭ21 60･61街区の事業予定者をケン･コーポレーションに
横浜市は、横浜市西区にあるみなとみらい21(ＭＭ21)中央地区60･61街区の一部区

画約3haの開発を手掛ける事業予定者をケン･コーポレーションに決めたと発表した。
同社は音楽専用アリーナやホテル、オフィスなど4棟
･総延べ床面積約6万7,000㎡の施設を建設する計画
＝イメージ図。2019年6月の着工、21年度の完成を
予定している。
ケン･コーポレーションは60･61街区のうち、高
島水際線公園寄りの3.02haを開発。5階建て延べ床
面積3万3,055㎡の｢音楽専用アリーナ｣ (ステージ、
客席、駐車場)、21階建て延べ床面積1万9,232㎡の｢ホテル棟｣ (レセプション、レ
ストラン、バンケット、客室、ラウンジ)、20階建て延べ床面積1万4,352㎡の｢オフィ
ス棟｣ (ロビー、賃貸オフィス)、2階建て延べ床面積530㎡の｢展示施設棟｣ (展示室、
事務室)を建設する。音楽専用アリーナは2万人規模でコンサートイベントに特化し、
大手レコード会社とグループ企業による共同事業を計画。土地と建物をケン･コーポ
レーションが取得･所有する。

◎国交省　技能訓練にＶＲ活用　研修プログラム作成を支援
国土交通省は、中小建設業の生産性向上を支える新たな人材育成支援を開始する。
技能訓練を映像化や、ＶＲ(バーチャル･リアリティー )を使った重機のシミュレー
ターの活用による研修プログラムを作成する教育訓練機関を支援。遠隔地にいても効
率的に教育訓練を受けられる環境を整備する。
11月14日に開かれた政府の未来投資会議構造改革徹底推進会合で、こうした取り
組みを報告した。国交省によると、330万人の技能者の大半が中小企業に所属してい
るが、時間･コストの制約で生産性が向上していない。中小建設企業の労働生産性は、
1996年に1人当たり702万円だった。2016年になっても1人当たり700万円と停
滞している。国交省は、中小建設業に所属する技能者の育成を支える新たな支援策を
講じる。教育訓練機関に対して、映像やＶＲを活用した技能者向け研修プログラムの
作成を支援。都市部･地方部にかかわらず、スマートフォンなどを使って効率的に研
修を受けられる環境を整備する。また、来秋に運用を開始する｢建設キャリアアップ
システム｣が建設現場の生産性向上にも効果を発揮するとも説明。システムを通じて
各現場で施工体制台帳や作業員名簿などを作成できるため、現場の書類作成の負担を
軽減する効果が期待できるとしている。

（以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部）



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。

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

0120-916-881
TEL.011-211-1823

http://sapporo-kisetsu.jp

FAX.011-211-1822
検 索さっぽろ　季節

お問い合わせ

季節労働者の通年雇用化を支援する季節労働者の通年雇用化を支援する の受付が12月18日より開始されました。の受付が12月18日より開始されました。「通年雇用助成金」
受付期間は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。受付期間は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。平成29年12月18日～平成30年1月31日

「助成金相談デー」開催 勉強会のご案内

平成30年１月15日（月）10：00～16：00 平成30年１月25日（木）14：00～16：00
通年雇用助成金、その他の助成金、雇用問題等、
皆様の気になるご質問にお答えします。

向田社会保険労務士事務所　特定社会保険労務士 向田 裕一 氏

「建設業の課題と解決について
　～ＩＴ化、活性化、モデルケース、成功例等」

講師　㈱北海道建設新聞社　取締役企画部長 矢部 育夫 氏
テーマ

開催場所：中央区北４西５ アスティ45 10Ｆ 建設業チャレンジ支援センター事務局
［ お申し込み・お問い合わせ ］


