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人材不足の今こそ、雇用安定化のため通年雇用を
発足から協議会 11 年目に

助成金手続きなど幅広く支援

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中、
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は高い水
準で推移している。人材の流出を食い止め、雇用の安定化のためには通年雇用と社会保険対応が欠かせない
状況だ。企業側の窓口となっている
「さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会」の活動と、通年雇用の意
義について
「通年雇用助成金」
を活用した事業主の声を紹介する。
「さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会」
は、
2007年8月に発足した。
厚生労働省の委託を受け、
季節労働者の通年雇用促進を支援するのが目的。
札幌商工会議所や
（一社）北海道中小企業家同友会札幌
支部、
（一社）
札幌建設業協会、連合北
海道石狩地域協議会、北海道石狩振興
局、札幌市の6団体で構成する。
主な活動は季節労働者の就労相談や
セミナー、合同企業説明会、企業と労
働者のマッチングを図る
「職場体験実
習」
など。年間1,500を超える事業所を
訪問し、通年雇用への経営者負担を低
減する通年雇用助成金や、経営相談に
応じている。11年度に開設した建設業
向けの総合相談窓口
「建設業チャレン
ジ支援センター」では、各分野の専門
家と連携し、幅広い相談にも無料で対
応。協議会ではセンターの活用も呼び
かけている。

助成金制度など幅広い活用を呼
びかける支援員

経営課題解決の一助として協議会活用を
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
札幌市はハード、ソフト両面に
おいて新しい時代を迎えています。
ハード面では、1972 年の冬季オ
リンピック札幌大会で進んだ札幌の
都市基盤の整備が更新時期を迎え、
ソフト面では人口減少というこれま
で経験したことのない環境の転換点
にあると言えます。
このような状況に対応するには、
都市基盤整備のハード面と人々が元
気に活躍できる環境整備というソフ
ト面の両面の組み合わせが重要です。
札幌市が目指す｢誰もが安心して暮らし生涯現役として輝き
続ける街｣の実現には、屋台骨を支えていただいている地場産
業、中小企業のチャレンジを応援するとともに次世代を見据え
た人材育成に力を注ぎ雇用機会・雇用の場を確保していくこと
が必要不可欠です。
特に建設業の皆様におかれましては、北海道の積雪寒冷と
いう気候条件によって生じる産業活動の制約・制限から季節労
働者を雇用される事業主の方も少なくないと存じます。
当協議会は、こうした季節労働者の通年雇用促進を目的と
して、厚生労働省の委託を受け、札幌商工会議所をはじめとす
る経済団体、北海道、札幌市の自治体など 6 団体により構成さ
れており、季節労働者への直接支援並びに事業主の皆様に対す
る相談支援の各種支援事業を実施しております。
今後も、人材の確保、技能向上、技能継承などのご相談、経
営課題解決の一助として当協議会をご利用いただくとともに、
この取組を通して、市内経済の活性化等も図ってまいりたいと
考えております。
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通年雇用助成金活用企業インタビュー
―雇用の安定と目標設定で社員のやる気を引き出す
鹿島舗道工業社長

鹿島

健二郎さん

「当社も社員の高齢化と人材不足は深刻。待遇や労働環境
の改善に取り組む中で、本人からの希望に応じて通年雇用も
進め、６月にはベトナムからの研修生受け入れも試行する」。
1980 年創業の同社は、札幌市内の舗装や一般土木工事のほ
か除雪、道路維持、公共下水道の桝設置や民間工事を手がける。
自身は建築用建材メーカーに勤務していたが、父親だった社
長に誘われ 2002 年に入社、営業畑を歩き 2010 年から社長を
引き継いだ。入社当時は公共事業予算が大きく削減され、電
子入札への移行や一般競争入札の拡大、総合評価制度導入な
ど建設業を取り巻く環境が大きく変わった時だったが「積算能力と施工品質の向上、経
営体質強化で活路を見いだすしかない」と決意。下請け・孫請けから元請け受注の拡大
に取り組む。現在は元請けが約７割を占め「さまざまな縁がつがなり、年間を通して仕
事が確保できている」という。
人手不足は「社業に影響が出始めるほど」切実な問題だ。「昨年の除雪作業では重機オペ
レーターと同乗する警備員確保が難しく、つてをたどって辛うじて乗り切った」。ハロー
ワークなどから応募があっても入社後数日で音信不通になる事態に遭遇する中で、外国
人受け入れを模索し始めた。「１回の受け入れに対する初期投資として 100 万円程度がか
かるが、年間コストは日本人の若手と変わらない」。担い手対策として期待を込める。
同時に取り組んでいるのが労働環境の改善。週休２日モデルなど試行が続く中、今
年から第２土曜日を休日とした。「社員からも固定的な休みがあると予定を組みやす
いと反応は良かった」。一方で休日が増えるということは職員・作業員の減収につな
がることに配慮し、本年度は昨年以上の賃上げを実施したほか「ステップアップ奨励
金」制度を創設した。あいさつができる、道具が使えるという基本的な事から資格免
許取得まで 20 項目あり、達成状況に応じて手当でメリハリをつける。給与補填の意
味合いと「目標を設定することで楽しんで仕事に励んでもらいたい」という狙いがある
が、完全週休２日以上となれば企業努力の域を大きく超える。「働き方改革の必要性
は理解するが、企業努力とともに行政側の抜本的な改善策を期待している」。
2016 年度に通年雇用助成金を活用し 10 人の作業員の通年雇用に切り替えた。「若
いうちは出稼ぎを希望していても、年を重ね家族を持つようになると地元志向が強く
なる。人材定着は会社も積極的に対応したいと考えており（助成金は）後押しをしてく
れる有効なツール」と話す。
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過去に例のない建築ラッシュに
―都心部での再開発事業が本格化、MICE 施設もホテルと一体で整備
札幌都心部で再開発計画や大型建築プロジェクトが具体化している。市では、札
幌パークホテル改築に合わせて、一体型施設として MICE 施設の建設を決定。総事業
費には 280 億円を見込み 2020 年度にも着工する。また、創成川東側エリアでは、JR
苗穂駅の南北地域と札幌ファクトリー周辺などで再開発プロジェクトが進行し、北 6
東２地区の札幌総合卸センターの新ビル建設計画も具体化している。さらに札幌駅南
側では、札幌大同生命ビルの建替、大通以南では、サンデパートビルなどの跡地をエ
リアとした南 2 西 3 南西地区市街地再開発が着工するなど、都心部では、過去に例の
ない大型建築ラッシュを迎えようとしている。
MICE 施設に関しては、市が３月
に施設整備基本計画案をまとめた。
敷地北側にホテル棟、南に MICE 棟
を配置した一体型施設とする計画。
ホテル棟を除く整備事業費には 280
億円を見込む。ホテル建て替えの民
間再開発に合わせた建設を想定し、
2020 年度の着工、25 年度開業を目
指す。
新施設は現在、駐車場に利用して
いる北側に高層のホテルを建て替えた後、現ホテルを解体した敷地南側に 5 階建ての
施設を新設する。
施設面積は、MICE 棟だけで延べ 2 万 5,500㎡、エントランスなど共用部が 1 万 9,400
㎡。南側に低層棟を配置し、地下で地下鉄中島公園駅と直結する。2018 − 19 年度
で設計や再開発手続きを進める。事業はホテル側の民間再開発事業で進め、完成後に
MICE 棟の床面積相当の費用を支払い、施設を取得する。
＊ MICE（マイス）
：国際的な会議や学会、展示会などの総称。Meeting（会議 . 研修）、Incentive travel（招
待旅行）、Convention（国際会議 . 学術会議）
、Exhibition（展示会）
の４つの頭文字を合わせている。

創成川東エリアで複数のプロジェクト始動
駅周辺での再開発事業を見ると、創成川から東のエリアで複数のプロジェクトが
始動している。サッポロファクトリーの向い側の北海道ガス札幌工場跡地を含む約
4.1ha の区域では、総事業費 340 億円に上る北 4 東 6 周辺地区市街地再開発事業が進
行中だ。北西、北東、南の３街区で構成。札幌市の中央体育館やタワーマンション、
商業施設、医療 . 福祉施設、スポーツジムなどを建設する。
施設規模は延べ約 7 万 7,540㎡。
「南街区」は 275 戸を供給する 21 階建てのツイン
タワーマンションと商業施設で構成、「北東街区」は医療 . 福祉施設、スポーツジムな
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どを配置する。マンションは 2019 年秋、全体の完成は 20 年度内を目指す。施工は
フジタ . 岩田地崎建設 . 田中組共同体、事業協力者は大和ハウス工業 . 住友不動産 . 大京
共同体。
苗穂駅の南北でも再開発プロジェクトが活発化している。同駅移転も本格化し、新
駅舎は西側約 300m に移転。橋上化するとともに、南北をつなぐ苗穂駅前広場連絡歩
道の整備が進んでいる。駅舎と歩道の開業は 11 月ごろを予定している。
北側では、北 5 条東 10、11 丁目のＪＲ北海道研修センター跡地約 1.4ha の敷地を
利 用 し た 事 業 が 本 格 化 し て い る。
事 業 は 大 京 と 住 友 不 動 産 が 担 当。
住宅街区にはＪＲ北海道も参画し、
27 階、 延 べ 2 万 4,118 ㎡、 約 300
戸のタワーマンションを建設する。
他の街区ではサービス付き高齢者
住宅（延べ 1 万 2,088㎡）と商業施設
（延べ 2,232㎡）を配置する。
整備が進む苗穂駅舎

南 側 の 北 3 東 11 周 辺 地 区 で は、

Ａ−Ｄ街区に分けて整備。Ａ街区には商業機能も含んだ共同住宅、西側のＢ街区には
商業 . 医療施設併設の共同住宅と高齢者向けマンション、さらに西側のＣ街区には寺
院、Ｄ街区にオフィスなど業務施設を配置する。総事業費は 214 億円。Ａ、
Ｂ街区では、
大和ハウス工業が 2 棟約 330 戸のタワーマンションを建設し、低層部には医療 . 商業
施設を置くことにしている。
このほか、北 6 条東 2 丁目から東 4 丁目までの 3 街区にある協同組合札幌総合卸セ
ンターの再開発も始動する。同センター加盟各社の事務所機能を、東 4 丁目街区に集
約する新ビルの建て替えが決まり、2018 年度から約 1 年半をかけて既存施設の解体、
建設を進めることにしている。
札幌駅南側の北 3 条西 3 丁目では、札幌大同生命ビルの建て替えに向け、既存ビル
の解体が進む。14 階、延べ約 2 万 4,000㎡の規模で、地下 1 階から 2 階は商業、3 階
より上階はオフィステナントで構成。北側の「コンタクトオフビル」
も含めた一体開発
となり、2018 年から本体工事が本格化する。
また、サンデパートビルなどの跡地に、新ビルを建設する南 2 西 3 南西地区では、
2018 年冬の着工を目指して 7 つの既存施設の解体が始まった。新ビルは 28 階、延べ
約 4 万 2,900㎡の規模で、6 階までの低層階は商業、7 − 28 階の高層階は分譲住宅と
する。
これらの再開発事業等の総延べ面積は 20 万㎡を超え、2019―20 年度にかけて工
事のピークを迎える。訪日観光客の増加に伴うホテル建設や、耐震基準未満のオフィ
スビル . 商業施設などの改築なども加わり、都心部での民間建築市場は当分高水準で
続くことが予想される。
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技能者確保に向け雇用条件改善顕著に
―札幌市の建設業元請け・下請け関係実態調査結果
札幌市財政局は、2017 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。
法定福利費の内訳を明示する標準見積書の活用が元請けで９割、下請けで８割と浸透。
技能労働者への賃金引き上げは、予定を含め、元請けで 68.1％、下請けで 78.7％に
達している。技能者不足を背景に、下請け条件や雇用環境の改善に向けた動きが活発
化している。
発注工事の契約実態を把握するために毎年実施している。2017 年度は 16 年 11 月
１日− 17 年 10 月 31 日に竣工した土木、下水道、建築の各工事で、低入札価格調査
対象や大型案件などを抽出。18 年１月 12 日−２月 26 日に調べ、元請け 47 社、１次
下請け 215 社、２次下請け以下 174 社から回答があった。
社会保険の加入促進に向け、法定福利費の内訳を明示する標準見積書の活用は、元
請 け で 前 年 度 比 37.9 ㌽ 増 の 87.9 ％、
下請けで 19.5㌽増の 79.5％と大幅に
上昇し、急速に浸透した。法定福利費
を明示していたかの確認では、双方で
８割が明示したと回答した。
社会保険の加入率は元請けが100％。
下請け側は保険により 98 − 99％で、
残りは該当者がいないか無回答だっ
た。建設業退職金共済の加入、下請け
の有給休暇付与など被雇用者の待遇改
雇用改善の動きが鮮明となった

善も見られた。

下請け代金支払いは、現金のみが元請けで 5.4㌽増の 53.2％、下請けで 0.3㌽増の
73.3％に上昇し、労務費相当分の支払いがそれぞれ８割以上を占めた。手形の決済
期間は、元・下双方で 60 − 90 日の割合が増え、90 日以内にする努力がうかがえる。
不足が表面化している技能労働者の賃金を引き上げたのは、元請けが 9.4㌽増の
63.8％、「今後引き上げる予定」も 4.3％あった。下請けは 3.3㌽増の 51.7％が
「引き上
げた」と回答。
「引き上げる予定」も 27％に達した。引き上げていない場合でも、相場
よりも高い賃金を支払っているとの回答が元請で 100％、下請けでも約 9 割を占めた。
下 請 け に 際 し て 何 ら か の 書 面 契 約 を 交 わ し て い る の は 元 請 け 100 ％、 下 請 け
95.1％と浸透。代金決定は、協議や見積りが主体で下請けの意向を反映する方式が
大半となっている。
調査結果からは、品質や工程の確保に不可欠な優秀な人材確保のため、技能者を抱
える下請け側からの要請に応え、契約や雇用環境改善に積極的に取り組んでいる状況
がうかがえる。
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総合評価を拡大、一括審査は造園も対象に
―札幌市の 2018 年度工事発注見通しは 1,025 件
札幌市は、2018 年度の工事発注予定として財政、水道、交通の３部局合わせて 1,025
件を予定している。くじ引き落札を抑制するために総合評価方式の対象件数を拡大。
財政局で前年度より 15 件多い 93 件を対象とした。５億円以上の主な工事には、6 −
7 月に入札する財政局の市営住宅伏古団地 1 − 3 号棟新築、中央小校舎改築、西部ス
ラッジセンター定山渓脱水施設新設などがある。
財政局の工事は 681 件。内訳は制限付き一般競争が 672 件、随契が９件。くじ引
き落札を抑制し、企業評価を重視する姿
勢から、総合評価方式の件数を拡大した。
総合評価は実績評価のⅠ型が 21 件、Ⅱ
型 10 件、人材育成型９件を予定。地域
貢献型はⅠ型の割合を増やして 16 件と
している。
申請の簡素化と、くじ引きによる複数
同時落札を抑制する効果が見込める一括
審査型は、Ⅰ型が 15 件、Ⅱ型が 21 件で、
2018 年度は対象を造園にも広げた。
金額区分で５億円以上の大型案件は
10 件を数え、東白石小と羊丘小、発寒西小の校舎改築、光星団地６号棟耐震改修 . 全
面的改善などを発注する。１億円以上５億円未満は 148 件。土木で四ツ峰トンネル
補修のほか、継続の北 24 条大橋新設桁製作で３件、屯田 . 茨戸通新設（札幌北広島環
状線）で４件などとなっている。
また、次年度以降の着工に向けて、新陽小校舎改築と発寒南小校舎改築の各実施設
計も予定している。
水道局の工事は 267 件。入札方式を見ると、制限付き一般競争の事後審査型が 201
件と全体の８割近くを占めている。このほか、成績重視型が 17 件、随契が１件。総
合評価方式 48 件のうち、2018 年度から適用を始める一括審査Ⅱ型は 40 件に上る。
５億円以上の大型案件は、白川浄水場中央管理棟ほか計算機設備更新、豊平川水道
水源水質保全導水路新設白川工区の２件。次いで１億円以上５億円未満は西幹線耐震
化その２、豊平川水道水源水質保全放水口新設など 10 件となっている。
交通局では制限付き一般競争 65 件、随契 12 件を予定している。５億円以上の案
件として、東西線防災集中監視装置更新や東豊線大通駅駅空調設備等改良のほか、
2017 年度に応札者ゼロで不調となり再公告する真駒内駅耐震改修など５件が挙がっ
ている。１億円以上５億円未満は、地下鉄南北線高架部シェルター耐震改修 11 件と
なっている。
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本年度から週休 2 日とフレックス試行を開始／札幌市
札幌市は、週休２日工事と余裕期間制度のうちフレックス方式の試行を開始した。
当面は 2018 年度工事のうち、早期発注分 10 件を対象とし、今後拡大も検討している。
週休２日工事は受注者の希望に応じた選択制で、実施時は間接工事費の経費率を上乗
せ補正するほか、工事成績で２点を加点。施工時期の平準化策として導入するフレッ
クス方式は、市が定めた範囲内で受注者が工事の始めと終わりを自由に設定できる。
政府の働き方改革に伴い関係省庁で策定した「建設工事の適切な工期設定等のため
のガイドライン」に対応した措置。市は今年３月に公告した工事のうち、週休２日対
象に４件、フレックス対象６件を選定した。

週休２日工事の試行は、若い担い手確保を図る就労環境づくりの課題把握が目的。
週休１日の現場が主流を占める中、週に２日間、現場を閉所する。実施を選択した場
合は、休日取得計画を施工計画書に添付して監督員に提出。月報などで履行を確認し、
土木であれば共通仮設費で 1.02 倍、現場管理費で 1.04 倍の経費率上乗せ補正を設計
変更で適用する。
フレックス方式では、まず通常工期に「余裕工期」を加算した「全体工期」を設定。受
注者は工事落札後、その範囲内で実工期を決め契約する。「余裕工期」は通常工期日数
の 30％で、４カ月未満を想定した。実工期が始まるまでは技術者配置が不要で、全
体工期内であれば契約後の工期延長請求も可能。受注者都合に合わせ前後に余裕が生
まれ、体制構築や人員融通がしやすくなるという算段だ。
ただ、積算は通常工期の日数で行うため注意が必要。冬季補正を例にすると、受注
者側の設定で対象期間が変わった場合でも、変更分は設計変更対象にはならない。市
は今後課題点などを把握した上で、拡大や本格導入を判断する。
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社会保険加入義務、全下請けに拡大へ
札幌市財政局は、工事の社会保険加入対策を４月から２次以下に拡大した。建設業
の全下請け企業に対して加入を求めていくものだが、個人事業者や一人親方などで例
外となる場合もある。罰則適用まで１年。人材不足が深刻化する中、誤った認識で不
当な排除などによるビジネス機会の損失を招かぬよう、制度や対策に理解を深めてお
く必要がある。
市は 2017 年４月から 250 万円を超える工事で建設業の１次下請けを社会保険加入
者に限定。ことし４月からは２次以下の全下請けに拡大した。
加入を求めるのは健康保険、厚生
年金保険、雇用保険。市は施工体制
台帳、再下請負通知書の記載内容か
ら下請けの加入状況を確認する。元
請けには法定福利費を明示した請
負代金内訳書の提出も義務付けた。
未加入が判明した場合は、元請け
に下請けの指導と、１カ月以内に、
加入確認書類の提出を求める。是正
されない場合は元請けに２週間か
ら４カ月の入札参加停止と、工事成
績で 10―20 点を減点する罰則を設
けたが、制度周知のため１年間の猶
予期間を設定し、2019 年４月から
適用する。
一方で、常用雇用が５人未満の企
業は健康保険、厚生年金保険は適用
外となり、雇用者がいなければ雇用
保険も加入義務がない。また一人親
方は、請負の場合は社会保険の適用外だが、雇用形態になると会社の雇用人数次第で
保険料支払いが生じる場合があるため、契約内容を書面にしておくことが必要となる。
このほか警備業など建設業以外の業種も確認の対象外だ。
契約管理課は、企業の責務として加入を促す考えを示した上で「不当な排除につな
がらぬようルール周知に努めたい」と情報発信や相談対応などに力を入れる。
業界からは
「取引企業で未加入を聞くことはなくなった」
（土木）という声がある半
面、民間比率が高く重層構造が複雑な建築業の経営者は、下請けの末端には零細企業
が多いことを指摘した上で「誤った認識で、加入義務のない個人事業者や一人親方ま
で、排除されないように注意が必要」と懸念する声が挙がっている。
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2017 年新設住宅着工は１．９万戸／貸家や分譲が堅調
2017 年に札幌市内で着工した新設住宅はほぼ前年並み（0.7％減）の 1 万 8,785 戸
だった。貸家や分譲住宅が堅調で 1 万 9,000 戸に迫り、過去 10 年間では昨年に次ぐ
高水準。中央区が全体の 17％を占めているが、戸数は前年比で 2 割近く減少した。
国土交通省がまとめた住宅着工統計によるデータ。昨年 1 年間の推移を見ると 1 月
と 2 月、4 月がいずれも前年を上回るペースで好スタートを切ったものの 5 月以降は
一転してマイナス傾向一方、12 月単月は 5.0％減の 1,263 戸で、5 月以降の減少傾向
が継続。持ち家が 5.7％増の 313 戸、分譲は 0.5％増の 1,99 戸と伸びたものの、貸家
は 751 戸で 10.1％下回っている。
利用別の内訳では分譲が 1.4％増の 2,995 戸、給与住宅（官舎や社宅など）が 57.1％
増の 33 戸と伸びを示したものの、持ち家は 3.7％減の 3,699 戸、貸家は 0.3 減の 1 万
2,058 戸だった。

各区の戸数は中央区が最多で 3,184 戸。これに豊平区（2,807 戸）
、西区（2,667 戸）
が続く。前年比は西区
（17.3％増）、厚別区（16.3％増）、北区（9.3％増）など 5 つの区
がプラスを記録したが、減少した区も同数で中でも中央区は 18.7％減少した。
2007 年からの推移をみると、07 年に 2 万戸を突破していたものの 08 年―09 年で
9,500 戸減少。その後 10 年には 1 万 3,000 戸に回復し、以降 13―14 年で伸び悩みを
見せたものの 15 年には１万 6,000 戸を突破、昨年は 1 万 9,000 戸台に乗せて２万戸
が射程内に入ってきた。
住宅流通研究所（本社・札幌市中央区）は、2017 年の傾向について
「低金利の中で、
持ち家も貸家も微減だが好調。貸家は相続税対策の影響がある」と分析。今後につい
ては「金利が低いままなら、来年に消費税が上がることを加味すると、17 年並みで推
移するのではないか。金利が上昇ムードになると難しい可能性もある」と展望する。
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駒岡清掃工場更新事業に公設民営方式を導入へ
札幌市環境局は、駒岡清掃工場更新事業に同市初となる公設民営（ＤＢＯ）方式を導
入する方針を固めた。１日 600 ｔの処理能力を持つストーカ炉を備えた建築面積約
１万㎡の焼却施設を核に、１日 130 ｔを処理する建築面積約 7,000㎡の破砕施設、延
べ約 2,000㎡の管理棟の 3 棟構成とする考え。2018 年度は工場の設計施工や運営を
担う事業者選定に向けた要求水準書の作成を進め、19 年度に選定する方針だ。
市は大型公共施設の整備に当たって、民間資本やノウハウを活用するＰＰＰ／ＰＦ
Ｉの活用を検討しており、従来型の公設公営方式やＢＴＯ方式との比較した結果、市
が資金調達した上で施設更新の設計、建設、運用などを包括的に民間事業者に委託す
るＤＢＯ方式に優位性があると判断した。
同方式は他都市で導入事例が多く、自治体の負担額を少なく抑えられることが分
かっている。また、事前のヒアリングでも、民間事業者の参加意欲が高く、市が施設
を所有するため、行政として事業に積極関与できることなど、導入のメリット。
新工場は、現工場の南側にある約 8.4ha の敷地に建設する。焼却施設は、焼却灰の
セメント資源化への適合性な
どを踏まえ、1 日 300 ｔのス
トーカ式焼却炉を 2 炉備える
計画だ。
焼却施設と破砕施設はＲ
Ｃ・ＳＲＣ・Ｓ造、管理棟は
ＲＣ・Ｓ造を想定。このほか
敷地内には計量棟や、約 8,200
㎥の雨水調整池も配置する。
ごみ焼却熱は現工場と同
様、地域熱供給に活用する方
針。現状は地域熱供給量の 3
割程度をまかなっているが、
効率的な回収システムの導入
で 9 割程度まで引き上げる考
えだ。
市は４月にＤＢＯ方式導入に向けた行政支援を行うアドバイザリー業務の委託先を
決める公募型企画競争（プロポーザル）を実施、エイト日本技術開発
（本社・東京）札幌
支店に決まった。
2019 年度は事業者選定後に実施設計を進め、20 年度から 4 カ年で建設。敷地造成
については 18 年度に実施設計、19 − 20 年度で施工し、本体工事に備えるというス
ケジュールを描いている。
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道林業会館改築で道庁前にホテル計画―西鉄・竹中グループ
西日本鉄道（本社・福岡）が、札幌市中央区の道庁近くでホテル新築を計画している。
道内初進出となり 2021 年の開業が見込まれる。
北海道林業会館の改築に伴い、
西鉄と竹中工務店グループを共
同事業者に選定。地下 1 地上 14
階、延べ約 1 万 6,200㎡の再開発
ビルを提案した。西鉄は土地を林
業会館から賃借した上で建物を
建設し、林業会館は 3、4 階の約
2,700㎡を区分所有する。
ホテル部分は 1 階にロビー、2
階に朝食会場となるレストラン
を配置。5 階以上に約 300 室の客
室を配置する。西鉄はリゾート向

林業会館と西鉄による林業会館再開発の完成
イメージ

けやシティーホテル、ビジネス主体にブランド化したホテルを運営しているが、札幌
のホテルは準高級ブランド「ソラリア」となる予定。ＫＫＲホテル札幌を運営する国家
公務員共済組合連合会から土地等を取得でき次第、8 月ごろから会館・ホテル解体に
着手する。

大和リースが月寒グリーンドーム跡に複合施設―2019年夏開業へ
大和リース（本社・大阪）は、札幌市豊平区の旧道立産業共進会場（月寒グリーンドー
ム）敷地に複合商業施設を建設する。2019 年夏のオープンを目指す。
建設地は札幌市豊平区月寒東 3 条 11 丁目 21 の 5。道農政部が 2017 年に実施した
月寒グリーンドーム跡地 4 万 4,172㎡の売却に関する公募型プロポーザルで、同社が
事業者に選定された。一帯は札幌市が決定した「札幌圏都市計画地区」内の
「東月寒向
ケ丘第二」地区に位置付けられており、建築物の敷地面積が 1,000㎡以上に定められ
ているほか、住宅や共同住宅、寄宿舎・下宿の建築はできない。用途地域は建ぺい率
60％、容積率 200％の第 1 種住居地域。
当初構想によると、計 9 棟、延べ 1 万 4,535㎡の施設を建設する。エリア内は生活
利便施設ゾーンと健康増進ゾーンに分け、生活利便施設には２棟構成でスーパーマー
ケットやドラッグストア、雑貨用品店などを誘致。
健康増進ゾーン
（２棟）にはフィットネスクラブやクリニックモールを設置するほ
か、敷地内の公園・緑地や地域の河川空間を活用して、ヨガやウオーキングなどを実
施する「アウトドアフィットネス」や地域のイベントを開催するなど、交流の場として
の機能も持たせる。駐車場は 400 台分を見込む。
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2 年連続で 8,000 億円台を確保
―建設業保証３社の 2017 年度公共工事請負額
北海道と東日本、西日本の建設業保証３社は 2017 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 0.6％増の 8,831 億円で２年連続上昇したが、台風災害に
よる災害復旧工事が集中した 16 年度の伸び率
（13.9％増）には及ばなかった。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、１兆 7,753
億円と３年連続で減少。復興需要のピークが過ぎたことがうかがえる。
３社の請負金額総額は前年度比 4.3％減の 13 兆 9081 億円だった。地域別で増加し
たのは北海道、関東、九州の 3 地区のみで、東北など 6 地区がマイナス。関東は東京
や神奈川など大都市圏にある高規格などの道路整備が好調だった影響もあり１％の増
( 単位・百万円）
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加。西日本は軒並み減少だったが、熊本地震や 2017 年７月九州北部豪雨の被災地を
抱える九州は復旧工事の影響もあって２％伸ばした。
東北は「往時に比べると復興も一段落した」
（東日本建設業保証）現状もあり、15 年
度から減少傾向。近畿、四国も 10％を超える減少幅で、補正予算で膨らんだ 16 年度
に対する反動減を示している。
北海道は北海道新幹線トンネルや台風災害復旧の発注などで前年度比 0.6％の伸び
とし、2 年連続で 8,000 億円台に乗せた。発注機関別では独立行政法人等と地方公社
は増加したが、シェアの高い国と都道府県、市区町村の減少をカバーするほどではな
く、全体でマイナスとなった。
2005 年度以降の動きを見ると、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 7,000 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 年度は 1,000
億円台の補正予算と台風災害の復旧工事の集中により 8,000 億円台に回復した。17
年度も増額を確保したが、災害復旧工事が一段落する 18 年度は工事量の落ち込みが
懸念され、秋以降に大型補正を求める声が建設業界から高まると予想される。
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「ｉ−Ｓｎｏｗ」本年度から本格化､ 2020年度技術確立へ―開発局など
北海道開発局などで構成する産学官連携プラットフォーム「ｉ−Ｓｎｏｗ」
（アイ・
スノー）は、除雪機械の自動化に向けた実証実験を 2018 年度から本格化させる。3 Ｄ
（3 次元）マップデータと準天頂衛星
「みちびき」を活用したロータリー除雪車の運転ガ
イダンスシステム、投雪自動制御装置の開発を進め、年度末には国道 334 号知床峠
に試験車両を投入する予定。
2017 年 3 月に設立されたｉ−Ｓｎｏｗは有識者と開発局、道、札幌市、東日本高
速道路北海道支社などで構成。オペレーターと助手の 2 人体制で運用されているロー
タリー除雪車に車両運転・投雪操作、自車位置把握システムなどを導入し、人員の負
担軽減・人材不足への対応を目標としている。
開発局は 2017 年度、知床峠の春山除雪において頂上前後 5㎞の 3 Ｄ道路マップを
作製し、ロータリー除雪車にセンサーを取り付け投雪軌跡の記録を採取している。
本年度は風向・風速データと 3 Ｄマップを組み合わせて、投雪方向・軌跡を自動制
御するシステムの開発に向けた研究調査を進め、年度末には投雪制御と運転ガイダン
スの 2 つの技術を導入した試験車両を知床峠に投入する計画。
日本上空とオセアニアを周回する準天頂衛星「みちびき」を使用した運転ガイダンス
システムについては、東日本高速道路北海道支社が道央道岩見沢ＩＣ（インターチェ
ンジ）―美唄ＩＣ間（21㎞）で、今年１月から２月にかけて試験的に導入した。高精
度の測位情報を配信する「みちびき」からの信号を受信機経由で高精度地図情報と組み
合わせ、運転席のモニターに除雪車の正確な位置を表示。運転席のガイダンスモニ
ターには、除雪車の通行位置やガードレール等からの距離、走行車線へのはみだしや
ガードレール等への接触を回避す
るための車体修正角の情報が表示
され、路肩外に車両がはみ出した
場合にアラートで警告。オペレー
ターの運転操作や、補佐する助手
による除雪車の作業負荷を軽減さ
せる。同社は 2015 年度にＧＰＳ
による除雪オペレーターアシスト
システム、16 年度には凍結防止
剤最適自動散布システム
（ＩＳＣ
ＯＳ）を開発、導入している。
ｉ−Ｓｎｏｗでは今後、寒地土

東日本高速道路道支社が試行導入した運転ガイダ
ンス付きロータリー車

木研究所を中心にデジタル映像加工による悪天候時の視界鮮明化、ミリ波レーダーに
よる他の車両探知、光による検知および測距技術（ＬｉＤＡＲ）などの技術開発も進め、
2020 年度をめどに技術を確立させる。
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恵比寿旧公務員宿舎跡地再開発 都市型複合施設を鴻池組で建設
野村不動産
（渋谷区）は「恵比寿 旧国家公務員宿舎跡地 再開発プロジェクト」に鴻
池組東京本店の施工で着工した。分譲住宅とホテ
ル、介護施設、保育施設で構成する都市型複合施
設で、プリンスホテルの「プリンス スマート イ
ン」が初出店する。完成は 2020 年３月。
建物規模は鉄筋コンクリート造地下２階地上
11 階建て延べ１万 6,078㎡。このうち住宅部分
は約１万 2,000㎡で、
「プラウド」ブランドで２Ｌ
ＤＫ〜４ＬＤＫの分譲住宅を 88 戸整備する。
ホテル部分は約 2,800㎡。プリンスホテルが宿

恵比寿旧国家公務員宿舎跡
地再開発イメージパース

泊に特化した次世代型ホテルの第１弾で客室数は 82 室。シングル 30 室、ツイン 37 室、
ダブル 15 室。レストランと会議室、フィットネスジムなどを設ける。ホテルの開業
は 2020 年夏。
このほか、介護施設は通所介護事業が定員 25 人、介護予防・日常生活支援総合事
業が定員 10 人を予定。保育施設は定員 100 人の認可保育園を開設する。
建設地は渋谷区恵比寿南３−48 −７で敷地面積 4,035㎡の原町住宅跡地。
設計は日建ハウジングシステム一級建築士事務所と鴻池組東京本店一級建築士事務所。

◎東京都内の建設業で働く外国人は１万人

半数は技能実習生

東京都内には建設業で働く外国人（2017 年 10 月末現在）が１万 31 人おり、このう
ち技能実習生が 5,207 人（51.9％）を占めることが、厚生労働省の外国人雇用状況調
査結果で分かった。13 年には 2,584 人だった外国人労働者が、14 〜 16 年までの３
年間に前年比４割増のペースで急増している。
全国の建設業で働く外国人は 2017 年 10 月末現在、５万 5,168 人で、このうち技
能実習生は３万 6,589 人と 66.3％を占める。都内の技能実習生
（全業種）は１万 1,900
人で、建設業は 5,207 人（43.8％）
を受け入れている。
都内の建設業で働く外国人の国籍は、ベトナムが 3,390 人（33.8％）で最も多く、次
いで中国が 2,846 人
（28.4％）、フィリピンが 1,262 人（12.6％）―などとなっており、
この３カ国だけで全体の 74.8％を占めた。
東京労働局は、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、
公共・民間ともに建設工事が最盛期を迎える中、「新規就業者や他業種からの転職者
とともに、外国人労働者の労働災害防止が重要」と考え、建設業労働災害防止協会（錢
高一善会長）と連携し、標識・掲示の共通化に向けた検討も行う。
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協議会ニュース

お問い合わせ

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
〒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

0120-916-881
TEL.011-211-1823
FAX.011-211-1822
さっぽろ 季節
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。

検索

http://sapporo-kisetsu.jp

