建設産業ニュース～札幌編～

訪日観光客需要増受けて積極的な設備投資
―札幌市内でホテル建設相次ぐ

訪日外国人など観光客需要の増加を受けて、札幌市でホテル新設の動きが相次いで

いる。すすきのや札幌駅前を中心に 10 カ所以上で建設が進み、今後計画が具体化す
る施設も複数ある。ホテルの形態もビジネスから富裕層向けなど多彩で、定山渓地区
では外資の進出も活発化するなど、市内のホテル建設ラッシュは過去に例のない盛況
ぶりとなっている。

「インバウンドやビジネス需要が旺盛な札幌駅前でチャレンジできる。ホテル業界

に新たなインパクトを残したい」。福岡地所の榎本一郎社長は 5 月 9 日、北３条西２
丁目に建設するホテルＦＯＲＺＡ（フォルツァ）札幌駅前の地鎮祭で、道内 1 号店目の
誕生に期待を込めた。

当初は客室数 180 室で計画していたが、近年の外国人観光客増加を背景に、さら

に高い稼働率が見込めると判断。敷地を買い増しして、施設規模を延べ約 1 万 1,300
㎡、客室数 304 室に変更した。

三井不動産は、北５条西６丁目にある
「三井ガーデンホテル札幌」
の東側に約170室を

有するホテルの新設を決めた。当初は、三井不動産レジデンシャルが分譲マンションの
建設を計画していた。
しかし、
道内観光需要の高まりからホテルの宿泊が好調を維持して
いることを踏まえ
「２店舗目を出しても高い稼働率になる」
（三井不動産）
と判断した。

このほか、北海道林業会館・西日本鉄道・竹中工務店グループは、約 300 室の準

高級ホテルの出店を視野に道庁そばの北 4 条西 5 丁目にある北海道林業会館の建て替
えプロジェクトを進めている。

すすきの地区では、ビジネス客向けのホテル建設が相次いでいる。タクシー事業な

どを運営する互信ホールディングス（本社・札幌）は、91 室の仮称・札幌南８西２ホ

テルに着工し、全国で不動産開発などを展開するコロンビアワークス（本社・東京）
は、
180 室程度のビジネスホテル建設に着手した。また、外資系のレッドプラネットジャ

パン（本社・東京）は、すすきの地区で２棟目となる仮称レッドプラネット札幌すすき
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の中央新築（212 室）の建設を進めている。

アルファコート（本社・札幌）も、中央区南２条西７丁目で訪日外国人向けホテル「Ｔ

ｍａｒｋ

Ｃｉｔｙ

ホテル札幌南２条」の新築を計画している。ＲＣ造、地下 1 地

上 11 階、延べ5,193㎡、客室数は150室。東隣にアパホテル札幌がある。８月ころの着

工を予定し、2019 年９月末の竣工、同 12 月開業を目指している。ＨＡＮＡＴＯＵ
Ｒ

ＪＡＰＡＮ（本社・東京）
の子会社・アレグロクスＴＭホテルマネジメント（同）が

運営するもので、札幌市内でのアレグロクスの運営物件としては「Ｔｍａｒｋ
ｔｙホテル札幌」に次いで 2 棟目となる。

Ｃｉ

定山渓は富裕層向け高級志向に

ビジネスホテルが中心の札幌市中心部での建設ラッシュとは異なり、札幌市の奥座

敷・定山渓では、高級志向の旅館建設が続く。

倶知安町でホテルを経営する香港資本のスーパーオクサン（本社・倶知安）は、定山

渓温泉東３丁目で高級旅館新築に着工した。同社は、2012 年 12 月に道内１棟目と
なる高級ホテル「シャレー・アイビー」を倶知安町山田に開業。17 年９月にはニセコ
ワイスホテルを買収するなど積極的な投資を展開している。

規模はＲＣ造、５階、延べ 4,440㎡。客室数は 26 室で、70 － 140㎡の広さとし、

全て温泉付きとする。館内にジムや温泉、ミニシアター、図書室などを備える予定。
また、ハマノホテルズ（本社・札幌）は

６月に純和風旅館「佳松御苑・吉兆」を開

業 し た。 休 業 していた高級旅館「佳松御
苑・吉兆」を建て替えて営業を再開。新旅

館は、ＲＣ造、３階、延べ2,454㎡の 客 室

棟と延べ 457㎡のロビー・レストラン棟
スーパーオクサンの高級旅館完成予想パース

で構成。客室は 23 室で１室 53 － 58㎡
の広さ。２部屋をつなげて宿泊できるコ

ネクトルーム４室を用意した。温泉を引く展望風呂を全室に設ける。

今後具体化が見込まれる大型プロジェクトとしては、MICE 施設と一体となって整

備する札幌パークホテル建て替えがある。不動産業のサンケイビル（本社・東京）が事
業主体で、敷地北側にホテル棟、南に MICE 棟を配置した一体型施設とし、今後設計

や再開発手続きが進む見通しだ。このほか、森トラスト（本社・東京）では、大通西 5

丁目の旧農林中央金庫札幌支店跡地に外資系のホテルを核とした大型複合開発を検
討。札幌駅北口8・1地区市街地再開事業でも、タワーマンションを核にホテル、オフィ
ス、商業機能を備えた延べ約 12 万 1,500㎡の複合施設が計画されている。

ホテル建設の現状と今後について、
日本不動産研究所北海道支社では
「これまでは、
比較

的地価が安いすすきのを中心に出店が進んだが、
敷地が品薄になり、
価格が上昇したこと
で、
大きな投資になるものの、
高い利回りが見込まれる札幌駅前周辺での開業を検討する企

業が増えた。現在の稼働状況が続けば、
ホテル需要は終わらないのでは」
と予測している。
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札幌市が中央区役所建て替えで複合庁舎化の方針
―中央保健センターや区民センターと統合

利便性向上へ

札幌市は、中央区役所の現地建て替えで、周辺の中央保健センターと区役所分庁舎、

中央区民センターを統合した複合庁舎とする方針を固めた。今後、ＰＰＰ／ＰＦＩな
ど民間活力の導入調査を進め、整備・運営の事業手法を絞り込み、2018 年度末にま
とめる整備基本計画素案に反映させる。

中央区南 3 条西 11 丁目にある現区役所はＵＲ都市機構の賃貸住宅と一体の建物で、

ＳＲＣ造、13 階、延べ 1 万 3,550㎡の建物のうち、1 － 3 階の延べ 4,818㎡が庁舎、4
階以上はＵＲが区分所有する賃貸住宅。1972 年完成で老朽化や耐震強度の不足から

現地改築を計画。2017 年度に施設概要や事業手法などを示す整備基本計画の策定に
着手した。

市は利便性の向上を求

め る 区 民 意 見 を 反 映 し、
新庁舎は、市道南３条線
をはさんで同一街区内に
立つ中央保健センターと

区役所分庁舎（延べ 6,300

㎡）、 南 ２ 条 西 10 丁 目 に

ある区民センター（延べ

4,538㎡）という周辺に分
散した施設と統合する。

現区役所の敷地は約

3,950㎡で、来庁者の増加に伴う庁舎の狭さ、駐車場に入れず生じる周辺道路上の車
列も課題となっている。

2018 年度はＰＰＰ／ＰＦＩの導入調査に入り、民間の資金やノウハウ活用の可能

性を検討する。民間事業者の参画意向調査や民活の枠組み検討を経て、従来型の公設
公営方式と比較し、整備基本計画の素案に反映する。

賃貸住宅の住民退去は 10 月末までに完了する見通し。整備基本計画は 2018 年度

末をめどに策定する。予定通りに進めば 19 年度に庁舎の解体設計に入り、20 年度に
大通西 2 丁目ビルに機能を仮移転後、既存庁舎を解体するスケジュールを想定してい
る。並行して事業手法が公設の場合は基本・実施設計、民活手法なら要求水準書作成
を進め、整備に備える。6 年程度で改築を完了する考え。

改築中の仮庁舎となる大通西 2 丁目ビルは、昨年 12 月にＮＴＴ東日本から市が取

得したＲＣ造、地下 1 地上 6 階、延べ 1 万 1,508㎡のオフィスビル。区役所と保健セ

ンター機能を移すことを前提に、間仕切り変更やカウンター設置、トイレ増強などの
改修を施す。2018 年度で改修設計を進め、19 年度からの工事に備える。
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札幌市が市有建築物の更新費用抑制策を検討
札幌市は、多くの市有建築物が更新期を迎え、建て替えなどの費用が財政を圧迫す

ることを見据え、持続可能な施設管理を進めるための共通ルール作りに着手する。部
局横断的な検討体制を構築し、人口減少に見合った施設規模実現を目指す。建築保全
に加え、財政、まちづくりなど総合的な視点で、総量管理や施設の複合化・集約化を
検討する。

市の公共施設は、人口増加や市街地拡大を背景に 1970 － 80 年代にかけて急増。

学校や市営住宅、庁舎や体育施設など総面積は約 565 万㎡に上る。このうち 30 年以
上経過した施設は約 4 割を占め、これから更新期を迎える。

更新費は現状、年間 300 億円前後だが、同規模の建て替えを進めた場合、ピーク

の 2040 年度には 700 億円超に達する見通し。

このため、市は、計画的な施設や社会基盤の維持管理・修繕と更新に取り組む方針

を掲げているものの、数値目標や共通ルールは未整備。4 月から財政局企画調査課に
公共施設マネジメント担当課長を置くとともに、同局管財課、まちづくり政策局政策
調整課、都市局建築保全課の課長職が兼務で加わり、全庁的な検討組織を設ける。

2018 年度は施設利用の実態調査を進め、施設建設時からの人口や利用変化に合わ

せた再配置、複合化など総量管理の在り方を検討。並行して各部局の施設更新を支援
する。

ＪＲ苗穂駅の新駅舎と自由通路が 11 月 17 日開業

ＪＲ北海道と札幌市は、駅舎の移転・橋上化を進めてきたＪＲ苗穂駅の新駅舎と線

路上を南北に結ぶ自由通路（苗穂駅前広場連絡歩道）を、11 月 17 日に同時開業すると
発表した。南北の分断解消や利便性

向上、駅周辺で計画されている再開
発も合わせ、開業を契機としたまち
の発展が期待される。

新 駅 は 現 在 地 か ら 約 300m 西 側

に移転。規模はＳ造、2 階、延べ約

1,450㎡。エレベーター 2 基、男女・
多機能用トイレも設ける。

線路の南北側にはエスカレーター

計 2 基、エレベーター計 4 基を備え

ＪＲ苗穂駅舎エントランス
（自由通路側）
のパース

る昇降棟を整備。これらを延長 130m、有効幅員 6m の自由通路でつなぐことで、Ｊ
Ｒ利用者以外も南北を自由に行き来することができる。

また、昇降棟前にはそれぞれバスやタクシー、一般車の乗降場や駐輪場を設けた駅

前広場を整備。北口は約 3,800㎡、南口は約 5,000㎡で整備している。
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札幌市が中央区南7西13に保育･子育て支援センター新設へ
札幌市子ども未来局は、中央区に計画している保育・子育て支援センター（ちあふ

る・ちゅうおう）の整備概要を明らかにした。約 3,000㎡の敷地に新設し、あけぼの
保育園と子育て支援総合センターの機能を移転・統合する方針。2023 年度の供用開
始を想定し、21 年度から 2 カ年の工事を目指す。

区保育・子育て支援センターは、保育機能と子育て支援機能を持つ。まちづくり戦

略ビジョンでは全区設置を目標に掲げ、公立保育園の転用を基本に設置を推進。これ
までに北・東・白石・豊平・清田・南・西・手稲の 8 区で設置が完了し、本年度から

厚別区の整備に着手した。清田と南を除く 6 区では保育機能として公立保育所を設置
運営し、清田区は、市として初となる認定こども園「にじいろ」として、幼児教育・保

育と子育て支援の 3 つの機能を担っている。南では保育機能として小規模保育事業所
を設置しており、指定管理者である社会福祉法人が運営している。

残る中央区は、4 月に国から譲与された旧国有地（南 7 条西 13 丁目）を活用して整

備する計画。用途地域は近隣商業地域、45m 高度地区に指定されており、容積率

300％、建ぺい率 80％。2020 年度の供用開始を予定する仮称「南 7 西 13 公園」と、
札幌高等裁判所官舎が隣接する。

新たな施設は中央区の「あけぼの保育園」
（南 11 条西 10 丁目）が担っている保育機能

と、子育て支援総合センター（南 3 条西 7 丁目）の子育て支援機能を移転・統合する。
各施設のサービスは現状維持または拡充する方針で、保育部分では現在の幼児（1 歳
10 カ月から）90 人を、乳幼児（生後 57 日目から）120 人まで拡大する。

子育て支援部分では、既存の子育て支援総合センターの規模と同程度（延べ 400㎡）

を想定。駐車場は子育て支援部分と共用で 14 台以上を確保する。「南７西 13 公園」の
ほか保育用の園庭も設置することで屋外環境の充実を図る。

供用開始に向け、2018 年度は基本計画、19 年度に基本設計、20 年度実施設計を

進めるスケジュールを描く。

並行して既存施設の跡活用の検討を推進。あけぼの保育園は、新施設の開設時に築

40 年近くなるため、建物の除去を
含めた土地の跡活用を検討する。

子育て支援総合センターは、資

生館小学校や保育園、ミニ児童会
館と一体となっている。センター
の移転により空いたスペースを活

用し、施設内のミニ児童会館を児

童会館に拡充することや、子育て
サロン提供の場を設けることなど
を検討する考えだ。
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札幌市が北６条東３丁目周辺地区の地区計画決定へ
―札幌総合卸センターの３街区一体で開発

都市機能を集積

札幌市は、3 街区一体による開発誘導を目指す北 6 条東 3 丁目周辺地区で、約 4.3ha

の街区全体の方針を示す地区計画と、オフィスビル建設に向けて整備が先行している
東 4 丁目街区についての地区整備計画を早ければ 8 月中旬に決定する。

東区北 6 条東 2、3 丁目、東 4 丁目一部が対象の同周辺地区は、住宅用資材卸や医

薬品卸、衣料品卸などの企業が加盟する協同組合札幌総合卸センターの事務所・倉

庫、共同会館など複数施設が立地。用途は商業地域（建ぺい率 80％、容積率 400％）、
60m 高度地区となっている。

同センターは、老朽化などを背景に、全面的な建て替えを念頭とした 3 街区一体の

再生整備を決定。まず東側の東 4 丁目街区にセンター機能を集積したオフィスビルを
新築し、東 2、3 丁目の 2 街区を民間事業者に売却する計画だ。

開発に当たっては、街区一体となったまちづくりの方向性を共有するため、地権者

らが都市計画提案制度を活用した。地区計画の目標には、都市機能集積による複合的
土地利用、歩行者ネットワーク形成による魅力ある都市空間形成を設定。地区内北側

に東西を結ぶ歩行者ネットワークの形成、市道東 4 丁目線沿い施設低層部はにぎわい
創出機能の配置などを位置付けた。

同センター新ビルを建てるため、既存施設の解体が進む東 4 丁目街区の地区整備計

画では、北側に住宅への緩衝として緑道、西・南側に歩道沿い空地の配置をするとし

た。オフィスビルはＳ造、13 階、延べ約 15,000㎡で構想し、実施設計を進めている。
民間売却する 2 街区は民間デベロッパーが購入予定で、ホテルや病院、マンションな
どの建設が検討されている。

ＪＲ札幌駅東側では現在、北海道ガス札幌工場跡地の北 4 東 6 周辺地区や、同卸セ

ンターに隣接する札幌繊維卸センター跡地などでマンションを中心とした再開発が相
次いでいる。
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札幌市の試行工事、全社が選択
―週休２日試行工事４件

給与水準確保など課題

札幌市は、2018 年度の早期発注工事で週休２日を試行したが、対象となった４件

全ての受注者が週休 2 日を選択した。働き方改革の波に、いち早く対応しようとする

姿勢が表れた格好だが、一方で、週の作業日が減少することによる工期への影響懸念、
作業員の給与水準確保といった課題を指摘する声も出ている。

若者が入職しやすい環境づくりの課題把握を目的に週１休が主流の建設現場で、週

に２日間、現場を閉所する取り組みを促すもの。受発注者の協議で通常工事か週休２
日を選択できる仕組みだ。

週休２日を選択した場合は、監督員の確

認後、工事成績を２点加点。費用は共通仮
設費の経費率を 1.02 倍、現場管理費を 1.04
倍上乗せ補正し、設計変更で加算する。

発注工事は盛り土１件、舗装のオーバー

レイ工事３件の合計４件で、盛り土は道雄
定着に向けた官民の取り組みが求
められている

建設、オーバーレイは開建工業１件、新立
大一興業が２件を受注。協議の結果、全社

が週休２日を選択した。４月以降の発注では石山橋補修、道道札幌北広島環状線仮称
屯田高架橋下部新設その１などを試行対象としている。

週休２日の導入について、企業側の反応を見ると、経営者の一人は、長時間労働の

是正や休日確保など働き方改革の波が建設業に押し寄せる中「これは流れ。いち早く

慣れる良い機会だ」と話した。また、別の経営者は「工事成績は総合評価や成績重視型
など受注に影響する。加点のインセンティブは大きい」と指摘する。

一方、土木は天候が工程を左右するため、各社、進ちょくや工期への影響には慎重

だ。「工種が少なく短工期で、検討の結果対応可能と判断したが、年度末にかかる工
事や天候に左右されそうな工種は選択しない場合もあるかもしれない」と話した。

週休２日に見合った労務費や経費確保も企業側の重要な課題だ。試行企業では、就

労日数が給与換算になる技能系従事者について「休みが増えれば稼ぎが減り、死活問
題となる。人員確保を難しくしかねない」という声も上がっている。

また、現行の経費率上乗せだけでは増加経費をカバーするのは難しく「稼ぎが減れ

ば作業員は他現場に流れる可能性がある。業界全体が転換することが必要」と指摘。
「週
休２日に見合った労務単価や現場経費の水準を確立することが不可欠」と強調する。

国は４月から労務費や機械経費など週休２日工事の経費の上乗せを上方修正した。

札幌市も夏以降、対応するかどうかの検討を進めている。労働者の健康確保、若手入
職促進を見据え、働き方改革の一環として週休２日への対応は、業界にとって喫緊の
課題となっている。

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
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～札幌編～

学校施設耐震化の最終となる本町小、二十四軒小改築設計に着手
―札幌市都市局

札幌市都市局は学校施設耐震化の最終となる本町小と二十四軒小改築の建築、設備

設計に本年度着手する。公募型プロポーザルで 7 月上旬に最優秀提案者の選定を予定。
本年度に基本設計、2019 年度に実施設計を経て、20 － 21 年度の 2 カ年での施工を
見込む。

プロポーザルで公告したのは「二十四軒小学校改築ほか工事に係る建築設計」と
「同

設備設計」、「本町小学校改築ほか工事に係る建築設計」、「同設備設計」の４件。

両校とも校舎と屋体をそれぞれ改築する計画で建築、設備設計それぞれ、基本設計

と実施設計を進めるが契約は各業務を単年度ごとに結ぶ。

建築計画規模は、二十四軒小が給食室、児童会館、多目的ホールを含む新校舎棟が

延べ約 6,400㎡、新屋体が延べ約 1,350㎡。本町小は同様の施設機能を含む新校舎棟
が延べ約 6,200㎡、新屋体が延べ約 1,350㎡とし、提案時に仮設校舎の原則使用を考
える。概算事業費は二十四軒小が約 35 億円、本町小が約 33 億円を試算する。

東区本町 2 条 7 丁目 1 の 30 に位置する本町小は、給食室など含めＲＣ造、3 階、延

べ 5,809㎡の校舎と、Ｓ造、平屋一部 2 階、延べ 868㎡の屋体（渡り廊下除く）が対象。
校舎は 1969 年、屋体は 70 年に竣工した。

西区二十四軒 2 条 3 丁目 1 の 37 に位置する二十四軒小の現行施設は、ＲＣ造、3 階、

給食室など含め延べ 6,185㎡の校舎と、Ｓ造、平屋一部 2 階、延べ 867㎡の屋体
（渡

り廊下除く）で構成。竣工は校舎が 1968 年、屋体は 69 年。敷地は、陵北中に接する
南東側のほかは全て道路に面し、北西側の道路は 6.5m と狭く宅地が近いため、日影
などを考慮して配置計画を固める。

札幌市教育委員会は、要緊急安全確認大規模建築物のうち、現行耐震基準に対し性

能が不足する市立小中校 9 校を順次建て替え、二十四軒小と本町小が完成する 2021
年度末で、市立学校施設全ての耐震化を完了させる計画だ。

建築物の耐震性を示すＩｓ値で 0.3 以下のものについては、2007 － 11 年度の 5 カ

年緊急対策で耐震補強を終えている。それ以外の施設は、建て替えなど更新に合わせ

て順次耐震化を図ってきた。現行基準を下回る
9 校のうち、栄西小は 17 年度に校舎建て替え
に着手し、年内の完成を見込んでいる。

2018 年度は発寒西小、東白石小、羊丘小、

栄中の 4 校、19 年度は発寒南小、新陽小の 2 校

の建て替えに着工し、それぞれ翌年度中の完了
を目指す。二十四軒小、本町小 2 校が完成する
現在の二十四軒小学校

21 年度には、幼稚園や高校を含む全ての市立

学校施設で、現行耐震基準を満たすことになる。

- 9 -

～札幌編～

平均は 75.7 点で 0.4 点上昇

―札幌市財政局 2017 年度工事施行成績評定

札幌市財政局は、2017 年度に完成した工事の成績評定結果を明らかにした。土木

系と建築、機械、電気の営繕系 3 工種を合わせた 1309 件の工事平均点は 75.7 点で、
前年度を 0.4 点上回った。土木系は平均が 0.6 点アップの 76 点で伸びが目立つが、営
繕は電気が下回ったため 3 工種平均で 0．2 点減の 75 点にとどまった。

対象は設計金額 500 万円以上の工事で、内訳は土木系が 870 件（前年度比 39 件増）、

営繕系は建築 141 件（同 2 件増）、機械 130 件（同 32 件減）、電気 168 件（同 19 件減）。
土木系の点数分布は 85 点以上が 32 件、80―84 点が

107 件、75―79 点 が 433 件、70―74 点 が 272 件、65

―69 点が 22 件、64 点以下が 4 件。最高は 91 点で、最
低が 56 点となった。

平均点以下となる 65―74 点台の割合が 31.3％と前年

度より 7.9㌽低下する一方、75―79 点台が半数に当た

る 49.8％と 7.9㌽増え、中間層が高得点側にシフトする
傾向がうかがえる。

90 点以上は 91 点を獲得した北土建設（屯田茨戸通仮

称創成川橋基礎新設）を含め 6 件。杉原建設が澄川高架

橋耐震補強、宮の森北 24 条通桜の杜道路新設、山本通
箱型函渠新設の 3 件、岩田地崎建設・丸彦渡辺建設共同

体は西 2 丁目地下歩道新設 3 工区、鈴木東建が環状通電線共同溝新設で 90 点の高得
点を得た。

営繕系 3 工種は、85 点以上が 1 件、80―84 点が 45 件、75―79 点が 208 件、70―

74 点が 161 件、65―69 点が 22 件、64 点以下が 2 件の内訳。最高点は 85 点で、最
低は 56 点だった。

点数分布を見ると 70―74 点が全体の 36.7％、75―79 点が 47.4％とそれぞれ、数

㌽前年度を上回る一方、80―84 点台（10.3％）が３㌽減少した。

工種別の平均点は電気が 75 点と 0.5㌽低下したが、建築が 75.1 点で前年度比横ば

い、機械が 75.1 点で 0.2㌽上回り、３工種平均は前年並みを保った。

営繕の最高点は北光営繕・和工建設共同体の施工した元町小学校外部改修で 85 点。

これに次ぐ 84 点は 10 件で、建築は田中組・丸竹竹田組共同体、岩田地崎建設・中井
聖建設共同体、札幌土建工業、大林組、山崎建設工業が獲得。機械は立川工業、工成
舎、藤井設備、池田煖房工業、電気は北弘電社の施工工事となった。

完成検査を担当する財政局工事管理室は平均点の上昇について、「過去工事の指摘

事項改善など、努力している企業の点数が伸びている印象がある」と説明。死亡を伴
うなど重大事故がなかったことも平均点の底上げにつながったと分析している。

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
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～札幌編～

朋仁会が2病院統合し札幌･北8東4のＪＲ社宅跡地に移転へ
社会医療法人朋仁会（本部・札幌）は、札幌市東区北 8 条東 4 丁目にあるＪＲ北海道

の社宅跡地を活用し、運営する北新病院と北新東病院を統合して移転改築する考えだ。
整備スケジュールは未定。朋仁会によると、敷地の賃借などについてＪＲ北海道と協
議を進めている。

北 8 条東 4 丁目 19 の 1 にある「鉄東社宅」は、7,500㎡の敷地に住居施設が 4 棟建っ

ている。周辺にはサツドラ北 8 条店などの商業施設や飲食店が点在し、マンションが
立ち並ぶ。社宅は既に閉鎖。解体の準備を進めている。
移転改築を計画しているのは、北新東病院

（東区伏古 5 条 3 丁目 3 の 2）と北新病院（白石区

菊水元町 3 条 3 丁目 1 の 18）
。朋仁会の担当者

によると、両施設とも老朽化が進んでいるた

め、交通アクセスの良い都心部での新たな展
開を図るという。

ＪＲ北海道は、経営改善に向けて不動産業

にも注力。2014 年には手稲区前田 2 条 13 丁目

の社宅跡でサービス付き高齢者向け住宅を建

解体準備が進む鉄東社宅

設。ことしにはＮＴＴ東日本の遊休不動産利活用を進めるテルウェル東日本（東京都）
が、白石区北郷にある旧ＮＴＴ白石北郷社宅を改修し、一般向けの賃貸マンションと
して再活用した。ＪＲ東日本は鉄東社宅のほかに苗穂社宅や青雲寮、啓北寮などの廃
止を進めている。これら跡地の利活用が注目されている。

ＨＢＣ北海道放送が本社社屋建設を熊谷組に一括依頼

北海道放送
（ＨＢＣ、札幌市中央区北 1 条西 5 丁目）は、本社社屋建設を主体、設備

一括して熊谷組に依頼した。建設地に建つ立体駐車場の解体を 9 月末までに終えて
10 月から社屋に着工、2020 年 3 月末完成を目指す。

本社社屋の東側隣接地、札幌市中央区北 1 条西 5 丁目 2 の 16 に建て替える。規模

はＳＲＣ一部Ｓ造、地下 1 地上 9 階、延べ 1 万 2,376㎡。事務所やテレビスタジオ、
自動車車庫などを設ける。設計は久米設計が担当。1 月に放送局の施工実績がある 5
者から見積徴集し、同社に決定した。

敷地面積は 1,671㎡で、ＨＢＣパーキング（立体自走式 4 層 5 階、304 台）は 6 月末

で営業を終えて解体。その後、本社社屋建設に取り掛かる。

移転後の業務開始は 2020 年春を見込む。現在の社屋（HBC 会館）は 1959 年竣工で、

老朽化が進んでいた。現本社社屋と敷地の活用方法は検討中だ。

中央区内では日本放送協会（ＮＨＫ）の新札幌放送会館建設が、大林組・岩田地崎建

設・田中組特定共同体の施工で進んでいる。

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
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建設産業ニュース～道内編～

2017 年度の道内企業立地は 100 件―物流施設が増加
北海道経済部がまとめた道内での企業立地件数によると、2017 年度は 100 件で、

過去最高を記録した前年度を 6 件下回ったものの、3 年連続で 100 件台に乗った。地

震など自然災害リスク、首都圏の人材不足、円安などの海外リスクの分散を狙った立
地件数は減少したが、道産食品の輸出増加や物流の高度化・効率化に対応する物流施
設の立地は増加した。

業種別に見ると、加工品組立型が 16 件、倉庫業等その他が 26 件、食品工業は 33 件、

製造業が 14 件、産業支援サービスが 11 件。

道内企業が 55 件、道外企業は 45 件だった。

2017 年度は物流施設の需要が増加。大手ホームセンターのコメリ
（本社・新潟）が

苫小牧市に物流拠点を新設するなど前年度から 6 件増の 20 件となった。

食関連施設は、本道の良質な食資源や冷涼な気候、北海道ブランドに着目した立地

が堅調だった。自動車産業は 4 件減の 7 件だった。

道外企業からは首都圏などで人材不足を背景にした立地が相次いだ。また道央以外

の地方にも関心が高まり、理系大学や高等専門学校の所在地への立地が増加。航空機
の設計などを手掛けるワダエンジニアリング（本社・愛知）は、函館市内に県外初の拠
点を開設し、地元大学や高専から理系人材の確保を目指している。

ここ 10 年の立地動向をみると、2008 年の世界金融危機に伴う景気低迷で落ち込ん

だ 09 年度の 44 件を底に、16 年度まで 7 年連続の増加を記録。11 年の東日本大震災、
16 年の熊本地震などでサプライチェーンが寸断された自動車関連企業を中心に災害リ
スク分散を目的とする工場立地が増加。また、
首都圏の人手不足に伴い進出が続くコー
ルセンターは、旭川市や上士幌町など札幌圏以外で開設する動きも見せている。

2017 年度に顕著に増えた物流関連施設は、物流の高度化・効率化のニーズに加え、

トラック運転手の労働時間の厳格化なども需要増の背景にある。

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
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～道内編～

開発局が天塩大橋など7橋を架け換え／長寿命化へ891橋修繕
北海道開発局は長寿命化計画に基づき、2019―21 年度に 891 橋の修繕を予定して

いる。このうち天塩大橋など 7 橋は架け換え対象。同期間にトンネルは 79 カ所、19

―20 年度の 2 カ年でシェッド 62 カ所、カルバート 109 カ所、歩道橋 29 橋の補修を

計画している。

開発局が管理する 2m 以上の橋梁 4,271 橋を対象に同計画を策定。道路法が改正さ

れた 2014 年度からは 5 年に 1 回の近接目視点検を実施しており、19 年度からこの点
検に基づく修繕が本格化する見通しだ。

架け換えは一部着工済みだが、2019 年度は札幌開建の 231 号瑞穂橋（22.1m）、

室蘭開建の 276 号緑跨線橋（65m）、網走開建の 238 号水谷橋（6.5m）と同八十士橋

（13.4m）、留萌開建の 232 号高砂橋（145.6m）、20 年度は留萌開建の 40 号天塩大橋
（300.1m）、21 年度は旭川開建の 237 号七五三橋（6.3m）を計画している。

100m 以上の長大橋の補修を見ると、2019 年度に函館開建の 228 号桔梗高架橋上

下線（各 1,433m）など 127 橋、20 年度に札幌開建の 337 号札幌大橋下り（985.3m）な
ど 83 橋、21 年度に釧路開建の 38 号新釧路大橋（733m）など 19 橋が対象となる。

これ以外に廃橋も予定しており、2019 年度に札幌開建が 231 号瑞穂橋左歩道

（25.1m）、20 年度も札幌開建が 12 号大和跨線橋（422m）、旭川開建が 239 号上名寄
跨線橋（22m）の 3 橋を撤去する。

橋梁と同じくトンネル、スノーシェッドとロックシェッドといった覆道、ボックス

カルバート、歩道橋、門型情報提供板

と大型標識についてもそれぞれ長寿
命化計画を策定した。

トンネルは 2019 年度に旭川開建の

450 号北大雪トンネル（4,098m）
、20
年度に室蘭開建の 236 号野塚トンネ

ル（4,232m）、21 年 度 に 函 館 開 建 の
229 号豊浜トンネル（1,270m）などが

主なところ。5 号笠岩トンネル（370m）
と同塩谷トンネル（541m）は、塩谷防
災の新トンネル推進に伴い 20 年度で
廃道とする予定だ。

シェッドは 2019 年度に室蘭開建で清瀬第 4 覆道（370m）、20 年度に札幌開建で

231 号床丹覆道 1（600m）など。内空断面 2 車線以上の大型ボックスカルバートは、
19 年度 45 カ所、20 年度 64 カ所、歩道橋は 19 年度 10 カ所、20 年度 19 カ所。

このほか道路標識は 2019 年度 43 カ所、20 年度 15 カ所、21 年度 4 カ所、情報提

供装置は 19 年度 33 カ所、20 年度 18 カ所、21 年度 3 カ所の補修を予定する。
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～道内編～

ＪＲ函館駅前で６カ所のホテル新設が進行、既存ホテルも対抗
函館市内のＪＲ函館駅周辺で、ホテル建設が相次いでいる。300 室前後のホテルが

4 カ所で建設中のほか、今秋にはＪＲインなど 2 カ所が着工する。百貨店の棒二森屋
の後継にはホテルを含む複合施設構想も浮上し、これらを含めると 2,000 室近く増え
ることが予想される。北海道新幹線の開業とともに、アジア圏インバウンドの旅行ブー
ムが相まって、ホテル投資熱の収まる気配がない。

函館駅前・大門地区は、再開発で街の雰囲気が大きく変貌した。複合商業施設の「キ

ラリス函館」が誕生。アーケードを撤去した駅前通では電線類の地中化が進む。

2016 年度の市への観光入り込

み客数は 561 万人と過去最高を
記録。特に新幹線で乗り入れた東

北や北関東からの来訪が増えた。
外国人宿泊者数も過去最高を更新
し続けている。

好調な観光を背景に、駅周辺で

は判明分だけで 6 つのホテル新築
計画が進行中。新規参入に対抗す

べく、地元既存ホテルの改装・増
設も複数あり、函館国際ホテル

では 13 階建ての新棟が 9 月にも
オープンする。開業後は 135 室増

え、435 室と市内最大規模となる。
その並びで、
札幌国際観光
（札幌）

が函館センチュリーマリーナホテ

ルを新設している。駅前で大和ハ
ウス工業
（大阪）が手掛けるロイヤ

ルパークスＥＲ函館駅前は、ホテルと店舗による複合商業施設として注目を集める。

繁華街の大門ではユニゾホテル（東京）が仮称・ユニゾインエクスプレス函館、ＷＢ

Ｆリゾート（札幌）が仮称・函館駅前ＷＢＦ

ＨＯＴＥＬをそれぞれ新設中。

今秋からはＪＲ北海道（札幌）のＪＲイン函館、中和石油（札幌）の仮称・函館大手町

ホテルがそれぞれ着工。大手スーパーのイオンは、棒二森屋の閉店・解体後にホテル
や商業施設、マンションなどで構成する複合施設を建設する構想を示す。

駅周辺のほか、温泉街の湯の川地区でも、渚亭や湯元啄木亭、イマジンホテル＆リ

ゾート函館、万惣などが増改修を実施済み。花びしホテルや湯の川観光ホテル祥苑、
湯の浜ホテルは耐震改修を予定する。さらにルートイングループがグランヴィリオホ
テル函館（250 室）を新設する計画が浮上している。
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建設産業ニュース～道外編～

首都高の日本橋周辺地下ルート案決める―既存トンネルも活用
国土交通省、東京都、首都高速道路会社などで構成する「首都高日本橋地下化検討

会」は、地下化の対象延長を約 1.2km とするルート案を決めた。このうち鎌倉橋から

ＪＲ線にかけての区間は既存の八重洲線トンネルを活用。新規に地下空間を整備する
区間は、ＪＲ線との交差部から江戸橋ジャンクション（ＪＣＴ）付近までとした。
首都高の日本橋周辺区間の

再整備については、首都高速

道路会社が竹橋ＪＣＴから江
戸橋ＪＣＴまでの延長約 2.9

㎞を対象に大規模更新整備を
計画。周辺で都市再開発が本

格化していきていることもあ

り、これらの再開発事業と合わせて日本橋川上にある高架道路を地下化し、景観の改
善につなげる考え。

ルート選定に当たり、大手町付近では連鎖型都市再生プロジェクトが既に進行して

おり、新たに地下に高速道路を整備することは困難と判断。神田橋ＪＣＴ付近から江

戸橋ＪＣＴ東側にかけての延長約 1.8㎞を地下化の検討対象と位置付けていたが、Ｊ
Ｒ線と交差する箇所では、別線を新規に導入するスペースがないことから、既設の八
重洲線を活用することが効果的と判断した。

日本橋川の下を通過する地点には、橋脚基礎がベタ基礎となっている日本橋の付近

を選んだ。

専門工事業の企業評価制度を構築へ―国土交通省

国土交通省は、建設キャリアアップシステムと連動した専門工事業の企業評価制度

の検討を開始した。評価項目は、システムに登録される就業履歴・保有資格による技

能者の能力評価を指標の一つとして活用し、「技能労働者の人数」
「社会保険加入状況」

「給与制度」などを盛り込む考え。

専門工事企業には職種共通の企業評価制度がないため、技能者の就業履歴や保有資

格を蓄積する建設キャリアアップシステムが稼働すると同時に、技能者の能力評価を

指標の一つとする専門工事企業の評価制度も構築する。国交省は、2019 年度に制度
の運用を開始する方針だ。

優れた技能を持つ技能者を雇用する専門工事企業が高い評価を受ける仕組みを整え

ることで、これらの企業の受注機会を拡大し、雇用する技能者の処遇改善へとつなげ
る好循環とするのが狙い。
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