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建設産業ニュース～札幌編～

大通東１地区再開発ビルの推進計画が明らかに
―延べ 10 万㎡超のビル、大通公園との連続性も確保

札幌市が地権者と共に策定した、創世 1.1.1 区（そうせい・さんく）大通東 1 地区再

開発の推進計画が判明した。北海道電力の本店や北海道中央バスの札幌ターミナルな
ど既存施設を街区北側に移転集約し、オフィスやホテル、店舗など複合機能を備えた
延 べ 約 10 万 － 11 万 ㎡ の 再 開 発 ビ
ルを建設する内容。街区南には大通

公園から連続する緑化したオープ
ンスペースを設け、創成川をはさん
だ東西の連携強化を図る。総事業費
は 530 億―590 億円を試算。2018

年内の再開発準備組合立ち上げを
促し、最短で 29 年度開業を目指し
ていく。このほか市では、同街区東
隣の大通東 2 丁目の市有地には、観

光バスの乗降場機能を備えた民間施設の誘導を図る方針だ。

大通公園と創成川通が交わり、テレビ塔の東側に位置する同地区は、5 月に再開発

ビル（札幌創世スクエア）が完成した北 1 西 1 地区と並び、市が再開発を推進する、創
世 1.1.1 区の一つ。

面積は 1.5ha で北海道電力の本店や別館、北海道中央バスの札幌バスターミナルと、

竹中工務店が所有地を賃貸中の北海道四季劇場がある。

2020 年８月に閉館する劇場を除き、築 50 年以上の老朽建築物で占め、昨年 7 月に

地権者が再開発協議会を設立。市は協議会を交え、街区一体再開発の推進計画を検討
してきた。今後は市と地権者でオープンスペースの規模や、事業性の向上など課題解
消の検討を重ね、事業化を目指す流れ。

準備組合の設立後は 2019 年度の基本計画、20―21 年度の基本・実施設計、その

間に都市計画、環境影響評価手続きなどを経て 22 年度に着工。新幹線の札幌延伸や
冬季五輪・パラリンピック招致を見据え、29 年度開業を目標にする。

再開発ビルの施設計画は、高さ 123m、地下２階地上 26 階塔屋 2 階、延べ９万 6,700

㎡、総事業費は 530 億円の案が有力だ。

賃貸用オフィス床を積み上げ、３１階、延べ 11 万 200㎡、総事業費 590 億円とす

る別案も用意するが、事業スケジュールが長くなるため、有力案と比較検討を続けて
いく。

用途は地権者や賃貸用を含むオフィスビル、バスターミナルを核に、ホテル、店舗
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～札幌編～

機能を持つ複合施設で、地下に駐車場 200 台、駐輪場 280 台を確保する。
創成川に面し、大通公園や北１西

１地区再開発ビルと連携が見込め
る街区西は、北側のホテルから南の

店舗までを直線でつなぐモール空
間を演出。南端は地下鉄東西線の既
設地下通路と直結することで、歩行
者の回遊性を高める。モールの一部
をデッキとし、その下をバスが通過

しターミナルに進入できるように
する。

街区南の約 5,000㎡は大通公園か

ら連続し、創成東エリアをつなぐ歩行者回遊スペースとして官民協働で整備する計画。

東隣の大通東２には観光バス乗降場など利便施設を誘導へ

札幌市は、大通東 1 地区に隣接する大通東 2 丁目の市有地に、観光バスの乗降場機

能を備えた民間施設の誘導を図る。一定期間、土地を貸し付け、民間で施設を整備・
運営する枠組みを想定する。事業提案に当たっては観光バス対応に加え、大通公園や
大通東 1 丁目街区との連携、創成東エリアの交流拠点となる計画を求める。

市は、この市有地を都心の景観確保や創成川を挟む東西市街地の連携に重要な場と

位置付け、まちづくりの起点となる施
設の誘致を目指している。土地利用を
早急に進めるため、事業用定期借地権
を設定し、土地を民間に有料で貸し付
ける方式を採用する。

事業者は公募型プロポーザルで決め

る。年内に提案を募り、2019 年３月に

事業者を選定、着工は 22 年度を見込む。
施設計画には観光バスの乗降場と、そ
観光バス専用の駐車場となっている
大通東２の市有地

の待合、観光案内など観光客の利便性
向上機能導入を盛り込むことを条件と
し、提案を求める。

市有地は中央区大通東２丁目の 3,819㎡で、用途地域は商業で建ぺい率 80％、容

積率 600％。観光バスの駐車場などに暫定利用している。隣接の東 1 丁目では北海道
電力など地権者と市が街区一体の再開発を計画中で、交流機能を持った施設や大通公

園から続く開放空間が誕生する。東 2 丁目の土地利用では大通公園からの眺望確保や
東 1 街区との連携を基本に、公園から連続するスペースの東端をイメージした、創成
川東側方面への回遊や、まちづくりの起点となる空間を目指す。
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～札幌編～

札幌市が札幌駅前再開発を検討 北5西1・2街区を一体整備へ
―北４西３街区でも拠点形成を支援

札幌市は、ＪＲ札幌駅前再開発の事業化検討を始動させる。北５西１・西２街区の

一体的な再整備に向け施設計画や事業手法を整理し、2019 年度に基本構想をまとめ
る。北４西３街区は地権者との調整、支援で街区全体の開発を促す。新幹線が札幌に
延伸する 30 年度を目標に道都の玄関口にふさわしい拠点形成を目指す。北海道胆振
東部地震を受け、災害に強い拠点づくりも焦点になりそうだ。

札幌駅前はＪＲや地下鉄、バス、タクシーなど公共交通の集まる道内最大の交通結

節点。市は新幹線延伸を見据え駅周辺を札幌駅交流拠点と定め、官民協働で、道都の
玄関口にふさわしい空間形成や機能集積による再整備を目指している。

新幹線駅南口に位置する北５西１・西２を先導プロジェクトとして取り組み、現駅

南口に当たる北４西３街区でも、事業化を推進する考え。
北５西１・西２地区な

JR札幌 駅前事業化 検 討位置図

どの事業化検討業務を近
く委託し、西 1 にある市

JR札幌駅

有地の青空駐車場と、西

有するバスターミナル併

事業化検討街区

設の商業ビル「札幌エス

北４条西３丁目

タ」を対象に方向性を検
討する。

地区一体の再開発に向

創成川通

2 で札幌駅総合開発が所

N

先導プロジェクト街区

北５条西１・西２丁目

け民間事業者や有識者の
意見を集め、拠点形成の

アイデアを募る。その後、開発コンセプトや概略の施設計画、事業費と事業手法、ス
ケジュールを整理し、基本構想を 2019 年度にまとめる。

再開発施設は、駅前にふさわしいホテルやオフィス、商業などの多様な機能を備え

た高層の複合ビルを想定。バスターミナルの配置や交通結節機能の在り方を検討する。
構想策定後には詳細な推進計画をまとめ、2020 年度ごろの都市計画決定を経て事業
化を目指す。

ヨドバシカメラなど民間地権者が保有する北４西３街区は、街区全体の再開発を誘

導するため地権者の調整、支援を図り事業化を後押しする。

胆振東部地震の大規模停電では、ガスコージェネレーションによる自立分散型発電

設備を備えた都心のさっぽろ創世スクエアや札幌三井ＪＰビルディング、アーバン
ネット札幌ビルが通電まで、避難者の受け入れや電源供給に貢献した。災害時対応の
拠点形成は、再開発事業において重要なテーマの一つになっている。
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～札幌編～

主任技術者兼務の現場代理人でも他工事兼任可能に／札幌市
札幌市は、工事の現場代理人に関する規定を一部改正し、現場代理人が主任技術者

を兼務していても他工事の現場代理人を兼任できるよう、９月から緩和した。北海道
胆振東部地震の震災復旧で、工事増加が予想されるための措置。

これまでは請負代金が 3,500 万円未満
（建築は 7,000 万円未満）の工事で、最大３工

事まで現場代理人の兼任を認めていた。しかし、現場代理人が主任技術者を兼務する
技術者兼務の現場代理人 改正後のイメージ

改正では、技術者を兼務する現場代理人でも、

Ａ 工事

ＯＫ

最大３工事まで現場代理人を兼任できるよう緩和
ＯＫ

兼任可能

した。兼任時は、各工事に連絡員を定め、現場代
理人の不在時に配置を求める。

代 + 技

Ｂ 工事

場合は、兼任を認めていなかった。

現場代理人の兼任を認める規模の工事では、現

Ｃ 工事

場代理人が主任技術者を兼ねているケースが多
く、今回の改正で兼任配置がよりしやすくなる。

原則、代理人の兼任を認めない 3,500 万円以上

代 + 技

ＯＫ

代 + 技

（建築で 7,000 万円以上）の工事でも、特例で兼任
を認める場合に同様の取り扱いとする。

札幌市建設局が建設業支援策強化に向け関連団体と意見交換へ
札幌市建設局は、深刻化する担い手不足などの課題を抱える建設業を支援・育成す

る施策の強化に乗りだす。官民挙げた取り組みの推進に向けて、2018 年度は札幌建
設業協会や札幌中小建設業協会など関連団体との意見交換会を複数回実施し、課題を
洗い出す考えだ。

業界活性化への支援強化に関し、道

では「北海道建設産業支援プラン 2018」
を策定。このほか北海道開発局は
「建設

業等の働き方改革実施方針」を策定する

など、働き方改革の取り組みも広がっ
ている。

市建設局では、人材確保・育成支援

事業として独自に建設産業の魅力発信

や各種の支援を実施。総合評価方式で

は、人材育成型や地域育成型を採用し、

支援策の充実へ業界団体の意
見聴取を始めた

若手技術者の育成や地域への貢献を評価するなど、入札方式の工夫に取り組んできた。
さらなる支援策を探るため、2018 年度は年に 3 回程度、業界団体との意見交換会

を開催する。広報媒体として活用するパンフレット作成も検討している。
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～札幌編～

札幌市内のホテル開発が大通地区に広がる／老朽ビルの更新が契機
札幌市大通エリアで、更新期を迎えたビルをホテルに建て替える動きが目立ち始め

た。商業施設からの転換が中心で、2018 年に入り判明分だけでも４件を数える。北

海道新幹線の札幌駅ホーム位置が決まり、駅周辺で再開発計画が相次いでいることな
どを背景に、道外不動産企業が古いビルを物色する動きもうかがえる。薄野エリアで
相次ぐホテル開発の熱が大通、札幌駅エリアへと広がりをみせている。
外国人観光客でにぎわう狸小路商店

街周辺。至る所で解体現場が目に付く。
ＷＢＦリゾート（本社・札幌）は、中央区

南３条西２丁目にあるホテル「ロテル・
ド・ロテル」を４月に取得。30 年の営業

に幕を閉じ、新たなブランドでのホテ
ル運営に向け、既存施設の取り壊しを
進めている。

古いビルが建つ土地をホテルとして

再生する動きがいくつか浮上してきた。

解体中の第 2 三谷ビル。大通エリアで
更新期を迎えたビルの建て替えが進む

南２条西１丁目の宮本ビルは、オフィス・商業テナントとして活用していたが、築

57 年で老朽化が進んでいることなどを理由に、７月に閉館した。土地と建物は、京
阪電鉄不動産（本社・大阪）が取得。解体後にビジネスホテルの建設を検討する。

札幌駅前通沿いで老舗菓子店の千秋庵本店が入っていたビルは取り壊され、更地と

なった。いちご地所（本社・東京）により、ホテルと店舗が入る複合施設に生まれ変わる。

南１条西６丁目で築 55 年が経過した第２三谷ビルは、テナントの退去が終わり、

解体作業が始まった。アルファコート（本社・札幌）がホテルを新設する計画で、年内
にも運営会社と契約を結び、2019 年春の本体着工を目指している。

大通エリアには 1972 年の札幌五輪前後に建設されたビルが多く、未耐震や更新期

を理由に建て替えを検討するオーナーは少なくない。ただ、投資には大きな費用がか
かることから、地元のビル所有者が単独で開発するのは難しく、道外の大手不動産企
業の手を借り、ホテルなどに建て替えるケースが目立っている。

大通で築 50 年を迎えるビルの地元オーナーは「中小企業が建て替えできるレベルで

はない」と明かし、売却を含めて今後の活用を検討している。

日本不動産研究所によると、札幌駅周辺で多くの再開発計画の動きが出てきたこと

により「これまで相次いだ薄野エリアでのホテル投資がＪＲ札幌駅側へと移っている」
と指摘。古いオフィスビルや商業施設を仕入れて、需要が高く投資リスクの少ないホ

テルへ転換する動きが今後も増えると予測。中でもブランド力のあるホテル事業者は、
大通エリア以北での出店を模索。「オフィス街が将来、観光拠点へと変わっていくの
では」と動向を注視している。
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～札幌編～

札幌市資料館耐震改修で免震工法を採用／事業費 27 億円
―外観と内部空間に配慮、デザインビルド方式で発注へ

札幌市は保存活用を計画する市資料館の耐震化で、免震工法を採用する方針を固め

た。改修による免震工法は市有施設で初めて。整備事業者の選定は設計施工一括で発

注するデザインビルド（ＤＢ）方式を想定する。2019 年秋をめどに要求性能をまとめ、
事業者選定の手続きに入るスケジュールを描いている。事業費は耐震化や保存活用整
備を含め約 27 億円を試算する。

中央区大通西 13 丁目にある同館は、1926 年に旧札幌控訴院として建設。現在は大

通公園西端の景観を彩る歴史的な建築様式を持つ文化施設として利用が続いている。
基本構造は札幌軟石とれんがを積んだ組積造で、２階床と支持柱はＲＣ造を用いて

いる。設計は司法省会計課。ホールに隣接する半円形の階段室に沿って曲線を描く階
段、ステンドグラスや２重ガラスの窓など当時先進の技術も使われるなど大正期の建
築様式を今に残し、1997 年には国の有形文化財に登録された。

延べ床面積は1,637㎡。刑事法廷の復元展示やギャラリー、
研修室を備え、
市民交流や

創造活動の拠点に利用されている。
耐震化に当たって、建築基準法

を上回る耐震性能を確保しなが
ら、外観意匠を最優先に内部も可

能な限り保存する手法を検討。将

来的により高度な技術への移行も
考慮し、免震装置の採用を決定し
た。

整備計画によると、改修は、建

設時の外観意匠や内部空間、技術
をできる限り保全しつつ、周囲の

庭園など敷地内を交流の場として
活用できるよう配慮する。

免震工法で意匠に配慮する方針が決
まった

機能配置では文化財としての価値を維持するため、ボイラー設備、エレベーター、

多目的トイレなどは別棟を増築して整備し、本体に接続する。別棟は施設北側に増築
する計画で、規模は２階、延べ約 330㎡を想定する。

市民文化局は今後、ＤＢ方式を用いた工事発注に向け、要求性能の取りまとめ作業

に入る。作業はアドバイザリー業務として、公募型プロポーザルで外注し、2019 年
秋をめどにまとめる。

2019 年度予算で整備費の債務負担行為を設定し、秋以降に、ＤＢ方式による整備

事業者の選定手続きに入る。発注は事業費規模からＷＴＯ政府調達協定の対象になる
見通し。事業者選定後は、実施設計に１年、工事に２カ年程度を想定している。
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～札幌編～

札幌市の補正予算が可決／胆振東部地震災害復旧などに182億円
札幌市議会は、第３回定例会を９月 25 日に開会。胆振東部地震の災害復旧費や被

災者支援など総額 182 億円の補正予算案を即日可決した。公共施設の災復費につい

ては、早期執行が必要で算定可能なものを計上し、台風 21 号による倒木被害などの

災復費 12 億円も含む。主な災復費として、道路や公園などに 79 億円、下水道に 71
億円、建物関連で 14 億円などを計上。仮設住宅の提供など被災者支援には 15 億円を
充てる。深刻な被害が発生した清田区里塚地区の恒久的な復旧など、調査結果を待っ
て対策を決めるものは含んでいない。

市が一般会計に盛り込んだインフラ災復費 79 億円のうち、道路関係には 66 億円を

計上した。主なものは東 15 丁目屯田通延長約４㎞、西４丁目線延長約 300m の調査・
設計、復旧のほか、液状化が発生した清田区里塚地区の調査・設計。このほか道路復
旧として、市内全域で約 600 カ所の補修を想定して計上した。里塚地区では８路線
の一部仮復旧も見込む。

公園などの災復費には 12 億 6,000 万円を計上。台風 21 号による公園内の樹木や街

路樹など約 6,100 本の倒木処理のほか、地震による被害を含め、遊具やフェンスなど
の公園施設復旧を積み上げた。

施設関連の復旧は、市営住宅や学校など公共施設に 13 億 7,540 万円、老人福祉施

設 や 障 害 者 施 設、 私 立 保 育
所 な ど 民 間 に １ 億 3,500 万

円 を 措 置。 学 校 施 設 の う ち
真 栄 小 や 美 し が 丘 小、 西 岡
中、 真 栄 中 の グ ラ ウ ン ド 亀
裂 対 策 の 調 査・ 設 計 だ け で
２億円を見積もる。

下水道管路は、71 億円の

予算で延長 12.9㎞の復旧を

見込んだ。このうち被害の大

きい清田区里塚１条１丁目、
同１条２丁目周辺の延長は
2.5㎞となっている。

高速電車会計では、環状通

迅速な応急復旧を図った東 15 丁
目屯田通

東駅など地下鉄関連の施設修繕に１億 6,000 万円を充てる。

被災者支援は総額 15 億 4,000 万円。被災家屋の解体、除却に充てる災害廃棄物

処理に６億 8,000 万円を措置。宅地防災工事への貸し付けや、仮設住宅確保、最大

300 万円を補助する被災家屋の補修補助など住宅被災者支援に４億 4,000 万円を見
込む。
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大京など 3 社の札幌・苗穂駅北口タワーマンションが着工
ＪＲ苗穂駅の移転改築に伴う駅北口再開発が始動した。大京（本社・東京）と住友

不動産（同）、ＪＲ北海道（本社・札幌）が西街区で手掛けるタワーマンションの新築

は住戸数 300 戸に上り、100 億円超の事業費を投じる。西松建設が設計施工を担当、
2021 年３月の竣工を目指す。

新しい苗穂駅の北側、ＪＲ北海道研修センター

跡地の札幌市東区北５条東 10、11 丁目周辺に、分
譲マンションやサービス付き高齢者向け住宅、商
業・業務施設、病院などを新設する計画。ＪＲ北

海道の事業パートナーとして、大京と住友不動産
がプランニングを担当している。

先行して着工した分譲マンションはＲＣ造、地

下１階地上 27 階、延べ３万 2,774㎡の規模。空中
歩廊を設け、北西側にある複合商業施設アリオ札
幌と結ぶ。住戸数 300 戸、販売価格 4,000 万円前
後を見込み、2019 年９月から売り出す予定だ。

ＪＲ北海道の小山俊幸副社長は「駅周辺整備によ

空中歩廊を備えたタワーマ
ンションの完成予想図

り地域が発展する。マンション開発の収益に加え、駅利用者を増やすために努力す

る」と強調。経営再生に向けマンションを含む開発関連事業で収益を上げ、鉄道維持
の資金確保を図る姿勢を示した。

恵佑会が札幌病院移転新築を伊藤組土建に依頼／ 19年4月着工

社会医療法人恵佑会
（札幌市白石区本通 14 丁目北１の１、
細川正夫理事長）
は、
仮称・

社会医療法人恵佑会札幌病院移転新築の設計施工を伊藤組土建に依頼した。2019 年
４月１日ごろの着工を予定している。

新病院は３棟で構成。Ｓ造、７階塔屋１階、延べ２万 9,262㎡の規模を想定して

いる。施設の詳細や工期は設計で固
める。

移転先は札幌市白石区本通９丁目

南 29 の 敷 地 １ 万 7,523 ㎡。 東 日 本
電信電話（現ＮＴＴ東日本）の野球場

だった所を、2014 年５月に取得した。
法人所在地にある恵佑会札幌病院

は、道内で有数のがん治療専門病院。
病床数は 229 床。建物は 1981 年の開
院以来、増改築を繰り返してきた。

移転して建て替えられる恵佑会札幌病院
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～札幌編～

北海道150年を支える－地域発展の今昔（上）

創成川通／明治期から幹線道路の地位揺るぎなく
札幌を東西に分かつ開拓の象徴・創成川。それに沿って走る街道「創成川通」は、ま

ちづくりの起点であり開拓期から道都の物流や交通を支えてきた。沿道の街並み、道
路の構造は時代を映す鏡のように絶えず変化を続けている一方、主要幹線道路として
の役割は 150 年を経た今も色あせない。北海道新幹線延伸で増加する交流人口を全

道に波及させ、集積する都市機能の広域利用を促進するため、全道をつなぐ高速道路
と都心のアクセスを強化する道路として、今年、さらなる改築へ動きだした。

創成川は幕末の 1866（慶応２）年、大友亀太郎が用水目的で建設した「大友堀」が

前身。当時の集落郊外を南北真っすぐに流れ、そこから東へ進み伏籠川に注ぐ堀は、
その後開拓の礎となった。

大友は明治維新で主を失い札幌を去るが、「五州第一（世界一）の都」づくりを構想

した、明治政府の開拓判官・島義勇は、この堀を東西の基軸に定めた。南北は渡島
通（現・南１条通）とし堀との交差部、後の創成橋を街路の起点に、まちづくりが始
まる。

島も志半ばで札幌を去るが、その後、堀は創成川と名を変え開拓の象徴になった。
「滞在が重なる２人は熱心にま
ちづくりを語り合ったのでは

ないかと思います」。札幌村郷
土記念館の玉井晶子さんは、黎

明（れいめい）期の歩みに思い
をはせる。

南北を延ばし、船が航行でき

るよう拡張された創成川は、石
狩浜に集まった海運物資を水

運で市中に運び開拓を支えた。
昭和初期の大通西 1 丁目から北側の創成川通。西
側の洋館は移築前の豊平館
（北大大学文書館提供）

河岸には創成川通の原型とな

る街道が整備され、1911（明

治 44）年には茨戸間に馬車鉄道が開通。物流の主役が陸上に移り、幹線道路として
の地位は揺るぎないものとなった。

創成川通として本格的な整備が進むのは、札幌が近代的な大都市へ飛躍した 72 年

の冬季五輪前後。急増する自動車交通に対応するため、創成川を中央分離帯とし両
岸を使った６－８車線道路を設け、都心の国道交差２カ所をアンダーパス化するな
ど、基盤の高度化が進んだ。

平成に入り、2011 年には都心の混雑解消でアンダーパスを連続化し、片側２車線
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～札幌編～

ずつを地中化した創成トンネルが開通。地上は川の流れや創成橋を復元した創成川
公園を新設し、憩いの場が生まれた。

都心の通り沿いにはことし、再開発によって新ランドマークビル「創世スクエア」

が完成した。更新期を迎えた街は再び大きく変わりつつある。創成橋たもとに鎮座
する大友亀太郎像は移りゆくこの景観を静かに見守り続けている。

新幹線延伸に備え都心と高速道のアクセス強化が急務

石狩市界の道央新道につながる延長約 14.5㎞の創成川通は、物流拠点のある小樽・

石狩方面を結び、新千歳空港など全道をつなぐ高速道路と交わる骨格道路として交
通の主軸を担ってきた。

しかし、都心と高速道路を最短で結ぶ札幌北ＩＣ間の４㎞は、途中５つの幹線道

路と交わり、冬季は積雪による車線減少もあり車両の速度低下が著しく、ＩＣ降り
口付近の渋滞は慢性的だ。

秋元克広札幌市長は「全国の

大都市で都心とＩＣ間は約１
㎞、数分程度。札幌は夏で 15

分、冬は 20 － 30 分で時間も読
めない」と課題を指摘。「北海道

は広い。都心と道内の移動をス
ムーズにすることは、人口減少

社会の到来で重要性が増す地域
の観光、集客、交流に大きな意

味を持つ」と訴え、都心と高速
道のアクセス強化が急務と強調
する。

大通公園付近の創成川通。沿道には都心再生を象徴
する新ランドマーク
「創世スクエア」
が完成した

札幌の訪日外国人宿泊者数は 2017 年度で 257 万人超と増加基調だ。更新期の都

心は再開発の機能集積が進み、30 年度末の新幹線延伸により交流人口は 42 万人純
増するとの試算もある。

冬季オリンピック・パラリンピック招致が実現すれば、国内外から、より多くの

人が北海道、札幌を訪れる。これをどう全道に波及させていくか。

アクセス強化の重要性が共通認識として広がる中、北海道開発局は、道、札幌市

と進めた検討を基に７月、事業の計画段階評価に進み、直轄整備の具体化に着手した。
今後は事業採択への検討が進むが、アクセス性から、地下や高架構造を組み合わ

せた、高速道路から直結の別線整備案が有力とみられる。

１分１秒を争う医療搬送、人手不足に悩む物流の効率化など、積雪地にとって交

通の時間短縮や安定化がもたらす恩恵は大きい。アクセス強化で人口減少の転換期
を迎えた北海道の未来を「創成」する道となることに期待がかかる。

（次回は北海道庁赤れんが庁舎の今昔を紹介します）
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建設産業ニュース～道内編～

仮称林業大学校の本校舎は旭川の林産試庁舎を増築・改修
―道が 2020 年開校へ／実践実習拠点は各地に

道は、2020 年の開校を目指す仮称・林業大学校の運営体制などの基本計画案をま

とめた。本校舎は旭川市内の道立総合研究機構林産試験場庁舎を一部改修して転用す

るほか、庁舎北側にＷ造、２階、延べ 1,400㎡の規模で増築する。総事業費は約 15 億円。
林業大学校では、全道の多様な林業現場に対応可能な実践力の習得を効果的・効率

的に実施できるよう、１年次に主要な講義拠点となる本校舎、２年次に実践力を養成
する地域拠点を７地域に設置する。

基 本 計 画案で、
本校舎は旭川市内にある林産試験場庁舎に増築するとした。
道産ＣＬ

Ｔ
（直交集成材）やコアドライなどを活用し、
内装を木質化する。
既存の林産試験場庁舎

（ＲＣ造、
２階、
延べ2,941㎡）のうち 1 階の 250㎡を校舎として改修する。屋外実習場、
機械保管庫、
駐車場 50 台程度なども整備する。改修部分は 2019 年４月まで設計を進め、
来夏に着工、
20 年度に供用。
増築部分は19年9月までに設計し、
21 年度に供用を始める。
実践実習拠点は、ＩＣＴなど最新技術を学べる下川町や南富良野町を中心とした道

北、高性能林業機械を活用した人工林整備と森林認証を学べる美唄市や芦別市、京極
町などの道央、木質バイオマス利用の流れを学べる厚
真町とむかわ町を中心にした日高・胆振、ＣＬＴを使

用した地域材利用を学べる森町と知内町などの道南、
森林認証の実証が可能な津別町と滝上町を中心とした
オホーツク地域、天然更新技術が実践できる十勝、自

然公園と周辺の森林管理を学ぶ釧路・根室に設置する。
各地域の実習拠点施設は次の通り。

本校舎が開設される
林産試験場本庁舎

◇上川・留萌・宗谷▽下川町＝林業総合センター▽南富良野町＝かなやま湖スポー

ツ研修センター▽地域全体＝役場庁舎、町有施設

◇空知・石狩・後志▽美唄市＝林業試験場研修棟▽芦別市＝市有施設▽京極町＝町

有施設

◇胆振・日高▽厚真町＝旧校舎（研修施設）▽むかわ町＝旧校舎（木育活動施設）▽日

高地域全体＝管内町有施設

◇渡島▽森町＝旧校舎、グリーンピア大沼、ネイパル森▽知内町＝しりうち地域産

業担い手センター

◇オホーツク▽東部地域＝ 21 世紀の森森林学習展示館、津別町有施設▽西部地域

＝滝上町多目的活性化センター童話村交流プラザ

◇十勝▽地域全体＝公民館、役場など市町村有施設
◇釧路・根室▽地域全体＝市町村有既存施設
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胆振東部地震の爪痕深く／被害額 2,000 億円超に
―年内にも本復旧工事へ

災害査定始まる

本道で観測史上初めて、最大震度７を記録した北海道胆振東部地震による被害状況

が明らかになりつつある。揺れが強かった地域では道路や河川施設、農業施設などの

社会資本、水道などライフライン、住家などが甚大な被害を受け、被害総額は 2,000
億円を超える。断続的な余震

で気が抜けない日々が続く中、
２次災害防止や住民生活を取

り戻すための応急復旧が進む。
10 月 10 日からは災害査定が始

まっており、本格的な復旧工事
は年内にも動きだす。

９月６日未明に発生した胆振

東部地震で被災した公共土木施
設の応急復旧は、救助活動箇所

を除き震災直後から各所で展開
さ れ た。 道 道 は 268 カ 所、 道

大量の土砂と樹木が生活基盤を飲み込
んだ
（９月７日撮影）

管理橋は 16 カ所で被害があり、一時期 15 路線 22 区間を通行規制し、崩土撤去や橋
桁の仮固定など対応を進めた。ただ、厚真町の上幌内早来停線では崩落斜面が不安定
な吉野地区、崩落が大規模で道路損壊も激しい富里地区は作業が難航した。

札幌市内でも東 15 丁目屯田通では液状化が要因とみられる路面沈下や陥没が発生。

直ちに応急復旧に取り掛かり、９月 17 日に全区間の通行止めを解除した。西４丁目

線も、同 9 日に全区間が通行可能となった。いずれも降雪時まで道路パトロールを強
化し、路面状況に応じた補修を実施する。

国道も、日高自動車道の苫東中央ＩＣ―日高厚賀ＩＣ間で損傷、千歳市内の国道

453 号で土砂崩れが見つかった
が、日高道は９月９日、453 号は

同 10 日に、それぞれ通行止めを
解除した。

河川では 10 万㎥以上の土砂が

流入し、降雨時に浸水被害が懸念

された厚真川では最大 60 台もの
重機で土砂撤去を進め、現在はお
おむね震災前の河道を確保した。
河道内の土砂を取り除くため多数の重
機が投入された
（９月 12 日撮影）
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一方で、大規模な山地崩壊に見

舞われた厚真川支流の日高幌内川

～道内編～

は完全な土砂除去は時間的にもコスト的にも困難とみられている。同じく土砂閉塞
（へ

いそく）を起こしている東和川、チケッペ川、チカエップ川も含めて道は直轄砂防化
を要望。国土交通省では補正予算活用もにらみ、直轄事業化を検討している。

国管理の河川でも、鵡川などで堤防に亀裂や堤体の沈下が生じるなどの被害が見つ

かり、盛り土や護岸ブロックを敷
くなど応急対策を実施した。

ライフライン関係で、水道は厚

真町の一部で断水が長期化した。
今年 8 月に運転を開始したばかり
だった富里浄水場は、土砂崩壊で
被災して稼働を停止。浄水機能を
廃止する予定だった新町浄水場

と、上厚真地区浄水場の機能復旧

が完了し、1 カ月余りを経て、ほ

災害復旧に向け査定官が被害状況を確
認した
（10 月 10 日撮影）

ぼ全域が通水した。復旧は日本水

道協会北海道支部のほか、札幌市など自治体協力を得て進めた。安平町早来地区の北
進浄水場は浄水能力が低下したものの、町内全戸で復旧済み。

胆振東部３町の農業施設整備などに打撃

道が 10 月５日時点で集計した道と市町村管理の主なインフラ施設被害額を見ると、

道路が 561 億円、橋梁が 20 億円、河川が 435 億円、下水道が 115 億円、公園などが

19 億円。私有地内に押し寄せた大量の土砂を取り除く都市災害は 80 億円に上った。
水道施設は 18 億円、林地・治山施設は 225 億円、林道が 47 億円、農地・農業用施

設は 95 億円、漁港施設が 10 億円
などとなっている。

これらには国の直轄事業が含ま

れていないが、厚真町とむかわ町
を事業区域とし、国営で農業農村

整備を進める勇払東部地区で 205
億円、新鵡川地区で９億円、安平

町内で実施した早来地区で 30 億
円の被害が生じている。勇払東部
瑞穂ダム貯水池に流れ込んだ土砂と流
木
（提供：パスコ、９月７日撮影）

地区は用水路の破断や厚真ダムへ
の土砂流入などが発生、新鵡川地

区も用水路の土砂閉塞などがあった。事業完了した早来地区では瑞穂ダム貯水池への
土砂流入や用水管路の変状が判明した。

このほか苫小牧港の埠頭で液状化、岸壁エプロンの沈下などが発生し、苫小牧港管

理組合と国で、復旧費に 53 億円を見込んでいる。
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東京都 書類削減モデル工事を試行、河川修景で第１弾
東京都は、建設現場の生産性向上を目的に「書類削減モデル工事」を試行する。「隅

田川
（千住大橋下流）
右岸修景工事」を対象に、受注者に提出を求める工事関係書類 45

種類のうち５種類を省略、５種類を簡素化する。

都建設局では工事関係書類の簡素化を進めているが、必要な書類は工事内容によっ

て異なる。そこで、あらかじめ工事を指定し、書類の削減・簡素化の考え方を整理し、
受注者の不要な書類作成を防ぐ。

今回の試行工事は、隅田川右岸に約 270 ｍのテラスを整備するもので、類似工事

があるため比較が容易で、地中工事といった特殊な工事も少ない。工期は 2019 年２
月末まで。

削減する書類としては①工事着手届②下請負届③主要資材発注予定報告書④材料搬

入予定調書⑤コリンズ登録内容確認書―で、他の書類で確認できるものなどを省く。
簡素化する書類は①現場代理人及び主任技術者等通知書②各種報告書③建設業退職

金共済制度加入確認書④施工計画書⑤使用材料承諾願の５種類で、「店社印の押印を
求めない」
「施工計画書の必須掲載項目を厳選する」などの対応を決めている。

渋谷駅桜丘口再開発 1,973 億円で複合ビル３棟建設

東急不動産（本社・東京）が参画する渋谷駅桜丘口地区市街地再開発組合は、渋谷駅

南西部一帯の再開発計画を進めている。渋谷区桜丘町１ほかの約 2.6ha のエリアに、
高層ビル２棟を含む３棟の複合ビルを建設。地形の高低差や鉄道、幹線道路で分断さ
れた街区を円滑に回遊できるような交通ネットワークも構築する。

再開発事業は、鹿島・戸田建設 JV の設計施工で 2019 年５月から順次、本体工事

に着手し、23 年 11 月の完成予定。総事業費は約 1,973 億円。
Ａ街区に建設するビルはＳ・ＳＲＣ造、地下４階

地上 39 階、延べ 18 万 4,800㎡。Ｂ街区のビルはＳ・
ＲＣ・ＳＲＣ造、地下２階地上２９階、延べ 6 万 9,200
㎡。Ｃ街区のビルはＳ・ＲＣ造、地上４階、延べ 830

㎡となる。Ａ街区のビルは事務所や店舗、駐車場な
どが入り、Ｂ街区は住宅や事務所、店舗、サービス

アパートメント、駐車場など、Ｃ街区には教会などがそれぞれ入る。Ａ街区の設計施
工を鹿島が担当し、Ｂ・Ｃ街区の設計施工は戸田建設が担う。

一帯は、入り組んだ傾斜地で、老朽化した建物が密集している。再開発ビル群の地

上３階レベルにデッキを設け、鉄道や国道で分断された周辺市街地をつなぐ歩行者
ネットワークを構築するほか、地下車路ネットワークも整備する。
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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

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

検索

http://sapporo-kisetsu.jp

