


　建設技能者不足が深刻化　喫緊の経営課題に
　　―通年雇用助成金を活用し人材確保の実現を
建設業における技能者不足が加速している。北海道労働局が10月30日に公表した
９月の職種別の有効求人倍率では、型枠大工・とび工が11.57倍、大工・左官が4.63
倍といずれも過去最高の倍率に達している。今後も胆振東部地震の災害復旧や札幌市
内での大型建築ラッシュなどにより、一層の技能者不足が懸念される。企業の人材の
確保と労働者の安定した生活の実現に向け、企業の通年雇用化を後押しする通年雇用
助成金は、人材不足が深刻化する中で、一層重要性を増している。12月17日の受け
付け開始を前に、制度の概要と申請手続き、助成金利用企業の声などを紹介する。
臨時雇用よりも大きな負担軽減に
今回、新規に通年雇用助成金の申請を予定している企業の場合、対象となる季節労

働者は、2018年９月16日以前から雇用関係にあり、2019年１月31日現在で、雇
用保険の特例一時金の受給資格を得ていて、この一時金が支給見込みであることが条
件となる。

助成金は、2018年12月16日から19年３月15日の間に通年雇用化させた季節労
働者一人ひとりの賃金（賞与も含む）の額面に応じて支払われる。２年目、３年目も通
年雇用化していれば、助成を受けることができる。

助成額については、対象期間（12月16日～３月15日）に支払った賃金額に対して、
１年目が2/3（限度額は71万円）、２年目、３年目については1/2（同54万円）を支
払う。

具体的な支払額を見ると、たとえば、季節労働者１人を通年雇用し、この時の月給
が30万円だった場合、３カ月間の月
給総額は90万円となる。助成金の支
払いを３年間満度に受けると、１年目
は60万円、２―３年目は各45万円ず
つ支給されることになる。

３年間トータルで考えると、270万
円の給与支払いに対する助成総額は
150万円に上り、自社の負担は120
万円となる。一方、通年雇用助成金
を利用せず、１―３月の間、週に２、
３日のアルバイトとして雇い、月15万円を支払ったケースを想定すると、支払総額
は年間45万円、３年間では135万円となり、助成を受けたケースに比べ、より大き
な支払い負担となる。

- 2 -

特集　通年雇用化促進

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会



- 3 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

～特　　集～

簡易な申請で継続受給が実現
通年雇用をしていれば、３年間継続で助成金を受け取ることができるが、年末で雇

用を打ち切った場合と、雇用を継続した際の届け出時期との関係は下図のようになる。
まず、通年雇用助成金を受け取るための最初の手続きは、「通年雇用届」などの必要

書類を、2018年12月17日から19年１月31日までの期間内に、ハローワークに提
出することから始まる。

書類はこのほかに「継続雇用労働者名簿（新規事業所のみ）」「対象期間内の工事（生
産）見込み証明書」「出勤簿・賃金台帳」「労働者名簿（対象分、新規事業所は全労働者分）」
などが必要となる。

届け出が完了すると、次は「通年雇用助成金支給申請書」などの書類を、2019年３
月18日から６月17日の期間中にハローワークに提出する。書類は申請書のほか、「通
年雇用届」の際に提出した書類から、「対象期間内の工事見込み証明書」を除き、新た
に「支給申請内訳書」と「支給要件確認申立書」などを加え提出する。

助成金は、ハローワークが支給申請書を受理して北海道労働局から支給となる。２
年目以降についても、通年雇用を継続していれば、こうした２回の申請を同時期に行
うことで、助成金の給付を受けることができる。

季節労働者の通年雇用化をサポートする「さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協
議会」では「各種経営相談や助成金といった支援制度の活用など、経営全般の課題解決
に向け、協議会が実施している建設業チャレンジ支援センターが多様なメニューを用
意し、幅広くサポートします。支援員が企業を訪問した際には、遠慮なく相談し、さ
まざまな支援・助成制度を気軽に活用してほしい」と呼び掛けている。



　社員の生活安定を考える経営者の背中を押す助成金
エスケー建設工業　社長　白川　真久さん

同社はＮＴＴなどの通信事業者からの管路工事とＣＣ
Ｂ（電線共同溝）の専門工事業。今年で創業34年を迎え
る。自身も叩き上げの技術者として現場で苦悩したから
こそ、最前線に立つ社員を見る目は厳しく温かい。ＣＣ
Ｂの現場はほとんどが夜勤で、近隣住民への騒音に対す
る配慮から作業機械の稼働時間や職人の作業時間などさ
まざまな制約を受ける。　
「生きもの」である通信インフラの断線は絶対に許され

ず、さらに塩ビ管を適切に埋めるためには、鉄管を加工
して管路を通す作業がある。現場での作業効率を考え、あらかじめ作業場で下加工し、
現場で微修正を施す。

地中には電気、ガス、上下水道などのライフラインもあり、ＣＣＢ工事が発注になっ
ても、一斉に動き出すわけではない。冬季施工になれば凍上した土砂の撤去にかかる
手間も時間も大幅に増加する。

さまざまな制約のある現場だが、「作業中、基本的には休憩はない。仮に一つの現
場が早く終わっても、その日のうちに次の現場へ向かうか、次の作業に向けた下準備
に入る。こちらが指示しなくても社員は自発的に動いている」と社員の自主性を高く
評価する。残業もあるが、超過労働分は各自に出退勤をスマートフォンなどで報告さ
せるなど、職員と会社の負担をできる限り軽減している。

同社が通年雇用助成金を活用したのは５年ほど前から。昨年までに社員27人を正
社員として通年雇用化したほか、週休２日制も導入。過去３年の賃金水準から基本給
を定め、生活が安定するよう配慮した。年度当初に利益目標を設定し、年末と決算期
の３月には利益を還元する。これらの取組が職員の定着に効果を上げている。「家族
を支える40歳代が頑張っている姿を見ると、彼らが大切にしているのは月々の安定
的な収入だ。通年雇用によって社員のモチベーションを引き出すことを考えたとき、
通年雇用支援制度は背中を後押ししてくれる有効なもの」と語る。

週休２日に伴うコストアップが課題だが、「困難な現場を請け負える技術力が当社
の強み。目標設定は厳しいが、その分、職員への還元をしっかりと行っている」と笑う。

職員の平均年齢は40歳代後半。少しずつ新陳代謝は進んでいるが「技術の伝承が大
きな課題。実質的に定年はなく、希望すれば職種を勘案して働いてもらっている。管
路の加工技術や現場での的確な施工には経験に裏打ちされた目が必要。育てるには時
間がかかる」と技術の承継を最優先に取り組む。

特集　通年雇用助成金活用企業インタビュー
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札幌市の2018年度上半期工事施行成績評定結果
　―平均点が0.3点上昇し75.4点に
札幌市は2018年度上半期（４－９月）に竣工検査した224工事の施行成績評定結果
をまとめた。全体の平均点は75.4点で、前年度同期を0.3点上回る。業種別では土
木が平均75.3点で0.2点、建築は75.9点で1.1点、それぞれ上昇した。最高点は85
点の２工事で、土木は丸彦渡辺建設が施工した琴似駅エレベーター設置土木、建築は
伊藤組土建が手掛けた澄川駅耐震改修となっている。

市が発注した設計金額500万円以上の工
事224件が対象。内訳は土木系が前年度同
期より36件少ない186件、営繕系は建築が
１件増の18件、機械は同数の12件、電気
は１件少ない８件。

工種別に見ると土木は最高点が琴似駅エ
レベーター設置土木（丸彦渡辺建設）の85点
で、白川第３送水管新設その31（道興・草
別JV）が83点で、これに続く。

５点ごとの点数分布割合を見ると、80－
84点が９％と４㌽増加し前年度よりも高得
点化しているが、70点台で９割を占める全
体の傾向に大きな変化はなかった。

主な工事種別の平均点は道路79.3点、街
路78.6点、公園74.6点、下水管路75.4点な
ど。各地区の配水管理課別に集計する水道管
の平均は73.9－74.1点、土木センターごと
にまとめる道路維持は74.1－76.8点だった。

建築、機械、電気の営繕系は、75－79点台が８㌽伸びて、70－74点が32％と７
㌽の減少。全体の７割を占めている70点台が高得点側にシフトしている様子が見て
取れる。

建築の平均点は1.1点上昇の75.9点。最高点は澄川駅耐震改修（伊藤組土建）の85
点で、栄西小改築主体（伊藤・札建JV）、本庁舎エネルギーネットワーク西2丁目地
下歩道接続（伊藤組土建）が83点と続いた。

機械は平均が76.2点で0.3点減少。最高点は手稲水再生プラザ雨水ポンプ機械設備
（水ｉｎｇ）の82点。電気の平均は1.1点減の75.3点で、最高点は栄西小改築強電（北
盛電設）の80点となっている。

建設産業ニュース～札幌編～
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　札幌市が清田区里塚の復旧方針示す／土砂流出防止へ複合対策
　―胆振東部地震による地盤沈下被害を踏まえ
札幌市は、北海道胆振東部地震で地盤沈下被害を受けた清田区里塚地区の復旧方針
を固めた。沈下の原因は土中の液状化土砂が流出したと推定。被害が大きい箇所は、
市が道路と宅地を一体で復旧し、液状化対策の地下水位低下工法や、杭工による滑動
防止工などを組み合わせた複合対策を講じ、大規模な土砂流出の再発を防ぐ考え。こ
れら対策は現地での検証試験を経て、最終決定する。

里塚地区は、沢地形を埋
め立て造成した里塚１条
１丁目、２丁目の住宅地の
広い範囲で道路や公園、宅
地に地盤沈下や陥没の被
害が発生した。原因を突き
止めるため調査を行う市
建設局では、強い揺れで液
状化した地盤が緩い傾斜
の地形に沿って流動し、里
塚20号線から推計１万㎥
の土砂が地表に噴出、被害
が拡大したとみている。

被害の復旧は原則、所有
者再建が基本となるが、里
塚中央ぽぷら公園や、里塚
21号線、同20号線の周辺
では沈下が最大で３ｍと
大きく、道路復旧だけでは
宅地と段差が生じるため、
宅地の住宅を撤去した上
で、市が公共施設と一体で
全面的に復旧を施す。このほかのエリアは、市独自の宅地復旧支援補助などの支援策
を設け、所有者の再建を促す。

沈下が深刻なエリア約２haの再発防止に向けては、地盤の液状化対策に加え、土
砂滑動による流出防止工法を組み合わせる複合対策を用いる考え。

液状化対策は、熊本地震の被害で熊本市が採用した「地下水位低下工法」、千葉県浦
安市の液状化対策に用いられた「格子状地中壁工法」の２工法を候補に検討を進める。

費用負担が少ないことに加え、被災地は三里川暗渠が機能しているため、局内では
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地下水位低下工法を有力と見ている。同工法は地盤に縦井戸や穴開き管を埋設し、地
下水を集め、ポンプや自然の流れで地下水位を低下させる。対策エリアに穴開き管を
布設し、それを、三里川暗渠へ接続することで、地下水を川に自然流下させれば、ポ
ンプを使わず維持費の軽減が可能とみている。

土砂流出対策では、鋼
材杭を地面に打ち、滑り
止めとする抑止杭工法
が有力だ。擁壁は地下水
の流下に影響する恐れ
があり、アンカー工は支
持地盤の強度が必要に
なるため、杭工で地下水
を流下させつつ、滑動を
抑制する。

建設局は降雪前に複数
工法の現地試験を進め効
果を検証。住民合意を
経て最終的な対策をまと
め、来春の雪解け後に、
本復旧に入る。合意を得
られれば１年程度で完了する見通し。

一方、被災地住民は、降雪などによる被害拡大や除雪対応に不安を強めており、応
急復旧を進める。周辺道路は暫定的な埋め戻しや仮舗装を施し、並行して下水道の仮
管を設置。上水道は12月中に、地震で漏水した送水管付近約270ｍを耐震管に入れ
替える。
札幌市水道局が液状化被害受け水道管を順次耐震化
札幌市水道局では、胆振東部地震により清田区里塚地区で液状化が起きたことを踏

まえ、同様に市内で液状化の可能性が高い地域の水道管を対象に、2019年度から耐
震化に取り掛かる。整備対象は調査中だが、液状化が起きた同区里塚、美しが丘、清
田地区のほか、道路陥没した東15丁目屯田通エリアを優先する考えだ。

調査エリアは、清田区のほか、液状化の恐れがある山沿いの丘陵地が中心。管径
200㎜以上の準幹線を対象に、管路周辺の地質などを確認している。今後は調査結果
を基に、対象管路や整備の優先順位を判断する。

同局では、これまで４大配水地系の配水幹線連続耐震化、基幹病院や基幹避難所ま
での供給ルートが対象の災害時重要管路耐震化、布設年数や腐食性土壌を考慮した配
水管更新事業で水道管の耐震化を推進してきた。液状化対策を目的とする耐震化事業
は初めてとなる。
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　大和リースのブランチ札幌月寒が旧道立産業共進会場跡で着工
大和リース（大阪市）は、札幌市内の旧道立産業共進会場跡地に新築する複合商業施
設、仮称・ＢＲＡＮＣＨ（ブランチ）札幌月寒に着工した。スーパーマーケットなど
の物販店舗やフィットネスクラブ、飲食店、認可保育園などＳ造の計７棟（延べ１万
5,300㎡）で構成。2019年４月から順次オープンする予定だ。

建設地は札幌市豊平区月寒
東３条11丁目21の５ほかの
敷 地 ４ 万4,173 ㎡。2017年
に北海道農政部が実施した公
募型プロポーザルにより、大
和リースが取得。同社の複合
商業施設ブランド「ＢＲＡＮ
ＣＨ」道内第1号として計画。
体験型施設、交流スペース、芝生広場を設けるなど、地域のコミュニティーを育む拠
点をコンセプトにしている。建設費は28億4,100万円を見込む。

設計は大和リース、総合プランニングセンター、高野ランドスケーププランニング
が担当、施工は主体、設備一括して鉄建建設・宮坂建設工業ＪＶで行っている。10
月11日に現地で起工式を開いた。

　コメリが札幌市内1号店を発寒に／ 2019年春着工
ホームセンター大手のコメリ（新潟市）は、札幌市内1号店となるコメリパワー札幌
発寒店の新設を計画している。2019年11月の営業開始に向け、同４月をめどに敷
地造成に入る考えだ。

店舗はＳ造、平屋、延べ9,446㎡の規模。売り場面積は9,347㎡で、１日当たり約
6,000人の集客を見込む。建設地は札幌市
西区発寒10条14丁目1069の１の追分通
沿い。建物や駐車場の配置など全体の開発
設計は、Ｔ＆Ｎ北海道設計が担当した。

同社は道内100店舗体制に向け、苫小
牧市柏原にコメリ北海道流通センターを
2018年３月に開設。店舗オペレーション
を統括する北海道地区本部も設けた。現在
はパワー７店、ホームセンター３店、ハー
ド＆グリーン７店の計17店を展開。また、
函館市内で西桔梗店に19年２月ごろ着工
する予定だ。

仮称・ブランチ札幌月寒の完成イメージ



～札幌編～

- 9 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

人手不足が課題の建設関連業界で活躍する若手社員に、いまの仕事に懸ける思い、
将来の希望を聞きました。

㈱光工業　宇
う

ヶ
け

村
むら

　龍
たつ

弥
や

さん
型枠工事の光工業（札幌）に入社して２年半が経過した。「まだ

覚えることがたくさんある。早く一人前になりたい」と意欲を見
せる。

父親が防水工事業に従事している。「父の働く姿を見て、かっ
こいいなと思った。大工に憧れていたのもあって、この業界を選
んだ」。インターンシップがきっかけで同社に入社した。

ことしの１月、埼玉県にある大林組林友会教育訓練校の型枠工
訓練コースに入校。２月末までほぼ毎日、寮生活を送りながらＣＡＤや型枠の組み立
てなどを学んだ。
「たくさん与えられる課題をこなすのがつらかった。寝ないで取り組んだりもした」

と明かす。「早く技術や知識を身につけたい」という気持ちが頑張る原動力となった。
訓練コースには１歳年下の同期がいた。「年下だけど、業界歴は自分より２年上だっ

た。やっぱり年下には負けたくないと思った」。ライバルの存在も大きかった。
終えてみて「自分がいかに先輩に頼ってきたかを実感した」という。「今までは『これ

をやって』という指示を受けて作業をしていた。訓練を通じて、作業の一連の流れが
分かったから、先を読んで行動できるようになった」と自信をのぞかせる。最近はＣ
ＡＤの仕事を任せられることも増えた。
「後輩にきちんと教えられる人になりたい」と目標を掲げる。ことしの夏は友人と海

に行ったり、バーベキューを楽しんだりした。「冬はボードがしたいな」

丸富テント工業㈱　渡
わた

辺
なべ

　聖
やす

鐘
か

さん
母親から編み物や刺しゅうを教えてもらったことがきっかけ

で、ものづくりに興味を持った。高校卒業後は服飾関係の専門学
校に進学。衣装のデザイン・製作からモデルまで学生が務め、一
般に公開するファッションショーが思い出深いという。３－４カ
月を準備に費やし、「クラスみんなでやる達成感があった」と懐か
しむ。

専門学校２年生のときの担任に言われた「もっと自信を持って
やった方がいいよ」という言葉が今でも心に残っている。「学校では目立つタイプでは
なかったし、積極的な方でもなかった。それを踏まえて言ってくれたのかな」。転職
を経験する中、改めてその言葉の大切さに気付いたという。

のぼり縫製の会社などを経て、2013年に丸富テント工業（札幌）へ入社した。「テ
ント作りは特殊で、なかなか他の人が関われない仕事だと思った」。現在はシェード
やかばんなどの縫製を担当。自分が作ったものが、実際に使われているのを見ると誇
りに思えるという。

特注を受けることもある。「人数が少ないので、仕事のまわし方や、他の人に引き
継いだりするのが大変だったりする」。そんな中でも「良いものをつくることと、欠陥
無くお客さんに提供することを心掛けている」という。

趣味は昨年から始めた登山。「仕事柄、座りっぱなしだから、休みの日は体を動か
したくて。気分転換にもなると思った」。年内に小樽方面の山に登ろうと考えている。

ワカモノの思い…



　赤れんが庁舎／開拓の司令塔を大規模リニューアルへ
年間60万人の観光客が訪れ、にぎわいを見せる札幌市中央区の北海道庁赤れんが
庁舎。現庁舎が完成するまで80年にわたって本道の中枢として、大きな役割を果た
してきた。築後130年が経過した今、老朽化と耐震性の不足が問題になっており、
道はリニューアルに踏み切ることにした。本道の発展の歴史を担った庁舎は、北海道
命名150年を契機に観光の拠点施設へと生まれ変わろうとしている。

赤れんが庁舎が産声を上げたのは、今から130年前の1888（明治21）年。八角塔
頂部までの高さは約33ｍと、現在の10階建てビルに相当し、建設当時は日本国内で
も有数の大きさを誇った。1968年には開道100年を記念して建設当時の姿に復元さ
れるなど、本道の開拓史のシンボルとしての役割を担ってきた。

赤れんが庁舎は、道庁が置かれた1886年に本庁舎本館として、開拓使札幌本庁舎
跡地の南側に建設を始め、88年に竣工した。設計は米国留学の経験がある平井晴二
郎を主任とした道庁技師が担当し、米国風ネオ・バロック様式のれんが造りを採用し
ている。硬石や木材などの多くは道産品を使用。頂にそびえ立つ八角塔は開拓使札幌
本庁舎の八角塔を模した。当時、米国では独立や進取のシンボルとしてドームを載せ
る建築方式が流行していた。

1895年には「風で揺れ動いたため」として中央八角塔などを撤去。1909年には火
災で内部と屋根が全焼したが、れんが壁はさほど損傷なく燃え残った。復旧工事は

11年に完了し、残されたれん
が壁体を再利用して内装と屋根
を一新。内装は火災の教訓から
防火壁や防火戸、二重窓などの
対策を施した。

1968年には、現庁舎の新築
に伴い創建当時の姿に復元し、
永久に保存することを決定し
た。建設当初の設計図書は火災
で焼失していたが、残された写
真などから検討を重ね「外観は
創建時にできる限り近いもの」

「内部は火災復旧時の形態保存
に努める」の２点を基本方針とした。開道100年を記念して同３月８日に着工、10月
に完成した。明治時代の洋風建築物は国内でも数少ないことから、翌年３月には国の
重要文化財に指定された。

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　北海道150年を支える－地域発展の今昔 （下）
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～札幌編～

1912年当時の赤れんが庁舎。68年に復元される
まで八角塔は存在しなかった



１５０年記念事業で耐震化とバリアフリー化も計画
復元改修から50年。赤れんが庁舎は、内部・外部ともに老朽化が進んだため、道

は耐震化やバリアフリー化を含めた改修を決定した。現状を変更するために、文化庁
の求める保存活用計画を策定。現在は、文化財建造物保存技術協会が保存修理やバリ
アフリー化、リニューアル基本指針に基づく改修、建築設備改修などに関する実施設
計を進めている。

れんが造建築物の耐震改修は事例も少なく、技術的に難しい。また、国の重要文化
財に指定されていることから、復元性も重要視されるなど、容易ではない。道は、改
修工事について、高度な技術力が必要不可欠であり、発注者が仕様を提示することが
困難であることから、設計施工一括（デザインビルド）方式の採用を検討している。　

採用されれば、2019年４月下旬にも高度技術提案型総合評価方式で公告する方針
だ。道建設部は、22
年度の完成まで整備
が長期間に及ぶこと
から「高度な技術力が
必要な工事。民間の
技術力を活用して着
実に進めたい」として
いる。

改修後の利用につ
いては、飲食スペー
スなどを整備し、観
光拠点としての機能
を強化する。１階は
地域情報とにぎわい
のフロアをテーマに、道内各地の観光情報の発信や地域産品、工芸品を販売する店舗、
飲食スペースなどを設置。２階は歴史と文化をメインに赤れんが庁舎の価値や北海道
の歴史文化・自然景観の魅力などについて展示する。創造と交流をテーマにした地階
は、アートやクラフトなど各種の創作活動、企画展の開催、ワークショップを開催でき
る場を設ける。また、創建時以来となる中央八角塔の一般公開も予定している。

1968年の復元改修後も、赤れんが庁舎内は、記念室として公開した旧知事室・長
官室を除き、道が庁舎として使用していたが、85年には道立文書館を開設するなど、
徐々に一般利用・公開が拡大。現在では国内外から年間60万人が訪れる観光拠点に
成長した。赤れんが庁舎の西側では道議会庁舎の整備も進んでおり、道庁エリア全体
が再整備されつつある。そのシンボルである赤れんが庁舎のリニューアルによって本
道の一大観光地となる可能性もある。先人から受け継いだ財産を次世代につなぐと同
時に、新たな魅力を加え、磨き上げていくことが求められている。

～札幌編～

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
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本道の開拓の歴史や精神を守り伝える赤れん
が庁舎



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～

　型枠大工・とび工などが過去最高に
　　―10月の有効求人倍率、建設業の人手不足が加速
北海道労働局が10月30日に公表した９月の職種別の有効求人倍率では、型枠大
工・とび工が11.57倍、大工・左官が4.63倍といずれも過去最高の倍率に達している。
求職・求人者数を見ても、建築・土木・測量技術者では、2,794人の求人に対して、
求職者数はわずか461人。建設業トータルでは、6,398人が不足するなど、建設業の
人材不足は深刻さを増している。

職業別求人・求職状況データのうち、建設業関係の職業を見ると、建築・土木・測
量技術者は6.06倍、型枠大工・とび工11.57倍、大工・左官が4.63倍、建設・土木
作業員4.52倍となっている。いずれも前年同期を上回り、型枠大工・とび工は過去
最高の倍率を2カ月連続で更新した。 

求職・求人者数を見ても、求人数が求
職者数を大幅に上回る『売り手市場』と
なっている。建築・土木・測量技術者は
2,000人以上不足し、建設・土木作業員
も約1,700人、型枠大工・とび工、大工・
左官も1,000人近く不足している。

また、国土交通省が発表した９月の建
設労働需給調査結果でも、北海道地方は、
型枠工（建築、土木）と左官、とび工で全国10ブロック中、不足率が最も高く、11―
12月の見通しも複数の職種で「確保が困難」と回答している。

背景には、求職数が伸び悩む中、札幌圏におけるホテルやビルなどの大型民間建築
工事の着工ラッシュなどが影響していると見られ、今後は、９月に発生した胆振東部
地震の災害復旧工事の本格化により、さらに悪化することも懸念されている。

建設業の若者離れなどによる恒常的な人手不足に対応するために、北海道開発局や
北海道、札幌市などでは、働き方改革の一環として週休２日の試行や長時間労働の是
正に取り組んでいる。しかし、これらの取り組みを円滑に実施するためには、現場の
施工効率や生産性の向上に加え、人材確保が不可欠な課題だ。

人口減少が加速する中、全産業で人材の確保と育成が喫緊の課題となっている。人
材に関して、建設業が他産業との競争で優位に立つためには、企業や関係団体による
インターンシップや現場見学会など、生徒や学生の目線に立ったＰＲに加え、適正な
工期と積算、早期発注など、入札・契約制度の支援策も不可欠だ。行政と業界が連携
し、一体的かつ息の長い取り組みを進めることで、次代を担う人材の確保・育成が実
現する。
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～道内編～

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　開発局が若手育成で同等評価型総合評価を試行へ
　―現場代理人と担当技術者の実績を区別せず
北海道開発局は、若手技術者を育成する一環として、現場代理人と担当技術者の実

績を区別しない同等評価型総合評価を試行する予定だ。早ければ2018年度当初ゼロ
国債工事から適用が見込まれる。また、大型工事では省人化などの取り組みを成績評
定で評価する生産性向上チャレンジ工事を18年度内に試行する。

施工能力評価型総合評価では過去15年間の同種工事実績に関して、より同種性の
高い工事における監理（主任）技術者か現場代理人として従事した場合にⅠ型で3点、
Ⅱ型で7点を加点し、担当技術者の場合はⅠ型で1.5点、Ⅱ型で3.5点を加点するな
ど評価を区別して設定している。

経験の少ない技術者参画の機会を増やすため、同等評価型の若手技術者育成型総合
評価ではこの区別を撤廃。より同種性の高い工事の場合はⅠ型3点、Ⅱ型7点、同種
性が認められる工事の場合はⅠ型1.5点、Ⅱ型3.5点、同種性が認められないか、監
理（主任）技術者、現場代理人、担当技術者のいずれも経験していない場合はゼロとい
う配点になる。

生産性向上チャレンジ工事は、施工手順の工夫、既存技術の組み合わせなどで現
場の生産性を高める提案を求める方式。施工後に効果が確認された提案に対しては、
工事成績評定における主任技術評価官の創意工夫の項目において最大3点の加点をす
る。

主任技術評価官の評定には0.4の補正係数が掛かるため、工事成績で最大1.2点の
加点もあり得る。ＷＴＯ対象など大型工事への適用を見込んでいる。

　緊急措置段階に25橋追加／道道路メンテ会議が2017年度点検で
北海道開発局や北海道などで組織する北海道道路メンテナンス会議は、2017年度

までに実施した道路施設の点検進捗状況をまとめた。３万1,301橋のうち83％が点
検済みに。17年度は緊急措置段階の橋梁25橋が新たに見つかり、このうち10橋は
対策が決まっていない。

橋梁やトンネル、大型カルバートなど点検・診断した施設は、Ⅰ（健全）、Ⅱ（予防
措置段階）、Ⅲ（早期措置段階）、Ⅳ（緊急措置段階）の４区分で対応の優先順位を判定。
このうち2017年度点検で緊急措置段階と判定された施設は国道・道道はなく、いず
れも市町村の管理施設で橋梁が25橋、トンネルが１本となっている。

対応方針を見ると、7橋が修繕・架け換えで１件は工事未着手。撤去・廃止は８橋、
残る10橋が対応策を検討しているところで、緊急措置段階のトンネル１本は既に修
繕済みだ。

2014－17年度の累積点検状況は全管理者合計で橋梁が83％、トンネルが78％、
道路付属物が80％まで到達し、18年度末までに100％とする。
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さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

建設産業ニュース～道外編～

　東京都の入札辞退理由　技術者配置困難７割
東京都財務局は、８月31日に工事での入札辞退届の仕様を変更し、辞退理由を把
握するようにした。10月２日までの約１カ月に辞退届が提出された案件は865件あ
り、その理由としては「配置予定技術者の配置が困難」が68.6％を占め、最多となっ
ている。

辞退届の仕様変更は、１者入札など参加者が少なくなる入札環境を改善することが
狙い。電子入札システムで辞退届を提出する際には、辞退の理由を示すことを必須に
した。過去の辞退理由で代表的なものなど５つの選択肢を用意し、「その他」では詳細
な理由も記入できるようにした。

辞退届のあった865件のうち、「配置予定技術者の配置が困難になった」が最も多
く68.6％を占めた。「見積金額が当初見込みよりも過大になった」が10.3％、「発注図
書に不明確な部分があった」が1.0％、「技術的に履行が困難な案件」が7.0％だった。

「その他」では、「作業員が配置できない」などの理由があった。
都では、引き続きデータの蓄積と分析を進め、入札参加者を増やす方策を検討して

いく意向だ。

　世田谷区本庁舎建て替えで中間報告／総延べ5.9万㎡に
東京都世田谷区は、2020年度着工を目指す本庁舎建て替えに向けた基本設計案の
中間報告として、建物構造や配置などの検討状況をまとめた。柱のない空間の確保と
施工性から建物上部にはＳ造を採用し、総延べ面積は約５万9,700㎡とした。

　建物の規模は、西棟が地下２地上５階、塔屋1階で、東棟が地下2地上10階、
塔屋１階。下部構造はＳＲＣ・ＲＣ造、上部がＳ造となる。柱頭免震構造、免震エキ
スパンションジョイントなどを組み合わせ、小規模から大規模な地震にも対応させる。

設備関係では、通常の電力や都市ガスに加え、60㌗規模の太陽光発電、コージェ
ネレーション発電などを組み合わせた中央熱
源方式を採用する。

１～６階は庁舎、７～ 10階を議会とする。
西棟の１階に窓口業務を配置する。東棟は１階
がホワイエと区民会館、２階が区民交流室とレ
ストランとし、２階に東棟と西棟を回遊できる
リングテラスを設けることで、区民に開かれた
空間を確保する。

2019年２月までに基本設計をまとめ、19年度中に実施設計を策定、20年度の工
事発注を目指す。基本構想と基本・実施設計は佐藤総合計画が担当する。

２階のリングテラスを中心
としたイメージ

©2012.AllRightReserved.



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

協議会ニュース


