


　全国平均を上回る伸び率を確保
　―2019年度公共工事設計労務単価、8年連続の増加
 国土交通省と農林水産省は、２月22日、2019年度の公共工事設計労務単価を発
表した。道内の全職種（43職種）の平均は前年度比3.9％増の２万4,295円。8年連
続の上昇を示し、過去最低水準だった11年度に比べると65％、7,836円増加した。

普通作業員や型枠など主要12職
種平均では、4.5％増と全職種の
伸びを上回り、単価水準のピーク
だった1997―98年度を上回る
業種は運転手（特殊、一般）を除く
10職種となった。一方、都府県
との比較では、宮城など東日本大
震災被災３県や東京都との格差は
全体的には縮小傾向にあるが、宮
城県の型枠工との差は１万円に達
するなど、一部職種では拡大傾向
に歯止めがかかっていない。
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特集　公共工事設計労務単価

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

■公共工事設計労務単価について
1)公共工事の工事費積算に用いるもので、

下請け契約などの労務単価や雇用契約
での労働者への支払賃金を拘束しない

2)所定労働時間内８時間当たりの単価で、
時間外や休日、深夜労働の割増賃金、
各職種の通常の作業条件・内容を越え
た労働に対する手当などは含まれない

3)労働者に支払われる賃金に関わるもの
で、現場管理費（法定福利費の事業主負
担額、研修訓練に要する費用など）や一
般管理費などの諸経費は含まれない。
例えば、交通誘導員単価には、警備会
社に必要な諸経費は含まれない

4)法定福利費の事業主負担額、研修訓練に
要する費用などは積算上、現場管理費
などに含まれている。経費込みの単価
は建設労働者の雇用に伴って必要とな
る、法定福利費の事業主負担額、労務
管理費、安全管理費、宿舎費等を公共
工事設計労務単価に加算した金額。こ
れらは共通仮設費、現場管理費の中に
計上されている
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～特　　集～

公共工事の積算に使用する労務単価は、技能労働者の所定労働時間８時間当たりの基
本給相当額と基準内手当、所定労働日数１日当たりの臨時給与と実物給与で構成する。

主要12職種の単価を見ると、型枠工やとび工、鉄筋工で4％台の伸びを確保。近年、
確保が困難となっている交通指導員については、1、2級検定合格者である交通誘導
員Ａは１万3,700円と、7.9％、1,000円の増となり、全職種で最高伸び率を示して
いる。
10職種でピーク時上回る単価に
北海道の主要12職種単価の年度別推移を見ると、約20年前の1997―98年度に

ピークを迎えた。このころは、鉄筋工や型枠工、大工、左官の4職種は２万円台に乗
り、とび工も１万9,700円と、2万円近くに達していた。

その後は低下傾向を続け、11年度には最低水準となった。ピーク時に比べ、型枠
工は41％、8,900円のマイナスにまで落ち込み、他の工種も6,000―7,000円台の減
額を示した。

低迷を続けた労務単価改善の大きな転機となったのは13年に発足した安倍政権の
対応だ。13年度の労務単価算定に際して、社会保険加入に必要な法定福利費相当額（本
人負担分）を確保。入職者の減少や賃金低下に歯止めをかけるため、社会保険の未加
入者も加入できるよう、法定福利費相当額を適切に単価に反映させる対策を講じたこ
とから、12職種で16.3％増と過去最大の引き上げとなった。

14年度以降も、13年度ほどではないが、引き続き堅調な上昇を示した。16年度は、
型枠工や鉄筋工などに加え、若者が従事することが多い普通作業員など、人材不足が
顕著な職種を重点的に引き上げ7.9％と高い伸びとなった。17―18年度も５%前後の
伸びを確保した。

19年度は4.5％増と前年度の伸び率をやや下回ったものの、近年不足が深刻化して
いる交通誘導員で他の職種の2倍近くの上昇率となった。年度ごとに各職種でメリハ
リの付いた単価を確保したことから、19年度の主要12職種の単価は、運転手（特殊、
一般）を除く10職種でピーク時を上回る水準に達している。
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～特　　集～

宮城県の型枠とは１万円の差に
一方、東日本大震災による被災３県や東京都の単価を見ると、被災３県については、

多くの職種で北海道の伸び率が上回っているものの、東京都については、作業員（特殊、
一般、軽）と運転手（特殊、一般）の5職種で北海道を上回る伸び率となっている。

とび工や型枠工、鉄筋工、大工、左官の５職種を見ると、宮城県では、型枠工が
３万2,300円と、2016年度に３万円に達して以来、上昇を続けている。鉄筋工も
２万9,900円と３万円台目前にまで迫っている。

これら5職種の北海道との単価差は、ここ数年、北海道の伸び率がこれら都県を上
回っていたことから、縮小傾向にあった。しかし、2019年度は、伸び率は上回った
ものの、「僅差」での増加だったため、もともと単価の高い宮城県の型枠工や鉄筋工な
どで1,000円以上増加し、単価差が100－200円拡大した。

特に宮城県の型枠工については、北海道との差が1万円と、2年ぶりに1万円台の
差となり、人材の流出が懸念される状況となっている。

新単価の補正予算発注への的確な反映を図るため、北海道開発局は、３月１日契約
分から新単価を適用する。また、北海道庁や札幌市なども、３月入札分から新単価を
適用する予定だ。

今回の単価改正について、北海道建設業協会では「北海道の平均単価が全国を上回
る伸びとなったことを歓迎する。週休2日制など働き方改革への対応に業界としても
全力で取り組んでいく。発注機関に対しては、今後も工事発注の平準化と適切な工事
量の確保を要望していきたい」と話している。

本年度の公共工事発注は、４月以降も胆振東部地震の災害復旧や2次補正予算の発
注などにより、引き続き好調に推移すると見られる。民間工事についても、札幌圏で
は、大型再開発プロジェクトも相次いで本格化する。ハローワークがまとめた有効求
人倍率は、特に建設業で高い倍率を維持している。単価の上昇による技能者の処遇改
善とともに、通年雇用化などを通じた人材確保の取り組みは、昨年度以上に重要性を
増すことになる。
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建設産業ニュース～札幌編～

　骨格ながら一般会計過去最大の1兆193億円 
　―札幌市の2019年度予算ダイジェスト　地震復興が重点分野
札幌市は1月23日、総額1兆6482億円に上る2019年度予算を発表した。一般会
計は前年度当初比0.8％増の1兆193億円に上る。北海道胆振東部地震被害からの復
旧・復興や防災力の強化関連予算、子ども子育て関連の増額に加え、必要な継続事業
を積み上げ、4月に統一地方選を控えた骨格予算ながら過去最大を計上した。特別、
企業会計を含め、建設費は1定補正の計上分を合わせて、1,604億円と前年度並みを
確保している。

市長選後に、政策を反映する肉付け予算の財源で20
億円を留保した骨格予算だが、市政の継続性を重視し、
必要事業を積み上げた。一般会計総額は過去最大で、2
年連続で1兆円台を計上した。

建設費は一般会計で9％減の1,015億7,411万円を計
上し、6年連続で1,000億円以上を確保。このほか、国
の2次補正予算に関連し、学校施設整備や国土強靱化に
関する事業費など総額60億円を1定補正で2018年度予
算に追加計上。これを加えた建設費は2.6％減の1,604
億円と、ほぼ前年度当初並みの規模になる。

胆振東部地震被害からの復興と、大規模停電の長期化
など、この経験を教訓とした防災・減災の強化には、強
い決意で臨む姿勢だ。地震被害の復旧や被災者支援のほか、防災・減災関連の予算を
積み増し、関連予算の総額は191億円と2.6倍に増加した。

子ども・子育て支援への予算配分も手厚く、保育所は2,073人分の受け皿拡大に
54億円を措置。老朽学校の改築や全面改修には70億円を充て、環境の充実を図る。
児童会館整備には7億円を充て、改築増築合わせ6施設を計画する。

骨格予算では公共工事の大部分を選挙後の肉付けで措置する場合が多いが、今回は
予定事業のほとんどを措置した。発注がずれ込み、工事が集中すれば、入札の不調・
不落を招きかねないためだ。秋元克広市長は「企業から工事の平準化を求める声が強
い。事業は継続を中心に政策判断の必要なものは多くない」とし、急務となる災害復
旧工事の円滑な執行、担い手となる建設業の人手不足に配慮した。

2018年度補正予算案の一般会計では、国の2次補正予算に伴い北海道胆振東部地
震の災害復旧や防災・減災対策に60億円を追加。耐震対策として7校の学校改築費
に46億円を充て、清田区里塚地区の災害復旧費3億円を計上した。措置済み災害対
策費などの未執行分を合わせ、総額200億円を19年度に繰り越す方針だ。
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　札幌市が苗穂駅周辺地区にシェルターや駐輪場など整備
　―苗穂駅連絡通の拡幅も推進
苗穂駅周辺地区整備事業を進める札幌市は2019年度、北口と南口両駅前広場の最
終整備としてシェルターやロードヒーティング、駐輪場の設置などを実施し、全面供
用させる考えだ。さらに苗穂駅連絡通約300m区間を拡幅する計画で、2019年度工
事費として約7億円を見込んでいる。

ＪＲ苗穂駅の移転橋上化に伴い、現在地から約300m西に移転したＪＲ苗穂駅、線
路をまたぎ南北を結ぶ自由通路、北口駅前広場と苗穂駅連絡通をつなぐ苗穂駅北通は、
2018年11月17日に供用開始した。

北口駅前広場は整備面積が3,800㎡、南口駅前広場は同5,000㎡。苗穂駅北通を含
めた事業費に約38億円を試算し、2018年度に着工。現在は暫定供用している。

2019年度の整備内容は、シェルターやロードヒーティング、歩道のれんがブロッ
ク敷設のほか、北口駅前広場で約170台、南口駅前広場で約500台の駐輪場設置を
予定している。建築や土木などを合わせた最終年度の工事費に6億－6億5,000万円
程度を見込む。

北8条通と北3条通を結ぶ苗穂駅連絡通は、整備延長1,630mのうち、東8丁目篠
路通交点より東側
の1,050mと、 北
4東6周 辺 地 区 再
開発エリア西側の
330m区間で、現
況 7.27 － 14.54m
を16mに 拡 幅 す
る計画。残る東8
丁目篠路通交点よ
り西側の250m区
間は新設となる。

用地買収を含め
61億 円 の 事 業 費

を見込み、2017年度に着工。北4東6西側の330m区間と、接続する区画道路60m
は先行して整備を終え、供用開始している。

2019年度は、東9丁目南線交点から東12丁目線交点までの現況幅員10.92m、約
300m区間を施工。工事費には、1億2,000万－1億3,000万円程度を試算する。

その後は、苗穂駅連絡通の拡幅や新設を継続するほか、東8丁目篠路通の拡幅を推
進。苗穂駅連絡通との交点北側の110m区間を対象に、アンダーパス横の覆道に歩道
を設置し、現況25mの幅員を29.5mに拡幅する計画だ。



　道と札幌市が建設産業ふれあい展をチカホで
　―仕事体験を通し魅力伝える
道と札幌市が主催する2018年度の建設産業ふれあい展が1月12、13の両日、札
幌駅前通地下歩行空間で開かれた。各種
団体などが仕事体験やパネル展、ＶＲ（仮
想現実）体験などを催し、道民らに建設
業の役割や魅力を伝えた。

建設産業のイメージアップを図り、身
近に感じてもらうことで担い手の確保に
つなげようと2016年から毎年開催して
おり、ことしで4回目。北海道建設業協
会が協賛し、札幌建設業協会や北海道型
枠工事業協同組合、北海道測量設計業
協会など12団体と道、札幌市が計18の
ブースを出展。2日間で1,000人を超え
る来場があった。

北海道左官業組合連合会や北海道型枠
工事業協同組合、日本建築大工技能士
会札幌支部は体験型のブースを設け、子
どもたちが壁塗りや型枠の設置、椅子作
りに挑戦。北海道建設作工技建協同組合
と北海道鉄筋業協同組合も足場の組み立
て、鉄筋の切断と結束の体験コーナーを
設置した。

札幌建協は、ＶＲコーナーを出展し
た。ヘッドセットを着け、重機の運転
や高所での橋梁点検などを体験した女
性は驚きの声を上げていた。北海道測
量設計業協会は測量体験、北海道造園
緑化建設業協会はラジコン重機を使っ
た造園体験を実施。北海道管工事業協
同組合連合会は塩ビ管を使った遊びの
コーナーを設け、北海道電業協会は果
物を使った電池作りの実験を提供し、
道のブースでは子どもたちがドローン
の操縦に挑戦していた。
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ＶＲで現場の作業を体験

プロが優しく手ほどき

足場の組み立てに挑戦

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
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耐震改修などが計画される地下鉄南北線真駒内駅

　札幌市が地下鉄と電車の建設改良費に10カ年で2,000億円
　―次期交通事業経営計画で地下鉄施設更新が本格化
札幌市は、市営地下鉄、路面電車の両事業の建設改良費に、2019年度から10カ
年で2,000億円を投じる見通しを明らかにした。市交通局が次期交通事業経営計画案
として示した。地下鉄は老朽施設の更新が本格化するため、事業規模は年平均に換算
して現行の1.5倍となる1,800億円に上る。訪日外国人観光客の増加や、30年の冬
季五輪・パラリンピック招致、北海道新幹線札幌延伸を見据え、まちづくりと連動し
た環境整備の投資を加速する。

次期計画は、現行の5カ年計画から、2019－28年度を対象とする10カ年に期間
を延長し策定する。経営方針の大枠は変更せず、安全で快適なサービス提供やまちづ
くり貢献、経営力強化を掲げる。

1971年に開業した南北線など、施設が一斉に更新期を迎えていることを背景に、
年度ごとの建設改良事業は、現行規模を大きく上回る見通しだ。

地下鉄事業では、施設更新の新規事業として駅を改装する「地下鉄駅リフレッシュ」
を盛り込み、2021年度から工事に着手する方針だ。事業費には10カ年で92億円を
見込む。

安全確保のため施設の耐
震、保全には約614億円を
充て、南北線高架部の真駒内
駅やシェルター改修のほか、
市内3カ所の地下鉄車両基地
などの耐震化を順次進める。

まちづくりへの貢献では、
観光客増加や冬季オリパラ招
致を見据え訪日外国人対応と
して、案内標識の多言語化や
トイレ洋式化などの環境整備
に取り組む。新幹線札幌延伸
に伴い、新幹線駅と地下鉄と
の利便性を考慮した接続も新規で掲げた。

路面電車事業は、電車事業所の改築に約42億円を計上。2028年度までにさらに
14両を増やす低床車両導入に合わせ、電力供給安定化を図るため、仮称・山鼻西変
電所の新設や、新山鼻変電所の更新を計画する。

継続の停留場のバリアフリー化や制振軌道化には35億円を見込むほか、2020年
度には経営の上下分離方式導入を想定する。

成案化した同計画は2019年5月の公表を予定する。



～札幌編～
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宣伝などに活用する名刺サイズの広
告カード

9月の震災では地場建設業が災害対応に貢
献した

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　札幌市全区災防協が災害時パトロールの出動基準を見直し
札幌市全区災害防止協力会連絡協議会（仲田利清代表幹事）は、札幌市との協定に基
づき、震度5以上の地震発生時に区ごとに判断していた被害状況把握のパトロール出
動基準を見直し、市内全域で一斉出動する。胆振東部地震でのブラックアウトを教訓
にした非常用電源、冬場の暖房機器充実などを会員に促す。

地場建設業で組織する各区の災防
協は、協定に基づき、災害時に地域
の公共土木施設をパトロールして被
害を把握。市の指示に応じ応急復旧
に当たる役割を担う。

地震時の出動基準は現行、区単位
に震度5以上を観測した場合にはパ
トロールを展開すると規定している
が、胆振東部地震時は当初、震度が
不明の地区があったほか、震度4以
下でも自主的に出動する地区も多
かった。このため、市内いずれかで震度5以上が観測された場合には、全10区で出
動するよう基準を見直した。

今回の震災では、建設関連の企業・団体が保有する発電機が、市民らの電源確保に
貢献した。会員には災害時の活動維持とともに、市民が駆け込める拠点となるよう、
可能な範囲で自家発電設備や照明機器、暖房機器の常備、燃料備蓄を呼び掛けている。

　札幌建協がＰＲ漫画「ただいま工事中！！」の動画版を公開
札幌建設業協会（岩田圭剛会長）はこのほど、建設業ＰＲ漫画「ただいま工事中！！

（建築工事編）」の動画版を制作した。同協会のホームページに公開したほか、配布用
のＤＶＤも作製し、道内全ての高校に届けた。

動画はフルバージョン（7分6秒）と
ショートバージョン（3分44秒）の2通
りを用意。ＤＶＤは1,000枚作り、高校
のほか官公庁や図書館、建設関係団体に
配布した。このほか、名刺サイズの広告
カードやポスター、イベント用等身大パ
ネルも作り、普及と宣伝に活用する。

同建協では「2019年度以降、土木工
事編と施工管理編の動画作成を検討した
い」と話している。
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～札幌編～

改築向け設計が進む本町小（上）と
二十四軒小（下）

　札幌市教委が本町小と二十四軒小の改築基本設計概要まとめる
　―耐震化対策による改築は市内最後
札幌市教育委員会は、東区本町小改築と西区二十四軒小改築の基本設計概要をまと
めた。両校とも新たな施設は校舎と屋体を一体で整備し、2019年度には実施設計を
進め、二十四軒小は20年10月の着工を目指す。本町小は20年度に仮設校舎建設に
取り掛かり、21年10月にも新校舎・屋体建設に着工したい考え。市教委はＩｓ値0.7
以下の市立小中学校施設を対象に耐震化対策を推進。同対策による改築事業は、23
年度に供用予定の本町小が最後となる。

東区本町2条7丁目1の30にある本町小は、敷地面積1万3,118㎡。新施設は、校
舎部分がＲＣ造、3階、延べ6,224㎡、屋体部分はＳＲＣ造、平屋一部2階、延べ1,358

㎡を想定。全体事業費には約40億円
を試算する。

改築に当たっては、敷地北側にある
グラウンド部分に仮設校舎を建設し、
現校舎を解体。跡地に一体型の新校
舎・屋体を建設し、現屋体と仮設校舎
を解体してグラウンドを整備する。

校舎には普通教室12室、特別支援
学習室や特別教室、多目的室のほか、
児童会館、地域交流施設として多目的
ホールを設ける考え。

二十四軒小の改築は、新校舎部分
がＲＣ造、3階、延べ6,580㎡、屋体
部分はＳＲＣ造、平屋一部2階、延べ
1,350㎡の規模を想定。全体事業費に
は約35億円を試算している。

同小は、西区二十四軒2条3丁目1の
37に所在し、敷地面積は1万5,464㎡。

新校舎には、普通教室13教室、特別教室10教室のほか、約300㎡の規模となる
児童会館、町内会など地域住民も利用可能な地域交流施設の会議室約178㎡などを
設ける。

整備は、現在敷地北側に位置するグラウンド部分に新校舎・屋体を建設し、既存校
舎・屋体の解体後にグラウンドを整備する計画だ。

両校とも基本設計に続き、2019年度は実施設計を推進。二十四軒小は22年度か
ら新校舎・屋体の供用を始めると同時に既存施設の解体に取り掛かり、本町小は23
年度に新施設を供用、それぞれ翌年度にグラウンドを整備して完了となる。



　さっぽろ季節労働者支援協議会が職場実習や勉強会を開催
　―通年雇用の技能者育成や建設投資の展望など
さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会は、2018年度人材育成事業の資格取
得講習で、移動式クレーン運転実技教習を受けた季節労働者の職場体験実習を１月
17日に札幌興業（本社・札幌）の協力を得て実施した。人手不足が深刻な業界と、技
術を身に付け通年雇用を希望する労働者のマッチングを図っている。また、１月24
日には事業主を対象とする勉強会を開き、公共事業の動向や札幌市内の大型プロジェ
クトなどを解説した。

今回の職場体験実習には20歳代と50歳代の2人が参加し実習に臨んだ。 
「人手不足の中、就労希望者と直接会える貴重な機会」と実習を引き受けた札幌興業

の飯嶋強志専務は、「50歳代でも意欲があれば社員として採用し、70歳を過ぎても
活躍できる」など同社やクレーンオペ
レーターの魅力をＰＲ。白石区にある
同社車両・機材センターでは、同社が
保有するさまざまクレーンの機能や役
割を解説し、現役のオペレーターがク
レーン運転操作を指導した。

同協議会は、移動式クレーンの運転
実技のほか、車両系建設機械（整地等）
運転技能、コンピュータサービス技能
評価試験3級など季節労働者向けに各
種無料講習を開催。幅広い職種の職場
体験、合同企業説明会を通じて、市内
事業者と通年雇用希望者とのマッチン
グに取り組んでいる。

ま た、 事 業 者 向 け に、2018年 度
は2回のセミナーと8回の勉強会を開
催。１月24日に開いた８回目の勉強
会は、北海道建設新聞社の矢部育夫企
画部長が「建設業が抱える課題と今後
について」と題し、公共事業予算の動
向や札幌市内で進む再開発プロジェク
トの概要、人材育成問題を解説。国土
強靱化の緊急対策が本格化する19年度の北海道開発事業費は、18年度の補正予算や
災害復旧の繰越分を含めると1兆円に達すると予測。人材の獲得に当たっては、「会社
の魅力をシンプルに伝えることが重要」と話した。

～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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職場体験でクレーン作業を学んだ（上）
2019年度の展望を学ぶ勉強会（下）
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一体開発するヒューリック札幌ビル（中央）
とヒューリックＮＯＲＴＨ33ビル（右）

　ヒューリックが札幌駅前通のビル2棟を建て替えへ
　―隣接するビルの一体開発を2021年以降に計画
不動産業のヒューリック（本社・東京）が、札幌駅前通の中央区北3条西3丁目に保
有するヒューリック札幌ビルと、隣にあるヒューリックＮＯＲＴＨ33ビルの一体開
発を計画している。オフィスやホテル、店舗などが入る複合型施設とする考え。ビルが
隣り合う利便性を生かし、入居者を移しながら1棟ずつ建て替えを進め、最終的に一つ
のビルとして完成させる手法を検討している。事業着手は2021年以降になるようだ。

2020年に開催する東京五輪後の大型開発事業に位置付けた。ヒューリック札幌ビ
ルは、1966年にＳＲＣ造、地下2地上9階、延べ1万4,252㎡で竣工。06年に耐震補強
を実施したが老朽化が進み、同社は建て替え時期をうかがっていた。南側に隣接する
ヒューリックＮＯＲＴＨ33ビルは、改築に向け17年からテナント転居を進めている。

新ビルの概要は未定とするが、オ
フィスやホテルをはじめ、みずほ銀行
札幌支店などが入る施設を構想する。
札幌駅に近い好立地であることから、
グレードの高いホテル誘致を視野に入
れている。このため、札幌市が2019
年4月の運用開始を目標としている、
容積率の緩和を念頭に再開発計画を
練っていく構えだ。

ヒューリックＮＯＲＴＨ33ビルを
先行して解体、改築を進め、新たな施設

にヒューリック札幌ビルの入居者を移してから、ヒューリック札幌ビルの改築に入り、
最後は一つのビルとして完成させる案が浮上。着工時期は、札幌以外にも東京や大阪、
福岡でも大型開発があるため優先順位を勘案すると、早くても2021年になる見込み。

　道いすゞ自動車が白石清掃事務所跡に本社など移転／19年春着工
北海道いすゞ自動車（札幌市中央区宮の森2条1丁目2の55、千葉哲男社長）は、白
石清掃事務所跡地で本社移転新築・自動車修理工場新築を計画している。構造デザイ
ン設計が実施設計を担当し、2019年春に着工する。

Ｓ造で4階建ての事務所と2階建ての修理工場で構成し、規模は延べ約1万㎡を想
定。2020年の完成を目指している。

建設地は札幌市白石区本通20丁目北562の10で、国道12号沿いの敷地1万3,434
㎡。1995年まで札幌市の旧白石清掃事務所があった所。2016年11月の市有地売却
一般競争入札で、同社が12億5000万円で落札し、17年1月に取得していた。

現在の本社（ＲＣ一部Ｓ造、延べ5,375㎡）は1962年に新築し、72年に増築している。
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　2019年度道開発事業費は15％増の7,633億円
　―直轄は14.4％増の4,699億円、補助が16.2％増の2,934億円に
2019年度北海道開発事業費は、事業費ベースで前年度当初比15.1％増の7,633億
3,200万円に上る。内訳は直轄が14.4％増の4,699億1,700万円、補助が16.2％増
の2,934億1,500万円。直轄分が事業費全体に占める割合は61.6％と0.3㌽減少。当
初と現年補正を合わせた事業費は19.3％増の約9,256億円となった。

2019年度当初予算には3カ年の重要インフラ緊急対策費が臨時・特別の措置とし
て盛り込まれたことで大幅
に増加。事業費ベースで見
ると、878億8,700万円が
同措置に基づくもので、直
轄515億6,800万円、補助
363億1,900万円という内
訳だ。

直 轄 は、 事 業 費 の4割
強 に 当 た る 道 路 で2,071
億1,100万 円 を 積 み 上
げ9.5 ％の増加。治水は、
2018年7月豪雨や北海道

胆振東部地震への対応などで手厚く盛られ、24.1％増の1,065億1,400万円と全体を
けん引した。

港湾は8％増の184億5,500万円で函館港のクルーズ船受け入れを推進。空港は
15.2％増の191億400万円で、2020年度の新千歳空港のコンセッション方式による
民営化に向けて平行誘導路整備などを推進する。

農業農村整備は673億1,600万円で13.7％の増額となり、29％増の水産基盤は
186億2,700万円で防波堤かさ上げといった漁港施設の耐震・波浪対策を重点化。道
路環境整備は9.1％増の233億9,900万円を積み上げている。

補助は、最多の農業農村整備が15.9％増の384億6,900万円となったほか、治水
が2.6倍の82億5,500万円、治山が42.9％増の77億7,400万円となり、補助砂防な
どに充てる。

道路は11.5％増の1,197億7,800万円を確保した。水道は2倍の67億6,400万円
に到達。社会資本整備総合は1,526億6,100万円で9・9％の増加。防災・安全交付
金は17.8％増の849億8,300万円とけん引し、全国ベースでは落ち込んだ社会資本
整備総合交付金も1％増を守った。

建設産業ニュース～道内編～
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～道内編～

2018年度2次補正予算の道開発事業費は1,623億円
2018年度2次補正予算のうち、北海道開発事業費の直轄・補助別予算額は、事業

費で直轄が732億3,200万円、補助891億1,700万円の計1,623億4,900万円となっ
た。ＴＰＰ・ＥＰＡ対策で農業農村整備のほか、北海道胆振東部地震の復旧費などで
治水・治山にも手厚く盛った。

直轄は、農業農村が230億1,200万円で全体を押し上げている。水産基盤にも96
億9,700万円を配分。治水に179億2,600万円などと胆振東部地震などの対策を進め
る。道路は道路環境整備を合わせて168億4,700万円。

補助は、農業農村が470億6,300万円と最多。水産基盤49億2,600万円、森林
100億8,700万円、治山23億1,800万円と災害対策も推進する。

当初と補正を合わせた執行ベースの事業費推移（＝グラフ）を見ると、2019年度は
アベノミクスの第1弾で大型補正が繰り越された13年度予算を上回る。災害復旧を
含めると1兆円規模と見られる大型予算となる。

　道新幹線札樽トンネル札幌工区は大林らＪＶが497億円で落札
鉄道・運輸機構北海道新幹線建設局は1月8日、低入札のため保留としていた北海
道新幹線札樽トンネル札幌工区の落札者を大林組・東亜建設工業・大本組・みらい建
設工業・丸彦渡辺建設JVに決めた。落札額は497億円（税抜き）。

同工区の入札は、総合評価方式による条件付き一般競争で2018年12月7日に開
札したが、低入札価格調査のため保留となっていた。

北海道新幹線新小樽－札幌間に開削する札樽トンネルは、総延長2万6,230mで計
画している。このうち、今回落札者が決まった札幌工区は、密閉シールド工法により
札幌市街地の地下に施工する。延長は、山岳トンネル部である富丘工区との接続点か
らＪＲ桑園駅を過ぎた辺りまでの、本坑実延長で8,412m。このほか、札幌市手稲区
西宮の沢で、ニューマチックケーソン工法により発進立て坑も整備する。工期は91
カ月間となる。

5JVが応札。落札者以外の参加者は奥村・三井住友・ＴＳＵＣＨＩＹＡ・中山・山
田JV、鹿島・鉄建・りんかい日産・勇・吉本JV、清水・竹中土木・鴻池・岩倉・西
江JV、大成・大豊・岩田地崎・伊藤・堀松JVだった。

北海道新幹線整備は 2019 年度から札幌市内の工事が本格化する。札幌市内の工
事は、小樽市朝里と札幌都心をつなぐ札樽トンネル（26.2㎞）の一部と、トンネル出
口から札幌駅の約 1㎞、札幌駅から苗穂駅周辺までの約 1.3㎞の明かり区間で構成
する。

札樽トンネルの札幌工区以外では、ＮＡＴＭ工法で掘削する山岳トンネルの星置
工区（4.4㎞）、富丘工区（4.5㎞）も発注済みで、2019年度以降掘削が本格化してくる。
札幌駅では、同機構の委託を受けてＪＲ北海道が、新幹線ホーム設置の前提となる在
来線11番線の拡張に向け準備工に入る見通し。
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　日本橋一丁目中地区再開発　2020年度着工へ
東京都内の日本橋一丁目中地区第１種市街地再開発事業が2020年度の着工に向け
て動きだす。日本橋川に面する中央区日本橋１丁目の約３haを事業区域に、３棟で
延べ約37万㎡の再開発施設を建設する計画で、25年度に完成させる。総事業費は約
3,167億円。

事業には三井不動産と野村不動産、野村不動
産ホールディングスが組合員として参画。事業
区域内をＡ～Ｃの３街区に区分し、日本橋川に
面するＡ街区に地下１階地上５階、延べ約4,900
㎡の店舗・事務所ビルを、隣接するＢ街区に地
下２階地上７階、延べ5,700㎡の店舗・住宅を建
設。南側のＣ街区に地下５階地上49階、延べ36
万2,600㎡の再開発施設を整備し、事務所や店舗、
サービスアパートメントなどを配置する。日建
設計が設計を担当した。

日本橋付近では首都高速道路地下化に向けた
検討が進められており、今回の事業をきっかけに周辺の大規模なまちの再編が動きだ
すことになる。

　技術者の休暇取得促進へ「専任制」の解釈を明確化―国交省
国土交通省は、専任の監理技術者と主任技術者が休暇で現場を短期間離れることを

「差し支えない」とする通知を公共工事の発注部局や建設業団体などに送った。建設業
法における「専任」の解釈を明確に示すことで、監理技術者らの休暇取得を妨げないよ
うにする。

建設業法では、請負金額3,500万円以上（建築一式7,000万円以上）の公共工事な
どに監理技術者・主任技術者の専任を義務付けている。他の現場との兼任は認めら
れないが、現場代理人のように現場に「常駐」する必要はない。ただ、専任制の解釈
をめぐり一部の元請け・下請け企業に誤解があり、常駐を求める発注者がいるとの
指摘もあった。

2018年12月３日付の通知は、技術者の働き方改革を推進するため、休暇を取得
した専任の技術者が現場を短期間離れることを認めているとし、必要な資格を持つ代
理の技術者を配置し、技術者の休暇取得を妨げない配慮も求めた。

また、育児などの目的で現場を「短時間」離れることができるような体制の確保も求
めている。
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