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建設産業ニュース～札幌編～

芸術の森地区小の完成予想図（上）
と校舎などの建設予定地（下）

改築する新陽小

　札幌市立学校の新増改築計画ダイジェスト
　―芸術の森地区新設小新築、新陽小や栄中の改築などに着工
札幌市教育委員会が2019年度に新規着工する大規模学校施設整備は、南区での芸
術の森地区新設小の新築をはじめ、改築では北区の新陽小の校舎・屋体、東区の栄中
校舎、校舎増築は札苗緑小（東区）と西宮の沢小（手稲区）が挙がっている。20年度以
降の着工が計画される学校施設の動向も含めまとめた。
既設2校を再編して芸術の森地区新設小を新築
2021年４月の開校を目指す芸術の森地区

新設小は、石山東小と常盤小の統合校となる
もの。常盤中の近くで、南区常盤２条３丁目
に位置する広場（2.2ha）を新設校の敷地とし
て活用する。３段の階段状になった地形のた
め、切り土など粗造成をした後、施設本体に
着工する。

施設規模は、地域交流施設や児童会館も入
る校舎棟がＲＣ造、３階、延べ6,720㎡、普
通教室は14教室を確保する。屋体棟のＳＲ
Ｃ一部Ｓ造、２階、延べ1,350㎡、プール棟
のＳ一部Ｗ造、平屋、延べ510㎡も一括で建
築主体工事を発注する。

着工は10月ごろから、２カ年で施工する
予定。本体工事費には29億6,000万円を見
込む。 
新陽小は屋体含め、栄中は校舎のみを改築へ
北区北27条西14丁目１の１にある新陽小は、耐震性能不足に伴う建て替えで、Ｒ

Ｃ一部ＳＲＣ造、４階、延べ8,310㎡の改築
規模で計画。

校舎と屋体が一体になった建物とし、普通
教室１４室などのほか、児童会館や多目的
ホールも併設する。工事費は約27億円を試
算する。

工期は10月から2021年２月までを予定
する。

栄中は、東区北46条東６丁目１の１にある1967年建設の校舎が、耐震性能が不



- 3 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

増築予定の札苗緑小

～札幌編～

足しているため改築する。工事費は約20億
円。

新校舎は、ＲＣ造、３階、延べ7,670㎡の
規模で計画。棟内には普通教室16室、特別
支援学習室２室、特別教室14室などを配置
する。

10月に着工し、完成するのは2020年12月
の予定。完成後は既存校舎の解体とグラウン
ドを整備。屋体や格技場などは継続利用する。
札苗緑小と西宮の沢小は児童数増加で増築
増築に着工する札苗緑小と西宮の沢小は、今後６年間の児童数推計から児童数増加

が見込まれるため増築する。
東区東苗穂13条４丁目９の30にある札苗

緑小は、1994年建設の校舎に増築を重ね、
現在はＲＣ造、３階、延べ6,702㎡の規模。

普通教室30室、特別教室9室があり、学
級数は特別支援２学級を合わせると29学級。
東雁来土地区画整理事業による児童数増加に
伴い、校舎北西側で増築を図る。

増築規模はＲＣ造、３階、延べ1,315㎡で、
普通教室6室、特別教室２室を配置する予定だ。事業費には５億円を見込み、2カ年
で施工する。

西宮の沢小は、手稲区西宮の沢２条４丁目15の１に所在。1990年に竣工した校
舎はＲＣ造、３階、延べ5,345㎡の規模で、普通教室18室、特別教室６室、全学級
数は18学級となっている。

校舎北側のプール棟との間にＲＣ造、３階、延べ452㎡の規模で増築する。コンピュー
ター室など特別教室３室を設ける考え。単年度施工で、事業費は３億円を見込む。
2020年度以降の着工に向けた準備も着々と
2020年度以降の学校施設整備に備えた、19年度の取り組み状況を見ると、発寒南

小（西区発寒２条４丁目１の１）では校舎・屋体改築に向け、仮設校舎建設と現校舎解
体に着手する。また、校舎・屋体一体型で改築を計画する二十四軒小（西区二十四軒
２条３丁目１の37）は実施設計を進める。本町小（東区本町２条７丁目１の30）も改
築に向け実施設計を進めるが、20年度は仮校舎建設にとどまる見通し。増築の実施設
計は星置東小（手稲区星置２条１丁目６の１）で、普通教室４室程度の増築を検討して
いる。

このほか、1968年完成の東山小（豊平区平岸４条11丁目６の１）、66年に完成した
山の手小（西区山の手５条６丁目１の１）は、老朽化改築に向けた基本設計に着手する。

改築する栄中の現校舎
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　道新幹線　2019年秋、市内で札樽トンネルの立て坑掘削へ
　―札幌鉄道建設所が開所
鉄道・運輸機構北海道新幹線建設局の札幌鉄道建設所が４月に開所し、札幌延伸に
向けた札幌市内での工事が動き始める。市街地で施工する札幌工区の大半は札樽トン
ネルの地下工事で、施工に必要な立て坑の掘削が、手稲区で今秋から冬にかけて始ま
る見通し。札幌駅周辺の高架橋、苗穂に建設する車両基地整備の調査、設計など地表
部工事の準備も動きだす。

小樽市朝里と札幌都心を結ぶ札樽トンネル（26.2㎞）のうち同建設所管轄は山岳ト
ンネルの星置工区（4.4㎞）と富丘工区（4.5㎞）、シールドトンネルの札幌工区（8.4㎞）
など約18㎞。

札樽トンネルの星置工区は鹿島・岩田地崎建設・荒井建設・森川組JVが約96億円（税
抜き）で、富丘工区は飛島建設・梅林建設・松谷建設・高橋建設(厚沢部)JVが約100
億円（税抜き）でそれぞれ落札。札幌工区は、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の施工で、
落 札 額 は497億 円

（税抜き）。
札幌工区は密閉型

シールド工法により
内径約11ｍで整備
する。最初の工事は、
ニューマチックケー
ソン工法による発進
立て坑で、掘削位置
は手稲区西宮の沢２
条２丁目付近。本工
事は秋以降に着手する予定だ。山岳トンネルの星置、富丘の両工区はＮＡＴＭ工法に
より施工する。

トンネル部分については、到達立て坑を含め札幌工区の終点から石山通を越えた中
央区北６条西10丁目までの開削工法で進める区間が未発注となっている。

出口からの明かり部は高架で在来駅東側に新設する新幹線ホームに接続する計画。
今後、調査や設計を進め、並行して高架が通過する市道管理者の札幌市と用地取得の
協議を進める。また、札幌車両基地は札幌駅から約１㎞東側の苗穂に建設する。

駅部は同機構の委託でＪＲ北海道が担当。新幹線ホーム設置の前段となる在来線
11番線の拡張工事の準備を進める。工事が札幌市の北口駅前広場や地下通路上に影
響することから、調査設計などの準備に入る見通しだ。
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この春、商業・福祉施設からマンション・工場・事務所など
幅広い建物の建設を手掛けるタカフジ興産（本社・札幌）に入社
した。同社初の女性現場監督としての活躍が期待されている。

ものづくりに関わるのが小さい頃からの夢だった。「建物は
多くの人が使うし、まちにとって欠かせない」と思い、建築分
野に関心を向けた。

函館工高建築科を3月に卒業。入社してまもなく札幌市内の
商業施設新築現場などを見学した。「仕事を早く、しっかりと正確にやっていて、職
人の技はすごい」と驚いた。「教科書からでは分からなかったことがある。現場を見て
知識が深まった」と言う。付いていくのに必死だが、日々新しい発見があり「楽しい、
面白い」と笑顔を見せる。

設計やインテリアの仕事に進む同性の同級生が多かったが、「まちの一部となる建
物を、自分が管理をして建てたい」との思いから施工管理の道を選んだ。

工事が滞りなく進むよう、現場全体を見て管理する重要な役割を担う。「図面の作
製や現場の流れを習得し、もっと成長して女性の施工管理技術者として認められたい。
自分が建てた建物が見たい」と目を輝かせる。

ケーワンシステム　小
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ケーワンシステム（本社・札幌）に入社して12年目。鋼製床
下地「Ｋ－1デッキ」の施工を担う。札幌市外の保育園や学校、
病院などの現場が中心で、礼文町や長野県まで出張したことが
ある。「その土地のおいしいものを食べるのが楽しみ」でもある。

社内では「真ん中くらいの年齢」。職長を任せられる機会が多
く、時には5－6人をまとめ、工期に間に合うよう仕事の分担
の割り振りなどをする。「天井を張ったり、壁をつくったりす

る職人たちとのコミュニケーションを図る必要がある」と話す。
雨や雪といった天候に左右される状況で、工期が迫るというプレッシャーはあるが、

完成したときにやりがいを感じるという。
1つの現場に長くても2－3日。心掛けているのは「仕事終わりの片付け。後の業者

が来たときに邪魔になるから、きれいな状態で渡す」ことだ。
普通科の高校を卒業後、「体を動かすのが好き」で型枠大工になった。その後、異業

種のアルバイトや他社を経て、縁あってケーワンシステムに入った。
原田慶一社長は「会社のホープ。いなくてはならない存在」と信頼を寄せる。「現場

から名指しで呼ばれる、手本になるような職人」を目指し、日々研さんを積む。
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旧札幌西武の閉館以来未利用だっ
た一等地が具体的に動きだす

　札幌駅南口の再開発始動へ北4西3 ／準備組合設立
　―１ha使い超高層複合ビル建設を構想
ＪＲ札幌駅南口の北4西3街区の地権者16者は、街区の一体開発を目的に、札幌

駅南口北4西3地区市街地再開発準備組合を5月23日に設立した。事業コンサルタ
ントを選定した上で、開発計画づくりや施設設計に入り、2021年度に事業化の前提
となる都市計画決定を目指す。具体化はこれからだが、約1haの街区全体を使い、道
都のシンボルとしてふさわしい超高層複合ビルの開発をイメージする。

地権者16者による設立総会で、理事長にヨドバシホールディングス（ＨＤ）、副理
事長に北海道建設会館が就任した。組合員は法人、個人合わせ16者。2030年の新
幹線延伸、冬季五輪招致までに、地区の再開発実現を目指す。

再開発計画は、6月から月1回程度、地権者が集まり協議し具体化を図る意向。
事業コンサルを選定した上で、設計や計画をまとめ、札幌市と都市計画協議を進め

る。施工者選定は、都市計画決定後を予定する。
開発イメージについては、街区の中通を廃止し、低層の基壇部と高層部からなる街

区一体の建物を想定。地下は街区周辺の地下歩
行空間と接続し、地上と地下が連続する重層的
な歩行者ネットワークの構築と、にぎわいある
空間づくりを目指す。

用途はヨドバシカメラの店舗、ホテル、オフィ
ス、劇場、商業施設が地権者から挙がっており、
事業性を踏まえ協議し、決定していく。

理事長に就任したヨドバシＨＤの藤沢昭和社
長は「シンボルとして恥ずかしくないものをと

思っている。可能な限り早くオープンしたい」と語った。
地権者調整を支援してきた札幌市の秋元克広市長は「まちづくりにとって重要なエ

リア。新時代にふさわしいまちづくりを」と期待。引き続き都市計画手続き、再開発
補助で支援するとした。

札幌駅の南口と駅前通に面した北4西3街区には5ビルがある。道都の顔となる一
等地だが、2009年9月に街区の6割を占める百貨店の札幌西武が閉店。ヨドバシカ
メラが跡地を取得した後も9年以上にわたり未利用の土地が残されていた。市の調整
もあり、3月には地権者が一体開発に同意し今回の運びとなった。

同街区は都市計画上の商業地域で建ぺい率80％、容積率800％。札幌市の都市計
画制度を活用した場合、最大で約12万㎡の施設建設も可能だ。

準備組合に参画する法人地権者は次の通り。
▽ヨドバシＨＤ▽北海道建設会館▽三井住友信託銀行▽五英商事▽山王スペース＆

レンタル▽ビッグ▽フレキシブル▽大友不動産▽二十三▽平和不動産▽交洋不動産
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市民の利用も多いさとらんどセンターを改修する

　札幌市住宅管理公社がさとらんどセンターを全面改修
　―建築、電気、機械の3件に分け工事発注
札幌市住宅管理公社は、さとらんどセンターの全面改修を建築、電気、機械の3件
に分け、建築を7月下旬、電気と機械を8月下旬にもそれぞれ制限付き一般競争で入
札公告する。工事費は全体で4億6,180万円を見込み、うち機械が3億円超と大部分
を占める。 

東区丘珠町にある札幌市農業体験交流施設（サッポロさとらんど）は、札幌ドーム
14個分（74.3ha）の広大な敷地に花畑や体験農園、芝生の公園、ヤギやヒツジと触れ
合える牧場、バーベキューができる炊事広場、パークゴルフ場などがあり、レジャー
を通して植物や農業に親しむことができる。

同町584の2に位置するさとらんどセンターは、サッポロさとらんど内に配置され
た中核施設。レストランや売店のほか、バターやソーセージなどの手作り体験もでき
る。

規模はＲＣ造、2階、延べ3,849㎡。1994年の建築で、老朽化のため設備や外壁
など全面改修することにした。

今回の工事では、建築工種が屋上防水、外壁、シーリング、外壁タイル部分、煙突、
天井などを改修。電気は火災報知器、電灯、無停電電源装置、壁時計、機械は消火、
自動制御、給排水、冷暖房、空調換気、湯沸かし器をそれぞれ更新する。

実施設計は建築が古田設計、設備がナス総合設備事務所が担当。センターは11月
4日から2020年3月末まで休館とし、この期間に施工する。

入札は建築が8月上旬、電気、機械設備は9月中旬を予定。工期は建築が2020年
2月末、設備が3月末を見込んでいる。
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解体を待つ芸術文化の館・ニ
トリ文化ホール

　札幌市が芸文館解体を7月末にＷＴＯ対象の一般競争で公告
　―跡地の活用に注目集まる
札幌市は昨年9月に閉館した、さっぽろ芸術文化の館（芸文館）解体を7月末に、Ｗ
ＴＯ政府調達協定対象の一般競争入札で公告する。解体事業費は約30億円を見込み、
市有建築の解体では最大規模。建築Ａ等級を参加条件に設定する。開札は10月中旬
を予定。跡地の活用も注目されそうだ。

芸文館（中央区北1条西12丁目1の1）はＲＣ一部ＳＲＣ造、地下1地上8階、延べ
3万2,790㎡の規模。1971年に、北海道厚生年金会館として開業した。

国の制度改革に伴い2012年に札幌市が28億円で土地、建物を取得。札幌商工会
議所が施設を運営し、ホー
ル 部 は「 ニ ト リ 文 化 ホ ー
ル 」の 愛 称 が 定 着 し て い
た。

客席数2,300席のホール
と大小の会議室、宴会場を
備え客室数120のホテル
を併設し、コンサートや舞
台芸術、イベントを通じ、
長く北海道の芸術文化の
発信拠点を担ってきた。

都心の北1条西1丁目に
後継ホールの札幌文化芸

術劇場「ｈｉｔａｒｕ」が開業したため、昨年8月末にホテル、9月末までにホールを
閉館し、その歴史に幕を閉じた。

札幌日総建で解体実施設計をまとめ、2019年度から解体工事に着手する。入札手
続き後、4定市議会で承認を経て12月解体を想定。3カ年で工事を進め、21年度末
完了のスケジュールを見込む。

大型ホールに、地下構造物を備えたホテルと、施設規模が大きく、解体では2003
年度の厚別清掃工場の約15億円、08年度の発寒第2清掃工場の約11億円を上回り
最大となる。

敷地は約1.1haあり、解体後は札幌博物館の整備予定地や、ＭＩＣＥ施設の建設候
補地に位置付けられていた。その後、ＭＩＣＥ施設の建設地が中島公園隣接地に決まっ
たことで、解体後の土地活用に関心が集まっている。

周辺は地下鉄東西線の西11丁目駅に近く、教育文化会館、中規模イベントが可能
なホテルが集積。展示会や学会などＭＩＣＥ実績も豊富で、民間活力を生かした集客
交流施設を軸に、利活用検討が進む見通しだ。
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　建設業の外国人技能実習生5年間で10倍以上に
　―大規模再開発など民間大型プロジェクト盛況受け石狩圏が急増
道経済部労働政策局がまとめた2018年の外国人技能実習生の受け入れ状況調査結

果によると、建設業における実習生の増加が際立っている。建設業の実習生数は999
人。調査開始以来、ほぼ全業種で増加しているが、建設業は食料品製造業や農業を大
きく上回る増加率を示し、2013年比で10倍以上に増えた。全産業に占める割合も
18年は10％に達している。地域別では、ここ数年の札幌市における大型民間建築工
事の盛況を受けて、石狩が470人と建設業の総数の半数近くを占めている。

全産業の実習生数は、2013年は5,142人と5千人台だったが、15年には6,000人
を超え、17年には8千人台に達し、18年度は1万32人と1万人台にまで増加した。
2013年以降、最も実習生数が多い業種は食料品製造業。18年は5,327人と全体の
53％を占めている。全体2位は農業の2,765人で、この2業種だけで全体の8割に達
する。また、調査開始以来、この2業種は常に1,2位を独占してきた。

建設業は999人（10％）で3位、これに漁業の238人が続く。2014年までは、繊維
製造業が食品製造業と農業に次いでいたが、2015年には建設業が3位となり、以降、
上位3業種に変化はない。国籍別で見ると、ベトナムが5,232人と、全体の過半数を
占め、次いで中国が3,471人、フィリピンが628人などとなっている。

地域別・業種別で、全実習生に占める建設業の割合を見ると、石狩が27％と全道
平均の10％を大きく上回っている。ここ数年の札幌市における大型再開発やホテル
建設ラッシュなど、民間建築工事の盛況を受けて、型枠やとび、鉄筋など建築系の技
能者不足が深刻化し、それを補う形で外国人実習生のニーズが高まっていると思われ
る。また、上川や胆振についても全道平均を上回る割合となっている。

建設業の推移を見ると、2013年は80人にとどまっていたが、14年176人、15年
261人、16年375人、17年711人となり、18年は999人と、13年から10倍以上
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定員を上回る応募があり、外国人実習
生への関心の高さを裏付けた説明会

増加した。全体に占める割合も、13年は1.6％に過ぎなかったが、翌年には3.3％と
倍増、その後も毎年急激にシェアを拡大し、18年度は10％と2桁に達した。今後に
ついても、受け入れをしている128機関のうち64機関が拡大、53機関が現状維持と
回答。外国人実習生の需要がさらに高まることが見込まれるが、課題も顕在化してい
る。

受け入れ後のトラブル対応など課題も
受け入れ企業側からは、課題として、審査期間の長さや手続きの煩雑さ、宿舎の確

保、法律に対応するための監査の負担、受け入れ後のトラブル対応などを上げる声が
多く、建設機械など技能講習の地方開催や申請書類の電子化、ボランティアによる日
本語教室開催を求める意見も出ていた。

北海道開発局が札幌市内で5月29日に開催した「建設分野における特定技能外国人
の受入れに関する説明会」には全道各地から約200人が参加。定員を上回る申し込み
があり、建設業の外国人技能実習生に対する関心の高さを浮き彫りにした。

説明会では、法務省札幌出入国在留管理局の担当者が改正入管法施行に伴う特例措
置や在留資格の「特定技能」について説明。続い
て、国土交通省土地・建設産業局の藤條聡労働
資材対策室長が特定技能外国人の在留資格取
得までの主な流れや外国人材のキャリアパス
について解説した。

藤條室長は「実習生の活用は避けて通れない
道。実習生の間で不満が高まることのないよ
う、所定の用紙での重要事項の確認が必須」と
指摘。キャリアアップシステムへの登録につい
ては「技能実習生の最大の課題は失踪。失踪者

全体の4割を建設業が占めている。業種別の実習生全体に占める失踪者の割合も全体
では2％だが、建設業は7％と最多だ。キャリアアップシステムへの登録は、失踪者
の歯止めという側面もある」と説明した。
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大型物流施設建設構想がある札幌貨
物ターミナル駅構内の遊休地

　マルチテナント型物流施設が札幌周辺で相次ぐ
　―ｅコマースなどの拡大で需要高まる
札幌周辺でマルチテナント型物流施設の新設が相次いでいる。大和ハウス工業（本
社・大阪）は2018年春に東区で開設し、ことしは北広島市でも着工。不動産サービ
ス大手のＣＢＲＥ（本社・東京）は清田区で建設したほか、ＪＲ貨物（本社・東京）は白
石区のターミナル駅構内敷地で構想している。道内で賃貸の物流施設は少ないが、イ
ンターネット通販など電子商取引（ｅコマース）の拡大や、既存倉庫の老朽化などで今
後、需要の高まりが見込まれる。

マルチテナント型の物流施設は、複数の企業が利用できる倉庫の開発、管理・運営
を事業者が一括して担い、テナントから賃料を得る。立地は幹線道路へのアクセス面
だけではなく、人手不足に対応で
きるよう、近くに居住地があり、
働き手を獲得しやすいエリアを
好む傾向にある。

住宅が立ち並ぶ東区東雁来地
区に設けた大和ハウス工業の「Ｄ
ＰＬ（ディープロジェクト・ロジ
スティクス）札幌東雁来」は、2階
建て、延べ6万5,653㎡の規模。
倉庫は8区画で構成し、約5,000
㎡から約1万㎡までを用意。5区
画を貸し出している。同社は5月
に北広島市の輪厚工業団地で「Ｄ
ＰＬ札幌南」に着工。Ｓ造、平屋、延べ2万8,255㎡の規模で、4区画のテナントを備
える。完成は2020年5月を予定する。　

1月に竣工したＣＢＲＥの「札幌里塚物流センター」は、北広島ＩＣや国道36号へ
のアクセスが良い清田区内に設けた。Ｓ造、4階、延べ2万6,600㎡の規模。倉庫は
3ブロックに分かれ、賃料は共益費込みで1坪3,500円程度に設定した。

ＪＲ貨物は、札幌貨物ターミナル駅構内の遊休地約5万㎡を活用した大型物流施
設を構想。2019年度の事業計画に、複数企業が入居するマルチテナント型物流施設

「レールゲート」開発の可能性調査を盛り込んだ。東京貨物ターミナル駅構内では延べ
7万5,800㎡の広さを持つ「東京レールゲートＷＥＳＴ」の建設を進めていて、本道へ
の広まりが期待される。

日本不動産研究所北海道支社の担当者は、厚別区大谷地地区などに老朽化している
既存倉庫が多いことから、「新しい施設に移りたいというニーズはある。あとは賃料
との兼ね合い」とみている。
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6者が応札して札幌臨床検査センター
が落札した旧道庁西18丁目別館

　朋仁会が札幌・北8東4に新病院建設に着工
社会医療法人朋仁会（札幌市白石区菊水元町3条3丁目1の18、青木喜満理事長）
は、北新病院と北新東病院を統合した新病院の建設を主体、設備一括で東急建設・札
建工業JVに依頼し、着工した。2020年夏の完成を目指している。

ＲＣ造、地下1地上6階、延べ8,000㎡の規模で、病床数は112床。整形外科やリ
ハビリテーション科、麻酔科を主な診療科目とし、1階に診察室や放射線室、事務部、
2階にリハビリ室や職員管理室、3階に手術室や医局、4、5階に病棟を配置する。設
計は久米設計・ランドブレインJVが担当した。

建設地は札幌市東区北8条東4丁目19の敷地5,200㎡で、ＪＲ北海道の社宅があっ
た場所。同社から土地を賃借し、施設の老朽化が進む北新病院（白石区菊水元町3条
3丁目1の18）と北新東病院（東区伏古5条3丁目3の2）を統合して移転改築する。

隣接地では、サツドラホールディングスが北8条店を解体撤去し、北区太平にある
本社社屋を移転新築する計画が進む。

　札幌臨床検査が旧道庁西18丁目別館敷地を落札／社屋を新築へ
札幌臨床検査センター（札幌市中央区北5条西18丁目9の1、大井典雄社長）は、
４月に行われた道有地売却の一般競争入札で、旧道庁西18丁目別館敷地約4,800㎡
を落札した。本社機能拡充のための社屋新築用地として取得。今後、複数の事業案か
ら絞り込み、計画を固める意向だ。

落札したのは、札幌市中央区北3条西18丁目と西19丁目、北4条西19丁目にま
たがる土地計4,757㎡。用途地域は建ぺい率80％、容積率300％の近隣商業地域。
北側に札幌市の二中公園、東側にマンションやオフィスビル、西側に西本願寺札幌別
院がある。

敷地内には、旧道庁西18丁目別館（ＲＣ造、地下1地上4階、延べ1,367㎡）や車庫、
ブロック塀基礎や門柱、電柱などの工作物
があり、同社が解体撤去する。

引き渡し日から2年を超えない範囲で建
物に着工。企画提案書に基づき5年以内に
竣工させることが要件となっている。

法人所在地にある本社ビル（ＲＣ造、5
階、延べ4,085㎡）は、賃貸入居。中央区
北3条西20丁目に所有する4階建ての旧
本社ビル2棟（延べ1,489㎡、延べ1,297㎡）
は医薬事業本部などで活用している。

道は土地利用に関する企画提案を審査した上で入札。同社が26億円で落札した。
最低売却価格は9億6,266万円。
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　開発局の2018年度工事・業務成績評定／共に0.3点アップ
　―週休2日制工事の本格導入で加点要素が増加
北海道開発局の2018年度工事・業務成績評定結果が明らかになった。工事平均
点は前年度を0.3点上回る78.7点で、うち一般土木も0.3点増の79.1点に上昇した。
週休2日制工事の本格導入で加点要素が増えたことが押し上げ要因とみられる。業務
は0.3点増の平均78点で、うち土木関係コンサルは0.3点上がって78.4点だった。

工 事 は1,511件 が 評 定 対 象。
最高点は83点で函館開建発注
の函館港若松地区岸壁上部工そ
の他（森川組）、釧路の根室港花
咲地区マイナス5.5ｍ岸壁改良

（真壁建設）、網走の紋別港ほか
1港マイナス4ｍ物揚場改良そ
の他（西村組）と雄武丘陵地区上
幌内工区区画整理（菊地組）の4
件だった。

一般土木844件の上位点数分
布を見ると、83点4件（対前年
度 増 減 な し ）、82点41件（6件
増 ）、81点78件（16件 増 ）、80
点190件（2件減）、79点251件

（27件減）、78点191件（54件減）、77点68件（70件減）、76点15件（7件減）、75
点4件（2件減）、74点以下2件（7件減）。全体に高く推移した。

2018年度は週休2日制モデルの試行工事を1,105件で実施し、うち6割以上が達
成。工事成績評定で評価する要素になっていることから、開発局工事管理課は「加点
要素の増加が成績を押し上げた可能性がある」と分析する。

業務は2,536件が対象。最高は83点で平成30年度河川管理施設地域活用方策検討
（石狩川振興財団）、石狩湾新港施設整備検討（クマシロシステム設計）、雄武丘陵地区
北幌内北工区区画整理設計など（三幸ランドプランニング）だった。

うち土木関係コンサルは1,839件。83点3件（1件減）、82点31件（4件減）、81
点53件（19件増）、80点184件（53件増）、79点492件（65件増）、78点713件（50
件増）、77点276件（151件減）、76点67件（83件 減）、75点11件（18件減）、74
点以下9件（1件増）という内訳だ。こちらも全国の流れに合わせ、上昇傾向が続いて
いる。
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　全道10建管の2018年度工事で柔軟な工期適用が7割に
　―フレックス工期制の積極的な採用が進む
道建設部は、2018年度に全道10建管が発注した工事における柔軟な工期設定の
実施状況をまとめた。「フレックス工期制」と「余裕ある工期設定」を合わせて1,689件
に適用。全入札件数の72.6％に当たり、前年度より23㌽増と大幅な伸びを示した。
特にフレックス工期制を積極的に採用して施工時期の平準化に取り組み、受注者が効
率的な施工をしやすい環境づくりが進んでいる。

柔軟な工期設定は、工期や着工時期に余裕を持たせることで、受注者が建設資材や
建設労働者などを確保しやすくなり、施工時期の平準化につながる取り組み。同部で
も、公共工事の円滑な執行に
向けて推進している。

2018年度は2種類の制度
を採用していて、余裕ある工
期設定は通常よりも工期末
を延長できるもので、フレッ
クス工期制は受注者が全体
工期内で始期と終期を決め
られるものとなっている。

2018年度の入札件数は10
建管合わせて2,326件。この
うち、フレックス工期制は
68.8％の1,600件、余裕ある
工期設定は3.8％の89件で
適用した。前年度の実施率と
比較すると、余裕ある工期
設定は0.4㌽下がったが、フ
レックス工期制は23.4㌽上がった。

過去の実施状況は、余裕ある工期設定と受注者が工期の始期のみ決められる選択工
期制の2種類を採用していた2014年度が8.2％、15年度が7.5％、途中から選択工
期制に代わりフレックス工期制を導入した16年度が14.4％、17年度は49.6％となっ
ている。各建管による積極的な適用と併せて、受注者が実工期をより弾力的に設定で
きるフレックス工期制の導入が進んでいることがうかがえる。

建管別の実施率は、以前から他建管よりも高かった稚内が96.9％と最高。以下、
函館の93.8％、小樽の92.4％、旭川の88.4％と続く。室蘭を除く9建管が前年度を
上回っていて、小樽は48.2㌽伸びた。実施件数は、入札件数が2番目に多い函館が
270件で最多だった。
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　西新宿三丁目西再開発  235ｍのツインタワマン2022年度着工
高さ235ｍのツインタワー分譲マンションなどを新築する西新宿三丁目西地区第
１種市街地再開発事業を新宿区が都市計画決定した。2022年度に解体を含む工事に
着手し、29年度完成の見込み。

施行者は西新宿三丁目西地区市街地再開発組
合で、事業推進協力者として野村不動産、住友商
事、東京建物、一般財団法人首都圏不燃建築公
社が参画している。事業協力者は前田建設工業。

事業はＡ－１～３街区の３つに分けて実施す
る。メインのＡ－１街区には、ＲＣ造、地下２
地上65階、延べ約18万1,600㎡の北棟、ＲＣ
造、地下２地上65階、延べ約20万3,100㎡の
南棟を配置。高さはいずれも235ｍで、分譲マ
ンションとしては国内最高となる。Ａ－２、３
街区にも共同住宅や店舗などを整備する。

建設地は東京都新宿区西新宿３丁目８―19で、新宿パークタワーと東京オペラシ
ティにはさまれた約4.8ha。

　専門工事業の休日 ４週８休以上は6.8％―建専連調査
建設産業専門団体連合会（建専連）が行った調査で、休日が４週６休以下の専門工事
企業が全体の７割を超えることが分かった。４週８休以上（週休２日制、完全土日休
み含む）は全体の6.8％にとどまる。週休２日制を導入できない理由として「適切な工
期が確保できない」と回答した企業は74.7％と最も多かった。

実際に取得している休日で、最も多かったのは４週６休の28.9％だった。ただ、
就業規則で定める休日が４週６休の企業は36.2％で、就業規則で定められた休日よ
りも実際の取得状況は悪い結果が出ている。

実際の休日取得では、４週５休の27.5％、日曜のみの19.9％が続く。４週８休は
6.8％、４週７休は9.8％といずれも一桁にとどまった。

週休２日制の企業に導入理由を聞いたところ、91.5％が「経営者が導入を推進した
ため」と回答。反対に、導入していない企業では「適切な工期が確保できない」との回
答が74.7％と最多で、「元請け企業が休ませてくれない」の42.3％、「日給の労働者の
収入が減少する」の39.3％が続いた。

調査は、建専連の正会員33団体を通じて行い、826社が回答した。建専連では、
来年度以降も調査を行い、継続的に専門工事業の休日取得の状況を把握する方針。
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