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特集　通年雇用化促進特集

　建設技能者不足が続く―経営課題解決に通年雇用助成金を
　―通年雇用の実現で安定した人材の育成を
建設業界で技能者不足が常態化しつつある。北海道労働局が10月31日に公表した
９月の職種別有効求人倍率によると、型枠大工・とび工が9.95倍と依然高倍率が続
いているほか、大工・左官の4.95倍は過去最高の水準となっている。建設・土木作
業員も4.69倍と不足が深刻だ。全国各地で相次いだ災害の復旧工事や札幌市内での
北海道新幹線の札幌延伸、再開発プロジェクトの進展などにより、建設従事者の確保
がより一層困難になってきそうだ。季節労働者の通年雇用化によって、企業が人材確
保や育成を計画的に進められ、生活の安定により労働者の本州などへの流出を防ぐこ
とを目的とした「通年雇用助成金」の受け付けが12月16日から始まる。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。
―冬季３カ月の給与に３年間の助成金
これから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、2019年９月16日以前から雇用関係にあり、20年１月31日の時点で、雇
用保険の特例一時金の受給資格を得ていて、この一時金が支給の見込みであることが
条件となる。

助成金は、2019年12月16日から20年３月15日の間に通年雇用化した季節労働
者一人一人の賃金（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、引き
続き助成を受けることができる。

助成額については、対象期間（令和
元年12月の賃金締切日の翌日から３
月の賃金締切日）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。

具体的な支払い例を見ると、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カ月の月給総額は90万円。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年間の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120万円になる。一方、通年雇用助成金を利用せず、１～
３月の間、週２、３日のアルバイトとして雇い、月15万円を支払う形だと、支払総
額は年間45万円、３年間では135万円となり、助成を受けた場合よりも、企業の負
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担額が大きくなる計算だ。
―申請手続きはハローワークで
通年雇用をしていれば、３年間継続して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、①通年雇用届②対象労働

者申告書③継続雇用労働者名簿（新たに活用するまたは３年度支給のない事業主のみ）
④対象期間内の工事（生産）見込証明書⑤請負契約書・注文書等⑥建設業または採石業
の場合は登録証等の写し―の「提出書類」のほか、申請対象労働者の出勤簿、賃金台帳、
労働者名簿などや被保険者全員分の労働者名簿（継続雇用労働者名簿を提出した事業
所のみ）という「確認書類」を用意し、2019年12月16日から20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。※書類様式が変更になりました。

届け出が受理され、対象期間の賃金を支払った後、2020年３月16日から６月15
日にハローワークで助成金の支給申請をすることになる。その際の「提出書類」は①通
年雇用助成金支給申請書②通年雇用助成金対象労働者申告書③継続雇用労働者名簿④
支給要件確認申立書⑤支払方法・受取人住所届―で、「確認書類」として申請対象労働
者の賃金台帳や出勤簿、継続雇用労働者の出勤簿―などを添えて提出する。

 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される。
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回の申請手続きを同
じ時期に行うことで、助成金の給付を続けて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、建設業の経営全般
に関わる課題解決に向け、協議会が開設している建設業チャレンジ支援センターで幅
広くサポートしている。また、「支援員が企業を訪問した際にも、遠慮なく相談し、
さまざまな支援・助成制度を活用してほしい」と呼び掛けている。
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　通年雇用助成金活用企業インタビュー
　―付加価値の高い工事で働き方改革にも着実に対応
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公園整備などの公共工事を手掛けつつ、戸建て住宅の
エクステリア事業へも進出し、安定した売り上げを確保
している。「これからは売り上げを伸ばすことより、創
造性のある、付加価値の高い仕事ができる人材を育てた
い」と話す。

1989年に設立した造園会社で、当初、公園の整備や
街路樹の維持管理などの公共事業、ゼネコンの下請けと
して外構工事などをメインに手掛けていたものの、公共
事業予算の削減や入札制度改革によって、「年に１件程
度しか公共工事を受注できなくなった」時期もあった。

大手民間企業から毎年受注していた草刈り業務のほかに、安定した収入源を確保し
ようと、「自分たちの営業努力で開拓できる」戸建て住宅のエクステリアの分野に進出
した。

個人宅のエクステリアは、官庁や民間企業など従来の取引先とは違い、営業には顧
客の求めているものを的確に理解して具体化できる提案力が必要になり、施工も技術
力だけでなく、現場での言葉遣いや身だしなみなどのマナーも大事という。

電話帳の広告から始め、ホームページを充実させるなど地道な宣伝を続け、１件１
件丁寧なプランニングや施工に努めてきたことで、顧客からの紹介も増えてきた。「今
年で18年目になり、ようやく売り上げの柱の一つに成長した」と実感する。

中古住宅の流通が活発になり、ガーデンリフォームも徐々に増えてきた。新築物件
より施工条件に制約が多い中、これまで培ったノウハウを生かして顧客の要望に応え
られることが強み。冬のことも配慮した使いやすい提案などで「全国展開する企業と
の差別化を図っていきたい」。

積雪寒冷地の造園業は、冬場に工事ができないことが悩み。その分、４月から11
月までの８カ月はフル稼働しなければならない。「働き方改革への対応は非常に難し
い」とはいえ、休日の確保や労働時間の短縮に取り組まなければならない。人手不足
が続く中、限られた経営資源をより効率的に運用し、「付加価値の高い仕事を実現で
きなければ、生き残っていけない時代がくる」と考えている。

現在、社員は６人で、このほかに季節雇用する作業員は13人いる。社員のうち２
人は季節雇用から登用した。その際に、通年雇用助成金を活用し「会社の負担額が軽
減され、非常に助かった」。せっかく採用した社員が長続きせず退職することは経営
的に痛手となるため、「採用は慎重になるが、雇用に対する助成金があることで、積
極的な採用への手助けにもなっている」という。
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満員となった会場で白井氏が
講演をした

　講演会・建設業経営基盤強化セミナーを開催
　―目標を達成する組織づくりをテーマに
さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会（代表・秋元克広札幌市長）は10月31
日、北海道日本ハムファイターズ元コーチの白井一幸氏による講演会と建設業経営基
盤強化セミナーをＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤れんが前で開いた。建設業経営者ら
130人が出席、白井氏がコーチとして培った「目標
を達成する組織づくり」の手法などを学んだ。

同協議会が、通年雇用促進事業の一環で開設して
いる建設業チャレンジ支援センター（事務局・帝国
データバンク札幌支店）について、より多くの企業
に知ってもらおうと企画した。

基調講演をした白井氏は、コーチ留学をしたニュー
ヨーク・ヤンキースでは「６軍のルーキー、グラウン
ドキーパーまでも組織の一員であることに誇りを持ち、全員が世界一を目指していた」
と述べ、チームの目標を共有することが強い組織づくりには重要だと説き、選手への
指導で実践したコーチングやチームビルディングの手法を具体的に紹介した。

この後の経営基盤強化セミナーでは、㈱北創（本社・札
幌市北区）の角川幸治社長が、企業の成長につながった業
務改善事例、人材育成で成果のあった取り組みなどを紹介。
中小企業診断士の山中文雄氏は、経営状態を把握する上で
重要な財務指標と、非財務の視点を組み合わせて企業を分
析する「ローカルベンチマーク」の活用を解説した。

また、社会保険労務士ら専門家を招いた交流会・相談会
も併せて開き、こちらも盛況となった。
―2020年３月末まで無料相談などに対応
建設業チャレンジ支援センターでは、札幌市内建設事業者の経営などに関する相談

に無料で対応し、中小企業診断士や社会保険労務士、税理士ら専門家が個別にアドバ
イスを行っている。センターは2020年３月末まで開設している。

建設業者の経営相談の窓口となる同センターは、通年雇用助成金をはじめとした各
種助成金の紹介などに加え、建設業許可申請、就業規則の作成・改定、人材採用、新
規事業参入、事業承継、経営診断、税務申告など、経営全般についての相談対応およ
び専門家による助言などを無料で実施している。

問い合わせは、同センター事務局（電話：011-206-9501、FAX：011-206-9511、
E-mail：sapporo_kensetsu@mail.tdb.co.jp）まで。

建設産業ニュース～札幌編～

発表する角川社長
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　札幌市がまちづくりアクションプラン案／４年間で事業費1兆円 
札幌市は、2019－22年度に実施する全ての政策的事業を盛り込んだ「市まちづく
り戦略ビジョン・アクションプラン2019」案を公表した。４年間の計画事業費とし
て1兆254億円を計上。超高齢化社会や人口減少に対応した取り組みに力点を置き、
613事業を展開する。新規事業では、ホームを増設する地下鉄南北線さっぽろ駅改良
事業や発寒清掃工場更新などを計画する。
―事業の選定にＳＤＧｓの視点
同プランは市の最上位計画「まちづくり戦略ビジョン」（2013－22年度）の中期実

施計画。計画期間は戦略ビジョンの終期に合わせて22年度までの4年間とした。全
会計の計画事業費は、現計画の1兆3,125億円に比べ1年短いことから22.7％減とな

る。23年 度 を 含 め る と5
年間で1兆3,125億円に上
り、現計画と同程度の規模
となる。

戦略ビジョンに沿った4
つの政策分野、9つの政策
目標を設け、実現に向けた
全ての政策的事業を網羅。

全120項目の市長公約全てを計画化した。実効性を担保する中期財政フレームを設
定し、事業の構築や選定にＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の視点を導入している。

中でも超高齢化社会、人口減少を見据えた取り組みに力を入れる。第2児童相談所
や地域包括ケア体制の各整備などを進める。

また、街の魅力と活力を高めるため、都市のリニューアルを引き続き推進。2030
年冬季五輪招致に向けては、開催概要計画の策定や招致機運の醸成などを目指す。北
海道新幹線の札幌延伸を見据えた北5西1、西2地区の再開発支援や都心アクセス道
路の検討も継続する。

主な新規事業を見ると、発寒清掃工場更新を計画。安定したごみ処理体制を維持す
るため、計画的に建て替えを検討する。基礎調査や環境影響調査、2022年度の策定
を目指す基本計画の費用として5,800万円を計上した。

硬式野球場整備は既存の軟式野球場を改修し供給不足に対応する計画で、2022年
度の着工を予定。計画事業費に約12億円を試算する。

南北線さっぽろ駅改良は計画期間の事業費に13億円を見込む。移動の円滑化や混
雑緩和のため、ホーム増設を2022年度に着工し、27年度の供用開始、28年度の完
了を予定する。総事業費は約110億円に上る見通しだ。

このほか、バリアフリー化関連で区役所や公園、バスターミナル、地下鉄駅、民間
公共的施設などを対象に約13億円を計上している。
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道路・街路関連では147橋の長寿命化修繕に約169億円、橋梁の耐震補強に約28
億円、道路施設維持・保全に約18億円、道路等設備維持更新18カ所に約17億円を
配分。道路等補修は幹線・補助幹線の舗装補修延長171㎞などに約128億円を見込む。

下水道は施設再構築に約712億円を試算し、管路改築122㎞などを進める。下水
道施設災害対策に約94億円、総合的な治水整備に約67億円を措置する。

水道は2022年度の着工を予定する白川浄水場改修に約39億円を試算するほか、
豊平川水源水質保全に約73億円、配水幹線連続耐震化に158億円を措置。災害時重
要管路耐震化に約30億円、水道施設耐震化に約28億円を確保する。

建築は学校施設でリニューアル改修16校に約131億円、改修等整備に約39億円を
充当。このほか、市営住宅維持更新に238億円、市有建築物の保全に236億円、特
定天井対策に16億円などを見込んでいる。
―15年間の長期財政見通しを推計／建設事業費は1.8兆円
市は、まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2019の策定に伴い、15年間

の長期財政見通しを推計した。ピークを迎える公共施設の更新費を平準化することで、
冬季五輪・パラリンピック招致に必要な施設整備費など未来への投資を含め、健全財
政を維持できるとしている。建設事業費は15年間で1兆8,083億円を試算。単年度
平均は現プランを約7％上回る1,206億円を見込む。

1970－80年代に建設した公共施設の更新費は、法定耐用年数で単純に現在と同
規模に建て替えた場合、今後50年の建設事業費は年平均1,440億円。更新がピーク
を迎える今後15年間は同2,060億円、総額3兆円が必要になり、基金取り崩しなど
を進めても財政維持は難しい。

このため、施設の長寿命化、建て替え時の複合化による施設の総量抑制で50年間
の建設事業費を年1,024億円に抑え、更新と新規投資が可能な財政収支の均衡を図る
考えだ。
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　地下鉄南北線さっぽろ駅ホームを相対式に／札幌市110億円投入
　―2027年に増設ホームの供用目指す
札幌市が、外国人観光客の増加などで混雑が続く市営地下鉄南北線さっぽろ駅で、
現在の島式ホームから、相対式ホームへの改良を計画している。地下鉄を運用したま
ま東側にホームを新設するほか、ＪＲ札幌駅とホームを結ぶ通路にエスカレーターを
配置するなど移動の円滑化も図る。2020年度から設計に着手し、27年度の新ホーム
供用を目指す。事業費は約110億円を見込む。

同駅の乗車人員は1日平均5万7,000人（2017年度）と市営地下鉄で最大。現在は
島式ホームの西側で麻生方面、東側で真駒内方面の車両が発着している。

駅周辺の再開発事業が複数計画され、ＭＩＣＥ施設の新設や2030年度の北海道新
幹線札幌駅開業、冬季五輪・パラリンピック招致などの動きを見据え、ホーム増設に
より、常態化している駅の混雑緩和、移動の円滑化を図る。

改良は現路線を運行したまま、
現行ホームの東側壁を解体し、長
さ約120mの新ホームを建設。完
成後は新ホームを真駒内方面用と
し、現ホームは麻生方面専用にな
る。ホームを分けることで混雑の
解消を図る。

現在、ＪＲ札幌駅方面の改札を
結ぶ通路は階段しかなく、大型荷
物の旅行者らは逆方面のエレベー
ターを利用することが多い。この
ため、ホーム増設による混雑解消
に併せ、ＪＲ側の既設階段に併設
のエスカレーターやエレベーター
の設置も計画している。

整備スケジュールは、2020－
21年度で設計を進め、22年度か
ら5カ年で施工し、27年度に供
用開始。供用後、現在のホームに

エスカレーターを設置するなどホーム、コンコースの環境を整備し、28年度の事業
完了を予定する。

新設ホームの東側に接する中央区北4条西3丁目では、ヨドバシカメラ（本社・東京）
など地権者による街区一体の再開発が具体化するため、計画次第ではホーム新設と連
動した周辺開発につながることも想定される。
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　札幌市がＫｉｔａｒａ改修で管と電気を2019年度末に入札へ
　―建築工事に先行し発注
札幌市都市局は、2020－21年度で計画する札幌コンサートホール「Ｋｉｔａｒａ」
改修について、機械製作を伴う管、電気設備工事を、建築に先行して発注する方針だ。
工事は複数に分割し、19年度末に入札する早期発注の活用を想定している。大型の
つり天井を対象とした特定天井対策を主とする建築工事は、20年度早期の入札を予
定する。

中 央 区 中 島 公 園1の
15に位置する同ホール
はＳＲＣ造、地下2地上
3階、 延 べ2万746 ㎡ の
規模。2,020席のアリー
ナ 型 大 ホ ー ル、 シ ュ ー
ボックス型で459席の小
ホールを備える。

開館から約20年経過
するのを踏まえ、2020
年11月2日 か ら21年6
月30日 ま で8カ 月 間 休
館し、施設保全と特定天
井対策を同時に施工する
計画。実施設計は建築を
ドーコン（本社・札幌）、設備をビーゴーイング（本社・札幌）が担当する。

主な工事は、施設保全に伴う設備関係で冷暖房、空調、自動制御システムを全面更新。
電気は受変電、動力設備や自動火災報知器などの強電と照明や放送、テレビ設備など
の弱電を予定する。

特定天井対策の施工面積は小ホール約440㎡、大ホールホワイエ約400－1,000㎡
のほか、小ホールホワイエが約240－290㎡、エントランスホールが約650－870㎡
で調整する。

小ホールとエントランスホールは落下防止、ホワイエは膜天井の採用をそれぞれ見
込む。大ホールは耐震設計されているため、対象からは除外する方向だ。

建築ではこのほか、外壁改修、エントランスホールのトイレ増設を検討している。
予算折衝はこれからだが、全体工事費は現時点で当初の見通しを上回る30億円前

後に膨らんでいる。
稼働率の高い人気施設のため、都市局では休館中にしかできない保全や改修を優先

的に推進、期間、予算枠を勘案しながら工事内容を調整する考えだ。
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　札幌市の2019年度上半期工事施行成績評定結果
　―平均点が0.2点上昇し75.6点に
札幌市は、2019年度上半期（4－9月）に竣工検査した工事207件の施行成績評定
結果をまとめた。全業種の平均点は75.6点で、前年度上半期を0.2点上回る。土木
系は平均75.6点で0.3点上昇。営繕系は75.9点で変動はなかった。最高点は杉原建
設が施工した土木系の南北線高架部ポイントボックス改修で91点となっている。

設計金額500万円以上の工事207件が対象。工事費平均は3,891万円だった。内
訳は土木系が前年度同期より1件少ない185件、営繕系は建築が6件減の12件、機
械は8件減の4件、電気は2件少ない6件を評価した。

工種別に見ると土木系は最高点
が91点、最低点は66点。高得点
工事を見ると、トップのほか、道
道真駒内御料札幌線道路改良（杉
原建設）、豊平川水道水源水質保
全導水路新設その1（前田建設工
業・岩田地崎建設共同体）が88点
で続いた。

５点刻みで見た点数分布の状況
は、最高層の85点以上が1.1㌽増
えたほか、全体の約9割を占める
70点台で高得点側の比率が増え、
全体平均を押し上げた。

主な工事種別の平均点は道路
80 点、 街 路 76.1 点、 公 園 76.1
点、 下 水 管 路 74.8 点 な ど。 道
路維持管理は 10 区平均で 76 点
だった。

営繕系は最高点が80点、最低
点が69点。上半期は評価工事が
少なく、点数が偏る傾向にある。

建築の平均点は75.4点となり前年度同期比で0.5点下がった。円山動物園バイオ発
酵処理施設新築ほか（石塚工務店）、教習所外部改修（北光営繕）の2件が80点で最高
点を獲得した。

機械の平均は75.8点で0.4点下降、電気は76.5点で1.2点上昇した。最高点は機
械が円山動物園バイオ発酵処理施設新築ほか機械（日章冷熱）、電気が麻生球場スコア
ボード改修電気（北電力設備工事）で、ともに79点の評価を得ている。
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　都心アクセス道路の第2回計画段階評価／全線トンネル案再浮上
　―支障物件回避で事業費を低減
北海道開発局は、国道5号創成川通（都心アクセス道路）の第2回計画段階評価を実
施。4つの構造案のうち、用地補償が課題だった全線地下トンネル案を修正し、創成
川を暗渠化して中央にランプ引き込みスペースを設けることで路外支障物を回避する
案を示した。事業費も200億円程度少ない、1,000億－1,200億円に低減可能と試算
している。

札幌市の都心アクセス道路は、札樽道札幌北ＩＣがある北34条付近から北3条付
近までの約4㎞を計画し、北37条での石狩街道との接続部を含めると約5㎞ある。前
回会合で①全線地下トンネル②メインは高架橋で都心部のみ地下トンネルの複合③札
幌都心へ向か
う下り線一部
を高架橋とす
る上下線分離
④現道活用の
４つの構造案
を示した。

①、②の案
では病院など
北ＩＣからの
降り口となる
ダイレクトア
クセスランプ
が現道路の外にはみ出し周辺の重要施設と重なるため用地・物件補償で時間とコスト
がかさむ、④は整備効果が低いことなどから、折衷案的な③が有力視されていた。

今回、住民アンケートなども加味し、線形や構造を練り直した結果、①の全線トン
ネル案で支障物件を回避できる案をまとめた。創成川の河道を北23条以北から2㎞
程度の区間で切り替えして暗渠化し、創成川通中央にダイレクトアクセスランプを地
下トンネルへと引き込むスペースを確保するというもの。

従来は全線片側2車線で構想していたが、北に向かう路線の北24条付近に出口を
設け、これ以北2㎞弱を1車線化。南下する路線は、札幌新道とダイレクトアクセス
ランプの引き入れ口間（北31－34条付近）に入り口を設ける一方で、これ以北は1車
線に絞る。

対向2車線とすることで石狩街道と接続するための出入り口（北37条付近）も創成
川の現行河道スペースに収まるため、現道拡幅と用地補償が不要。事業費は約200
億円程度圧縮される。
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本社ビル手前が業務ビルの建設
予定地。現在は時間貸し駐車場
となっている

　カレスサッポロ医療センター新築の設計者は石本建築に決定
社会医療法人社団カレスサッポロ（札幌市中央区北1条東1丁目2の5、大城辰美理
事長）は、札幌総合卸センター跡地に新築する仮称カレス医療センターの設計者を石
本建築事務所に決めた。2棟構成で、病院にホテルやオフィス機能を持たせる計画。
2021年10月の着工に向け、施設概要を固める。総工費は約200億円を試算している。

市内にある時計台記念病院と北光記念病院を統合した新病院を、2020年取得予定
の東区北6条東3丁目の敷地約1万2,000㎡に建設する。開業は24年4月の予定。

延べ床面積は約5万㎡の見通し。敷地東側に設ける10階建ての医療センターは、
全室個室の入院施設のほか、人工透析患者らが利用できる40室のホテルを構想。西
側には5階建てのオフィス棟を設け、事務所やレストラン、保育所、ペットホテルな
どの入居を検討している。

協同組合札幌総合卸センターが保有する東区北6条東2、3丁目にまたがる2街区
の再開発に関し、カレスサッポロや大京（本社・東京）など5者が、東2丁目街区には
ホテルやマンションを、東3丁目街区には病院や商業などが複合した高層ビルをそれ
ぞれ計画する。

共同会館をはじめ住宅用資材卸や医薬品卸、衣料品卸などが入るビル8棟が老朽化
しているため、同センターは隣接する東4丁目街区に新たなビルを建てて集約。12
月までに施設を完成させ、組合員が20年1月をめどに移転を開始する。完了次第、
東2、3丁目街区にある建物の取り壊しを始める。

　ＪＲ北が本社隣接地にビル新築／延べ1.2万㎡で2021年度着工
ＪＲ北海道（札幌市中央区北11条西15丁目1の1、島田修社長）は、法人所在地に
ある本社ビルの隣接地に業務ビル新築を計画している。札幌市の地区計画変更を経て、
2021年度の着工、22年度の完成を見込んでいる。

新ビルは10階建てで、延べ約1万2,000㎡の規
模。建設地は本社ビルの北西隣接地で、時間貸し駐
車場としている約2,470㎡の社有地。用途地域は
建ぺい率80％、容積率300％の近隣商業地域だ。

札幌市の都市計画であるＪＲ桑園駅周辺地区再
開発地区のエリア内。休憩や憩いの場となる広場、
天候や季節に左右されない屋根付きの歩行空間な
どを整備することで、容積率約450％への緩和を
想定している。

地区計画変更が必要なため、11月に札幌市都
市計画審議会で学識経験者らに計画概要を説明。都市計画案縦覧や都計審での審議を
経て、2020年3月に都市計画の決定・告示後に着工する見通しだ。
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　建設関連職種の人手不足が際立つ
　―９月の道内有効求人倍率は過去最高に
北海道労働局が10月31日に公表した９月の道内有効求人倍率は、1.26倍と前年同

月を0.04㌽上回り、1963年に同統計を取り始めて以来最高を記録した。職種別では、
型枠大工・とび工が9.95倍と最も高く、以下建築・土木・測量技術者が6.13倍、警
備員が5.52倍、大工・左官が4.95倍、建設・土木作業員が4.69倍と続き、建設関連
の職種が上位を占める。道内の雇用情勢が改善するのに伴い、建設業の人手不足が一
層際立ってきた。

職業別求人・求職状況データのうち、建設業関係の職種の有効求人倍率を見ると、
型枠大工・とび工の倍率は前年同
月より1.62㌽下降しているもの
の、建築・土木・測量技術者は同
0.07㌽、大工・左官は同0.32㌽、
建設・土木作業員は同0.17㌽それ
ぞれ上昇している。

９月の新規求人は、建設業で
3,361人と、前年同月より10.6％
増加。北海道新幹線の札幌延伸に
伴う工事、札幌市内やニセコ地区
の大型建築工事などで、技術者、

作業員の人手不足は続いている。
９月単月の求人数と求職者数を比べると、求人数の方が大幅に上回っている。建築・

土木・測量技術者は2,400人以上不足し、建設・土木作業員は1,700人、大工・左官
は1,000人近く不足しており、建設産業の人手不足が浮き彫りになる。

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、現場の技能労働者
確保状況は、道内の主要８職種合計で3.6％の不足となっている。前年同月の5.1％の
不足から比べると緩和されているものの、全国10ブロックの中では、東北の６．８％
に次いで高い不足率となった。12月の道内需給見通しでは、型枠工の建築と土木、左
官、とび工の４職種で「確保が困難」になるとの回答が多い。

４月１日施行の改正労働基準法など「働き方改革関連法」により、時間外労働の罰則
付き上限規制が、中小企業にも2020年４月１日から適用される。これまで対象外だっ
た建設業への規制適用は24年３月31日まで猶予されているとはいえ、全産業で人手
不足が進み、人材獲得競争が激化する中、業界を挙げて働きやすい職場環境の整備を
早急に進めなければ、取り残されかねない。

建設産業ニュース～道内編～



- 14 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

再開発ビルの完成イメージ

　渋谷二丁目17地区再開発／ 2020年10月着工へ
東京都内の渋谷駅東口で新たな再開発事業が動きだす。渋谷二丁目17地区第１種

市街地再開発事業として、渋谷ヒカリエの隣接地
に延べ約4.4万㎡の再開発施設を建設し、事務所
や店舗を配置する。2020年10月に工事を開始
する予定。

再開発の施行区域は、渋谷ヒカリエの東側で
国道 246 号（青山通り）に面した約 0.5ha。ここ
にＳ一部ＳＲＣ造、地下２階地上 23 階建て、延
べ４万 4,560㎡の再開発施設を新築する。１～
４階に商業施設を配置し、５階以上を事務所と
する。

東京急行電鉄（本社・東京）と、地権者のシオノ
ギ製薬（本社・大阪）、南塚産業（本社・東京）と関
連会社のＮＡＮＺＵＫＡ（本社・東京）、東宝（本社・
東京）、太陽生命保険（本社・東京）が組合員。

基本設計は東急設計コンサルタント（本社・東京）と三菱地所設計（本社・東京）、パ
シフィックコンサルタンツ（本社・東京）の共同体。

完成予定は2024年５月。総事業費は約301億円。

　国交省が災復に備え実勢価格反映など全国で不調・不落対策
国土交通省は、台風などの被災地で災害復旧が本格化することに備え、全国の直轄
事業で入札不調・不落対策を実施する。北海道開発局・地方整備局が発注する工事・
業務が対象で、災害復旧に限らず、通常の工事・業務も含めた対策を講じる。入札参
加者が提出する見積もりを活用し、市場の実勢価格を予定価格に反映。見積単価は入
札前に公表する。実工期を柔軟に確保できる余裕期間は6カ月まで設定できるように
する。

調達の難しい工種や建設資材では、当初発注の段階で入札参加者から見積もりを提
出してもらい、見積額の平均から予定価格を積算するほか、柔軟な工期設定を可能に
する余裕期間制度は、工期の40％・5カ月未満で設定できるとしていたが、6カ月を
上限に設定できるようにした。

遠隔地から建設資材・労働者を確保する場合の経費などを設計変更の対象として発
注者が負担する。検査時の書類は、工事品質に関係する資料に限定。通常の工事工程
表など44書類から10種類程度に削減することも認める。

建設産業ニュース～道外編～
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