


　札幌市が中央区複合庁舎の実施方針を公表
　―2021年1月に整備など委託する民間事業者を決定
札幌市は、ＰＦＩで整備する中央区複合庁舎の実施方針と施設イメージを公表した。
指定避難所となる区民センターホールは1、2階に配置。市民の利便性を高めるため、
3階に手続き窓口を集約する。総合評価方式による一般競争入札で、2021年1月に整
備や維持管理を委託する民間事業者を決定する。新庁舎の開庁は25年2月を予定する。
中央区複合庁舎は、耐震性能が不足する中央区役所を中央区南3条西11丁目の現
地で建て替え、隣接する区民センター、保健センターを統合して整備する。
事業手法には、委託した民間事業者が特別目的会社（ＳＰＣ）を立ち上げて整備、維

持管理を担うＢＴＯ方式を
採用する。事業期間は2021
年6月から40年3月末。既
存庁舎の解体と新庁舎の設
計・施工に3年半、維持管理・
運営の期間は約15年を見込
む。
事業費の限度額として約
147億円の債務負担行為を
設定する。事業費の内訳は
建設費に107億円、解体に5

億円、15年間の維持管理費に35億円。入札はＷＴＯ調達案件として公告。応札者を
8月まで募り、12月の提案書提出を経て2021年1月に事業者を決める。事業者がＳ
ＰＣを設立後に協定を締結し、同6月に事業着手するスケジュールを描く。
入札参加資格は市の資格登録者で、設計（実施設計・監理）と工事は延べ1万㎡以上
の庁舎・事務所、維持管理は5,000㎡以上の庁舎・事務所、解体は5,000㎡以上の建
物で、それぞれ元請け受注実績があることを求める。施設運営には電話交換または窓
口案内の実績が必要となる。
施設規模は区役所、保健センターが5,900㎡、区民センターが2,100㎡、共用部が
4,300㎡。これに約150台の駐車場（7,500㎡）、来庁者用の物販施設などが加わり、
延べ約2万㎡を想定する。
区民センターを低層に配置するが、区民センター利用者と区役所利用者の動線を
分け、利便性にも配慮している。また、エントランスから窓口を集約する3階までは
エスカレーターで結ぶほか、エレベーターを設置するなど上下階への移動にも配慮
する。
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　入札参加者の半数近くが総合評価拡大に賛成
　―札幌市財政局の入札・契約制度調査で
札幌市財政局が工事、委託の入札参加者に実施した入札・契約制度のアンケート調
査結果によると、くじ引き抑制に効果がある総合評価方式の拡大に賛成する意見は工
事で44.5％、委託が55.9％となった。総合評価以外のくじ引き対策としては「複数落
札制限」を望む声が最多だった。市が3年型に一本化を検討する成績重視型は、一本
化と従来方式維持で意見が分かれた。
調査は、制度の課題や問題点を把握するため、2019年12月から20年1月にかけ
て実施。工事は道路維持除雪を含む663者、委託は226者に依頼し、回収率は工事
59.9％、委託70.4％だった。
市は品質確保やくじ引き抑制対策に効果がある総合評価方式を拡大する方向にあ
る。同種の複数工事
を一括で審査し、１
件落札すると以降の
入札が無効となる
「一括審査方式」のみ
の拡大に賛成する意
見が工事で32.2％、
委託で26.9％あり、
これを加えると総合
評価拡大への賛成意
見は工事で76.7％、
委託で82.8％に達
した。
課題は、評価が高い企業に「受注が固定化する」との指摘があり、一括審査など受注
制限の活用、評価方法の見直しを求める意見が多く見られた。
総合評価以外のくじ引き対策は、同一開札日の落札を1件までとする「複数落札の
制限」の導入が工事で49.9％、委託で64.2％と最多。
一方で「競争の結果なのでやむを得ない」と、くじ引き結果を受け入れる声も工事、
委託ともに40％前後に達した。
市が工事で3年型への一本化を検討している成績重視型は、一本化を望む声が
47.6％と最も多い半面、2年型と5年型の従来方式を求める声も37.3％と意見は分
かれた。特に成績重視採用の件数とくじ引き発生が多い土木系では現行維持を求め
る意見が上回っており、有識者でつくる入札・契約等審議委員会は2020年度前半
まで5年型と3年型の併用を続け、その結果や受注者の反応から再検討することに
した。
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2021年度までの2カ年で長寿命化
を図るミュンヘン大橋

　長寿命化修繕32橋、耐震補強7橋に着工
　―札幌市管理の橋梁で
札幌市建設局は2020年度、橋梁長寿命化修繕32橋、耐震補強7橋の施工を計画
する。小樽定山渓線の湖水大橋や滝の沢大橋、西南線のミュンヘン大橋などに順次着
工している。工事費は長寿命化修繕に46億円、耐震補強に5億円をそれぞれ見込ん
でいる。
長寿命化と耐震補強の同時施工を予定しているのは3橋。小樽定山渓線の木挽大橋
は長寿命化を完了し、耐震補強は2023年度まで継続する。札幌北広島環状線の宮の
沢こ線橋は21年度までの2カ年で施工するほか、北発寒第8号線の西発寒跨線橋も
着工する。
長寿命化のみ施工予定は29橋で、うち2021年度も継続を見込むのは4橋。いず
れも20年度に着工し、ミュンヘン大橋と滝の沢大橋、宮の沢北1条線の発寒橋が21

年度まで、湖水大橋が22年度ま
でを予定している。
耐震補強のみは、小樽定山渓
線の夕日橋、鉄北線の上白石橋、
札幌北広島環状線の安春北三番
橋、百合が原区画整理9号線の百
合が原公園橋の4橋で実施する。
区別の長寿命化修繕対象橋梁
は次の通り。（カッコ内は路線名）
▽中央区＝南大橋（旭山公園米
里線）▽北区＝安春川6番橋（新琴
似6番線）▽白石区＝米里十二号

橋（12号幹道線）、米里十二号小橋（12号幹道線）、厚別鉄北橋（鉄北線）、白石中央・
北郷こ線橋一般部・跨線部（北郷1丁目線）、環状夢の橋（札幌恵庭自転車道線）▽厚別
区＝原始林橋（原始林通線）、水恋橋（厚別中央線）
▽豊平区＝ラウネナイ橋（東月寒宅造28号線）、東月寒5号橋（北野通線）▽清田区
＝平岡橋（厚別平岡線）▽南区＝柏橋（柏ケ丘線）、木挽大橋（小樽定山渓線）、白井大橋
（小樽定山渓線）、ミュンヘン大橋（西南線）、玉川橋（定山渓中学市街地線）、白川橋（十五
島団地1号線）、下藤野1号橋（藤野焼山線）、下藤野2号橋（藤野焼山線）、下藤野3号
橋（藤野焼山線）、湖水大橋（小樽定山渓線）、滝の沢大橋（小樽定山渓線）
▽西区＝西陵橋（西野屯田通線）、八軒橋（下手稲札幌線）、発寒橋（宮の沢北1条線）、
西発寒跨線橋跨線部（北発寒第8号線）▽手稲区＝星置こ線橋跨線部（星置線）、新発寒
わらびこ線橋一般部（大井線）、わらび橋（大井線）、中の川桜橋（西宮の沢・富丘線）、
宮の沢こ線橋跨線部（札幌北広島環状線）
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　札幌市　百合が原公園に初のパークＰＦＩを導入へ
　―2,500㎡を対象に飲食施設と周辺整備
札幌市は、北区の百合が原公園で市初となるパークＰＦＩを導入する考えだ。広場
として利用している約2,500㎡を公募対象に想定。飲食施設と周辺の整備により、憩
いや安らぎの空間を創出する。条件の検討や住民説明などを経て、早ければ今秋に公
募し、2021年度の施工、供用開始を見込んでいる。
パークＰＦＩの導入は、飲食店などの設置により、公園利用者の利便性向上と、収
益を活用した周辺の園路などの施設整備を一体的に進めるのが狙い。最大20年の許
可期間を与える。
同公園は面積25万
3,140㎡の総合公園で、
1983年に供用を開始。
約100種のユリを集め
た「世界の百合広場」、高
山植物を植栽した「ロッ
クガーデン」などさまざ
まな種類の花壇を有し、
温室も備えた札幌を代
表するフラワーパーク。
公園内を巡るリリート
レインやサイロ展望台
などがランドマークと
なっている。
認知度の高さや多くの利用者により、にぎわいの創出が期待できる上、事業の制約
も少ないことから民間事業者の資金やノウハウを活用した公園整備手法を導入する。
飲食施設は利用者アンケート調査でニーズが高いため事業内容の柱とする。また、
子どもが遊べる場所、雨天や冬季に集える屋内スペースなどのニーズも高いことから、
飲食施設以外も任意で提案を受け付ける。
実施場所は、リリートレインの駅舎や緑のセンターが近い芝生広場。駐車場に隣接
してアクセス性が良く、通年で継続的に事業展開できるように配慮した。
駅舎にはレストランがあり、今回の整備でより広いニーズに対応可能となる。緑の
センターやリリートレインなどの既存施設と合わせた活性化が期待される。
周辺を含めて整備する方向で、駐車場や園路、サインなど対象施設を検討し、公募
の条件に反映する考え。このほか、建築面積など条件も設定する方針だ。
2020年度は事業者決定や協定締結を見込み、21年度に設計と工事を進め、供用に
つなげる考えだ。
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　札幌市の2019年度元・下関係実態調査／有休5日取得浸透
　―元請けで9割、下請けでも8割超が取得させる
札幌市財政局がまとめた2019年度の建設業元請け・下請け関係実態調査結果によ
ると、年5日以上の有給休暇取得に関する設問で「取得させている」との回答が元請け
で90.2％、下請けでも84.1％に上ることが分かった。元請け・下請けともに有給休
暇取得への認識が広がっていることがうかがえる。
2018年11月1日－19年10月31日に完成した土木、建築、下水道の3工種のうち、
低価格案件や大型工事を抽出。20年1月9－23日に調査し、元請け50社、1次下請
け250社、2次以下の下請け250社を対象に調査。元請け48社、下請け365社から
回答を得た。回答率は元請けで96％、下請けで74.9％だった。
有給休暇年5日以上の取得に関する設問は、2019年4月の改正労働基準法の施行
を受けて今回新設、「取得させている」との回答が元請けで90.2％、下請けは84.1％

になった。毎年度尋ねて
いる労災保険の加入は、
元請けで100％、下請け
で99.7％に達し、前年度
と同水準を保った。
下請け契約に関する事
項では、下請け代金の決
定方法について、元請け
は「元請けと下請けの協
議」との回答が前年度比
49.4㌽増の58.3％、「下
請けからの見積もり」が
61.9㌽減の29.2％で、両
回答合計は12.5㌽縮小し
87.5％とした。
一方、下請けからは「下

請けと元請けの協議」が40.5㌽拡大の67.7％、「下請けからの見積もり」が47.5㌽縮
小の23.3％とし、合計で91％と7㌽縮小。設問の変更もあり回答に大幅な増減が出
たが、おおむね下請け企業の意向を反映して代金を決めているという結果となった。
下請け企業のみが対象の技能労働者の基本給設定の設問では、定額月給制が10㌽
減の62.2％で最多、日給が10.7㌽拡大の43.6％で続く。
技能労働者の賃金引き上げについては、「賃金を引き上げた」と「引き上げていない
が、今後引き上げる予定」と回答した割合は、元請けで97.2％、下請けで88.3％を占
めた。
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　札幌市が札幌ドーム改修を計画
　―1万－2万人規模のコンサート対応へ
札幌市は札幌ドームで1万－2万人規模のコンサートに対応するため、施設の改修
を計画している。現在4万人程度を収容できる屋内アリーナを半分に仕切ることがで
きる構造とし、さらなる活用を図る。2020年度は実施設計を進め、21年度の着工に
備える。実施設計と工事を合わせた事業費には14億円を試算している。
札幌ドームはＲＣ・Ｓ・ＳＲＣ造、地下2地上4階、延べ9万8,232㎡。アリーナ
は屋内アリーナが1万4,406㎡、屋外のオープンアリーナが1万8,800㎡の大きさが
ある。
1万－2万人の中規模コンサートに対応可能な仮称・新コンサートモードの整備に
より、プロ野球北海道日本ハムファイターズ移転後の稼働率確保を図る。イベントや
スポーツ大会などにも活用する考
えだ。
市内の類似施設を見ると、ドー
ムの4万人に次ぐ規模は真駒内セ
キスイハイムアイスアリーナ、北
海きたえーるの約8,000人であ
り、これらの中間規模の施設とし
てニーズが見込まれる。
現在の規模では、対象となる
アーティストは10組程度にとど
まるが、1万－2万人規模まで広
がれば30組程度と需要が増える。
今回の整備により、年間約2億5,000万円の収益を見込んでいる。
整備は、防炎の黒幕や昇降装置を設置し、屋内アリーナの空間を仕切る想定。1万
－2万人規模のコンサートでは照明や音響機材を天井からつり下げる手法が主流と
なっているため、ステージ上部に昇降式のつり天井システムを構築する考えだ。
また、こうした施設の工事や保守点検などに活用するため、キャットウォークの増
設も計画している。
スポーツ大会などの開催に支障がないような構造とするほか、工事はイベント開催
に影響が出ないよう調整しながら施工を進める考えで、今後詳細を検討する。
札幌ドームが基本的な検討を担い、2020年度も引き続き基本設計を進める。基本
設計完了後、札幌市が実施設計以降を担当する。20年度予算には、実施設計費とし
て1,600万円を計上、ことし秋ごろに業務を発注する予定だ。
工事の発注方式は設計の詳細を踏まえて検討。2021－22年度で施工し、22年度
の供用開始を目指す。

2019年はラグビーＷ杯でも盛り上がった札幌
ドーム。プロ野球本拠地移転後の稼働率向上策
が急がれる
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　札幌市の2019年度工事施行成績評定は平均76.4点
　―3年連続で上昇する
札幌市は、2019年度に完成した工事の成績評定を明らかにした。土木と営繕を合
わせた1,192件の平均点は前年度を0.3点上回る76.4点で、3年連続で上昇している。
土木系の平均点は0.5点上昇の76.8点、営繕系は横ばいの75.8点。最高点は土木系
の4件で91点を獲得している。
設計金額500万円以上が対象で、土木系は16件少ない792件、営繕系は建築が19
件減の112件、機械が19件減の121件、電気が167件で6件減だった。
近年の工事全体の平均点は2014年度75.3点、15年度75.5点、16年度75.3点、
17年度75.7点、18年度76.1点と推
移してきた。
土木系は最高点が91点で、最低点
は56点。点数分布の割合は85点以上
が6.2％、80－84点が14.6％、75－
79点が49.1％、70－74点が28.2％、
65－69点が1.8％、64点以下が0.1％
だった。85点以上が2.2㌽拡大した。
最高点の91点は４件あり、いずれ
も札幌市内の業者が施工。杉原建設は
南北線高架部ポイントボックス改修と
3・3・83山本通厚別西4条本通線－
厚別西6丁目連絡線間箱型函渠新設の
2件で獲得。一二三北路は厚別処理区
里塚2条6丁目ほか下水道災害復旧、
北英建設は厚別処理区里塚1条2丁目
ほか下水道災害復旧で得た。
営繕系の最高点は建築と機械が85
点、電気が84点で、最低点は建築が
61点、機械が65点、電気が66点。工種別の平均点は建築が0.6点下降の75.2点、
機械が0.2点低下の75.7点、電気が0.5点上昇の76.3点となっている。
分布は85点以上が0.7％、80－84点が14.7％、75－79点が53.8％、70－74点
が24.8％、65－69点が5.5％、64点以下が0.5％。70－74点が5.2㌽縮小し、75
－79点台にシフトした。
営繕系の最高の85点も市内業者が施工した3件で、田中組・丸竹竹田組JV施工の
発寒西小学校改築ほか主体、工成舎の市営住宅光星団地6号棟耐震改修・全面的改善
衛生、藤井設備が担当した手稲曙温水プール改修暖房衛生だった。
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　札幌市交通局の2020年度市電整備内容分かる
　―電停4カ所6面の拡幅バリアフリー化など
札幌市交通局が2020年度に計画する市電（路面電車）施設・設備の整備概要が分
かった。東本願寺前ほか3停留場の拡幅を伴うバリアフリー化や、資生館小前－東本
願寺前間、電車事業所前－中央図書館前間の制振軌道化を街路拡幅事業の進ちょくに
合わせて発注する。
騒音、振動を抑制する制振軌道化は、本線レールの内側にガードレールを設置し、
その間にゴムシュートを挟
み改良するもの。2020年度
は、着工したすすきの－資生
館小前間（220ｍ）と、続く資
生館小前－東本願寺前間の
ほか、電車事業所前－中央図
書館前間（290m）についても
市建設局の街路拡幅事業に
合わせ、年度内の着工を目指
している。
停留場のバリアフリー化
では停留場ホームの拡幅・か
さ上げ、スロープの設置など
を行っている。西線6条、東
本願寺前の内回り外回り両
面、西線9条旭山公園通の内
回り1面、山鼻9条の外回り
1面の計4カ所6面を拡幅す
る。
このほか、横断歩道に接続
していない中間電停の静修学園前の内回り外回り両面の改修にも着工。残る中間電停
の幌南小前は、改修に向けて関係各所と調整を進める方針だ。
街路拡幅に伴う工事として、電気設備は西線6条電停の134mを更新し、軌道改良
は西15丁目電停周辺の97mを計画する。
施設整備では、2021年度からの電車事業所改築に備え、20年度は工場棟の煙突解
体や油庫の移設、撤去などを進める。電車事業所の車庫と工場棟改築に併せ、車庫事
務所を改築して併設するなど一体的な整備を計画している。
また、工事2カ年目となる六条変電所の新設は、2020年度に電力増強に伴う設備
工事を予定し、年度途中に電力を供給開始する見通しだ。
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老朽化が進む東消防署

　札幌市が東消防署の移転改築を計画
　―2022年度着工、総事業費は18億－19億円
札幌市は、老朽化が進む東消防署の移転改築を計画している。現在移転先を選定中
で、順調にいけば2021年度に用地取得と基本・実施設計に取り組み、22年度の着工、
23年度の供用開始を目指す。用地の購入費や設計費、建設費、解体費などを合わせ
た総事業費に18億－19億円を試算している。
東区北24条東17丁目にある同署は1972年に建設。規模はＲＣ造、2階、延べ
920㎡で、敷地面積は1,530㎡。指揮車、水槽車、救助車、連絡車各1台と、救急車、

査察車2台ずつの計8台が配
備され、職員は1日当たり
45人前後が配置されている。
市はまちづくり戦略ビジョ
ン・アクションプラン2019
で、東消防署の移転改築を構
想。老朽化改築に合わせ、庁
舎に資機材保管庫や訓練施設
を併設し、防災拠点施設とし
ての機能強化を図る方針だ。
新施設の規模はＲＣ造、3
階一部4階、延べ2,000㎡を
想定。延べ床面積の内訳は、

庁舎が1,700㎡、資機材保管庫、訓練施設の合計が300㎡。2018年度に完成した南
消防署と同規模程度を見込んでいる。
移転先は同署の近隣で選定を進めているところだが、敷地面積として3,000㎡を確
保する見通し。
工事は2022－23年度の2カ年で進め、24年度に既存施設解体というスケジュー
ルを描いている。
2020年度は南消防署定山渓出張所改築に着工
2020年度に着工する消防関連施設として市は、南消防署定山渓出張所の移転改築
を計画する。総事事費は約8億円。21年10月ごろの供用開始を目指している。
南区定山渓温泉2丁目に位置する1972年建設の現出張所は、老朽化や狭あい化が
著しいため、定山渓温泉1丁目53の1へ移転改築し、防災拠点施設としての機能向
上を図る。
新出張所の規模はＲＣ造、2階、延べ790㎡で、敷地面積は約1,300㎡となっている。
1階には事務室、車庫、待機室、機械室、装備品倉庫、消防団器具庫など、2階には
男女それぞれの仮眠室と物品庫を配置する。
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　札幌駅南口北4西3再開発ビルは延べ23万㎡で計画
　―環境に配慮した計画２案まとめる
札幌駅南口北4西3地区市街地再開発準備組合は、ＪＲ札幌駅前で計画する北4西
3街区の再開発ビルに関し、延べ約23万㎡の規模で計画している。新ビルは高さ約
240mとするＡ案と、2棟構成で最高高さ約190mのＢ案のどちらかで検討。2案と
も商業やオフィス、ホテル、駐車場の機能を持たせる。
札幌駅南口北4西3地区市街地再開発は、約1.1haの街区にある5ビルと、ヨドバ
シホールディングス（本社・東京）が保有する旧札幌西武跡地を活用し、複合ビルを新
築する。設計は日本設計（本社・東京）が進めている。
同準備組合は、環境アセスメントに先立ち、計画初期段階で環境の保全に配慮して
検討した複数の事業計画案などを示す計画段階環境配慮書の手続きを開始。関係する
行政機関などから意見
を求め、今後の計画策
定に反映させる。
事業計画案による
と、Ａ案は低層部の高
さが約50m、その上
部南側に設ける高層部
は約240mとする。Ｂ
案では約50mの低層
部の上部南側に高さ約
190mの業務棟、東側
に約160mの宿泊棟を
建設する考えだ。どち
らも延べ約23万㎡で
構想する。
2案とも新ビルの建
設により日影が生じる
施設が1－3カ所出て
くることから、計画を具体化する上で高層部のスリム化などを検討する。
2021年度には事業化の前提となる都市計画決定を目指す。環境アセスメントは今
年から2、3年かけて実施。併せて、容積率の上限なく必要に応じた大規模なビル建
設が可能となる都市再生特別地区の認定に向けた手続きも進める見通し。
2022年の本組合の設立を目指しており、その後、北4西3街区に立地するビル5
棟のテナント移転などを順次進めるとともに、それぞれを解体する方針。開発着手は
23年ごろになる見込みだ。

計画段階環境配慮書の配置案
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道科学大高校の完成予想

道産木材を活用したホテルの
完成予想

　道科学大高の校舎が前田キャンパスに移転
学校法人北海道科学大学（本部・札幌）は、豊平区中の島2条6丁目にある北海道科
学大高校を法人本部や同大がある手稲区前田7条15丁目の前田キャンパスに移転し、
校舎を新築する。2021年3月の着工、22年10月の完成を目指している。

新校舎の規模はＲＣ造、延
べ約 1 万 3,000㎡。4 階、延
べ 9,500㎡の校舎と 2階、延
べ 2,800㎡の体育館を一体化
させる。内部は 4階までの吹
き抜けなどで、廊下のない開
放的な空間とする。基本設計
は大成建設（本社・東京）が
担当。実施設計は 11 月まで
にまとめる予定。
同法人は、小樽市内にあっ
た北海道薬科大との統合・移

転などを含むキャンパス再整備に 2013 年度から着手。キャンパス内では、同大工学
部西棟改築などが進む。

　三菱地所が大通西1で道産木材活用しホテル新築
三菱地所（本社・東京）は、札幌市中央区のホ
テル新築を清水建設（本社・東京）で着工した。
構造材に道産木材を活用した国内初の高層ハ
イブリッド木造ホテル。客室は約130室を設
置。2021年夏の完成・秋のオープンを目指す。
ＲＣ・Ｗ造、地下 1地上 11 階、延べ 6,160
㎡の規模。客室のほか、ラウンジ、レストラン、
ジムを備える。設計は三菱地所設計（本社・東
京）が担当した。建設地は中央区大通西 1丁
目 12の 2の敷地 695㎡。
1－ 7階はＲＣ造、8階は柱梁壁がＲＣ造で、
床は道産トドマツのＣＬＴ（直交集成板）を利
用したハイブリッド構造。9－ 11階はＷ造で、
壁は三菱地所が開発した高耐力枠組壁工法、床
は 8階と同様に道産トドマツのＣＬＴを利用
する。
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　2019年度道内生コン出荷は微増の347万㎥
　―再開発効果で民需上昇
北海道生コンクリート工業組合のまとめによると、2019年度道内生コン出荷量は
347万1,963㎥で、前年度比0.9％の微増となった。民需は札幌や旭川での再開発効
果から4％増えたが、官需は災害復旧のあった苫小牧などを除いて伸びなかった。全
29地域のうち総量が前年度を上回ったのは北渡島や後志など14地域。最大市場の札
幌は想定した水準に届かなかったものの官需、民需どちらも前年度を上回った。
道内出荷量のうち官需は138万8,193㎥で3.3％減、民需は208万3,770㎥で4％
増だった。総量は北渡島と札幌、後志、岩宇、室蘭、苫小牧、釧路、北見、紋別、南
十勝、北東十勝、旭川、南宗谷、宗谷の14地域が前年度を上回った。
札幌は103万2,817㎥で7.6％伸びた。官需は13万654㎥で9.2％増、民需は90万
2,163㎥で7.4％増となった。組合では官民合わ
せ105万5,000㎥を予測したが、大型物件の工程
が遅れたり、戸建てが頭打ちになるなどし、想
定より伸びなかった。ＮＨＫ札幌放送会館や道
議会庁舎に代表される継続物件のほか、ＪＲ苗
穂駅北口再開発などが主な大口需要先となった。
苫小牧は31.1％増の21万9,644㎥と大きく増
えた。うち官需は25.9％増の11万6,390㎥、民
需は37.6％増の10万3,254㎥。北海道胆振東部
地震の復旧などで伸びた。
北海道新幹線札幌延伸関連のトンネル工事か
ら北渡島や後志も上回った。八雲や森などの北
渡島が11万4,946㎥で13.8％、倶知安やニセコ
などの後志が17万7,227㎥で10.2％それぞれ増
えた。
釧路は20万5,772㎥で26.7％増加した。官需は白糠、霧多布、厚岸、浜中での漁
港整備などが要因。民需は標茶にある雪印メグミルクの磯分内工場向けなどが出た。
旭川は12万4,185㎥で11.6％アップした。医療法人社団元生会の仮称・旭川ウェ
ルネスセンター森山病院新築など大型物件で積み上がった。
道生コン工組は今年3月時点で、2020年度の道内生コン需要が314万2,000㎥ほ
どになると推計。19年度実績を9.5％下回る格好だが、足元では新型コロナウイルス
感染症の影響で経済活動の停滞が続き、「長引けば生コン業界にもタイムラグで影響
が及び、想定よりも需要がもう一段下がる可能性もある」（同工組）とみている。

札幌は103万㎥で
堅調だった



- 14 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

～道内編～

コロナ対策を講じながら建設業は地域
の雇用を支えた

　コロナ禍でも工事を継続／道内地場ゼネコン
　―雇用を守り、経済を下支え
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、大手ゼネコンの現場を中心に工事を中断す
る動きが出る一方、国の公共事業継続方針もあり、道内の地場ゼネコンの多くは工事
を継続。緊急事態宣言下も建設業者はインフラの安全と雇用を守り、景気を下支えし
た。
政府が4月16日に緊急事態宣言の対象を47都道府県に拡大したことを契機に、工
事の中断や作業所の閉所を決める大手ゼネコンが一気に増加。この流れは準大手、中
堅にも広がった。
一方で発注者の立場でもある国土交通省は、緊急事態宣言後も、公共工事を続行す
る方針を維持した。公共工事や河川、道路などの公物管理は社会維持の観点から継続
が求められるものであり、景気を下支えするためにも公共工事の早期執行が必要だと
判断したためだ。
道建設部もこれに同調。感染症へのリスク低減を呼び掛けながらも工事を推進し、

受注者から申し出があった場合に
は、工期見直しや請負代金額の変
更、一時中止などに個別に応じる
ことで、極力工事を止めなかった。
道内の地場ゼネコンの一部で
は、例年工事が本格化する5月の
大型連休までは原則休工とした業
者もあったが、大多数の業者は「現
場を動かすことで作業員の働く場
所を確保する面もある」と閉所に
は踏み切らなかった。道北地方の
ゼネコンも「工事を止めれば専門

工事業者や作業員が他の現場に流れ、人手不足がより深刻になる。地域につなぎ止め
るためにも工事は続けたい」と人材流出を気にかけていた。
北海道建設業協会（岩田圭剛会長）は、会員企業680社を対象にした新型コロナウ
イルスの感染防止対策に関するアンケート調査を3月に実施（回答率43.8％）。施工
中工事への影響は「現時点でない」との回答が94.6％に上り、コロナ禍の影響を比較
的受けていない業種であることを裏付けた。
このほか、個別企業の取り組みとして、地元自治体などへマスクや金銭を寄付した
企業も多く、飲食店やホテルが始めた弁当の購入、生花店から花を購入して市民に贈
るなどの支援策を展開。社員向けに地元消費を義務付けた特別手当の支給などで地域
経済を支えた。
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　品川駅前に20万㎡の新施設／京急電鉄
京浜急行電鉄（本社・横浜）は、東京都港区の品川駅
西口地区にあるシナガワグースの敷地を活用して延
べ約20万㎡の新たな複合施設を開発する。事業協力
者としてトヨタ自動車（本社・愛知県豊田市）が参画。
10年以内をめどに完成させる。
新施設はオフィスと商業、ホテルのほか、コンベン
ションなどのＭＩＣＥ施設で構成する。オフィスの一
部はトヨタが活用。ホテル運営には国際的なラグジュ
アリーホテル企業を誘致する考え。各機能の必要面積
などを検討し、品川駅前にふさわしい施設計画を固め
る。事業予定地は港区高輪３丁目の敷地約2.5万㎡。
シナガワグースの規模は地下3地上29階、延べ8
万2,730㎡。2010年に閉鎖した「ホテルパシフィック
東京」の跡を活用し、宿泊特化型ホテルやレストラン、
結婚式場などの複合商業施設として11年4月に開業した。今後21年3月までに営業
を終え、建物を除却して新施設を建設する。

　専門工事業の４週８休、1割届かず／建専連調査
建設産業専門団体連合会（建専連）が行った週休2日に関する調査で、4週8休以上
の休暇取得を実現した専門工事企業は、全体の9.8％となり、前回調査より3㌽上昇
した。就業規則の休日設定は「4週8休以上」が23.4％と6.2㌽上昇したものの、実際
の休暇取得との間には開きがある。
2018年に続く2回目の調査。建専連の正会員33団体を通じて2019年10月～ 12
月に行い、861社が回答した。
実際に取得している休日の状況は、「4週6休程度」と回答した企業が31.7％で最も
多く、前回調査と比べても2.8㌽増えた。「4週7休程度」は1.1㌽増の10.9％、「4週8
休以上」は3㌽増の9.8％だった。「4週5休程度」や「日曜のみ」という回答は減少して
いる。
一方、就業規則で定める休日が「4週8休以上」の企業は全体の23.4％で、就業規則
で定める休日よりも実際の休暇取得は進んでいない。
週休２日を導入できない理由（複数回答）は、「適切な工期が確保できないため」が
70.9％と最多で、「日給の労働者の収入が減少するため」が42％、「人手不足のため」
が41.4％、「元請け企業が休ませてくれないため」が39.4％と続いている。
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