


　◎保険未加入対策推進協で一人親方の増加対策を求める声
　北海道開発局などの行政機関と建設業関連団体で構成する、社会保険未加入対策推
進北海道地方協議会は10月30日、札幌第１合同庁舎で会合を開いた。それぞれの立
場で対策の実施状況や標準見積書の活用状況を報告。業界からは、書式の簡素化を求
める意見や、一人親方の増加による同一現場での未加入作業員との混在を懸念する声
が出た。協議会では、これらを踏まえて、今後も標準見積書活用の取り組みを積極的
に展開することを申し合わせた。
　同協議会は、建設業者の未加入企業解消対策の一環として、行政と業界が一体となっ
た加入促進の取り組みを進めることを目的に昨年８月に発足。行政の開発局や道、道
労働局、道厚生局など、業界の日本建設業連合会北海道支部や北海道建設業協会、建
設産業専門団体北海道地区連合会など合わせて58団体・機関で構成する。

　この日の会合では、行政機関が社
会保険未加入対策の取り組み状況、
業界団体が10月１日から始まった法
定福利費の内訳を明示した標準見積
書の活用状況をそれぞれ説明した。
各団体とも普及促進に向け、会員企
業を対象とした説明会の開催や、ホー
ムページでの紹介などに積極的に取
り組んでいることを報告。まだ始まっ
て間もないこともあり、今後も普及

に努めるとの声が多数を占めた。
　行政に対しては、全国版の標準見積書に関して「『小規模企業にとっては細かくて使
いにくい』という意見があり、簡素な方式を探して使っている」「『提出しても活用して
くれない』という現実もあり、活用しなかった場合のデメリットをもっと周知する必
要があるのでは」などの意見や要望が出た。
　活用しないデメリットについて開発局の川崎博巳事業振興部長は「元下企業の収益
改善を図り、技能者の処遇を適切なものにすることが建設業再生に不可欠であり、今
回の取り組みがラストチャンスともいえる」と言及。「標準見積書の活用がすぐに結果
に結びつかないかもしれないが、取り組みを進めなければ建設業の未来はないという
ことを理解してほしい」と呼び掛けた。
　これに対して団体からは「社会保険の負担を避けるために一人親方が増加傾向にあ
る。現場で働く者全てが社会保険に加入しているという状況をつくるべきではないか」
と、一人親方対策を求める声が挙がった。



　◎国交省が保険未加入者排除表明―札幌開催の全建地域懇で
　全国建設業協会と国土交通省、北海道建設業協会は10月24日、札幌グランドホテ
ルで地域懇談会を開いた。アベノミクスで工事量が回復する一方、人材不足や資材高
騰、利益率の低さが暗い影を落としている。道建協は、技能者や技術者の魅力を高め、
地域建設業が存続できるよう中長期の安定的な予算確保や通年雇用の実現、労務単価
の大幅改善、職業訓練校の充実など環境づくりへの支援を求めた。社会保険未加入対
策に関して国交省は、2014年度から未加入企業の排除を一部実施する方針を明らか
にした。
　全国９ブロックで開催中の地域懇談会北海道ブロック。全建から浅沼健一会長ら、
国交省から吉田光市建設流通政策審議官や沢田和宏北海道開発局長らが参加した。道
建協は岩田圭剛会長をはじめ役員ら23人が臨んだ。
　道建協は、深刻的な技能者の離職と若年者の敬遠問題について「季節雇用の上に大
半が零細企業に雇われている」と本道の特殊事情に理解を求め、「通年雇用ができる環
境整備が必要」と支援を要請した。
　技能者の年収が400万円未満の中、修
業に励めば700万―800万円は可能と
いう人生設計を提示するために「大幅な
労務単価の改善」や建築土木の技能を引
き継ぐ「職業訓練校の充実」を提案した。
　適期施工と通年雇用を両立させ、人材
不足を解決する手段として道建協は「４
月から施工ができるゼロ国債工事を最大
限活用するよう」求めるとともに、秋口以降の発注には国庫債務負担行為や繰り越し
明許を使い、年度をまたぐ柔軟な工期設定を要望した。
　一方、技能者の雇用環境を整えるための社会保険未加入対策について国交省は「14
年度から元請けと１次下請けが未加入の場合は公共工事から排除する」（青木由行建設
業課長）との方針を打ち出した。

　◎道建設部の工事で不調・不落が大幅増―維持・補修系は敬遠
　道建設部は、2013年度上半期（４―９月）に入札した工事1563件のうち9.9％に当
たる154件が、応札者がいない不調や入札価格が折り合わないための不落だったこ
とを明らかにした。前年度同期の43件を大きく上回っている。工種別には、一般土
木が127件と突出して多く、建築が20件で続く。同部は、技術者・技能者の不足や
資材などの調達困難に加え、維持補修系の工事が敬遠されたことが要因と分析。下出
育生建設部長らは、これらの工事で参加要件を緩和するなどして再入札するほか、施
工時期に制約のある工事は可能な限り来年度に繰り越す方針を示した。



　11月５日、13年度上半期の不調・不落発生状況を道議会建設委員会に報告。梅尾
要一（自民党・道民会議）、梶谷大志（民主党・道民連合）、吉井透（公明党）の３氏が質
問した。

　建設部が上半期に入札したのは
1563件、設計額923億円で、前年度
同期を68件、102億円それぞれ上回っ
た。内訳は、建管分が1406件（３件増）
で796億円（24億円増）、建築局分が
157件（65件増）で127億円（78億円
増）。
　不調・不落の発生割合は、建管で札
幌、小樽、帯広が10％を超えたほか、
建築局が13.4％に上っている。工種
別で一般土木、建築以外は、電気が３
件、舗装、鋼橋上部、管、機械器具設
置が各１件にとどまる。
　設計額別では、３億円以上が３件（発
生割合9.1％）、１億円以上３億円未満
が11件（4.6％）、7000万円以上１億

円未満が７件（5.3％）、5000万円以上7000万円未満が４件（2.9％）、3000万円以
上5000万円未満が21件（10.7％）、1000万円以上3000万円未満が52件（13.5％）、
1000万円未満が56件（12.8％）。
　工種が細かく、工事箇所が点在している小規模な維持補修、専門工事業者の確保が
困難な急傾斜地や地滑り対策、橋梁補修、施工時期が制約される河川や漁港などを業
者が敬遠する傾向が見受けられた。地域間のばらつきについては「民間建築需要が影
響している」（木島昇悦技術管理担当課長）という。
　これら不調・不落工事については、２件の工事を一括するなどの発注ロットの大型
化や、地域要件といった入札参加要件の緩和などを図って再入札した結果、10月31
日までに56件が落札となった。

　◎北洋銀が道内企業の雇用と賃金を調査
　北洋銀行が10月24日発表した雇用と賃金の現状に関する調査結果によると、人員
が過剰であるとする企業の割合から、不足しているとする企業の割合を引いた雇用人
員判断ＤＩは、前年同期比17ポイント低下のマイナス40で、建設業を中心に人手不
足感が一段と強まった。また、基本給や諸手当などの定期給与について、過半数の企
業が引き上げると回答した。
　道内の取引先676社を対象に、10月中旬時点の状況を調べた。回答率は65.7％。

道建設部発注機関別2013年度上半期
工事入札不調・不落発生状況
入札
件数

合計
件数 割合
133 9.5%
46 21.6%
16 13.7%
8 5.4%
9 5.7%
5 2.9%
7 8.0%
4 5.3%
13 6.9%
17 14.2%
8 6.3%
21 13.4%

計 1,563 96 6.1% 58 3.7% 154 9.9%
12年度
上半期 43 2.9%



建設業の93社を含む444社が回答した。賃金に関する調査の実施は初めて。
　雇用人員判断ＤＩは、リーマンショック直後の2009年に過剰超のプラス６となっ
たが、翌10年にマイナスに転じ、13年は2000年の調査開始以来で最も低い水準と
なった。ほぼ全ての業種で人手が不足し、中でも公共工事の増加や東北被災地復興の
本格化を背景に建設業で不足感が強まっている。
　業種別の雇用人員判断ＤＩは、建設業がマイナス69、運輸業がマイナス52、ホテル・
旅館がマイナス47、木材・木製品がマイナス45など。
　建設業は前年同期から31ポイント低下した。職種別では、建設関連を中心に技能

職の不足感が目立っている。技能職の
ＤＩは全職種平均を大きく下回るマイ
ナス47となっている。
　今後は、全業種で人員確保の動きが
強まる見通しだ。人員を増やすとした
企業の割合が41％に上る一方、減ら
すとした企業の割合は３％にとどまっ
た。

　増員の理由として多いのは将来の人手不足への備えで、雇用形態に関しては９割の
企業が正社員と回答している。新規採用をするとした企業の割合も、前年同期を６ポ
イント上回る39％に伸び、調査開始後の最高水準となっている。
　賃金に関しては、過半数の企業が定期給与で引き上げると回答。予定も含めると、
その割合は54％に上った。逆に引き下げるとしたのはわずか１％しかなかった。賞
与や期末手当などの特別給与についても、29％の企業が引き上げると回答。全体の
86％の企業が、引き上げ判断に際しては業績を重視していることも分かった。
　企業からは、社員の年齢構成の是正や有資格者数の拡大のほか、最低賃金の上昇を
踏まえ初任給を見直すといった声が多く寄せられた。建設業の企業からは「土木・建
築系の学生が減っているので、道外の学校にも目を向けていく」「人員募集に際して、
道内・道外の２本立ての給与体系が必要になる」との指摘があった。

　◎道電気相互が見える化システムのエコスポットなど開発
　北海道電気相互（本社・札幌）は、建設現場事務所向けの消費電力見える化システム
「エコスポット」と、業務用施設向けの見える化・制御システム「エコまめ」を開発した。
エコスポットは仮設盤で電灯、動力の稼働電力を計測し、現場事務所内のパソコンや
モニターで電力消費量とＣＯ2排出量をリアルタイムにチェック。着工から竣工まで
の電力消費データも帳票化できる。同社は工事成績採点表の創意工夫項目での活用を
提案している。
　同社は、非住宅分野での消費電力見える化・制御システムを事業展開しているが、
エコスポットは機能を見える化に絞り、建設現場事務所向けに特化させた。環境事業



部の高橋伸和氏は「建設現場向け（見える化システム）の提案はこれまで見あたらず、
間産業だった。現場でできる省エネも、照明機器や節電タイプの自販機導入などに
限られていた」と指摘する。
　現場対応が可能なシステムとして考案したエコスポットは、電力量を計測するＫＭ
盤のほか、システムのインターフェースを提供するＩＦ盤、オプションとして用意し
た設備機器制御のＣＭ盤、温湿度データ収集のＴＨ盤、温度センサー、監視モニター
などで構成。移動も容易で、イベント会場の事務所でも利用できる。
　現場事務所の消費エネルギーを「５分単位」「24時間・リアルタイム」で監視し、ピー
ク電力と工程、電力消費量の動きをチェックする。仮設電力は通常の電力単価に比べ
て割高なため、節電に向けた指標づくりにエコスポットを推奨。消費電力量の確認と
同時に、ＣＯ2排出量を換算し環境指数として活用させる。
　各業者の電気料金をデジタル化し、現場事務所に配置したパソコンや専用モニター
で簡単に閲覧。工程会議や発注者との打ち合わせなど外部にも省エネ活動をアピール
できる。その日の電力消費量だけでなく、着工からのデータも保存できるため、竣工
検査時には検査官への報告もすぐに対応。システムは販売だけでなくリースにも応じ、
導入・撤去も簡単だ。
　一方、複数の施設を本社で一元管理するエコまめは、幅広い施設に適合でき、既に
全国チェーンの飲食店運営会社や金属製品加工工場などで実績を持つ。システムは制
御性に優れ、見える化だけでなく季節や建築環境にも対応し、各建築設備を専門家に
委ねず自動で省エネ運転できる。
　自動制御機能は、デマンド運転でピーク電力をコントロールする「ピークカット制
御」、間欠運転によって使用電力を削減する「ローテーション制御」、強制的に設備を
制御する「消し忘れ防止制御」、よりムラのない温湿度を保つための「温湿度制御」―
の4パターンを設定している。

　カスタムが自由で、設備メーカーを
限定せずに既設の機器と連携でき、「使
う電気容量に合わせて機器管理し、段
階ごとの能力にシステム設定できる」
（高橋氏）。クラウドで管理するシステ
ムは、初期導入コストを抑えることが
でき「一般的なリースでの初期コスト回
収期間は３―４年だが、きめ細かな制
御能力で、２年間での回収が可能」とい
う。
　操作はパソコンだけでなく、タブレッ
ト端末やスマートフォンにも対応する。

（以上、北海道建設新聞）
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　◎札幌で解体工事が増加―増税前の駆け込みか
　各種経済指標に景気の回復基調が表れ、建築確認件数の前年度比プラスが続く中、
解体工事も増加している。札幌市に提出された、解体を含む建設リサイクル法に基づ
く届け出件数は、10月末段階で前年度比20％以上の増。消費増税前の駆け込み需要
などを背景に「忙しくて手が回らない状態が春先から続いている」(事業者)。一方で、
増税後の反動を危惧し、「来春以降はどうなるのか」と不安視する声も聞こえる。
　リサイクル法の届け出は、延べ80㎡以上の解体工事や同500㎡以上の建築物の新

築など、請負金額１億円以上の建築物の
修繕・模様替えが対象。
　2009年度以降、札幌市に提出された
４―10月の届け出件数を見ると、09年
度 は1567件、10年 度 は1755件、11
年度は1914件、12年度は2002件と
年々増加しており、13年度は前年度を
22.3％上回る2449件となっている。
　「解体工事」「新築工事」など種類別には

分類されておらず、解体工事のみの件数は判明できないが、市によると、解体は届け
出の半数以上を占めるため、解体が増加していることは容易に想像できる。
　解体を手掛ける事業者は「昨年の11月ごろから気ぜわしいと思っていたが、ことし
に入り忙しさが増している。しばらくは今の状態が続くだろう」、別の事業者は「人や
機械が不足しているため、発注者に工期を余裕に取ってもらい、他の現場と調整しな
がら進めている」と話す。
　解体が増えている要因としては、消費税増税を前に戸建て住宅、共同住宅などの建
て替え需要が増したことや、アベノミクス効果で不動産取引にも動きが出始めたこと
が挙げられるという。
　現場に〝忙しさ〟が戻り、暗く、長いトンネルにようやく光が見えつつある一方、本
道では景気回復感をいまひとつ実感できないことや、増税後の景気動向が読めないこ
とから、不安感を拭えない実態もある。
　会員40社を数える北海道解体業協会の堀井太一会長は「増税に向け、国では大規模
な減税政策などを打ち出しているが、中小企業でも設備投資しやすい仕組みをつくっ
てほしい」と話す。
　解体工事では機械を所有していなければ仕事にならないが、使用する機械には数
千万円するものもある。機械の経年劣化や故障は避けることができず、機械の入れ替
えは不可欠だが、先が見通せない中では投資をためらう声も聞こえる。



　堀井会長は「中小企業が設備投資できるような環境にならなければ、本当には景気
が良くなっていかない」とし、「中央の資本を呼び込む、そうした民間活力も必要では
ないか」と問い掛ける。

　◎札幌市が東雁来第２地区にものづくり産業誘致へ
　札幌市は、土地区画整理事業が進む東雁来第二地区の地区計画を見直す。地区計画
が定まらず未利用地となっていた12.8haについて、軽工業を中心としたものづくり
産業の立地誘導を促すため工業系に変
更する。2013年度末ごろの決定を見
込む。まずは約５haの大規模区画を
先行し、14年秋から段階的に分譲し
ていく考えだ。
　対象地区は東雁来第２土地区画整理
事業エリアの北部に位置する、雁来新
川と雁来川に接する一帯。多機能交流
地区と位置付けられ、周辺にはサッ
カー場や公園、福祉施設、河川防災ステーションがある。
　現在の用途は第１種低層住居専用地域。工業系への土地利用転換の背景には、17
年度の事業完了を控え、新たに住宅地として造成する場合は、区画数が多くなるため
売却しきれない恐れがあることが上げられる。
　加えて近年は工業系大規模区画を求める相談が増えているが、市内にはまとまった
適地が少ないことも課題だった。
　そこで全市的な検討の結果、同地区をものづくり関連企業の集積を図る誘致適地と
して絞り込んだ。
　地区計画では、事業区域にある既存の軽工業系の土地利用(約32.6ha)と同じく、
流通工業系業務地区を設定。用途は準工業地域に変更する方針で、新たな土地利用と
して主に軽工業の工場や、流通関連の倉庫などを想定している。
　対象区域のうち、企業ニーズに対応し５ha程度の大規模区画と、それ以下の区画
とに分けて売却する。
　14年度前半に土地区画整理事業計画の変更手続きを終え、順次、道路、水道、下
水道などインフラ整備に取り掛かるスケジュールを描いている。

　◎道医療生協の札幌緑愛病院が清田区内で移転を計画 
　北海道医療生活協同組合(札幌市清田区北野１条１丁目６の30、羽二生輝樹理事長)
は、法人所在地で運営する札幌緑愛病院の移転新築を計画している。老朽化などに伴
うもので、移転先は同じ清田区内。新病院は今後３―４年内の開院を想定している。
　札幌緑愛病院は1983年に開院。診療科目は内科、消化器内科、肝臓内科などで病



床数は135床となっている。
　10年ほど前に増築しているが、開院当初の建物が老朽化していることなどから移
転を検討している。

　移転先は同じ清田区内の大規模なマン
ション開発が構想されたエリア。土地は
マンション開発を進めた企業が所有して
いる。
　病院を建設するためには土地の利用計
画を変更する必要があり、札幌市に対し、
土地を所有している企業が変更手続きを
進めている。新病院の病床数や診療科目、
建物規模などは今後検討していく。

　◎札幌の９月新規分譲マンションは６年ぶりに500戸超え
　札幌市内で９月に新たに発売された新築分譲マンションの戸数が、単月としてはお
よそ６年ぶりに500戸を超えたことが、住宅流通研究所の調査で分かった。来年４
月からの消費税率引き上げに伴う駆け込み需要を見込み、デベロッパー各社が軒並み
供給量を増やした。これによって、2014年の発売総数の2000戸超えが確実となった。
９月に新たに発売されたのは14物件528戸。区別では中央区が５物件93戸、北区が

１物件76戸、東区が３物件193戸、豊平区が２物件60
戸、西区が２物件53戸、手稲区が１物件53戸の内訳と
なっている。単月の発売戸数が500戸を超えるのは07
年５月以来６年４カ月ぶり。
　住友不動産と東急不動産、三井不動産レジデンシャル、
大和ハウス工業、大京、セントラル総合開発の道外勢６
社と、クリーンリバー、日本グランデ、ミサワホーム北
海道の地元３社の計９社が物件を出した。大和ハウス工
業は、豊多と共同で販売する琴似の物件など４物件252
戸を９月に発売。クリーンリバーは、７年ぶりとなる手

稲区での新規物件を含む２物件96戸を売りに出した。
　各社が９月の供給量を増やしたのは、同月中に売買契約を結ぶと、入居が来年４月
以降になっても現行の消費税率が適用されることから、相当程度の駆け込み需要が生
じるとみたためだ。
　９月発売物件の平均成約率は47.7％だが、人気の高い中央区では多くの物件の成
約率が80％以上で、中には100％の成約物件もあった。
　大量の物件が９月市場に出されたことで、１月からの累計発売戸数は1994戸とな
り、2000戸超えが確実となった。年間発売総数の2000戸超えは08年以来５年ぶり



となる。
　10月以降の発売戸数は、駆け込み需要から
の反動減で大幅な減少が見込まれている。資材
価格の高騰などによって物件の価格が上昇し
ていることも減少に拍車を掛けそうな状況だ。
同研究所の入谷省悟所長は「景気が回復してい
るとはいえ賃金の上昇には至っていないので、
消費が落ち、市場が急速に冷え込んでしまわな
いか懸念される」と話している。

　◎札幌建協の建築工事アンケート結果
　札幌建設業協会（岩田圭剛会長）は、会員企業を対象に実施した2012年度建築（営
繕）工事のアンケート結果をまとめた。民間工事の復調とともに、営業利益率が過去
５年で最多を記録。一方、薄利や赤字につながりやすい生産性（収益性）を阻害する要
因の発生頻度は、民間と市町村、開発局が５割以上を占めた。また建築確認申請と構
造計算適合性判定が認可されるまでの手続きについては、不満や迅速化を求める意見
が集中している。
　開発局と道建設部、市町村、札幌市、民間の建築工事を受注する会員企業84社を
対象に調査した。54社（有効回答27社、受注なし27社）が回答し、回答率は64.3％。
　07年度までさかのぼり初めて実施した前年度から続く調査。結果は、道建協と行
政機関の意見交換会や、札幌部会による市への要望などに反映する。
　12年度の総完成工事高に占める発注者の割合は、民間が85.8％と初めて８割を突
破し過去５年で最多。国と道、市町村を合わせた官庁は12.9％と過去最少で、前政
権の公共事業削減が色濃く影響した。
　ただし営業利益率は、48％の企業が「２％以上５％未満の黒字」と回答。過去とし
ては最も高い数値を記録した。次いで26％が「損益はほぼゼロ」とし、11％が「２％
以上５％未満の赤字」と厳しい経営環境を引きずる。
　生産性を阻害する要因の発生頻度を見ると、民間が「頻繁に発生」「時々発生」を合わ
せて89％に上り、負の側面を印象付ける。さらに市町村は53％、開発局は50％と
高率。逆に札幌市は「あまり発生しない」が47％と好成績で、道は「時々発生」と「あま
りない」が同数だった。
　阻害要因が発生する理由としては、発注者側で１位が「設計の不備」の13.4％、２
位はともに８％の「積算条件の不明確」「設計変更への不十分な対応」。施工者としては
１位が6.3％の「指示ミス」、２位が5.1％の「発注者との調整不足」となっている。
　阻害要因の解決策を自由回答で求めると、設計変更については「価格決定まで施工
しない」「中断による工期延伸」など強い姿勢で臨む姿勢をうかがわせた。
　発注者に望む対策としては「設計図書の充実」（18.6％）、「設計・仕様の迅速な確定」
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（13.3％）などが上位。特に「設計・仕様の迅速な確定」は開発局が33.3％と突出して
いる。受注者が取り組む対策としては「的確な労務・資材・機材の早期調達」が1位だっ
た。
　また13年度はアベノミクスで工事量が大幅に増加した半面、建築確認申請と構造
計算適合性判定の所要時間が長く支障を来したことから、アンケートで問題点を探っ
た。
　建築確認を提出した審査機関を問うと、民間機関が82.8％と圧倒的に多く、特定
行政庁は17.2％にすぎなかった。各審査機関は10年度から手続きの迅速化を進めて
いるが、「変わらない」が55.6％と最も多く、要望では「期間の短縮化」や「変更基準が
担当者で異なる」と指摘した。
　１機関体制の構造計算は「時間が掛かり過ぎる」が84％で、「判定機関を増やしてほ
しい」が92％にも上る。要望を見ると「適判の遅れで着工ができず、工事費の増大が
業界全体に及んでいる」など切実な問題が浮き彫りとなっている。

　◎アンダーパスに冠水警報装置―札幌市が豪雨対策で８カ所に
　札幌市建設局は頻発する豪雨災害に備え、市内のアンダーパスに冠水警報装置を設
置する計画だ。東８丁目アンダーパスなど８カ所が対象で、総事業費には約５億円を
見込んでいる。近年頻発している集中豪雨やゲリラ豪雨、台風などでは、全国各地に

大きな被害をもたらしている。2008年
には栃木県、11年には愛知県で冠水し
たアンダーパス内に閉じ込められて死亡
するという事故も発生している。
　同局はこうした事例を踏まえ、市内で
も対策を急ぐ。アンダーパスの一番低
い地点に水位計を設置し、水位の状況に
応じて道路標示板に「通行注意」「冠水中」
「通行止め」などの文字を表示する。

　監視カメラも取り付け、大雨時の映像を所管する区土木センターや道路情報管理室
から確認できるようにすることで、災害時の迅速な対応を可能にする。
　設置箇所は、篠路(道道花畔札幌線)、百合が原公園(百合が原区画整理31号線)、
東８丁目(真駒内篠路線)、苗穂(苗穂丘珠線)、菊水(旭山公園米里線)、もみじ台通(厚
別東北郷線)、上野幌(里塚上野幌連絡線)、新川(道道前田新川線)の各アンダーパス。
３カ年に分けて施工する方針で、13年度中に実施設計を済ませ、14年度は東８丁目
と苗穂に設置する。
　市内ではこのほか、エルムトンネルと創成トンネルもあるが、これらは12年度に
整備を済ませている。

（以上、北海道建設新聞）



　◎過去最大規模の曳家工事―松島基地格納庫改修
　宮城県東松島市の航空自衛隊松島基地で、東日本大震災の津波で被災した施設の復
旧が進んでいる。中でも、ブルーインパルスの格納庫改修はかつてない規模の曳家工
事として注目を集める。施工は東急建設が担当。11月３日には曳き戻しの工程が完
了し、仕上げの段階に入った。
　正門から入場してすぐ左手にある格納庫には震災で２ｍの津波が襲った。解体して
建て替えるプランも想定されたがコスト検討の結果、既存施設を一旦移設し、基礎の
みを造り変えて元の場所に戻す手法を採用した。一般的には文化財や民家を対象とす
る曳家工事を格納庫に用いることは過去に例がなく、全国から視察が相次いでいる。
　格納庫の規模はＳ造、平家一部２階建、幅約74ｍ、奥行き約42ｍで延べ面積は約
3300㎡。支柱は１本もなく大空間が広がり、ブルーインパルス（Ｔ－４）８機を格納
可能だ。システムトラスの天井は幾何学的な美しさを備えている。
　格納庫の重量は、本体が約550ｔ、サンドルや仮設鋼材などが約60ｔの計約610
ｔ。これを曳家するには、通常の牽引工法ではワイヤーが伸びて制止不能になる恐れ
があったため、格納庫の後方から油圧ジャッキで押すことにより安全な移動を実現し
た。
　工程は、足回りのボルトを外してゆがみ防止の補強を施し、片側から交互に約４

ｍジャッキアップ。曳家は７本のレール
上を１ストローク当たり48㎝移動する。
この作業を１日に16 ～ 17回繰り返し、
１日当たり７～８ｍ、計62ｍ南側に移
した。その後、解体した基礎を約3.5ｍ
の高さまで新設し、曳き戻して定着させ
る。
　各工程では、少しでも異常な負荷が生
じると倒壊の危険があるため、ひずみ計

測器を40カ所、座標計測用のプリズムを34カ所に設置して細心の注意が払われた。
　震災であらためて存在意義が確認された自衛隊。彼らの活動をサポートする施設整
備も重要性を増している。建物本体工事は来年１月末に完成予定だ。

　◎岩手県大・大船渡駅周辺地区震災復興事業が着工
　東日本大震災により壊滅的な被害を受けた大船渡市大船渡駅周辺地区の震災復興事
業の安全祈願祭が10月25日、大船渡市大船渡町字茶屋前の大船渡駅前で行われた。
　同地区では、土地区画整理事業と津波復興拠点整備事業を行う計画。工事は大船渡



市からの委託を受けたＵＲ都市機構がＣＭ方式を活用した一体的業務として行う。Ｃ
ＭＲは東急建設・東洋建設・植木組・日本測地設計・ＣＰＣJVが担当する。
　式典には、戸田公明大船渡市長、浅野和茂東急建設常務、馬渕敏彦東洋建設常務、
本間弘機植木組東北支店長、松崎由美子日本測地設計社長、堀田光ＣＰＣ社長など関
係者約80人が出席。戸田大船渡市長（＝写真）が鎌（かま）入れ、小山潤二ＵＲ都市機

構震災復興推進役が鍬（くわ）入れ、浅野
東急建設常務が鋤（すき）入れを行い工事
の安全を祈願した。
　大船渡駅周辺地区土地区画整理は、約
33.8haを対象に、ＪＲ東日本大船渡線
の軌道敷より西側の区域を住宅系の土地
利用とし、災害に強いまちづくりを行う
ため、ＴＰ（海抜）５ｍまで盛土によるか
さ上げを行う。また、東側区域は、商業

系、産業系の土地利用とし、街区規模を適正に設定。東側区域の約2.3haでは、津波
復興拠点整備を導入し、大船渡市が平常時に地域交流機能、災害時に避難機能を併せ
持つ津波防災拠点施設を整備する予定。
　事業完了は、2018年度末を見込んでいるが、津波復興拠点整備事業面積約2.3ha
と土地区画整理事業面積約8.7haについては、14年度末の整備完了を目指す。
　式典後、戸田大船渡市長は「工事関係者は、地域の方々の生活環境にも配慮し、安
全対策に万全を期してほしい」とあいさつ。施工者を代表し、浅田東急建設常務は「こ
の事業の本質を考え、周辺環境など住民の安心、安全を確保し、ローコストで最高の
品質のものを提供する。全工期無事故無災害で完成させる」と決意を述べた。

　◎13年度の東北ブロック会議で復旧・復興を中心に議論
　10月28日に盛岡市内で開かれた東北建設業協会連合会（佐藤博俊会長）と主要発注
機関の東北建設業協会ブロック会議では、復旧・復興事業の円滑な施工確保が議論の
中心となった。業界側は現場実態に即した単価設定と工期延長に伴う適切な経費設定
を要望。また、前払金を５割とする被災地特例の延長が要望されたことを受けて国土
交通省は前向きに検討する考えを示した。
　今回は、▽復旧・復興のための予算確保▽国土の強靱化と計画的・安定的な公共事
業予算の確保▽復旧・復興事業の円滑な施工確保▽危機管理産業としての地域建設業
の再生▽入札・契約制度の適正化の推進▽公共工事設計労務単価の引き上げ▽戦略的
広報―の７議題をテーマに意見を交わした。
　予算関連では、連合会側が復興計画の予算執行に時間を要することや技術者・資材
不足などで工期変更が余儀なくされるとし、「現場目線での事故繰越などの使い勝手
の良い予算執行措置の構築」と復興予算の長期的な活用を要望。併せて国土強靱化と



それを支える地域建設業の維持の観点から公共事業予算の確保を求めた。
　復旧・復興事業の円滑な施工確保で業界側は、「資材供給会社のダンプ不足により
施工会社が引き取りに行っているのが実情」などと工事量が膨大な沿岸部で生産性が
悪化している現状を指摘し、現場実態に即した単価設定と工期延長に伴う適切な経費
設定を要望。また、不調不落が多発している要因として「採算性が当初から赤字にな
ることが想定される」ことを挙げた。特に下水道工事については「災害査定と金額が合
わず全く採算が合わない状況」と指摘し、柔軟に金額変更できるよう要望した。
　これを受けて国土交通省は、10月から被災地に導入した復興歩掛りについて引き
続きデータを収集し、実勢と乖離（かいり）がある場合は歩掛りを改定するなど「引き
続き適正な単価設定と経費設定を検討する」と回答。
　岩手県は、被災３県が下水道の管渠撤去歩掛りを作成したと説明し、市町村にも適
用を助言するとした。また、工事一時中止の費用についてルールづくりを検討する方
針を示した。
　宮城県は歩掛り補正を10月１日から適用し、市町村にも周知していると説明した
ほか、災害査定と当初設計の金額に開きがある場合は国と協議するとした。
　また、連合会側は生コンクリートなどの資材の安定供給と、円滑な施工確保対策と
してスライド条項の簡素化や災害公営住宅建設のユニット化などを求めたほか、被災
地で５割まで引き上げられている前払金特例と地域建設業経営化融資制度の延長を要
望した。
　これに対し国交省は、生コン不足対策として国が岩手県宮古市、 石市に、宮城県
が気仙沼市と石巻市に公設プラントを設置する方向で手続きを進めていることを説

明。前金払特例については「要望を踏ま
え延長を前向きに検討する」と回答した。
災害公営住宅のユニット化については岩
手県が実施しているとし、宮城県はＵＲ
都市機構への委託案件について検討して
いる段階とした。
　連合会側はこのほか、地域建設業が危
機管理産業として維持・継続できる環境
づくりの視点を加味した産業政策の推進

を強く要望。入札制度については、ダンピング対策の徹底や指名競争入札や随意契約
を柱として位置付ける多様な入札制度、予定価格の事前公表廃止などを求めた。

　◎塩 市の津波防災拠点施設事業が本格始動へ
　塩 市港町地区の一団地で計画している津波防災拠点市街地形成施設事業が、復興
庁の事業認可を受け、いよいよ本格的にスタートすることとなった。11月８日に宮
城県庁で行われた認可書交付式において、塩 市の佐藤昭市長が遠藤信哉県土木部長



から認可書を受け取った。
　式には、佐藤市長、遠藤部長に加え、
復興庁の大盛隆博宮城復興局主任専門調
査官、東北地方整備局の宮崎貴雄建政部
都市・住宅整備課長らが参加した。
　認可書を受け取った佐藤昭市長は「『現
地復興』に向け、県内初の津波避難デッ
キと復興拠点施設は、今後の安心した市
民生活および年間約300万人が訪れる

観光客に対する安全対策としても非常に重要な施設となる。事業認可を頂いたことで
早急に事業を進め、震災前の賑わいのある港町地区に戻れるようにしたい」と意気込
みを示した。今後、今年度で津波避難デッキの工事に着手するとともに津波復興拠点
施設の基本設計を委託、来年度で実施設計を作成し早ければ同年度内の着工、2015
年度の完成を目指す。
　一団地の津波防災拠点市街地形成施設は、津波発生時においても都市機能を維持す
るための拠点となる市街地を形成する住宅施設、公益的施設、特定業務施設、公共施
設等を整備する事業。
　マリンゲート塩 周辺の港町地区は、付近に適切な高台が存在せず、また、避難経
路となる幹線道路がＪＲ仙石線高架橋と交差し、道路嵩上げ高に制約があるなど防災
上の課題を抱えている。
　今回の事業では、復興交付金を活用し同地区を津波発生時における交通拠点および
津波復興拠点としての都市機能を維持するため、地区全体を津波防災拠点市街地とし
て再構築する。
　計画によると、塩 市港町１丁目および海
岸通の各一部地内の約3.2haを対象に、防災
拠点として、既存のマリンゲート塩 の一
部改修し延べ150㎡の備蓄倉庫と新たに２階
建、延べ1171㎡の津波復興拠点支援施設を
新築し、離島災害対策の前線基地として浦戸
地区などへ物資輸送や避難者の受け入れ機能
のほか、来街者の一時避難および退避機能を設ける。また、ＪＲ仙石線本塩 駅から
マリンゲート塩 ２階部分に接続する津波避難デッキを幅員５ｍ、延長330ｍで設
置。避難・退避機能のほか災害支援、物資の連絡運搬、鉄道・バス発着所などの交通
機能へのアクセス機能を設ける。
　マリンゲート塩 周辺では、東日本大震災の地震により地盤沈下したため50㎝の
嵩上げを行い舗装整備する。総事業費は約17億円。予備設計は国際航業が担当した。

（以上、仙台・建設新聞社）



来春も労働者確保の困難が予想されます。
対策として通年雇用奨励金を活用してみませんか？

受給のための手続き

　通年雇用奨励金は、9 月 16 日以前から雇用している季節労働者（短期雇用特例被保険者）をそのまま
解雇せず、12 月 16 日から翌年 3 月 31 日まで継続雇用し、同一の事業所で就業させたり、配置転換や
労働者派遣及び在籍出向させた場合、次の 12 月 15 日までは継続して雇用を続けることが見込まれる事
業主に 3年続けて奨励金が支給される制度です。
　来年も職人不足が予想されます。奨励金を上手に利用することで、人材流出防止の対策を！

12 月 16 日から翌年 1 月 31 までに「通年雇用届」を所管のハローワークを通じて北海道労働局長に提
出する。　※様式の入手と必要書類や注意事項の説明はハローワークで受けてください。ステップ 1

その後、3月 16 日から 6月 15 日の間に「通年雇用奨励金支給申請書」を、ハローワークを通じて北海
道労働局長に提出する。
雇用期間中の休業に係る助成を申請する場合、申請対象者ごとに「通年雇用奨励金休業実績報告書」等
を作成し支給申請書と合わせて提出します。　※休業中の手当も支給対象！

ステップ 2

ハローワークで受給申請が受理されたあとは、しばらくお待ちください。
北海道労働局から支給 ( 不支給 ) 決定通知が届き、指定口座に奨励金が振り込まれます。ステップ３
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通年雇用奨励金ヘルプセンター開設！


