


◎有効求人倍率、型枠大工などで３倍強に
　―人手不足は依然として深刻、道外流出の懸念も

北海道労働局がまとめた2014年５月の道内職種別求人・求職状況によると、建設
業関連の有効求人倍率は、建
設技術者と型枠大工・とび工
で３倍を超えるなど、依然と
して深刻な人手不足の状況
が続いている。特に型枠大
工・とび工は、東京都で９. ２
倍と、北海道を大きく上回
り、人材の道外流出が懸念さ
れる事態となっている。
北海道労働局が公表して
いる職業別求人・求職状況
データを分析した。建設関係

の技術的職業では、建築・土木・測量技術者、型枠大工・とび工、大工・左官、建設
作業員、電気工事・電気配線工の５職種があり、これらについて有効求人倍率の推移
などを整理した。
有効求人倍率は、企業の総求人数を労働者側の総求職者数で割って算出している。
倍率が１を超えると人手不足、１未満だと求職者数が求人数を上回る、いわゆる「人
余り」を意味する。５月の全職種平均有効求人倍率は０.76。前年同月を０.15ポイン
ト上回った。建設業などは高い倍率だが、全求職者数の約４割を占める一般事務員と
軽作業員が０. １―０. ２と極めて低いため、１を切る数値となっている。
建設業関係の職種については、建築・土木・測量技術者は３.75倍と、13年同月を
１.25ポイント上回り、型枠大工・とび工も３.47倍と、13年同月から１.32ポイン
ト上昇している。また、大工・左官、電気工事・電気配管工、建設・土木作業員も２
倍近くの数値となり、いずれも13年同月の倍率を上回っている。
一方、求職・求人数を見ると、建築・土木・測量技術者は求人数が前年同月比
22％増の3,324人に上っているが、これに対する求職数は19％減の886人。型枠大
工・とび工は736人の求人に対して、求職は212人にとどまるなど、極端な“売り手
市場”となっている。
例年、建設業関係の有効求人倍率は、11月以降下がり続け、春になると上昇し、
秋にかけてピークを迎える。しかし、13年の秋以降は、下落傾向を見せながらも、
高止まりの状況が続き、ほぼすべての職種で、全職種平均の２倍以上の倍率を示して



いる。
人手不足傾向は、本州でより強まっている。東京都では、建築・土木・測量技術者
が５.91倍、型枠大工・とび工は９. ２倍と、北海道を大きく上回っている。14年度
は、各地でダムやトンネルなどが着工するほか、札幌市内でも大型建築プロジェクト
が始動する。東日本建設業保証がまとめた、建設業の建設労働者確保の状況は、今期
（４―６月）、来期（７―９月）ともに、全国９ブロックで北海道が最も悪い数値となり、
今後も人手不足状況が続くことを明示している。通年雇用奨励金利用者からは、通年
雇用化が人材確保に効果的、との声も数多く上がっている。深刻化する人手不足問題
に対応するためには、各企業における通年雇用への取り組みが求められる。

◎外国人技能実習生の留意点など学ぶ
　―３年間は継続、安易な雇い入れはトラブルに

北海道銀行主催の外国人技能実習制度セミナーが７月９日、ＴＫＰ札幌ビジネスセ
ンターで開かれた。制度の活用事例として川元建設（本社・函館）の真方雅彦専務が経
験談を解説。「人手不足が深刻化する中で、一定の戦力として計算できるが、受け入
れの際には、経営トップの強い決断
力と、指導に当たる従業員にきちん
と目的を伝え、ミスマッチが発生し
ないようにすることが重要」と指摘
した。
同セミナーは、建設業や水産加工
業など多くの産業で深刻化する人手
不足の解消と国際交流を目的に、開
発途上国への企業進出などを支援す
る（公財）国際人材育成機構（略称・
アイムジャパン）と共催。建設業を中心に約70人が受講した。
国際人材育成機構では、1992年にインドネシアとの協定を皮切りに、99年にタイ、
2005年にはベトナムと協定を結び、これまでに全国で約４万人の外国人技能実習生
を受け入れている。
この日のセミナーでは、近年経済成長が著しく、国を挙げて技能者の海外派遣に取
り組んでいるベトナムの現状について、駐日ベトナム大使館のグェン・ザー・リェム
参事官が説明。続いて、国際人材育成機構の桝沢共栄会長が、受け入れ前と来日後の
研修内容や、研修生の帰国後の活躍状況、受け入れに要する経費などを解説した。
制度を活用した企業として、川元建設の真方専務がベトナム人実習生を受け入れた
経緯や就業実態などを紹介した。川元建設は、トンネルなどを手掛ける土木専門工事
企業。これまでに青函トンネルをはじめ、最近では北海道横断自動車道釧勝トンネル
などを施工している。



真方専務は、ベトナム人気質について「先輩の注意をよく聞き、現場のルールを守る。
彼らにとっては経験のない厳冬の現場での作業もあったが、弱音を吐かず従事するな
ど日本の若者にはない根性がある」と評価。一方で、「日本的な『言わなくても分かる
だろう』は通用しない。『面倒だから』と説明を省略すれば現場で事故につながる」とし
て、安易な対応は、お互いのストレスにつながり、日常の教育指導と日本語学習の重
要性を強調した。また、受け入れ制度については、実習生に問題がある場合を除き、
３年間の実習を中断できない留意点を指摘。「しっかりとした対応をしなければ人間
関係のトラブルが起きる」とし、しっかりとした受け入れ機関を選ぶとともに、トッ
プをはじめ、会社全体で制度の活用目的を明確にするよう注意を促した。

◎効果的に助成金制度活用し経営強化を
　―建設業チャレンジ支援センターのセミナーがスタート

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会が運営する建設業チャレンジ支援セン
ターは７月16日、札幌サンプラ
ザで建設業経営者を対象としたセ
ミナーを開催した。
2014年度第１回目となるセミ
ナーでは、効果的な補助金や補助
金の活用をテーマに、中小企業診
断士の市川修平氏が講義。市川氏
は「行政は中小企業に対して手厚
い支援策を講じているが、一方で
それぞれの自助努力も求めてい
る。さまざまな補助金や助成金が

あることから、専門家のアドバイスを受けながら、戦略的に活用していくことが重要
ではないか」と説明した。
建設業チャレンジ支援センターでは、札幌市内の中小建設業者の総合相談窓口とし
て、経営全般に関わることから、ＩＴの活用、人材育成など専門分野を含め、多岐に
わたる課題について相談に応じている。
この日のセミナーで市川氏は「政府は日本産業再興プランで、中小企業に対して非
常に大胆な施策を打ち出している」と中小企業を取り巻く状況を説明。「補助金や助成
金の対象もかなり幅広くなっている。効果的かつ戦略的に活用することで、経営力アッ
プを図ることができる」と積極的な活用の必要性を強調し、活用に向けた具体的な取
り組みや留意点などを詳しく解説した。
今後のセミナーは10月23日、11月13日、2015年１月21日、２月25日に札幌

サンプラザで開催。人材育成や原価管理など、経営に密着する話題を経営コンサルタ
ントら専門家が分かりやすく解説する。各回の定員は20人程度。参加費は無料。



◎道内専門工事業３団体が若手入職促進へ道の事業活用
北海道配管事業協同組合（横田昇理事長）と北海道型枠工事業協同組合（沢田信彦理

事長）、北海道管工事業協同組合連合会（花松真一会長）の道内専門工事業３団体は、
若年者の入職促進に向けた新たな取り組みを始める。
道の委託事業を活用し、未経験者を期間雇用して研修を施すことで、若年層の
技能労働者を確保したい考え。道建設部が６月10日発表した、建設業若年者等入
職促進・人材育成事業の１次募集結果で、３団体合わせて24人の雇用を予定して
いる。
同部は2014年度、建設業の技能人材の定着や若年者らの正規雇用化の促進を目的
に、国の13年度補正予算で措置された地域人づくり事業の基金を財源とする、建設
業若年者等入職促進・人材育成事業を創設した。
建設業団体の会員企業が期間雇用した未就職者や失業者に対し、ＯＪＴ（企業内研
修）とＯＦＦ―ＪＴ（企業外研修）をすることで、必要な知識や技能を習得させて正規
雇用につなげる事業。団体が事業の進ちょく管理とＯＦＦ―ＪＴを担い、団体から会
員企業にＯＪＴを再委託する仕組みだ。期間雇用中の人件費や研修費などは道が負担
する。
道配管事業協同組合は、組合員44社のうち札幌市内の５社が10―20代を１人ず
つ雇用する。ＯＦＦ―ＪＴは、同組合が運営する北海道管設備高等職業訓練校を活用。
事業期間は９月12日までで、２カ月半程度の短期集中で研修し、即戦力となる人材
を育成する。受託額は670万9,125円。
道型枠工事業協同組合は、組合員45社のうち札幌市内の３社と釧路市内の１社が
２人ずつ雇う。年齢層は20代に狙いを定めていて、同組合が直接ＯＦＦ―ＪＴをする。
事業期間は15年３月31日まで。受託額は2,289万5,100円。
20団体、463社が加入する道管工事業協同組合連合会は、札幌市内の10社と小樽
市内の１社が１人ずつ雇う。年齢層は20代から30代前半。ＯＦＦ―ＪＴは、傘下団
体である札幌市管工事業協同組合の職員を講師に上下水道工事の概論に関する研修を
し、マナーや安全、ＣＡＤに関しては外部に委託する予定だ。事業期間は３月31日
までで、受託額は2,897万9,370円。
「若年者が現場作業を嫌って入ってこない」（道配管事業協同組合）という状況は３団
体とも共通で、工事量が増える中、技能労働者の人手不足と高齢化が深刻な問題となっ
ている。同組合では、求人充足率が５割に満たないという。
道管工事業協同組合連合会は「若年者はなかなか定着せず、雇ってもすぐに辞めら
れて困っている経営者が多い。人材育成に掛けられるお金が限られる中、この事業は
大変ありがたい。１人でも多く入ってもらい、将来的に業界を引っ張っていくような
人材に育ってもらえたら」と期待を寄せている。



◎新幹線道南開業迫る、試運転開始へレール整正
北海道新幹線新青森―新函館北斗間の整備が、詰め
の段階を迎えている。事業主体の鉄道建設・運輸施設
整備支援機構によると、トンネルや橋は全て完成し、
現在はレール整正や電柱設置などの作業が順次進んで
いる。今冬にはＪＲ北海道による車両の試験走行が始
まり、2016年３月の開業に向けた準備がいよいよ本
格化する。
新青森―新函館北斗間の全長は、在来線との共用
走行区間となる青函トンネル部分を含め148.3㎞。区
間内には、津軽蓬田トンネル（6,190ｍ）や渡島当別ト
ンネル（8,073ｍ）など青森県側と北海道側を合わせ全
12のトンネルがある。総事業費は5,508億円。04年
12月の政府与党申し合わせを受け、05年度に認可・
着工となった。
昨年末までにトンネル、高架橋、橋梁など土木構造物の工事は完了。青森県今別町
や北斗市など計４カ所に置かれる変電所も完成し、６月５日、国土交通省による完成
検査が行われた。６月11日には、北斗市に置かれる新駅の名称が「新函館北斗」に決
まり、開業ムードが一段と高まった。
開業に向け鉄道・運輸機構は、全10カ所に置く配電所のほか、電柱などの電路設備、
信号設備、通信設備を整備。併せて、木古内、新函館北斗の両駅舎の内装と空調設備、
エスカレーター、エレベーターの設置作業を進める。駅舎は15年６月の完成を予定
する。函館総合車両基地は、運行に影響しない一部の工事が開業後も続く見通しだと
いう。
レールも既に設置済みで、現在は高さの調節など整正作業に取り組む。秋口までに
作業を終え、ＪＲが10月をめどに実施する貨物列車の試験走行と、12月実施予定の
車両の試験走行に備える。車両の搬入は10月中を予定している。
開業によって、新函館北斗から仙台までは２時間半、東京までは約４時間で結ばれ
る。今秋から開業までの間、レールの締結式や車両搬入記念式、走行試験開始式、試
乗会などの各種イベントが相次ぐ可能性がある。
このほか自民、公明両党の与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム（ＰＴ、座長・
町村信孝元官房長官）は7月10日、北海道新幹線新函館北斗―札幌間の工期について、
５年短縮を政府に求める方針を決めた。実現すれば同区間の開業予定時期は2030年
度に前倒しされる。短縮で必要となる財源にはＪＲ各社が鉄道建設・運輸施設整備支
援機構に支払う施設使用料（貸付料）を担保とした金融機関からの借り入れやＪＲ九州
の株式売却益を充てる考え。



◎14年度の資材・骨材需給動向はアスファルト合材など需要減
建設資材対策北海道地方連絡会は６月18日、2014年度の初会合を札幌第１合同

庁舎で開き、14年度の資材や骨材の需給動向などについて意見を交わした。主要資
材の６月以降の需要見通しは、生コンクリートが前年度比1.1％減の約127万ｔ、ア
スファルト合材が6.4％減の約109万ｔ、砕石が2.4％減の約301万ｔで８月から10
月にかけて需要のピークを迎えると予想。需給は、年明け以降落ち着きを取り戻しつ
つあるが、一部の骨材で再びひっ迫感が強まっているとした。

同連絡会は北海道開
発局や道、札幌市、東
日本高速道路、鉄道建
設・運輸施設整備支援
機構などと、資材・骨
材関係団体、建設関係
団体で構成している。
資材の需要量は、各発
注機関が14年度の工
事量を基に地域別、月
別で見通しをまとめ
た。資材はアスファル

ト合材、生コン、砕石等、鉄筋、鋼矢板の５品目で、民間工事の需要は含まれない。
６月以降の見通しによると、アスファルト合材が10月に22万1,511ｔとピークを
迎えるほか、生コンと砕石が９月にそれぞれ19万5,477ｔ、61万666ｔと最大にな
る見通し。いずれも14年度の総需要量は前年度をやや下回るが、ピーク月にはいず
れも前年同月を上回るとみている。
特に砕石はピークの９月に７％増の61万666ｔ、アスファルト合材は秋まで堅調
な需要量を維持する見通しで、11月の需要量は18.7％増の21万2,839ｔとした。
鉄筋は５月に需要が最大となり、９月に１万5,497ｔと２度目のピークを迎える。
鋼矢板は11月に8,326ｔと需要が最大になる見通しだ。
地域別では、渡島・桧山でアスファルト合材が3.4倍と大幅に増えるほか、生コン
は後志で2.5倍、砕石は渡島・桧山で2.5倍、後志で2.7倍など、高規格幹線道路や
北海道新幹線の整備が進む地域で需要の増加を見込んでいる。
需給動向については、今年２月以降、公共工事の増加に伴いひっ迫していた傾向が
緩和され、改善を示した。ただ、需給変動の大きい再生砕石など一部の骨材は、今後
の動向を注視することを申し合わせた。
資材価格は、札幌地区で型枠合板や再生アスファルト合材、生コンが上昇傾向にあ
るとした。
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アスファルト合材（ｔ）



◎東京商工リサーチ道支社まとめの上半期倒産件数が過去最少
東京商工リサーチ北海道支社が７月２日発表した北海道地区の倒産状況によると、
2014年上半期（１―６月）の倒産件数は前年同期比18％減の169件で、現在の基準で
集計を始めた1971年以降最少となった。負債総額は、カブトデコムの大型倒産があっ
た前年の反動から94.1％減の333億8,300万円にとどまった。
業種別の件数は建設38件、サービス・他33件、小売24件、卸売21件、製造20
件、運輸17件、不動産と情報通信が各７件など。不動産、運輸、情報通信の３業種
が前年より増
え、ほかは減
少した。消費
税増税を理由
とする倒産は
なかった。
建設業の倒
産は全業種で
最も多いが、
前年に比べ
35.6％減少。
全体に占める
割合も6.1ポ
イント下が
り22.5 ％ と
なった。運輸業の増加は、燃料価格の高騰が影響した。
負債規模別では、10億円以上の大型倒産が前年から半減し６件となった一方、
5,000万円未満の小口倒産が44.4％増の75件と大幅に増えた。地域別では札幌が75
件と半数近くを占めたが、前年からは２件減った。旭川は11件増え23件となった。
全体のおよそ７割が販売不振で倒産した。
６月単月の倒産件数は前年同月比23.5％減の26件、負債総額は72.2％減の22億
3,800万円だった。件数は６月としては71年以降で最少。業種別では小売８件、卸
売５件、運輸４件、建設と製造が各３件、情報通信２件、サービス・他１件となって
いる。
同支社では、金融機関による企業向け金融緩和の継続が倒産を抑止していると説明。
先行きについては「経営改善が進まない融資先を金融機関が選別することが想定され
る」とし、増加に転じる可能性が高いとみている。建設や運輸、小売といった業種では、
人手不足による倒産が懸念されるとしている。

（以上、北海道建設新聞）
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◎札幌市13年度除雪費最終契約額は139億円に
札幌市の2013年度除雪費最終契約額
がまとまった。４年連続で追加補正編成
を迫られた大雪の年を反映し、当初か
ら35.4％増の138億7,775万円に拡大。
区別では東区が53.6％増の23億4,159
万円と最大の伸び率となっている。12
年度最終契約額との比較では10.6％下
回った。
13年度は年末から降雪が増え、北区、
東区、手稲区では過去５年平均を上回る
降雪量を記録。気温も低めに推移したこ
とで融雪が進まず、除雪費が底を尽きか
けたため、２月に25億円を追加補正し、

総額を187億7,000万円（12年度補正後比11％減）まで積み上げた。
除雪費の13年度当初契約額は102億4,595万円。内訳は道路除雪が94億4,880万
円、雪堆積場管理が６億7,355万円、施設維持管理が１億2,360万円。これに対し、
最終額は道路除雪が35.7％増の128億2,075万円、雪堆積場管理が28.2％増の８億
6,361万円、施設維持管理が56.5％増の１億9,339万円と軒並み膨らんだ。
一方、12年度との比較では道路除雪が10.5％、雪堆積場管理で16.3％それぞれダ
ウンした一方、施設維持管理は7.4％増えている。
13年度契約額の当初から最終までの伸び率を区別に見ると、東区の53.6％増の23
億4,159万円を筆頭に、北区の44.7％増の25億7,558万円、白石区の43.6％増の11
億9,901万円、手稲区の37％増の11億3,720万円と続く。最も低かったのは厚別区
で、10.9％増の７億4,322万円にとどまっている。
マルチ単位ではもっとばらつきが大きく、東区と北区で６割を超えたところがある
半面、増額がないところも見られた。
ただ、伸び率が大きい除雪業者の中には「もともとの設計額が小さいため、実入り
はそれほどとは感じない」と受け止めているところもある。
雪対策室は契約額が伸びた要因として、３月まで低温傾向が続いたことに加え、前
年度の大雪でパートナーシップ排雪の利用が浸透し、大幅に伸びたことを挙げる。
14年度シーズンもさらに利用が伸びる可能性がある半面、トラックや人材不足の
深刻化に備え、一部の区で始めているパートナーシップ排雪の夜間実施を拡大し、限
られた機械台数と人員で作業効率を上げる考えだ。



◎札幌狸小路バリアフリー事業が全建賞受賞
札幌市建設局が、札幌狸小路商店街振興組合と共に取り組んだ札幌狸小路商店街バ
リアフリー事業が、全日本建設技術協会の2013年度全建賞に輝いた。６月27日に
東京で開かれた授賞式に参加した土木部の浦田洋部長は、利用者からも好評を得てい
ると話し、「受賞は、夜間工事中心の現場を無事故無災害で終えてくれた施工業者の
尽力があってこそ。感謝したい」と喜んでいる。

１月の国土交通省バリア
フリー化推進功労者大臣表
彰に続く２度目の栄誉とな
る。全建賞は建設技術の活用
や公共事業の進め方の工夫
などで優れた成果が得られ
た事業、施策を選び、実施機
関を表彰するもの。
今回、道路部門で道内から
唯一選ばれた南２・３条中通
線（札幌狸小路商店街）バリ
アフリーは、１―６丁目の約

800ｍを対象として12年８月―13年８月に実施。１、２丁目と３、４丁目は丸周中
村土木、５、６丁目は田中組が施工した。
高齢者や障害者の意見を計画段階から反映。３―５％だった道路横断勾配を１％程
度に緩和するとともに、舗装面を滑りづらいバーナー仕上げの御影石に変更し、車い
すでも安全に利用できるよう目地幅を詰めた。点字ブロックは、一般歩行者や荷さば
き車両の動線と分離させるため道路中央に配置している。
通行の安全性を確保するため、午前８時から10時まで認められていた車両の通行
を禁止。事前に許可を得た荷さばき車両のみ進入を認めるという独自ルールを商店街
振興組合が定めて運用し、自ら街頭指導に当たったことなども高く評価されるポイン
トとなった。
地元調整に携わってきた道路課交通安全施設係の加藤亜実さんは、説明に足を運ん
だ回数が２年間で100回を超えると振り返り、「市だけでなし得た事業ではない」と
地元や警察の協力に感謝している。

◎札幌市の15年度開発予算概算要望は55％増の463億円
札幌市は６月26日、2015年度北海道開発予算などの概算要望をまとめた。事業費
ベースで14年度当初を54.9％上回る462億9,500万円を積み上げた。このうち社会
資本整備総合交付金等は55.8％増の225億3,100万円、防災・安全交付金は54.1％



増の237億6,400万円。新規で旭山公園
米里線や札幌環状線の電線類地中化に着
工するほか、優良建築物等整備では北２
西３北地区と大通東４地区の整備費補助
を予定している。
北海道開発事業費のうち、社会資本整
備総合交付金と水道と環境衛生の他省庁
の個別補助分、防災・安全交付金を合わ
せたもの。
主な事業別では、道路が78.3％増の
155億8,900万円、街路が83％増の80
億1,900万円をそれぞれ要望している。
終盤を迎えるこばやし峠トンネルや、
本格化する宮の森北24条通北24条大
橋の整備を推進。真駒内御料札幌線で
は、約１㎞の道路改良を予定する。新
規は、電線類地中化で旭山公園米里線
の札幌駅前通―石山通間990ｍと、札
幌環状線の南郷通―36号線間850ｍの
着工を計画。
41.7％増の5,100万円を要望する交通調査は、篠路駅周辺地区連続立体交差・区画
整理事業の調査をはじめ、路面電車延伸、都心アクセス強化道路軸、豊平川通南伸・
北伸の検討を継続する。
公園・緑地は、新規で計画する南17西16公園と東雁来ライラック公園のほか、継
続の厚別山本公園、丘珠空港緑地、月寒公園再整備の推進などに47.5％増の34億
9,000万円を積み上げた。伏籠川の流域貯留浸透事業などを推進する河川は、約2.6
倍の12億1,200万円を要望している。
公住等整備には48.6％増の64億3,400万円を見込み、下野幌や幌北、月寒、発寒
の各団地建て替えのほか、光星団地の耐震化、東雁来団地新設を推進する。
優良建築物等整備は、北２西３北地区の越山ビルなど再開発や、大通東４丁目１の
19に建設される地下２地上６階建ての医療施設新築の整備費補助で約6.3倍の４億
円に上る。
下水道は東雁来雨水ポンプ場など継続事業を中心に、10.5％増の82億8,000万円
を盛り込んだ。水道は白川第３送水管新設や水道施設耐震化などに27.6％増の16億
8,800万円を見込んでいる。安全ストック形成では、改正耐震改修促進法に伴う大規
模建築物などの耐震化が増えることなどを見込み、43.5％増の２億6,400万円を計上
している。



◎恵佑会が札幌病院移転候補地に白石区本通の1.7万㎡取得
社会医療法人恵佑会（札幌市白石区本通14丁目北１の１、細川正夫理事長）が、国

道12号に近い札幌市白石区本通９丁目南の面積１万7,500㎡の土地を取得したこと
が分かった。運営する札幌病院の移転候補地と位置付けている。５月末に住友不動産
から取得した。古くはＮＴＴ東日本の野球場として使われていた土地で、2007年に
住友不動産がマンション用地として取得したものの、これまで塩漬け状態となってい
た。取得額は15億円程度とみられる。
恵佑会は、札幌病院と第２病院、歯科口腔外科クリニック、本通クリニックの各施
設を運営。外科、消化器外科のほか、耳鼻咽喉科、泌尿器科、放射線診断科、麻酔科
など17科目を持つ。病床数は229床。1981年の札幌病院開院以来、増改築を繰り
返し需要に対応している。

◎イオン北海道の小型店「まいばすけっと」が20店超える
イオン北海道（本社・札幌）が札幌市内で展開
する都市型小型店「まいばすけっと」の店舗数
が、このほど20店を超えた。当初の見込みよ
りも出店ペースはやや遅めだが、前年との売り
上げを比較できる店舗のいずれもが黒字を達成
するなど、順調な滑り出しを見せている。目標
とする100店体制の達成には４、５年を要す
る見通しだ。

５月中旬、札幌市中央区に21店目となる「南17条西12丁目店」をオープンした。
まいばすけっとは、親会社のイオン（本社・千葉）が首都圏を中心に数年前から展開し
ている小型の食品スーパーで、コンビニエンスストアをやや上回る50―60坪の売り
場に、生鮮品を含む食料品や日用品を豊富に取りそろえる。
１号店は、札幌市中央区の「南５条西10丁目店」で、2012年３月にオープン。以
来２年余りの間、中央区や北区を中心に店舗網を拡充した。札幌以外の道内の都市で
の出店は計画しておらず、まずは札幌市内100店という目標の達成に全力を傾ける
方針で、マンションやビルなど既存建物の１階部分への居抜き出店を原則とする。
出店場所は、駅からの近さや同業他社の店舗までの距離、商圏人口などさまざまな
要素を組み合わせて決める。１号店出店当時は、向こう３年程度での100店体制を
見込んでいたが、これらの条件を満たせる場所が札幌にはそう多くないことから、目
標達成の時期をこのほど先送りした。今後７、８月にかけて新店を３店相次ぎ出す方
針という。現在ある21店のうち、前年との売り上げ比較が可能な７店はいずれも黒
字を達成し、同社の新たな収益の柱へと成長しつつある。

（以上、北海道建設新聞）



◎国立競技場基本設計案まとまる
日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）が進めていた新国立競技場の基本設計案がま
とまった。建物の規模を鉄骨一部鉄骨鉄筋コンクリート造地下２階地上６階建て延
べ21万878㎡とし、免震構造を採用。最高高さを70ｍに設定、サッカーでの使用時

に８万137人を収
容する。折り畳み膜
構造の屋根（開閉式
遮音装置、開口部の
表面積約１万5,000
㎡）を設けることで
音響効果を高めると
ともに騒音を防ぐ。
日常時の利用ととも
にイベント時の観客
の円滑で安全な入退
場を可能にするた
め、競技場の周辺に
オープンな通路空間

を確保し、人工地盤上を含め敷地外周を緑化する。概算事業費（2013年７月時点の
単価、消費税５％で算出）は本体整備が約1,388億円、周辺整備が約237億円で計約
1,625億円と見積もった。
５月28日の国立競技場将来構想有識者会議に提示した基本設計案によると、新た
な建物には地震時の揺れを大幅に低減し、コスト面でも優位な免震構造を採用し、基
礎部分に免震装置を設置する。スタンド部は、十分な剛性と耐力を確保しつつ、工期・
コスト面で優位な鉄骨造とした。架構形式は、建物のコア部分を中心に耐震ブレー
スを各所に配置したブレース付ラーメン構造とする。屋根はキールアーチ（スパン約
370ｍ、高さ70ｍ）、クロスタイ、サイドストラットの３種類のフレームで構成し、
長大スパンの構造体を合理的に実現するため鉄骨造にする。
設備関係では、日本陸上競技連盟や日本サッカー協会の定める基準に準拠した照明
設備をスタンドの上部に配置する他、競技場の北側（幅26.6ｍ、高さ12.5ｍ）と南側
（幅22.7ｍ、高さ10.5ｍ）にそれぞれ大型映像表示装置を設置。間接気化冷却空調機
による座席空調や、蓄熱槽やガス・電気併用熱源、免震ピットを有効活用したクール
ヒートチューブなどを導入する。駐車場は建物周辺に平置きで345台を収容する配
置とした。新国立競技場の建設地は、現在の国立競技場（国立霞ケ丘競技場）や明治公



園、日本青年館の敷地などを合わせた新宿区霞ケ丘町10ノ１他の約11.3ha。既存の
競技場を解体後、新たな建物を建設する。
基本設計業務は日建設計・梓設計・日本設計・アラップJV、デザイン基本設計の
監修業務は、基本構想国際デザイン・コンクールの最優秀作品を手掛けたザハ・ハディ
ドアーキテクト（イギリス）が担当した。
有識者会議や、国や東京都など関係機関との協議・検討を経て基本設計を固め、引
き続き同JVで実施設計作業を進める。

◎ホテルオークラ東京建て替え　基本計画は６社
オークラホテルズ＆リゾーツ（港区）は、2020年の東京オリンピック開催前の新規

オープンを見据え、港区にある「ホテルオークラ東京」を建て替える。
同ホテルの既存本館を解体し、新たに２棟の本館を建設する計画だ。谷口建築設計
研究所（港区）など６社が基本計画を策定しており、設計も同６社が進める見通しだ。
施工者は未定。15年８月に本館の営業を休止し、同年９月にも解体工事に着手する

予定だ。19年２月の完成を
目指す。想定総事業費は約
1,000億円。
新たな本館の規模は、高
層棟が地下６階地上38階建
て。高さは約195ｍ。
ホテルとオフイスを配置
する。もう１棟は地下６階地
上13階建てで、高さは約85
ｍ。施設内容はホテルを中心
とする。地下部分では２棟を
接続する予定で、総延床面積
は18万㎡。
このほか、15年８月の本

館営業休止をめどに、現在本館で営業しているレストランの一部を別館に移設する予
定となっている。
解体する既存本館の規模は、地下２階地上11階建て延べ約６万3,700㎡。客室数
は408室で、高さは32ｍ。
基本計画を担当した企業は、谷口建築設計研究所、大成建設（新宿区）、日本設計（新
宿区）、観光企画設計社（港区）、森村設計（目黒区）、ＮＴＴファシリティーズ（港区）
の６社。
建設地は港区虎ノ門２ノ10ノ４。敷地面積は、本館と大倉文化財団が所有する大
倉集古館の面積を含め２万6,200㎡。



◎建専連　社保未加入対策「民間工事でも指導強化を」
建設産業専門団体連合会（建専連、才賀清二郎会長）は６月３日の総会後、正副会長
による会見を開いた。才賀会長（写真の中央左）は、若年者の建設業への理解や入職促
進に引き続き注力する方針を示した上で「賃金を引き上げるだけでなく、社会保険未
加入問題などを解決しなければ若者は建設業に入職しない」と強調。８月から直轄工
事で社会保険未加入対策を強化する国土交通省に対し「公共工事と民間工事で差を付
けずに指導してほしい」と求めた。
国交省の直轄工事では、８月１日から、社会保険に未加入の元請けと一次下請を排
除する。才賀会長は「公共工事だけで指導が厳しくなれば、未加入企業は民間工事ば
かりを受注することになる」と懸念。法定福利費が支払われる公共工事では「保険に加
入した優良な企業が育つかもしれないが、民需中心の企業との差は開く。残された企
業は企業として存続できず、一人親方にならざるを得ない」との危機感を示し、民間
工事における対策を強化する必要性を訴えた。
内山聖副会長（写真の中央右）は、今回の対策が直轄工事に限定されたものであると
して「まずは地方自治体の発注工事でも対策を強化してもらうことが先決。その後、

民間工事における対策を講じてほしい」
と話すとともに「われわれも標準見積書
の活用を会員に指導するなど、自ら努力
しなければならない」と話した。才賀会
長は適正工期での受発注にも力を入れる
ことを表明。全体工期の最後に現場に入
る仕上げ工事業者から「工期が短か過ぎ
る、24時間仕事しないと間に合わない、
などの苦情が数年前から寄せられてい

る」と明かした上で「主職業者であるわれわれの責任もあるが、発注者にも適切に工期
延長を行ってもらいたい」と要請。こうした動きが「土曜休日などの処遇改善につなが
るはずだ」と述べた。

◎国交省がモニター調査開始　対象は型枠、鉄筋、とび
国土交通省は、技能労働者の賃金変動を継続的に把握するための「モニター調査」を
開始する。人手不足感が強い「型枠工」「鉄筋工」「とび工」の３職種を対象にモニターと
なる企業を固定し、四半期ごとに従業員の賃金の平均を企業単位で報告してもらう。
モニターには、公共工事をメーンに受注する企業と民間工事メーンの企業を選び、官
民受注の賃金の差も調べる。同省がこれまで行ってきた賃金水準の確保策の効果の検
証や、今後の確保策の検討に調査結果を活用する。

(以上、建通新聞東京)




